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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２７年１１月 定例会

１．開催日 平成２７年１１月2６日（木） 午後１時３０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

こども未来課副課長 足立 貴美代

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第６４号 多可町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例の一部を改正する条例について

議案第６５号 多可町多子世帯保育料軽減事業実施要綱の一部を改正する告示につい

て

議案第６６号 多可町スクールバス管理運営規程の一部を改正する告示について

議案第６７号 多可町障害児保育事業補助金交付要綱の一部を改正する告示について

議案第６８号 学童保育の高学年入所審査について
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６．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学校教育施設整備進捗状況について

ⅰ．中町北小学校屋内運動場 天井等耐震化工事－完成

ⅱ．中町中学校屋内運動場及び格技場 天井等耐震化工事－完成

ⅲ．八千代区小学校統合改造工事－１１月末完成予定

ⅳ．八千代区バスターミナル・駐車場整備工事－１１月下旬発注予定

ⅴ．中町中学校給食室改修工事－完成

ⅵ．中町中学校下水道管修復工事－１２月完成予定

ⅶ．中町南小学校屋内運動場照明修繕－１２月補正予算化

ⅷ．中町北小学校北校舎内壁剥離・教室床歪み修繕-１２月補正予算化

ⅸ．那珂ふれあい館軒先修繕第1期工事－完成

ⅹ．八千代小学校屋外プール改修工事発注

②学校給食センター運営にかかる検討委員会について

平成２７．８．１１ 学校給食センター運営にかかる検討委員会準備会

平成２７．９．３０ 第2回学校給食センター運営にかかる検討委員会

平成２７．１１．１２ 第3回学校給食センター運営にかかる検討委員会

平成２８．１．１２ 第4回学校給食センター運営にかかる検討委員会（開催予定）

③図書館協議会について

平成２７．１１．１３ 図書館協議会開催

④庁舎建設にかかる中央公民館使用・申込み制限について

⑤平成2８年成人式について

日時：平成2８年1月1０日(日） １３時開会 予定

場所：ベルディホール

１２月上旬に正式文書発送予定

⑥１０月定例教育委員会要旨録について
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【学校教育課】

①八千代区小学校統合準備委員会の経過報告について

②１２月の行事予定について

【こども未来課】

①両キッズランド保護者との懇談会開催について

②キッズランドかみ保護者アンケート結果について

③１２月ほか行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

平成２７年１２月２５日（金） 午後２時 ～

（４）その他
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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）文化祭・こども作品展について

１０月３１日、１１月１日に、町の文化祭とこども作品展を、ベルディーホールと中

央公民館で実施いたしました。各学校園とも素晴らしい作品が出品され、保護者や地域

の皆さんに見ていただきました。

（２）村田町との姉妹都市協定について

１１月２日、宮城県村田町との姉妹都市協定の調印式がおこなわれました。村田町と

多可町で、教育の部分でも交流しようと考えています。

また、翌日の３日には、多可町合併１０周年記念式典に委員さん方も参加していただ

きありがとうございました。

（３）子どもふれあいトークについて

１１月５日に、八千代西小学校で子どもふれあいトークを実施しました。各校から２

名ないし３名、合計で２０名が出席しました。町からは、町長、副町長、理事２人と私

の合計５名が参加しました。子ども達は学校の紹介や多可町の自慢など、多可町に関す

る思いを発表しました。自分の考えをしっかり発表していたので良かったと思います。

（４）わくわくベルディーと中学校の出前授業について

１１月１１日、町内の４年生を対象に、わくわくベルディーを開催しました。ベルデ

ィーホールの施設見学と一流の芸術に触れることの２つの目的で実施しています。今年

は１８４名の４年生が参加し、弓張美季さんの素晴らしいピアノ演奏と、お話を聞きま

した。

また、弓張美季さんには、３つの中学校への出前授業をしていただきました。ピアノ

との出会いやヨーロッパやアメリカなどでのプロとしての演奏活動を通して、「自分の夢

に向かって全力投球する」ことの大切さを教えていただきました。

（５）研究授業について

多可町内の２つの小学校で研究会が実施されました。１１月１２日には松井小学校で、

東播磨北播磨小学校の国語の研究発表会を、兵庫教育大学の勝見先生を講師として招い

て開催しました。言葉の力をどう付けていくかということで、その中で、教師の出場（で

ば）をテーマにした公開授業をしました。１９０名の参加者があり、成功裏に終わりま
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した。

１１月１９日には、八千代北小学校で、県の道徳の指定を受けての研究会と、東播磨

北播磨小学校道徳教育の研究発表会を合わせて実施しました。１８０名の参加で、講師

に横山利弘先生を招いて、『道徳の教科化に向けての話』を拝聴しました。

２校とも先生方が一生懸命取り組んでいただいて、非常にレベルの高い研究発表会で

あったと思います。研究発表が終わってからも平素の授業に結びつけていく、息の長い

取組にしてほしいと思っています。

（６）教職員２０年永年勤続表彰について

兵庫県教育研究所で、東播磨地区の教職員２０年永年勤続表彰がありました。この年

代は非常に少なく、今回は、小学校が２８名、中学校が３２名、特別支援学校が３名、

播磨東の管内で、合計６３名でした。多可町は、２人が受賞されました。

以上６点、報告します。

日程第３ 議案等

議案第６４号 多可町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例の一部を改正する条例について

多可町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の

一部を改正する条例について、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６４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６５号 多可町多子世帯保育料軽減事業実施要綱の一部を改正する告示について

議案第６６号 多可町スクールバス管理運営規程の一部を改正する告示について

議案第６７号 多可町障害児保育事業補助金交付要綱の一部を改正する告示について

多可町多子世帯保育料軽減事業実施要綱の一部を改正する告示について、多可町多子

世帯保育料軽減事業実施要綱の一部を改正する告示について、多可町障害児保育事業

補助金交付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。

委員長集約 議案第６５号、６６号、６７号につきましては、原案どおり承認するこ

ととします。
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議案第６８号 学童保育の高学年入所審査について

＊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 報告事項

(１)各種委員会の報告

・藤田委員より、１１月１８日開催の、第２回児童館運営委員会の報告

*２７年度事業報告、２８年度事業計画について
*課題について
（児童館）・緊急時、携帯電話でも保護者に連絡が繋がらないことが多い。

・マナーの悪い子どもを使用禁止にできるか。

・土曜日の利用者数が少ないことが課題であったが、増えてきた。

（子育てふれあいセンター）

・平日における、地域の方々との交流の持ち方。

(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校教育施設整備進捗状況について

ⅰ．中町北小学校屋内運動場 天井等耐震化工事－９月３０日完成

ⅱ．中町中学校屋内運動場及び格技場 天井等耐震化工事－１０月３０日完成

ⅲ．八千代区小学校統合改造工事－１１月３０日完成予定

ⅳ．八千代区バスターミナル・駐車場整備工事－１１月２４日入札

ⅴ．中町中学校給食室改修工事－８月３１日完成

ⅵ．中町中学校下水道管修復工事－１２月完成予定

ⅶ．中町南小学校屋内運動場照明修繕－１２月補正予算化

ⅷ．中町北小学校北校舎内壁剥離・教室床歪み修繕-１２月補正予算化

ⅸ．那珂ふれあい館軒先修繕第１期工事－完成

ⅹ．八千代小学校プール改築工事 実施設計業務－１１月２４日入札

②学校給食センター運営にかかる検討委員会について

平成２７．８．１１ 学校給食センター運営にかかる検討委員会準備会

平成２７．９．３０ 第２回学校給食センター運営にかかる検討委員会

平成２７．１１．１２ 第３回学校給食センター運営にかかる検討委員会

平成２８．１．１２ 第４回学校給食センター運営にかかる検討委員会（開催予定）

委員長： それでは、ただ今の報告につきまして質疑等ございませんか。

教育長： 今後の流れは、検討委員会で答申をまとめていただいて、その答申をもとに町

として結論を出します。

委員： 委員会では、どんな意見が多くありますか。
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事務局： 委員さんからは、調理部門の民間委託について、多くの方が抵抗感をお持ちで

ないかという意見がありますが、現在、安定的な調理員さんの確保が、将来的に

も見込めない状況です。正職員を採用する意見もありましたが、定数条例もあり、

新採用はないと行政改革でも方針が出ております。例えば正職員と嘱託職員が半

数ずつになったとしても、旧町のように各区での小規模な給食センターであれば

いいのですが、現状ではマネジメント、リーダーの確保が難しい状況をご説明し、

皆さんに理解をいただいているところと考えております。

教育長： 保護者としては、安全で安心な給食を提供されれば、民間であろうと、公立で

あろうと構わないという意見が大半であったと思います。

委員長： 非常に真剣に具体的なご協議をいただいて、ありがたいと思っております。具

体的な中身が分からない方は抵抗感があると思いますが、このように話を聞いて

いただいたら、納得して、官民連携の給食センターへの移行に抵抗がなくなって

くると思います。

給食は安心安全、そして安定した供給が第一だと思います。そこに、子どもが

喜ぶおいしい給食というのを打ち出せたらいいのですが。

事務局： 委員長おっしゃいましたように、その意見も委員会で出ました。民間委託にな

った場合、味付けの面について町の栄養士さんがきちんと指導できるのかという

意見がありました。栄養士である委員、また所長からも、それは徹底が出来ると

聞いております。これまでの味付けのデータも蓄積していますので、そのデータ

をもとに指示をして、おいしい給食の提供に努めたいと考えます。

③図書館協議会について

平成２７．１１．１３ 図書館協議会開催

「知の拠点」である図書館の機能充実の要望

④庁舎建設にかかる中央公民館使用・申込み制限について

教育委員会事務局が、旧中町幼稚園に移転（２８年１月～）

中央公民館ロービー、相談室、コピー室、倉庫が使用不可（２８年１月～）

委員長： それでは、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： 図書館について、予算の増額要望の具体的な内容を教えてください。

教育長： 図書の購入費です。図書館協議会では、施設整備については白紙になりました

が、しかし、図書購入費は従来と同じ額を確保してほしいという要望です。

⑤平成2８年成人式について

日時：平成2８年1月1０日(日） １３時開会 予定

場所：ベルディホール

１２月上旬に正式文書発送予定
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⑥１０月定例教育委員会要旨録について

１０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の経過報告について

１２月２日 第１６回通学部会

１２月９日 第１７回ＰＴＡ部会

１２月後半～１月上旬予定 第５回統合準備委員会

②八千代区３校交流学習について

１２月１５日開催予定

③１２月の行事予定について

１２月の学校関係の行事予定について説明。

委員長： ただいまの学校教育課の報告につきまして、何かご意見等ありませんか。

委員： ３校交流学習での県民芸術劇場とは、どういったものですか。

事務局： 兵庫県芸術文化協会が、演劇、音楽、オペレッタ、民謡、演芸など、優れた舞

台芸術を身近に鑑賞、体験するプログラムを開催しております。毎年、学校が希

望を出しまして、プロのステージを見せていただく機会となっています。

委員： 毎年、多可町内のどこかの学校で開催されているのですね。

事務局： 今まで、多可町は町費で県民芸術劇場に対して手厚く補助しておりましたが、

今年から補助金を削減せざるを得なくなりました。今年は、八千代南小学校、八

千代北小学校、八千代西小学校が三校交流学習の一環として、人形劇団「クラル

テ」による人形劇「嵐の夜に」を鑑賞します。他には、文化庁の事業として、松

井小学校と杉原谷小学校が合同で芸術鑑賞会を開催しました。できるだけ芸術文

化に触れるような事業をおこなっております。

【こども未来課から】

①両キッズランド保護者との懇談会開催について

（今後の予定）

１２月１日 キッズランドかみ運営委員会

１月中旬 キッズランドやちよ運営委員会

１月１９日 キッズランドかみ 保護者との懇談会

１月２６日 キッズランドやちよ 保護者との懇談会

（１１月１０日開催子ども子育て会議の報告）

・２年間で結論を出して、民営化が決定したとしても、民営化の実施までは十

分な期間を設ける方がよい。
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・現状の嘱託職員の割合が７割を超えるキッズランドの体制では、続けていく

ことに限界が来ている。余裕はなく、すぐに民営化するべき。

・民営化ありきで進んでいないか。キッズランドには夢と希望を持って保育に

あたっている若い職員がいるので、正職員の歩む道も考えてほしい。

・ベテランの正職員の先生が、一気に抜けることになるので、保護者としては

不安である。子ども達に混乱が起きないように、しっかりと計画を練ってほ

しい。

・民営化の後、民間事業者としても保育士の確保が困難なので、先生の人数が

落ち着くまでは、かなりの人数の町職員を派遣する必要があるのでは。

・公私連携方式で、しっかりと教育委員会が関わりを持って指導する体制で計

画がされているので、教育・保育の質の保証をしっかりやってほしい。

・子どもの数が減少するなかで、運営を引き受けてくれる事業者がいるのかど

うか。長期的な視点が必要。

・年間に１億円以上の削減ができることに驚いた。ういた経費でしっかり子ど

ものための具体的な施策を考えてほしい。

・ういた経費を就学前の子どもの教育・保育に充てるだけではなく、大切な小

学校教育の施策も考えてほしい。

委員長： ただいまのこども未来課の報告につきまして、何かご意見等ありませんか。

教育長： 今回は、子ども子育て会議での議論の一環として、保護者の意見を聞かせてい

ただくという目的での懇談会です。

②キッズランドかみ保護者アンケート結果について

キッズランドかみ保護者アンケートの結果について概要説明。

委員長： ただいまのこども未来課の報告につきまして、何かご意見等ありませんか。

教育長： アンケートで記入いただいた意見は公表した方がよいと思います。そして、そ

の意見に賛成の方、逆に反対の方の意見を出していただくのがよいと思います。

委員長： 少ない割合ですが、「あまり満足していない」とか「不満」という回答があり

ますので、その辺りは、少ないとは言いながら、しっかりと受け止める必要があ

るでしょうね。

具体的な意見がある場合には、誠意を持って対応することが次につながると思

います。

委員： それと、全保護者に、アンケートで出た意見を公表することが大事ですね。

教育長： 学校が毎月発行している広報に寄せられた意見を、次回の広報に掲載していま

すが、その場合にも、その意見に対しての意見が寄せられています。

委員長： 他に、ご意見ございませんか。

③１１月の行事予定について

１１月のこども未来課関係の行事予定について説明。
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(３)１２月教育委員会について

・１２月定例教育委員会 平成２７年１２月２５日（金）午後２時から

於：中央公民館

(４)その他

委員長： 先日に通学路の道路標識や、自治体の看板の柱が腐食していたという報道

がありました。子どもが、学校の下校中にその柱を蹴って柱が折れて、看板

が小学生の目の辺りをかすめたらしいです。幸い大きな事故にはならなかっ

たのですが、腐食したり傷んでいる標識等が増えているようです。

看板等の管理管轄が、警察であったり自治体であったり個人であったりな

ど色々な看板があり、調査も難しいと思いますが、根元の腐食は分かりにく

いので非常に危ないと思います。せめて通学路だけでも調査できないでしょ

うか。

事務局： 道路管理者、町、公安委員会、県などが立てている看板が多いと思います。

ＰＴＡで通学路安全点検の報告を出していただたり、建設課での道路点検が

あります。また、遊具の安全面も心配です。八千代南小学校においては、今

年度、業者に遊具の安全点検調査を委託し、その結果劣化が激しい遊具は撤

去する予定です。他の学校についても打診や目視など、さらに点検が必要だ

と思っています。

委員長： 通学路の点検はなかなかできないので、年に１回はＰＴＡの安全点検など

で確認ができるといいですね。

委員： 小学校でも、地区役員が村の中の池や井戸など危険箇所点検をされてます

ので、そのときに一緒にしていただけたらいいですね。

教育長： 今回の事故を受けて、校長会で、各学校へＰＴＡと一緒になって、通学路

の安全点検として標識や看板の柱の腐食についてもチェックするように指導

をしていきます。

【閉 会】 委員長 午後３時２３分 閉会宣言

＊ 議案第６８号「学童保育の高学年入所審査について」

非公開会議において審議後承認
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平成２７年１１月２６日

㊞

㊞


