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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２８年５月 定例会

１．開催日 平成２８年５月３１日（火） 午後１時３０分～

２．場 所 多可町教育委員会 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

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第２１号 多可町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について

議案第２２号 多可町学校給食センター調理等業務委託業者選定委員会設置要綱の制

定について

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学校給食センター調理業務の民間委託にかかる説明会について
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②６月補正予算及び学校園施設整備について

③平成２８年度 兵庫県女性教育委員総会並びに研修会について

６月２９日（水） 淡路夢舞台

④平成２８年度 多可町教育懇談会について

６月１４日（火） 午後６時３０分～ エーデルささゆり

⑤４月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①八千代小学校開校イベントについて

６月４日（土）午前１０時３０分～

②多可町「トライやる・ウィーク」の見学について

③６月の行事予定について

【こども未来課】

①第１０回子ども・子育て会議資料について

②６月行事予定について

（３）６月定例教育委員会、総合教育会議、学校給食試食会の日程（案）について

・６月定例教育委員会（案）

平成２８年６月２４日（金）午後１時３０分～

・第１回総合教育会議（案）

平成２８年６月３０日（木）午後１時３０分～

・学校給食試食会（案）

平成２８年６月３０日（木）午後１２時３０分～

（４）その他

閉 会
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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）春の学校園訪問について

５月１１日の中町中学校から、春の学校園訪問を実施しています。松井小学校、

加美中学校、八千代中学校、キッズかみ、キッズやちよ、中町北小学校、中町南

小学校が終わりました。明日、６月１日に八千代小学校、３日にあさかこども園、

９日に杉原谷小学校、１０日にちびっ子ランドらくえん、１４日に四恩こども園、

２２日にみどりこども園を訪問します。

春の学校園訪問は、事務局だけで、各学校園を２時間程度訪問し、今年度の学校

園の経営方針や教育目標、課題や取組等を伺っています。

また転入職員との懇談や気になる園児児童生徒の状況報告と観察、施設設備の整

備状況等の説明を受けています。各学校園とも良いスタートが切れていると感じま

した。

（２）青少年補導委員会総会について

５月１１日に多可町青少年補導委員会総会が中央公民館で開催されました。今年

度は、８６名の補導委員さんにお世話になります。役員については、会長が藤本一

昭さん、副会長は岸本みどりさん、会計は溝垣隆宏さんに決まりました。

（３）中央公民館播州歌舞伎クラブの開講式について

山根さんを代表として、２３名の部員で組織している中央公民館播州歌舞伎クラ

ブが５月２０日に本年度の開講式を行いました。若い部員たちの頑張りを応援をし

ていきたいと思います。

（４）全国町村教育長会総会並びに研修会について

５月１２日 ～１３日に東京の銀座ブロッサムで、全国町村教育長会総会並びに研

修会開催されました。今年は、全国の９２７の町村のうち、５７０町村教育長が参

加をしました。

１日目は、総会の後、研修大会で日本大学の広田先生の「これからの教育行政に

ついて」の講演会。その後、小中一貫教育などの特色ある取組や東日本大震災から

の教育復興などの実践発表がありました。２日目は、文部科学省から「初等中等教

育の今日的課題と今年度の重点施策について」の説明がありました。
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（５）高校生模擬議会について

選挙権の１８歳以上への引き下げを受け、政治に関心を持ってもらおうと多可町

議会が主催した高校生模擬議会が５月２８日（土）に行われました。多可高校生徒

１４名が議員となり、２０問の一般質問をしました。町長、副町長、教育長と８名

の町会議員さんが答弁をしました。

（６）トライやる・ウィークについて

６月６日（月）～１０日（金）の期間、多可町内の中学生２年生２００名が、町

内外の６０の事業所で職場体験をさせていただきます。今年で１９回目となります。

トライやる・ウィーク推進協議会や教育委員の皆様にも期間中、見学会等でお世話

になります。よろしくお願いします。

（７）熊本地震被災地への町職員の派遣について

多可町では、全国町村会からの要請を受け、５月１日から１４日まで、熊本地震

被災地へ町職員を２人ずつ各１週間派遣をいたしました。家屋被害認定士の資格の

ある職員が熊本県御船町へ行き、家屋被害認定調査を担当いたしました。また、６

月１日から１週間、２人の町職員を熊本県益城町へ派遣し、避難所運営や窓口業務

を支援する予定です。

以上７点、報告します。

委員長： それでは、報告につきまして質疑等ございませんか。

委員長： 高校生の模擬議会の事を新聞で読み、高校生ともなれば具体的な質問もできるん

だと感心しました。

教育長の報告を聞かせていただいても、非常に大切な事を指摘できると思いまし

た。

高校生模擬議会の取組は今年度だけの事業なのですか。これからも続けられるの

ですか。

教育長： 高校生模擬議会は主催が町ではなくて、議会となっています。選挙を子ども達に

認識してほしい、そして出来るだけ選挙に参加して選挙に関心をもってもらいたい

という考えで、計画されたのですが、来年以降も実施するかどうかは今の段階では

わかりません。

委 員： 今後も続けられるんでしたら、例えば、新聞では、通学路は良くしてほしいとの

依頼もありましたが、もう少し高校生の通学態度も改めてほしいとか、こちらから

の要望も逆に言えるような事があれば良いと思います。

例えば、女生徒のバス停での待ち方とか、自転車通学の様子とか、もう少し考え

ていただきたいと感じています。
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委員長： 国政も重要ですが、身近な町政や県政に目がむき、多可町がどんな町でどんな事

が問題か、この先自分たちが住む町としてどうなのかと考えるきっかけにでもなれ

ば嬉しいです。

これからも高校生の模擬議会が続き、もう少しつっこんだ話が出来て、若い人の

意見を聞いて、少しでも若い人が住みやすい町になってほしいと思いました。

しかし、高校生が言った事を聞きっぱなしと言うことでは、その時だけの話と言

うことになってしまい反って逆効果となります。いろいろ財政的な問題もあるにし

ても、取り組める面ははっきりと目に見える形で、高校生に返していかなければな

らないと思います。その場だけの話になってしまうと、政治はどうせ言ってもどう

にもならないと思われるのが一番心配です。

日程第３

議案第２１号 多可町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について

多可町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

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２１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２２号 多可町学校給食センター調理等業務委託業者選定委員会設置要綱の制定に

ついて

多可町学校給食センター調理等業務委託業者選定委員会設置要綱の制定について、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： 委員の人数を詳しく説明してください。

事務局より説明がなされた。

（１）保護者代表 ・・・各区 1名ずつ
（２）学識経験等を有する者 ・・・１名

（３）副町長

（４）教育長

（５）理事
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（６）学校長代表

（７）学校給食主任代表

（８）栄養教諭

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２２号につきましては、原案どおり承認することとします。

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

・門脇委員長より、５月１０日のトライやる・ウィーク推進委員会の報告

中学２年生２００名が約６０事業所で６月６日から６月１０日の期間で３日間実

施。今年度から協力者スッテカーを作成した

《現状と課題》

＊製造業への希望が少ない

＊生徒・事業所の数が少なくなってきている

＊希望する事業所が片寄る傾向がある

＊商工会や青年部の VTRやたかテレビを活用して、事業所を生徒に周知する必要性

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校給食センター調理業務の民間委託にかかる説明会について

「多可町学校給食センター調理業務の民間委託基本計画」保護者等説明会開催結果に

ついて

・４月２１日（木）区長会役員会で説明

・４月２３日（土）～４月２９日（金）八千代小学校のＰＴＡ総会を皮切りに全小中

学校ＰＴＡ総会で説明

・４月２５日（月）～５月１３日（金）八千代中学校を皮切りに全小中学校職員対象

に説明

・４月２８日（木）区長会全体会で説明

・４月２９日（金）北はりま特別支援学校ＰＴＡ総会で説明

・５月２４日（火）加美区保護者説明会

・５月２６日（木）中区保護者説明会

・５月２７日（金）八千代区保護者説明

②６月補正予算及び学校園施設整備について

（多可町学校給食センター調理等業務委託事業者選定委員会関係）
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＊６月６日（月）本会議開催

選定委員会の報償費の補正予算要求の予定

基本計画に基づいて７月から委員会の開催予定

＊学校園施設整備関係

①キッズランドやちよ 遊戯室等構造梁改修工事実施設計業務：工事年内予定

②八千代小学校プール 改修工事 １１月末で改修完了予定 ：６月７日入札

③松井小学校大規模改造工事（第Ⅱ期）９月末で工事完了予定：６月７日入札

④小学校熱中症対策天井扇設置工事実施設計業務：５月入札決定

（中町南小学校・中町北小学校・杉原谷小学校）

③平成２８年度 兵庫県女性教育委員総会並びに研修会について

６月２９日（水） 淡路夢舞台

中央公民館 午前７時４５分出発予定

④平成２８年度 多可町教育懇談会について

６月１４日（火） 午後６時３０分～ エーデルささゆり

⑤４月定例教育委員会要旨録について

４月定例教育委員会要旨録についての確認

委員長： それではただ今の教育総務課の報告につきまして、全体を通して、質疑等何かご

ざいませんか。

委員長集約 では、教育総務課からの報告を終了し、次に学校教育課からの報告に移りたい

と思います。

【学校教育課】

①八千代小学校開校イベントについて

６月４日（土） 午前１０時３０分～

八千代小学校ＰＴＡ保護者会より、開校記念イベントの要請がありオープンスクー

ルと兼ねて開催予定

②多可町「トライやる・ウィーク」の見学会について

多可町「トライやる・ウィーク」の見学会について説明

③６月の行事予定について

６月の学校関係の行事予定について説明

委員長： それではただ今の報告につきまして、ご意見質疑等ございませんか。

委員長： 八千代区は今まで３校区に分かれていたので、３校区それぞれ別のイメージがあ
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ったのですが、八千代小学校になるにあたってＰＴＡの方々が何度も話し合われ非

常に良くまとまっているように思います。

学校には直接関係ないのですが、八千代区の若い方や保護者が中心になり、音楽

を通した交流会をしようということで地域交流委員会に働きかけ、企画・運営すべ

てされたイベントがありました。若い方が自発的に企画・運営されたため魅力があ

り参加しやすかったのでしょうか、元気な若者やお父さん、お母さんが多く来られ

て熱気があり、大いに盛り上がりました。

多可町の若い方の力をもっと地域の活性化に活かせれば ・・・と思う一日でし

た。

教育長： ぜひイベントの前のオープンスクールの授業公開もありますので、そちらのほう

もよろしくお願いします。

委員長： はい、それでは学校教育課からの報告を終了します。

【こども未来課】

①第１０回子ども・子育て会議資料について

第１０回子ども・子育て会議資料について説明

・５月２０日 本年度第１回 子ども・子育て会議開催

・５月２０日 議会総務文教常任委員会開催

②６月の行事予定について

６月のこども未来課の行事予定について説明

委員長： それでは何か質問ございませんか。

［病児保育について］

委員長： 病児保育の事前登録の件ですが、現在は何名くらい登録されてますか。

事務局： これまでで３１名の登録があります。内訳は、みどりこども園１１名、あさかこ

ども園８名、四恩こども園０名、キッズランドかみが４名、キッズランドやちよ４

名、八千代小学校１名、町外３名で、順調に登録していただいています。

事前登録してなくても、当日申し込みでも対応できます。ただ、おひさまにこに

こクリニックが休みの時は利用できません。

委 員： 事前に申し込みしていても、おひさまにこにこクリニックが休みの時は利用でき

ないって事ですね。

事務局： そうなります。

委員長： おじいちゃん、おばあちゃんが子どもの世話をしていて、意外と登録が少ないの

かなと思います。緊急時にも、受付けていただけるので安心です。

事務局： 今の時期は、インフルエンザとかが少ないので、利用者は少ない時期となってい

ます。

委員長： すでに４月、５月に利用されてる方がいらっしゃるのは良かったですね。実際に
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利用しなくても、そういうシステムができてるというだけでも安心感がありますね。

［保護者会等での意見集約について］

教育長： 保護者会では意見が言いにくいので、言えるような環境にしてほしいというよう

な意見はありましたか。

事務局： はい、説明会の時には、こども未来課のメールアドレスを全保護者に配りまして、

気になる点についてはメールでご意見を寄せてくださいと申し上げたり、園だより

でも同様に周知していますが、今のところご意見はありません。

委員長： キッズランドやちよ保護者懇談会では、質疑・意見はなしと書いてありますが、

何の発言もなかったのですね。

事務局： 時間もおしていましたが、何の意見もなかったです。保護者のみなさんには、大

なり小なりは意見があると思いますが、意見は聞けなかったです。

委 員： 保護者の方が、柔軟に対応されてるのではないですか。

事務局： まだまだ不安はありますと言われる保護者と、早く民営化にしてほしい期待して

いますと言われる保護者とあります。

委員長： 教育・保育の質が、極端に変わるのじゃないかというところを心配されてる方と、

保育料は上がりませんし、そんなに心配はされてない方とがあるように思います。

委員長： 他に質疑等ございませんか。

委員長集約 それではこども未来課からの報告を終了します。

（３）６月定例教育委員会、総合教育会議、学校給食試食会の日程について

・６月定例委員会

平成２８年６月２４日（金）午後１時３０分から

・第１回総合教育会議

平成２８年６月３０日（木）午後１時３０分から

・学校給食試食会

平成２８年６月３０日（木）午後１２時３０分から

（４）その他

・第１回総合教育会議の議案について

・子どもの貧困について（平成２７年度第２回総合教育会議より継続審議）

就学援助・ハートフル学業支援金の成果の提示

・子どもの少子化対策（いじめ問題、学校統合問題）

事務局： ６月４日（土）「多可町図書館まつり」の予定。

・本のリサイクル広場

・講演会「多可の里をめぐって」 講師 埴岡真弓
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・手作りカード教室 講師 村上喜子

・その他 ミニ縁日、スライムをつくろう、特産品販売など

委員長： 他にございませんか。

委員長集約 それでは、本日予定をしておりました定例委員会の議事日程はすべて終了

いたしました。これで議事日程を終了し、委員会を閉じたいと思います。

【閉 会】 委員長 午後３時３２分 閉会宣言

平成２８年５月３１日

㊞

㊞


