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多 可 町 教 育 委 員 会 会 議 録

平成２８年６月 定例会

１．開催日 平成２８年６月２４日（金） 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２３号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

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教育総務課の主な報告事業について

②平成２８年度 兵庫県女性教育委員研修会について

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
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③平成２８年度 学校給食試食会

６月３０日（木） 午後０時３０分～

多可町学校給食センター 研修室

④平成２８年度 第１回総合教育会議の開催について

６月３０日（木） 午後３時～

教育委員会 会議室

⑤平成２８年度 播磨東地区教育委員会連合会総会及び研修会について

７月１２日（火） 午後１時４５分～ 三木市立教育センター

中央公民館 午前１１時出発予定

⑥平成２８年度 近畿市町村教育委員会研修大会について

１０月２５日（火）紀の川市粉河ふるさとセンター（和歌山県）

⑦５月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①７月の行事予定について

【こども未来課】

①多可町５歳児教育共通カリキュラム検討委員会について

②公私連携による両キッズランドの運営にかかる地域との懇談会結果について

③７月の行事予定について

（３）７月定例教育委員会について（案）

（４）その他

閉 会



- 3 -

【開 会】

委員長あいさつ

日程第１ 会議録署名委員の指名

數原委員と門脇委員長を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）八千代小学校 授業参観・開校イベント

６月４日（土）に八千代小学校の授業参観と開校イベントが、保護者や地域の皆

さん約５００名の参加の下に実施されました。２時間の授業参観では、子どもたち

は集中して学習に取り組んでいました。開校イベントとして、兵庫県警音楽隊マー

チングバンドの演奏や保護者による炊き出しなどが行われました。

（２）６月議会

定例６月議会が６月６日から開催されております。一般質問は、６月２０日（月）

と２１日（火）の２日間行われました。教育委員会関係では、山口議員から「スポ

ーツ障害について」、吉田議員から「中町中学校の駐輪場について」、日原議員から

「通学路の安全対策について」の質問がありました。

（３）京丹後市教育委員会視察

６月１６日（木）、小中一貫教育の視察で、京都府京丹後市教育委員会を訪問し施

設分離型の小中一貫教育について研修をいたしました。

（４）杉原紙

本日２４日と２５日の２日間、ベルディーホールで全国手漉き和紙青年の集いが

開催されます。全国から１７０名が参加される予定です。

１３００年の歴史を誇る杉原紙は、大正末期に途絶えた後、昭和４５年に復元に

成功して今年で４６年目を迎えます。杉原紙は中学校の歴史教科書（８社中３社）

に掲載されていますが、この度、小学校進研ゼミの問題にも取り上げられているこ

とがわかりました。（別紙配布資料）

来月の１２日には、「杉原紙総合調査委員会」を立ち上げ、３年間で調査研究をして

いきます。昔ながらの技法を守り和紙文化を継承しつつ、ユネスコ文化遺産登録や東京オ

リンピックの賞状に使用されるような和紙づくりを目指していきます。

（５）熊の目撃情報

ここ数日中に、多可町内で熊の目撃情報が寄せられております。本日午後１時か

ら町の対策委員会を開催し、情報共有と今後の対策について協議します。
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また来週月曜日には、臨時校長会を開催し、周知徹底を図っていく予定にしてい

ます。

以上５点、報告します。

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。

委員長集約 よろしいですか。

日程第３

議案第２３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、委員会閉会後の非公開会議で協議

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

・數原委員 ６月３日（金）キッズやちよ運営委員会の報告

年間活動、キッズランドの民営化についての経過報告。

・藤田委員 ６月１５日（水）キッズランドかみ運営委員会の報告

年間活動、キッズランドの民営化、給食のアレルギー対応についての報告。

・門脇委員長 ６月１５日（水）学校給食センター運営委員会の報告

給食センター調理業務の民間委託、運営状況報告、給食のアレルギー対応、食育に

ついての報告。

委員長： 何か質問はありませんか。

委 員： 小学５年生の自然学校でのアレルギー対策は、どのように対応しているのですか。

子ども自身が気をつけなければいけないのですか。

事務局： アレルギー対応の食事を用意してます。教師と保護者が事前に協議して、食べて

はいけないものをはっきりとさせて、絶対に間違いのないように対策を講じていま

す。

委員長： キッズランドかみでの報告で、アレルギーに対して認識不足の保護者がおられて、

嫌な思いをされたとはどういうことですか。

委 員： 嫌な思いではなくて、大変だったということです。

事務局： その子どもに対して、医者が除去食を示した一覧表をキッズランドかみが預かっ

て調理をしてるのですが、その食材を除いても何回か発作が出ました。このため保

護者に対して、すぐに医者に診てもらってくださいとお願いしても、忙しい等の理

由で対応してもらえなかったのです。

委員長： それでは困りますね。学校給食センターではアレルギー除去対象品目を７品目に
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変更しようかというふうなことが出てました。それについては今後検討していくと

いうことでした。

委員長： 他にございませんか。

委員長集約 それでは各種委員会の報告を終了し、次に教育委員会事務局の報告に移りたい

と思います。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①教育総務課の主な報告事業について

1.「工事請負契約、工事実施設計業務委託状況について」
・八千代小学校 屋外水泳プール改修工事

６月２１日上程 契約金額９３，０５２，８００円 (株)横山建設工業（加東市）

・松井小学校 校舎 大規模改造工事（Ⅱ期）

契約金額１５９，３００，０００円 川嶋・総合建設共同企業体

・キッズランド八千代 遊戯室等構造梁補強工事実施設計業務委託

小野設計に依頼中 ７月中に設計が出来上がる予定

・天井扇設置工事実施設計業務委託

内藤設計に依頼中

・小学校熱中症対策天井扇設置工事

夏休み中に工事着工予定

・各学校遊具点検業務

ほぼ点検終了

2. 那珂ふれあい館事業
■多可町おもしろ歴史セミナー（１９回目）（文化遺産を活かした地域活性化事業）

◆第１回：『東日本大震災と遺跡「広野を掘れば」うらばなし』

とき：平成２８年６月２６日（日）13:30～ 15:30
講師：県立考古博物館 埋蔵文化財課長 山本 誠氏

◆第２回：『和紙の変遷と杉原紙』

とき：平成２８年７月３日（日）13:30～ 15:30
講師：奈良国立博物館 館長 湯山賢一氏

◆第３回：『明治時代の樺坂鉱山～生野に残された資料から～』

とき：平成２８年７月１０日（日）13:30～ 15:30
講師：神戸大学大学院 人文学研究科地域連携センター 井上 舞氏

■杉原紙総合調査委員会開催

とき：平成２８年７月１２日（火）午後１時３０分～

■６月体験イベント（広報掲載）
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■ふるさと教育の推進＝出前講座

（集落や各グループ少人数対応予定・那珂ふれあい館利用）

3. 学校給食事業
■給食費徴収状況

平成２８年度学校給食費徴収状況についての報告

■学校給食センター調理等業務民間委託業者選定委員会予定

とき：平成２８年７月２７日（水）午後７時３０分～

4. 図書館事業
■６月４日（土）図書館まつり開催実績

・講演：【多可の里をめぐって】

埴岡真弓氏（播磨学研究所研究員、多可町文化財保護審議会委員）

②平成２８年度 兵庫県女性教育委員研修会について

６月２９日（水）淡路夢舞台

③平成２８年度 学校給食試食会

６月３０日（木）午後０時３０分～

多可町学校給食センター 研修室

④平成２８年度 第１回総合教育会議の開催について

６月３０日（木）午後３時～

教育委員会 会議室

⑤平成２８年度 播磨東地区教育委員会連合会総会及び研修会について

７月１２日（火）午後１時４５分～ 三木市立教育センター

⑥平成２８年度 近畿市町村教育委員会研修大会について

１０月２５日（火）紀の川市粉河ふるさとセンター（和歌山）

⑦５月定例教育委員会要旨録について

５月定例教育委員会要旨録についての確認

委員長集約 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ます。

【学校教育課】
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①７月の行事予定について

７月の小中学校関係の行事予定について説明

委員長： それでは何か質疑等ございませんか。

－「トライやる・ウィーク」のチラシについて－

委 員： 人から伺った話なのですが、「トライやる・ウィーク」の新聞折り込みチラシが、

区ごとに限定されて配布されていたようです。中区の「トライやる・ウィーク」に

は中区事業所だけでやってるようなイメージを受けます。加美区や八千代区ではや

ってないように思った人があったと聞きました。中区・加美区・八千代区（各中学

校）別々でなく、統一して作成し配布した方が良かったのじゃないかという声があ

りました。同じチラシだと多可町の事業所もたくさん掲載が出来て、協力していた

だいている事業所もアピールが出来て良いのではないか、また、少し寂しい気持ち

があり残念でしたと話されてました。

教育長： 中学校ごとに予算が決まってますので、その中から作成していますが、来年度か

ら、町全体としてできないか検討させていただきます。

委 員： 区ごとに別々だからと怒っておられるわけではなく、３校一緒のほうが経費削減

にもなるのではないかとも言われてました。

－小学校入学式の服装について－

委 員： それともう一点ですが、中町北小学校の入学式に羽織紋付袴で出席があり、中町

南小学校では着物で卒業式の出席がありました。それが「たかテレビ」で放映され

て、今後どのような影響があるのか気になりました。近隣では、神河町の卒業式で

は殆どが着物のようです。

委員長： 確かに中町南小学校卒業式の着物姿にはびっくりしました。公立の小学校は制服

がありませんので、保護者の考え方次第ですね。問題になるようでしたら、まずＰ

ＴＡの中で協議いただくことになるのではないですか。各年代によっても、考え方

が違うので難しい問題ですね。

委員長集約 では、他にございませんか。次にこども未来課の報告に移りたいと思います。

【こども未来課】

①多可町５歳児教育共通カリキュラム検討委員会について

多可町５歳児教育共通カリキュラム検討委員会について説明

②公私連携による両キッズランドの運営にかかる地域との懇談会結果について

公私連携による両キッズランドの運営にかかる地域との懇談会結果について説明

③７月の行事予定について

７月のこども未来課の行事予定について説明
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委員長： それではこども未来課からの報告につきまして質疑等ございませんか。

－キッズランドの民営化について－

委員長： 公私連携による両キッズランドの運営にかかる地域の懇談会では、「地域立によ

る運営はどうか」という意見が出ました。これに対して、事務局は子ども子育て会

議で協議させていただきたいとお答えになってますが、実際にどのような状況にな

るのでしょうか。

事務局： 地域で社会福祉法人を立ち上げ、公私連携で町と組んで運営するということなの

でしょう。社会福祉法人を作るのは可能ですが、設立までの期間が問題となると思

います。仮に来年の３月に民営化が決定したとして法人の公募をさせていただくの

は、６月か７月頃になりますので３ヶ月くらいで、地域の中で作るのはちょっと難

しいと思います。そのあたりも含めて、子ども子育て会議で協議したいと思ってま

す。

委員長： 多可町でそんな簡単に社会福祉法人が出来るものではないと思いますね。

教育長： 実績がないということでも、保護者が安心して預けられるかが問題ですね。

委員長： 地域で社会福祉法人を立ち上げるのは理想かもしれませんが、５～６年はかかる

と思いますね。「ぜひ検討していただきたい」という意見があるのは賛同の方もい

らっしゃるということですね。

事務局： 丹波市では社会福祉法人の方針を出させるまでに５年かかり、社会福祉法人を作

るまでに３年かけるそうです。多可町ではそこまでの時間的な余裕がありません。

委 員： 両キッズランドは、同時期に民営化ですか。

教育長： 順次とは考えてません。同時期に民営化を考えています。

委員長： 現在の中区での認定こども園の５歳児教育共通カリキュラムは、文部科学省の指

導要領等に基づくものですか。

事務局： 違います。それぞれの園で組まれたカリキュラムです。

委員長： 今後キッズランドの民営化が決定されれば、公私連携型となりますので、基本と

なる部分については統一的な指針を元にして進めていただき、それ以外の点につい

て特色のあるカリキュラムを組んでいただくことになると思います。

委員長集約 それでは他にございませんか。ではこども未来課からの報告を終わります。

（３）７月定例教育委員会について

平成２８年７月２５日（月）午後１時３０分～

多可町教育委員会 会議室

委員長： 他にございませんか。ではこれで本日予定しておりました定例委員会の議事

日程がすべて終了いたしました。委員会を閉じたいと思います。
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《非公開会議》

議案第２３号「多可町就学援助規則準要保護の認定について」事務局より説明が

なされ、承認を得た。

【閉 会】 委員長 午後３時５２分 閉会宣言
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平成２８年６月２４日

㊞

㊞
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