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新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ等の感染防止対策
気温も下がり、空気も乾燥してきました。この時期は、インフルエンザが流行する時期でもあります。
現在、新型コロナウイルス感染症に対して行っている感染防止対策は、インフルエンザを含めた感染
症の防止対策でもあります。学校園では、以下のことをこれからも取り組んでいき、新型コロナウイル
ス感染症やインフルエンザ等の感染症の防止に努めていきたいと考えています。
ご家庭でも、手洗い・換気等を普段の生活習慣として、定着するよう心がけていただくようお願いします。
〇手洗いの徹底
・こまめに手を洗うことが重要であり、外から教室等に入る時やトイレの後、給
食（昼食）の前後などの手洗いを徹底します。
〇マスクの着用
・マスクの着用方法によって飛沫の捕集効果に違いが生じることから、正しい着
用方法（鼻と口を覆う等）について指導していきます。
※ご家庭でも、お子様の発達段階等に応じて、マスクの大きさや種類にお気をつけください。
〇換気の徹底
・冬は空気が乾燥して飛沫が飛びやすくなるので、エアコン使用時も含め、可能な限り換気を行います。
〇抵抗力を高める
・身体の抵抗力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事を心がけるよう指導し
ます。

オンラインを活用したつながりと学びの保障
新型コロナウイルス感染症等の理由により学級・学年閉鎖した場合でも、オンラインを活用して児童
生徒への支援をしています。学校や児童生徒の状況によって内容は異なりますが、オンラインでの支援
方法を工夫し、学校に行けない場合でも児童生徒の学びを止めないよう取り組んでいます。引き続き、
児童生徒とのつながりを大切にしていきますのでご理解・ご支援お願いします。

学校からの配信

ビデオ会議機能を活用

学級・学年閉鎖等の場合は教室等か 児童生徒は、各家庭に端末を持ち帰る
ら、
オンライン授業等を行います。やむ ことで、Microsoft Teamsでオンライ
を得ず登校できない児童生徒に対して ンによる朝の会等に参加します。
は、
授業のライブ配信等を行います。

目的に応じた配信方法の工夫
パソコンを複数台使ったり、書画カメラ
などの機器を取り入れ、児童生徒にわ
かりやすく伝えられる方法を工夫して
います。

これからのＰＴＡ
（育友会・保護者会等）
市内の学校園では、PTA や育友会、保護者会等が、子供たちの健やかな成長を願って、さまざまな活
動に取り組んでおられます。
近年、社会環境が大きく変化していく中で、全国的に PTA 活動の意義や役割が問われるようになって
おり、各 PTA において、保護者負担軽減の観点から活動内容の見直しを進めていただいております。
そこで、教育委員会では、昨年度に引き続き、PTA 等の活動における課題やその対応策をまとめた研
修動画「これからの PTA（育友会・保護者会等）について」を作成し、収録した DVD を各学校園に配
付します。
PTA 等の皆様にもぜひご覧いただき、各学校園における PTA 等の活動が活性化され、学校園と PTA
等が両輪として子供たちを育み、有意義な活動内容となりますようにお願いいたします。
DVD の視聴については、各学校園にご相談ください。
〇「これからの PTA（育友会・保護者会等）について」
◦ PTA とは

◦各単位 PTA の取り組み事例

◦ PTA の課題と解消に向けて
◦これからの PTA について

また、PTA（育友会・保護者会等）活動に関するご質問・ご相談は神戸市教育委員会事務局 学校教育
課（TEL：078-984-0190 平日 9：00 〜 17：00）までお問い合わせください。

青少年科学館のリニューアル
神戸市立青少年科学館（愛称：バンドー神戸青少年科学館）は、
令和４年２月より施設の一部を閉鎖し、
老朽化したプラネタリウムを大規模改修して多目的ドームシアター化するとともに、最先端の科学技術
に触れることができる展示を導入することで、施設の一層の魅力向上を図ります。
〇プラネタリウム（令和４年７月リニューアルオープン予定）
◦精緻で美しい星空や映像を実現するため、光学式プラネタリウム、全天周デジタル式映像投影
への最新機器を導入します。
◦ドームスクリーンを改修し、高品質な映像を映し出します。
◦多目的利用のための音響設備をハイスペック化します。
◦照明施設の改修により、手元が明るくなり星座早見表を見たり、メモを取りながら星空観察が
可能になります。
◦校外学習の際に小学校の運動場の風景を投影し、
天文学習の理解を深めます。
（全市 164 校対応）
〇展示室（令和４年４月リニューアルオープン予定）
◦ロボットの働きを学ぶため、産業用ロボットの操作体験コーナーを設置します。
◦神戸発の手術用ロボット hinotori について学ぶ映像コーナーを設置します。
◦ 15 ｍの通路に最新の映像技術を体感できるプロジェクションマッピングを導入します。

詳しくはこちら

神戸市就学援助は年度の途中でも申請を受け付けています
神戸市ではお子様が神戸市立小学校 ･ 中学校に就学しているご家庭において、教材や給食などの費用
にお困りの場合は、
「神戸市就学援助」による援助を行っています。
新型コロナウイルス感染症の影響などにより収入が減少したご家庭については、年度の途中からの申
請も受け付けています。
希望される方は神戸市教育委員会事務局学校経営支援課（TEL：078-984-0664
平日 9：00 〜 17：00）へお問い合わせください。
詳細はこちら
（神戸市ホームページ）

教員の多忙化対策
１．教員を取り巻く多忙化の状況
近年、教員の多忙化は全国的な課題として取り上げられており、文部科学省は、
「社会の変化に伴い
学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、教師の長時間勤務の看過できない実態が明らかになってい
る。」と示しています。
子供たち一人一人に未来をたくましく生き抜く力を身に付けてもらうために、教員が一人一人の子供
に向き合う時間や授業の準備・改善を行う時間を十分に確保できるよう多忙化対策に取り組んでいます。
２．本市教員の時間外勤務の状況（令和 2 年度 ※臨時休業していた 4・5 月を除く月平均）
小学校 4,286人
80時間以上
173人
（4％）

45時間未満
2,323人
（54％）

60時間〜
741人
（17％）

45時間〜
1,049人
（25％）

中学校 2,365人
45時間未満
845人
（36％）

45時間〜
462人
（19％）

高等学校（全日制） 413人

80時間以上
542人
（23％）

80時間以上
48人
（12％）
60時間〜
53人
（13％）

60時間〜
516人
（22％）

45時間未満
246人
（59％）

45時間〜
66人
（16％）

いわゆる「過労死ライン」相当（月 80 時間の時間外労働）の教員が多数存在しています。

⇒

※法律の規定により、教員には、時間外勤務手当は支給されません。
３．教員の多忙化対策にご理解・ご協力ください
 教員の勤務時間は、多くの学校園で、平日８時 15 分から 17 時までとなっています（夜間定時制の学
校等を除く）。学校園へのご連絡や個別懇談の時間の設定等に、引き続きご配慮・ご協力いただきます
ようお願いいたします。

＜参考＞ これまでの主な多忙化対策
◦保護者との新たな連絡ツール「すぐーる」の運用
◦部活動外部指導員の配置などによる学校の組織力の充実
◦夜間電話の音声アナウンス対応
◦行事等の写真・DVD のインターネット販売
◦ 1 人 1 台端末や自動採点ソフトウエアの導入など ICT の活用

など

市立高等学校とスタンフォード大学との連携プログラム
世界で活躍できるグローバル人材を育成するため、米国スタンフォード大学と連携し、同大学が提供
するオンライン教育プログラムを市立高等学校等の生徒向けにカスタマイズした「Stanford e-Kobe
program」を９月からスタートしました。
〇対象
全日制高校の２・３年生から選抜
〇実施期間
令和３年９月から令和４年３月
〇カリキュラム内容
 単純な英語力の向上のみならず、論理的思考力や課題解決力と
いった世界で活躍するグローバル人材に求められる資質を学ぶと
ともに、受講生の継続的な学習意欲と向上心を引き出すことを目
的とした教育プログラムです。
①本市が「多様性」
「起業家精神」などのテーマを設定
②全編英語・オンライン
③事前の講義視聴（テーマに関するリーディング、ライティング
による予習、課題提出）
④グループディスカッションによる受講生同士、講師と受講生の
意見交換
⑤日米の高校生による交流プログラム
⑥ファイナル・プレゼンテーション

“こどもの教育”法律相談の実施
子供たちが充実した生活を送り、健やかに成長できるよう、市立学校園に通う幼児・児童・生徒及び
その保護者等の皆様を対象に、学校内外における悩みごと・困りごと等について、弁護士が法的なアド
バイスを行います。
〇実施期間：令和３年 12 月９日（木）から令和３年 12 月 11 日（土）までの３日間
◦９日（木）
、10 日（金）13：00 〜 18：00 ／最終相談開始時間 17：00
◦ 11 日（土）13：00 〜 17：00 ／最終相談開始時間 16：00
〇実施場所：神戸市総合教育センター 813 号室（神戸市中央区東川崎町 1 − 3 − 2）
〇相談方法：対面相談（相談無料）／相談１件あたり 50 分
※同一相談者による相談は期間中１回までとします。
〇予約期間：令和３年 11 月 29 日（月）から令和３年 12 月 2 日（木）まで
〇予約方法：下記の専用電話もしくはホームページにてご予約ください。
電話によるご予約：090-6245-4807（各日 9：00 〜 17：00）
ホームページからの
ご予約はこちら

※キャンセルをされる場合は、必ずお電話かホームページより、事前にお知らせいただきますようお願いします。

教育委員会へのご意見などはお問い合わせフォーム
（教育委員会だよりのホームページ下部）
またはTEL：984-0608 FAX：984-0617でご連絡ください。
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