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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２７年９月 定例会

１．開催日 平成２７年９月2９日（火） 午後２時００分～

２．場 所 多可町中央公民館 中会議室

３．出席者 委 員 長 門脇 きみ子

委 員 熊田 正博

委 員 數原 誠子

委 員 藤田 裕子

教 育 長 岸原 章

４．陪席者 教育総務課長 今中 明

学校教育課長 谷尾 秀伸

こども未来課長 今中 孝介

教育総務課副課長 宮原 文隆

学校教育課指導主事 神崎 進吾

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第５９号 多可町児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則を一部改正する規

則について

議案第６０号 多可町公共施設予約システムの運用に関する規則の一部を改正する規

則について

議案第６１号 多可町文書管理規程の一部を改正する訓令について

議案第６２号 多可町立公民館及び多可町立運動施設等使用料の減免に関する取扱要

綱の一部を改正する告示について

議案第６３号 官民連携による多可町学校給食センター運営にかかる検討委員会設置

要綱の一部を改正する告示について

承認第１号 就学援助規則準要保護の認定について

6．協議事項

（１）全国学習・学力状況調査について
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７．報告事項

（１）各種委員会の報告

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①多可町の教育の点検及び評価報告書について

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条）

②通学バスターミナル・駐車場整備計画平面図について

整備面積＝ 1,587.58㎡
③教育委員会事務所移転計画概要

・旧中町幼稚園へ平成２７年１２月末移転予定

④学校教育施設及び関係施設改修工事進捗状況について

⑤平成２７年度 近畿市町村教育委員研修大会について

日時：平成２７年１０月１３日（火）

場所：京都テルサ（京都府）

⑥８月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①八千代区小学校統合準備委員会経過報告について

②１０月の行事予定について

【こども未来課】

①１０月の行事予定について

(３）１０月定例教育委員会について

平成２７年１０月２２日（木）午後１時３０分～

（４）その他

・平成２７年度 地方教育行政功労者に決定 熊田正博委員
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【開 会】

委員長あいさつ

日程第１ 会議録署名委員の指名

熊田委員と藤田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）小･中学校の運動会・体育祭について

９月１２日に中学校の体育祭、２０日に小学校の運動会が、晴天のもと開催されまし

た。私は、中学校は３校とも回りました。きびきびと動いて、中学生が主体となった意

欲的な体育祭であったと思いました。小学校は、最後の運動会となる八千代区の３校に

いきました。地域の皆さんや保護者の皆さんと一緒になった良い運動会でした。

（２）地方教育行政功労者表彰について

長年お世話になっている熊田委員さんが、今年度、地方教育行政功労者表彰を受賞さ

れることなりました。本当におめでとうございます。

（３）スクラムハート（防災訓練）

８月３０日に、兵庫県播磨広域防災訓練と中学生と消防団との交流事業スクラムハー

トを兼ねた多可町の防災訓練が、３区の中学校で実施されました。全ての中学生が参加

し、避難所での模擬体験、ボランティア受付対応や土嚢の作り方などの有意義な防災訓

練を体験しました。３中学校とも生徒が大変しっかりやっていました。

（４）おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展

９月１３日に第２６回目のおじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展の表彰式を行いま

した。今年は２，２７４点の応募がありました。作品は、9月１９日～２２日までの４

日間ガルテン八千代体育館に展示され、１，４６６名の来場者がありました。

おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展は、敬老の日発祥の町として、これからも一

層充実させていきたいと考えています。

（５）喜寿敬老会について

９月１５日に喜寿敬老会が、ベルディーホールで開催されました。今年は２２７名の

方が喜寿をお迎えになり、１２３名の方が参加されました。余興として中町中学校３年

生が全員で敬老の歌「きっとありがとう」を合唱してくれました。中学生らしい素晴ら

しい合唱でした。

（６）多可郡中学生新人大会

９月２６日に多可郡中学生新人大会がありました。天候にも恵まれ、新チームで頑張

っていました。別紙「新人大会結果一覧表」を配布しておりますので、ご覧下さい。
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（７）町議会について

第６５回定例町議会が９月２日～３０日までの予定で開催されております。２４日、

２５日に一般質問がありました。

教育委員会関係については６人の議員さんから、次の質問をいただきました。

大山議員「子どもの安全教育を徹底するように」

山口議員「キッズランド・給食センターの民営化案は子育て政策の低下を招くのでは

ないか」

日原議員「サポートファイルの有効性について」

橋尾議員「八千代小学校バス通学についての安全確保は十分か」

「校歌、プールの改修について」

辻議員 「人口減少が続くなか、これからの子ども達が地域に残るためには、どのよ

うな教育を進めていくのか」

以上、報告します。

委員長： ただ今の報告につきまして、質疑等ございませんか。

委員長： 敬老の歌「きっとありがとう」を中学生が合唱したということですが、あの歌

を聴かれると、涙ぐまれるご高齢の方が多いですね。それだけ訴える力のある素

直で素晴らしい歌だと思いますので、もっと広まってほしいと思います。

教育長： 敬老の歌のＰＲは、１万５千枚作って、県内の保育所、幼稚園、小学校、中学

校には全部無料で配布させていただいております。県の教育委員会でもＰＲして

お渡しをさせていただきました。できるだけ多くの場所で使っていただきたいと

思います。町としては、マスコミでも取り上げていただくのを目標にしておりま

す。
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日程第３ 議案等

議案第５９号 多可町児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則の一部を改正する

規則について

多可町児童生徒の入学すべき学校区を指定する規則の一部改正する規則について、事

務局より説明がなされた。

委員長： それでは、ただ今の説明につきまして質疑等ございませんか。

委員長集約 議案第５９号につきましては、原案どおり承認することとします。

議案第６０号 多可町公共施設予約システムの運用に関する規則の一部を改正する

規則について

議案第６１号 多可町文書管理規程の一部を改正する訓令について

議案第６２号 多可町立公民館及び多可町立運動施設等使用料の減免に関する取扱

要綱の一部を改正する告示について

多可町公共施設予約システムの運用に関する規則の一部を改正する規則について、多

可町文書管理規程の一部を改正する訓令について、多可町立公民館及び多可町立運動施

設等使用料の減免に関する取扱要綱の一部を改正する告示について、事務局より一括し

て説明がなされた。

委員長： それでは、ただ今の説明につきまして質疑等ございませんか。

委員長集約 議案第６０号、６１号、６２号につきましては、原案どおり承認することと

します。

議案第６３号 官民連携による多可町学校給食センター運営にかかる検討委員会

設置要綱の一部を改正する告示について

官民連携による多可町学校給食センター運営にかかる検討委員会設置要綱の一部を改

正する告示について、事務局より説明がなされた。

委員長： それでは、ただ今の説明につきまして質疑等ございませんか。

教育長： 課長から説明がありましたとおり、予算決算特別委員会の席上において、この

名称は、いわゆる調理部門の民間委託ありきという検討委員会なのかという質問

がありましたので、そうではないと説明いたしました。教育委員会では安全・安
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心で、そして安定した給食を提供することに努めていますが、現状は調理員さん

を確保するのに四苦八苦している状況を説明し、これを打開するためは、どうす

ればよいのかをこの検討委員会で調理部門のみの民間委託も含めて検討させてい

ただきたいと説明いたしました。しかし、結果ありきのような感覚が伝わってく

るので、名称を変更していただきたいという意見が出ました。

教育委員会で十分検討させていただきますという返答をしております。

委員長集約 議案第６３号につきましては、「学校給食センター運営に関する検討委員会」

とすることに全員異議なしで承認することとします。

承認第１号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

＊個人情報が含まれているため、委員会閉会後、非公開会議で審議

日程第４ 協議事項

(１)平成２７年度全国学習・学力状況調査について

事務局より、平成２７年度全国学習・学力状況調査の結果及び考察について説明

がなされ、協議を行った。

委員長： ただいまの説明につきまして、協議をお願いします。

教育長： 昨年までは、平均正答数で表示をしていましたが、より分かりやすいよう

に、平均正答率に変更したいと考えています。中学生は、数値で言いますと

数学のＢ問題（活用）の－０．２以外は、すべて全国の平均正答率を上回っ

ていましたが、－５から＋５の範囲内ですので、言葉で表現すると、「全国

平均と同程度」となります。小学生は、国語のＢ問題（活用）、算数のＡ問

題、Ｂ問題は「全国平均と同程度」ですが、国語のＡ問題（知識）と理科は、

－５．２と－５．１で全国平均を少し下回っております。詳しい数値は、子

どもタイムス１１月号で住民のみなさんにお知らせする予定です。

委員 ： 先生が分析されているのを聞かせてもらうと、気持ちとか、思いやりとか、

考え方とかは順調に育ってるように思いますので、あとはいかに勉強への努

力をさせるかということの繰り返しだと思います。

事務局： 委員さん方、いかがですか。

委員 ： 気になったのは、「テレビを１日３時間以上見ますか」との質問に、小学

生６年生の４１％が見てるのにびっくりしたんですが、３時間くらい見るん

でしょうか。あっという間に経ってしまうんですね。何気なくテレビをつけ

ているっていう家庭も多いのでしょうね。そういうところで、ちょっと意識

してもらって、無駄なときは消して、見たい番組を選んで見るようにしてい

くと視聴時間が減ると思いますね。ずっとついてる状態はよくないと思いま
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す。家に帰ったらすぐつけるご家庭もあると思いますが、テレビを切って静

かな状態に慣れさせるのも大事だと思います。

委員長： 学力にしても学習状況にしても、児童生徒の力や質の問題よりも、やはり

家庭や保護者であったり、教職員にあったり、地域にポイントがあったりす

ると思います。子どもがというよりも、大人の子どもに対する意識付けなど

の状況が、この調査に現れていると考えるべきだと思います。

委員 ： シルバーウィークの休みの間、学校はどうされるのかと思ってましたら、

ものすごくたくさんの宿題を出されてました。できるのかなと思ってました

けど、やはり出されたらきちんと終わらせてました。学校から宿題が出るこ

とはありがたいことだと思いました。

委員長： 家庭内のテレビの見方というのがどうなってるかによって変わってきます

から、保護者の意識も大きいと思いますね。

気になりましたのが、中学生が、復習はきちっとやってるようですが、予

習をあまりしていないことですね。課題を持ってその日の授業に臨む割合が、

小学生の方が上のようなところもありました。もちろん学習したことを定着

させるためには復習は大事ですが、予習をせずに勉強が始まるというのは非

常に効率が悪いですよね。やはり発育段階によって、小学校１年生なら１年

生なりに、明日の勉強の予習や目当てを持つことで学習が始まります。学校

で初めて本を開けて取りかかるのとでは、ずいぶん気構えが違いますね。中

学生くらいになったら、やはり予習は非常に大切だと思います。このような

学習意識調査の結果が出たのは、生徒が学習課題を持って臨むように授業を

を組み立てていないからなのでしょうか。次時の課題を知らせ、予習する習

慣をつければ、分からないところは意識して授業を受けますし、予習が授業

で活かされると非常に嬉しく、励みにもなりますね。このような点で、中学

生が予習しない点が気になりました。

教育長： これは、授業の進め方に大きな影響があると思うんですね。授業をどう組

み立てているかという教師の指導が関係してくると思います。

委員 ： 図書館へ行く割合が全国を下回ってます。読書は、数学や理科の理解にも

繋がってくると思います。学校ごとに色んな工夫はされてるようですが、ま

すます利用する子ども達が増えればいいと思います。

教育長： 学習時間については、宿題をある程度与えるということと、自分なりの勉

強をどうさせるかということが問題になってくると思います。子どもの能力

は一定ではないので、少し進んでいる子は、自分のペースで色んなことをす

るようにしていくことが大事です。よく言われるのが、多可町の子は長時間

勉強している率が低いと言われるんですが、都市部では、その子に応じて塾

などに行ってる子はどんどん進んでいる子が多いので、能力がある子でも、

決められたことはするけれども、それ以上のことはしないという状況があり

ます。やる気がある子については、どんどん進んでいけるように、それぞれ

の学校、また授業の中で指導していく必要があると思います。宿題をするだ

けでなく自主勉強を積極的にやっていく力を身につけたいと考えています。
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委員 ： 子どもの宿題を見ていても、必ずしなければならないところと、「チャレ

ンジ」とか言って、それ以上の宿題もつけてあって、先生も考えておられる

なと思いました。

教育長： 小学生の「自分には良いところがある」という率が良くなってきたのが嬉

しいことですね。前は低かったですからね。中学生は高かったけど、小学生

が低かったのが回復してきましたね。自分に自信を持たせることが必要だと

思います。

委員長： 率が高くなったということは、元気に楽しく学校生活を送ってるからだと

思いますしね。地域自体もむやみに人に迷惑をかけたりマナーの悪い人はほ

とんどいないですから、その中で育っていることが大きいと思います。

委員長： この資料は、学校にも配布されますか。

事務局： 校長会で配布する予定です。

委員長： 細かくしっかりまとめられてますので、参考にしていただきたいですね。

日程第５ 報告事項

(１)各種委員会の報告

・委員長より、８月２９日、９月２４日開催の、多可町表彰審査委員会の報告

９月２５日開催の、青少年健全育成大会の報告

がなされた。

(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①多可町の教育の点検及び評価報告書について

・多可町の教育の点検及び評価報告書についての概要説明

②通学バスターミナル・駐車場整備計画平面図について

・通学バスターミナル・駐車場整備計画平面図についての概要説明

③教育委員会事務所移転計画概要について

・教育委員会事務所移転計画についての概要説明

・旧中町幼稚園へ平成２７年１２月末移転予定

④学校教育施設及び関係施設改修工事進捗状況について

・学校教育施設及び関係施設改修工事進捗状況について概要説明

⑤平成２７年度 近畿市町村教育委員研修大会について

日時：平成２７年１０月１３日（火）

場所：京都テルサ（京都府） について出席確認
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③８月定例教育委員会要旨録について

８月定例教育委員会要旨録についての確認

【学校教育課から】

①八千代区小学校統合準備委員会経過報告について

・校歌歌詞の協議について概要説明

②１０月の行事予定について

・１０月の学校関係の行事予定について説明

【こども未来課から】

③１０月の行事予定について

１０月のこども未来課関係の行事予定について説明

(３)１０月教育委員会について

・１０月定例教育委員会 平成２７年１０月２２日（木）午後１時３０分から

於：中央公民館

(４)その他

・平成２７年度地方教育功労者表彰を熊田正博委員が受賞

・学校訪問の日程・スケジュールについて

【閉 会】 委員長 午後４時２１分 閉会宣言

＊ 承認第１号「多可町就学援助規則準要保護の認定について」

秘密会議において審議後承認
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平成２７年９月２９日

㊞

㊞


