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２０２２年度 ４月定例教育委員会議事録 

 

１．日 時  令和４年４月８日（金）１３：３０～１５：３０ 

２．場 所  ４階会議室４－１ 

３．出席者  教 育 長 橋本 浩明 

       教 育 委 員 河嶋栄里子・藤本真理・養父雄一・石原友紀 

  学術政策員 隂山 茂 

 事 務 局 入江教育管理部長・藤原教育指導部長 

  近澤教育総務課長 

 井上スポーツ振興課長・教育総務課 小畑・澤谷 

４．会議内容 

（１）開会あいさつ  教育長 

 

（２）前回議事録確認 全委員一致で承認 

 

（３）協議事項 

前回の定例教育委員会で協議した令和３年度事業評価について、教育委員

からの指摘事項を反映したものを確認する。 

 

（４）報告事項 

各課長から資料により令和４年度主要事業の進捗状況及び情報の説明を行

い、教育委員の意見を聞く。 

 

学校教育課 

第Ⅲ期教育振興計画の具現化【教育課程管理】 

（重点課題） 

①ＧＩＧＡスクールプロジェクト 

②学力向上（新たな学びのスタイルの構築） 

③幼稚園教育（「新たな幼稚園」の具体的な構想の研究） 

④河合小中一貫教育のあり方の研究と各校区小中一貫の教育の推進 

※人口減少社会へむけての対応 

⑤外国語教育（小中一貫外国語教育の実践研究 播磨東研究発表） 

⑥アフターコロナ 新たな教育課程の創造 

   

①については、２年目に入り、昨年度学校で実践したものを纏めた「実践記録

集」をブラッシュアップしていく段階へ進めていきます。 

②については、コロナ禍で表情によるコミュニケーションができていないの
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で、徐々に「学び合い」「話し合い」の部分を戻していきたいと考えています。

ＧＩＧＡも入ったうえで、学びのスタイルそのものを再構築する１年になっ

ていくと思っています。 

③については、教育行政顧問の川島隆太教授と打ち合わせをする中でアドバ

イスをいただきながら、新たな幼稚園のスタイルを研究していきます。 

④については、今の河合小中一貫教育のあり方の検証と義務教育学校の研究

を併せて進めていきます。 

⑤については、ＡＬＴの先生が揃いましたので、再スタートを切りたいと思っ

ています。 

⑥については、昨年度、行事や練習時間等を圧縮した良さを引継ぎながら、教

育課程の見直しを進めていきます。 

 

学校組織マネジメントの強化とリスクマネジメント【危機管理】 

（重点課題） 

⑦情報共有と組織対応の一層の推進（不登校対策 重点） 

⑧新型コロナウイルス感染症の経済的影響に注視した教育環境整備 

 

⑦について、本年度から特に重点を置きたいのは増加傾向にある不登校問題

です。数字だけではなく、そこに隠れている学校の運営の在り方、あるいは家

庭や社会全体の在り方、コロナの影響等も含めて、不登校の状態を注視してい

きたいと考えています。 

 

人材育成と働き方改革【人的管理】 

（重点課題） 

⑨人材育成（管理職の大量退職を見据えたリーダーの育成と組織力の向上） 

⑩アフターコロナを見据えた働き方改革の研究 

 

⑨については、この３年間で管理職が退職により入れ替わっていきますので、

引き続き、次のリーダーと若手教員の育成に取り組んでいきます。 

⑩については、スクールサポートスタッフや学校業務応援スタッフ等の効果

的な活用をしながら、働き方改革を進めていき、先生方が子どもたちとしっか

り向き合える状態を作っていきたいと思っています。 

 

学校教育課情報 

１.市の取組 

○３月３０日 市教職員感謝状贈呈式（定年・勧奨退職者 ４名） 

→時間を短縮して実施。 
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○４月１日  市教職員辞令交付式 

→採用・昇任校長、採用・昇任教頭、新任教職員、転任教職員のみで実施。

その他の辞令交付は、学校長が行う。 

 

２.学校の取組 

○卒業式→感染症対策を実施したうえで開催。 

○入学式→感染症対策を実施したうえで開催。 

○授業参観→分散方式等の工夫をして実施。（別紙詳細） 

・４月１６日（土）：小野中、旭丘中、小野南中  

・４月２２日（金）：小野特 

・４月２３日（土）：河合小中  

・４月２９日（金）：小野、小野東、来住、市場、大部、中番、下東条小  

○ＰＴＡ総会→感染症対策を実施したうえで工夫して開催予定。 

○家庭訪問→感染症対策を実施したうえで工夫して開催予定。 

○遠足等→徒歩での移動・感染症対策を行った上で実施予定。 

○運動会→半日開催の方向。 

・５月１４日（土）：小野特  ・５月２１日（土）：小学校、河合小中 

○中学校修学旅行 

・５月２３日（月）～５月２５日（水）：小野南中  長崎方面 

・５月３０日（月）～６月 １日（水）：小野中   長崎方面 

・５月３０日（月）～６月 １日（水）：旭丘中   広島・四国方面 

・９月 ５日（月）～９月 ７日（水）：河合中   東京方面 

 ○到達度テストの分析（別紙詳細） 

 

【意見】 

・ベトナム籍の子どもが入学したため、サポートとして行ってきました。わか

りにくい所については、先生方がわかりやすく補足を書いてくれていて、有

り難いと思いました。どうしても書類が多いため、すべてを理解することは

難しいのですが、２度、３度と言うことによって繋がることもあると思いま

す。その中で、定型文等の決まっている文章は、英語翻訳文はあるのですが、

ベトナム語の翻訳文はありません。小野市はベトナムの方が多いので、今後、

必要になるのではないかと感じました。 

・大部小学校の卒業式で、コロナで学級閉鎖があった時に、若い先生が担任さ

れている低学年クラスのリモート授業がとてもうまくいき、若い力が役立っ

たという話を聞きました。若い先生方の育成に力を入れているということが

うまく回っている印象を受け、安心しました。 

→ ＧＩＧＡも含め、それぞれの学校でリーダーが育ちつつあります。これ
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から中堅層が少ない時期がしばらく続きますので、引き続き、若手教員を

育てていきたいと思います。 

・新たな幼稚園について、どのような方向性でいくのか等は検討委員会の方が

考えていかれると思うのですが、何か保護者の目を惹くものが必要だと思っ

ています。わかくさ幼稚園では、川島先生の脳科学に基づいた教育をされて

いると聞いていますが、どういった特色がありますか。 

→ 川島先生は、子どもたちの心の安定基地を築いていくため、保護者との

連携が大事だとおっしゃっています。そのために、川島先生と一緒に脳ト

レ遊びの本を発行されており、園で行った脳トレ遊びを家でも１０分やっ

てもらって、家庭での教育と生活習慣を身につけることを併せて取り組ん

でおられます。学ぶところやヒントになるものがあるのではないかと思っ

ています。 

・個人的な意見ですが、若い保護者の方たちは、「川島先生」や「脳科学」とい

っても、今はいろいろな脳科学の先生がいらっしゃるので、ピンとこないの

ではないかと思います。幼稚園教育にも繋がっていくと思いますので、「川島

先生の脳科学」を広報で特集する等、もっとＰＲした方がいいのではないか

と思います。 

→ 「脳科学」というと、頭だけのことだけを考えているように誤解される

方もいらっしゃるので、川島先生の具体的な活動を通して、皆に知ってい

ただく機会を作ることが大事だと思っています。コロナで子育て教室も止

まってしまっていますので、これからどのようにＰＲをしていくのかが課

題です。 

・特別支援学校と放課後デイサービスとの連携がうまくいっているとお聞きし

ました。支援の必要な子どもたちに関して、幼稚園から小学校、中学校から

高校への連携というのはどのようにされていますか。 

→ 中学校から高校へは、連携シートを作り、個別に対応が必要な生徒につ

いては、それをもとに中学校の先生が高校と打ち合わせをしています。 

幼稚園と保育園・所については、各小学校で連携会議を行い、幼稚園と保

育園・所から情報をもらっています。以前に比べると、小学校についても放

課後デイサービスとの打ち合わせは、かなりできるようになってきていま

す。 

・学校と放課後デイサービスがとても良好な関係で、日誌等をお互いに見るよ

うにして、両方で子どもを支えていくというシステムが定着してきたように

思います。 

→ 保護者から、連絡帳をお互いに見合ってもいいと了解を得た家庭につい

ては、放課後デイサービスにも連絡帳が行き、放課後デイサービスで気付

いたことを書いてもらった連絡帳を学校も見られるという回り方になって
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きているので、少しずつ連携が進んでいるように思います。 

 

教育総務課 

新幼稚園整備事業 

【計 画】Ｒ４年度 わか松幼稚園舎の耐震診断、基本設計 

     Ｒ５年度 実施設計 

 Ｒ６～７年度 建築工事、周辺整備工事 

 Ｒ８年度 開園 

【事業費】総事業費：５１８，０００千円 

     財  源：学校施設環境改善交付金（補助率１／２又は１／３） 

  

（課題） 

・市の内部組織だけでなく、両園の園長先生やできれば保護者の方も含めた

検討委員会を設置し、市民ニーズに対応した幼稚園にしていきたいと考え

ています。 

・園児数を考慮した新幼稚園に必要な適正規模の算定など、今年度の基本設

計の中で決めていきたいと考えています。 

 

学校施設長寿命化対策事業（小野南中学校、旭丘中学校） 

【計 画】Ｒ４年度 小野南中学校体育館工事完了 

          旭丘中学校校舎長寿命化改修工事基本・実施設計 

     Ｒ５～６年度 旭丘中学校校舎長寿命化改修工事 

【事業費】総事業費：１，４００，０００千円（旭丘中学校） 

     財  源：学校施設環境改善交付金（長寿命化補助率１／３） 

 

（進捗状況） 

・小野南中学校体育館長寿命化改良工事は５月末に完成予定で、６月から通

常どおり使用できる予定です。 

・小野南中学校自転車置き場整備工事の進捗率は９０％で、現場はほぼ完成

しており、あとは完成書類の提出のみとなっています。 

・旭丘中学校校舎長寿命化改修工事は、今年度に基本実施設計を行い、令和

５年度から令和６年度で校舎の改修工事を行う予定です。体育館について

は、基本設計の中で適正な規模の算定を行い、スケジュール等も含めて考

えていきたいと思っています。 

 

 （今後の予定） 

・４月に旭丘中学校校舎長寿命化改修工事設計委託入札を予定しています。 
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学校トイレ洋式化事業 

【今年度対象校】来住小学校、市場小学校、中番小学校、特別支援学校 

【予算及び財源】整備事業、設計、監理費：１１９，８００千円 

財源：学校施設環境改善交付金（大規模改造補助率１／３） 

（進捗状況） 

・令和３年度末で洋式化率８１．２％を達成しており、今年度対象校の洋式

化が終わった段階で洋式化率８７．７％になります。旭丘中学校と河合中

学校は長寿命化対策事業の中で洋式化していく予定です。 

 

（今後の予定） 

・６月２４日に工事の入札を予定しており、準備を進めています。 

 

教育総務課情報 

感染症対策等の学校教育活動継続支援事業 

 ○９０万円×６校（児童生徒数３００人以下） 

  河合小、来住小、中番小、下東条小、河合中、小野南中 

 ○１３５万円×３校（同３０１人～５００人） 

  市場小、大部小、旭丘中 

 ○１８０万円×３校（同５０１人以上） 

  小野小、小野東小、小野中 

 ○３６０万円 

  特別支援学校 

 ○５０万円×２園 

  幼稚園 

 

 ＜執行状況＞ 

学校 配分額（円） 執行済額（R4.3月

末） 

執行率（％） 

小野小学校 １，８００，０００ １，７９９，５９４ ９９．９ 

小野東小学校 １，８００，０００ １，７９９，８８６ ９９．９ 

河合小学校 ９００，０００ ８９９，８７５ ９９．９ 

来住小学校 ９００，０００ ８９９，８１６ ９９．９ 

市場小学校 １，３５０，０００ １，３４９，９４９ ９９．９ 

大部小学校 １，３５０，０００ ６４８，６０１ ４８．０ 

中番小学校 ９００，０００ ８９９，５２９ ９９．９ 

下東条小学校 ９００，０００ ８９９，７６４ ９９．９ 
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小野中学校 １，８００，０００ １，８００，０００ １００．０ 

河合中学校 ９００，０００ ８９９，８７５ ９９．９ 

小野南中学校 ９００，０００ ８９９，５５５ ９９．９ 

旭丘中学校 １，３５０，０００ １，３５０，０００ １００．０ 

小野特別支援学校 ３，６００，０００ １，８１９，５０９ ５０．５ 

わか松幼稚園 ５００，０００ ５００，０００ １００．０ 

小野東幼稚園 ５００，０００ ５００，０００ １００．０ 

合計 １９，４５０，０００ １６，９６５，９５３ ８７．２ 

  

【意見】 

・感染症対策等の学校教育活動継続支援事業の予算は、令和４年度も同じ額で

すか。 

→ 令和４年度の予算は１，８４５万円であり、令和３年度とほぼ同額です。

何でも買える訳ではなく、消毒液等の感染防止対策の消耗品費や、分散授

業をするためのホワイトボード等、学校の教育を継続していくために必要

な備品費等が対象になります。備品についてはこの２年間でほとんど買い

揃えられているので、今年度は消毒液等の消耗品等で使っていくことにな

ります。これらは単価が低いので使い切ることが難しい部分もありますが、

有効に活用していきたいと思っています。 

・幼稚園の新設工事は建物のみですか。園庭等も含まれていますか。 

→ 工事事業費の中には駐車場整備や、小野東幼稚園の解体も考えているの

でその解体工事費も含まれています。 

・子どもの運動能力や技能を上げるために、保育園の園庭のデザインをチーム

ラボに依頼した所があるとニュースで見ました。保護者としては、園庭も魅

力的な所だと思いますので、園庭にも脳科学的なものを入れられたら良いの

ではないかと思いました。また、転んでも大丈夫なようにクッション性のあ

る芝生にしたり、子どもの脚力を伸ばすために丘を作ったり等といった設計

をされている所を見たので、新しい幼稚園の園庭も工夫できたら良いのでは

ないかと思います。 

→ 色々な意見を取り入れながら一緒に考えていきたいと思っています。 

・幼稚園の財源の補助率が１／２又は１／３となっているのは何故ですか。 

→ 耐震診断の結果によって変わります。耐震診断の結果、危険な建物であ

ると判定されれば１／２になり、そこまで危険ではないと判定されれば 

１／３になります。耐震診断は今年度行う予定にしておりますので、今年

度末には補助率がわかると思います。 
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いきいき社会創造課 

小野市文化財保存活用地域計画策定事業 

 【策定計画】 

・令和３年度：文化財悉皆調査と文化財の特徴把握 

・令和４年度：文化財保存活用地域計画素案の作成 

・令和５年度：文化財保存活用地域計画作成と文化庁への認定申請 

【地域計画の対象期間】令和６～１５年度 

 

（進捗状況） 

・市内文化財悉皆調査（仏堂）：２月２６日に調査が終了しました。 

 調査対象仏堂８８カ所（５０町）、仏像４２０体、その他（掛け軸等）４０

９点、ボランティア（延２１７人参加） 

・３月３１日、神戸大学より町別調査結果報告書の納品があり検品しました。 

 

（今後の予定） 

・文化財保存・活用方針の検討を進めていきます。 

・７月に第３回協議会の開催を予定しています。 

 

図書館事業（ＩＣタグシステム導入事業、トイレ洋式化改修工事、高圧受電機

器取替工事） 

（進捗状況） 

・図書館ＩＣタグシステム導入事業では、ＩＣタグを導入し、自動貸出装置を

２台、自動返却装置を１台設置し、蔵書点検の効率化や不明本の抑制に努め

ます。７月から蔵書へのＩＣタグ装着に取り掛かり、年末年始の休館中に盗

難防止用のゲート設置工事を行う予定です。 

・トイレ洋式化改修工事については、残っている和式トイレを洋式化し、旧式

の戸開きを改修する予定です。 

・経年劣化のため、高圧受電機器取替工事を年末年始の休館日に行う予定で

す。 

 

いきいき社会創造課情報  

１.事業報告 

・第１４回小野市詩歌文学賞選考委員会 

 第３３回上田三四二記念「小野市短歌フォーラム」選者会 

日時：３月２３日（水）１４時３０分～ 

場所：京都市内 

内容：詩歌文学賞受賞作品２点、短歌フォーラム入賞作品８３首選定 
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・桜づつみウオーク 

日時：４月３日（日）６時３０分～９時００分 

場所：粟田橋～おおべ逆さ桜 

内容：おおべ逆さ桜を折り返し地点とした、コロナ対策を踏まえた早朝自

由ウオーク 

 主催：大部地区地域づくり協議会 

   

２.今後の主な予定 

・好古館企画展 

○「端午の節句飾り」 

会期：４月１６日（土）～５月２２日（日） 

○「小野市の古代寺院－仏と法と僧－」 

会期：４月２３日（土）～９月４日（日） 

○「歌人・上田三四二－生涯と業績－」 

会期：５月７日（土）～６月１９日（日） 

 

・子ども読書週間イベント 

期間：４月２３日（土）～５月８日（日） 

場所：図書館 

内容：①リサイクルブックフェア 

   ②変身ごっこ（かいけつゾロリに変身できるグッズを館内貸出） 

③ごちゃまぜお楽しみ袋（絵本や物語、知識の本等が入ったお楽し

み袋） 

 

・第１４回小野市詩歌文学賞・第３３回上田三四二記念 

「小野市短歌フォーラム」 

日時：６月４日（土）１２時３０分～ 

場所：うるおい交流館エクラ 

内容：詩歌文学賞受賞式、短歌フォーラム表彰式／選評 

講演「滅びゆく日本語－その細道を辿れば‐」（講師：辻原 登） 

連歌の会歌披露／解説、鼎談「小野市との２０年を振り返る」 

 

【意見】 

・図書館に英字新聞を置いて欲しいという話があったと聞きました。 

→ 試しに半年だけ、学生向けの英字新聞を置いています。現在、本当に英

字新聞のニーズがあるのか、時事的なことより視覚的に入ってくるよう
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な雑誌を置いてみてはどうか等、図書館協議会で検討しています。 

また、小野市の現状は、英語領域の方よりインドネシアやベトナムの方

が多いので、そのような方向けの本や雑誌を置くのはどうかということ

も、投げかけています。 

・ベトナム語とポルトガル語の絵本は、図書館に置いてあります。しかし、

ベトナムの方が図書館を利用するというのはあまり聞いたことがないので、

宣伝から始まるのではないかと思います。英字新聞についても、図書館に

置いてあることを学生や子どもたちに伝えることが必要だと思います。 

 

スポーツ振興課 

学校保健体育事業の推進 

○おの検定の継続実施、授業、部活動、家庭での取組みにより、柔軟性向上の目

標値を達成する。 

○脳科学理論に基づく食育効果を更に発信・推進し、「バランスの良い朝食摂取

率」７０％を達成する。 

 

（今後の予定） 

・体力づくりに関しては、「短なわ」や「体力テスト」のデータ分析に基づい

た取組みや柔軟性の向上への取組みを引き続き行っていきます。 

・食育に関しては、ひまわりカードに新しい工夫を加え、コロナ禍で停滞し

ていた栄養教諭による出前授業を再開し、家庭科の授業の充実にも取組ん

でいきたいと考えています。 

・部活動の改革として、合同部活動や地域への移行化に向けたあり方につい

て、検討していきます。 

 

第９回小野ハーフマラソン２０２２ 

○市民参画型の生涯スポーツ事業を展開し、市民の健康づくりと地域の活性化

を図り、「住むならやっぱりおの」を体現する。 

 

（進捗状況） 

・大会名：Ring of Red 第９回大会小野ハーフマラソン２０２２ 

・開催日：１２月４日（日） 

・４月１５日（金）、第１回代表区長会において協力依頼。 

 

（今後の予定） 

・４月下旬、共催事業者（ＳＩＣ）と第９回大会概要（部門、募集開始時期、

ボランティア公募等）について協議予定です。 
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・５月末、第１回実行委員会を開催予定です。（日程調整中） 

 

スポーツ振興課情報 

１.学校保健体育 

・教科担当者会 

日時：小学校 ４月１２日（火）時間は未定  

   中学校 ４月１３日（水）時間は未定 

場所：小学校：リモート開催 中学校：旭丘中学校 

  

２.社会体育 

・「やなせ苑八重桜ウオーク」 

   日時：４月２３日（土） 集合９時００分～９時３０分 

   場所：小野駅－やなせ苑－白雲谷温泉ゆぴか－小野駅 約１０ｋｍ 

主催：小野市観光協会、神戸電鉄（株） 

 →フリーハイキングとして実施。 

 

・第１回小野市体育協会理事会 

日時：４月２５日（月）１９時００分 

場所：会議室２－１～２－４ 

内容：①令和３年度事業報告・決算報告について 

   ②令和４年度役員変更について 

   ③令和４年度事業計画・予算について 

 

・第７０回兵庫リレーカーニバル 

日時：４月２３日（土）、２４日（日） 

場所：神戸ユニバー記念陸上競技場 

 

３.今後の予定 

・各種工事等入札 

日時：４月２１日（木） 

案件：①総合体育館空調設備等改修工事 

②総合体育館アリーナ特定天井外改修工事設計・監理業務委託 

③小野希望の丘陸上競技場倉庫棟外増築工事設計・監理業務委託 

④小野希望の丘陸上競技場スタンド屋根新設工事設計・監理業務委

託 

⑤小野希望の丘陸上競技場写真判定装置整備事業 
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・運動会 

特別支援学校 日時：５月１４日（土）  

市内小学校  日時：５月２１日（土）  予備日：５月２２日（日） 

    ※河合小・中は、合同開催。 

   

【意見】 

・ハーフマラソンの課題に感染対策とありますが、他の地域でこの感染対策が

良かったといった情報等はありましたか。また、今回の感染対策に関して大

きな問題はありませんでしたか。 

→ 県内の他地域では、ほとんど開催していないため、情報がありません。

今回の感染対策についても、特に問題はありませんでした。 

・東京マラソンでは、給水時にアルコール消毒をして、飲んだゴミをきちんと

ゴミ箱に捨てるようにしていたのをテレビで見ました。 

→ 今年度は大型スーパーや企業の社宅等が建設され、町の形状が変貌して

います。感染対策だけでなく、駐車場やバスの待機所等についても早期に

対策を考えていかなければならないと考えています。 

 

（５）次回定例教育委員会予定 

令和４年５月１６日（月）午後１時３０分 ４階会議室４－１ 

 

（６）閉会あいさつ 教育長 

 

 

 


