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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２８年７月 定例会

１．開催日 平成２８年７月２５日（月） 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

議案第２４号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

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教育総務課関係事業一覧

②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）
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③６月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①多可町教育委員会による村田町教育委員会視察訪問報告

②平成２８年度 多可町中学校総合体育大会結果について

③８月の行事予定について

【こども未来課】

①両キッズランドの民営化懇談会の記録について

②宍粟市・ちくさ杉の子こども園の視察研修結果について

③８月の行事予定について

（３）次回教育委員会について（案）

平成２８年８月２５日（木）午後１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

熊田委員と數原委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１） 一学期終了

小中学校は、７月２０日に１学期を終え、７月２１日から８月３１日まで夏季休業

に入っています。幼稚園の夏季休業は、８月５日から１８日までの１４日間です。

１学期は、大きな事故や事件がなく、子どもたちが元気に過ごすことができて、良

かったです。夏季休業中は、熱中症や水の事故や交通事故等に十分気をつけて、楽し

く有意義な夏休みを過してほしいと願っています。

（２） 村田町への教育視察研修

７月５日から６日まで、谷尾学校教育課長と２人で友好姉妹都市の宮城県村田町へ

教育視察研修に行ってきました。

初日は佐藤町長に挨拶をした後、高橋教育長と小林教育総務課長に案内いただき、

村田小学校・村田第２中学校・学校給食センターを訪問しました。その後、教育委員

会で村田町の教育行政について説明を受けました。

２日目は、村田町の様々な施設等を見学しました。今回の教育視察研修では、これ

からの両町の教育交流について協議をし、今秋には、村田町から多可町を訪問してい

ただくことを決めて帰ってきました。

(３) 第２５回 ブラスフェスタ ｉｎ ベルディー

７月１０日にベルディーホールで、第２５回ブラスフェスタｉｎベルディーが開催

されました。町内３中学校と多可高校の吹奏楽部の約１００名と神戸シンフォニック

バンド の５０名、そして観客が３５０名、合計約５００名の参加となりました。

ブラスフェスタは、神戸シンフォニックバンドのみなさんのおかげで、中高生にと

って、素晴らしい経験ができる機会となっております。

（４） ＳＮＳ研修会

７月２２日(金)に那珂ふれあい館で、多可町内の小学生１０名と中学生２２名の計

３２名が、兵庫県立大学の竹内先生とゼミ生５名と一緒になって、平成２６年度より

進めている「夜９時以降ＳＮＳやりません運動」をより一層発展定着させるために、

学習会とワークショップを行い「ＳＮＳルールづくり」に取り組みました。９月には

兵庫県立大学の学生が各小中学校で出前授業を実施し、この取組を全校生に広げてい

きます。第２回目のワークショップは、１１月に開催する予定です。
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（５）水泳記録会

７月２７日に、町内の小学校水泳記録会が一斉に開催されました。中区は中町南小

学校プール、 加美区は杉原谷小学校プール、八千代区はガルテン八千代Ｂ＆Ｇプール

で、それぞれ９時～１２時まで実施されました。子どもたちが今年の水泳練習の総ま

とめとして、自己の記録更新を目標に精一杯取り組みました。

以上５点、報告いたします。

委員長： それでは何か質疑等ございませんか。

ひとつお伺いしたいのですが、直接、教育委員会が関係してるのかは分かりませ

んが、敬老の日発祥５０周年のイベントの予定があると聞いております。「おじい

ちゃんおばあちゃんの絵画展」の表彰式も予定されてますが、その日は、教育委員

会として関わることがあるのですか。

教育長： 敬老の日関係の行事についてですが、今年はちょうど敬老の日制定５０周年にな

りますので、９月１５日に兵庫県と多可町が主催の「敬老の日制定５０周年の記念

式典」が開催されます。国からも担当の方に来ていただいたり、県からは知事の出

席もありますので、非常に大きなイベントになると思います。詳細については今後

つめていく予定です。

今年は喜寿敬老会を午前中に八千代プラザで開催し、午後にベルディホールへ移

動して「敬老の日制定５０周年記念式典」が行われます。式典は約１時間で終わり

ますが、引き続き、養老孟司さんの講演会があります。大きな催しで、全国ニュー

スになると思います。なお、「おじいちゃんおばあちゃんの絵画展」の表彰式は、

９月１７日と決まっております。

委員長： はい分かりました。他にございませんか。

日程第３

議案第２４号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第２５号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

＊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審査

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

■藤田委員‥‥７月１４日（金）第１回多可町児童館運営委員会

・児童館と子育てふれあいセンターより今年度の重要な取組・事業報告

・児童館に行ってみようカードについての説明
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児童館では、何かを作りに行ったり体験するだけの場所ではなくて、非常に深い意

味を持っているものだと改めて思いました。他の市町村では児童館がないところもあ

り、多可町では２つもありますので、子どもたちが有効に利用してほしいと思いまし

た。

また委員会では、送り迎えが大変なのでバスの便がなんとかなれば良いのにという

意見が出ていました。

■熊田委員‥‥７月８日（金）第１回多可町地域安全推進協議会

第１回多可町青少年問題協議会

・西脇警察署の生活安全課より管内の青少年の現在の状況報告

・多可町生活安全課より消費者センターに関わる報告

・青少年健全育成センターより現状報告

・各小中学校、他の団体の現状報告

■門脇委員長‥‥６月２９日（水）兵庫県女性教育委員総会並びに研修会

・淡路市タブレット活用推進事業についての研修会

■門脇委員長‥‥７月２２日（金）第２次多可町総合計画審議会

・第１次の評価、第２次の課題の説明

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①教育総務課関係事業一覧

１．多可町図書館事業

■図書館協議会

・と き：７月２０日（水）１９：３０～

・ところ：多可町図書館 第１会議室

■おはなし会とキャラバンカー絵本展示

・と き：８月６日（土）１０：３０～１１：３０

・ところ：多可町図書館

・対象者：２歳～小学生低学年・参加費：無料

■子どもの心に種をまく－絵本の読み聞かせ－（講座）

・講 師：小栗栖真弓氏

・と き：８月１７日（水）９：３０～１１：１０

・ところ：多可町図書館

・対象者：高校生以上・参加費：無料

２．那珂ふれあい館事業

■杉原紙総合調査委員会

・と き：７月１２日(火）１３：３０～
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・ところ：那珂ふれあい館 研修室

■８月体験イベントのお知らせ

那珂ふれあい館８月体験イベントのお知らせについて説明

３．学校給食事業

■第１回学校給食センター調理業務等民間委託業者選定委員会

・と き：７月２７日（水）１９：３０～

・ところ：多可町学校給食センター ２階研修室

参加者：保護者代表３名、学校校長先生２名、給食担当の先生

副町長、理事、教育長、栄養士

４．学校施設整備状況

■中町南小学校他２校 天井扇設置工事 入札結果

・中町南小学校、杉原谷小学校 オシバ電機商会

・中町北小学校 （株）ヨシカワ

８月中に工事完了予定

■八千代小学校 屋外水泳プール改修工事 （株）横山建設工業

■松井小学校 第２期校舎大規模改造工事 川嶋・総合建設共同企業体

夏休みより工事開始

②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）

委員長： 図書館協議会の報告でありました多可町図書館の利用者が減少してる件ですが、

確かに西脇市の図書館がある複合施設「みらいえ」に行かれる方が多いと聞いてま

す。加美プラザ、八千代プラザは返本が夜でもできますが、多可町図書館は夜の返

本はできませんね。勤めていたらなかなか返本ができないという苦情を聞きます。

また多可町図書館は建物も古いので、図書館でゆっくりと本を選んだり読んだりと

いう日常とはかけ離れた空間で過ごすことは困難ですね。ただ本を借りて返すだけ

で、現在求められている図書館としての機能がほとんどないので、そのあたりも問

題かなと思います。

委員長： 何か他に質疑等ございませんか。では次に移ります。

③６月定例教育委員会要旨録について

６月定例委員委員会要旨録についての確認

委員長集約 それでは教育総務課からの報告につきまして意見もないようですので、次の学

校教育課からの報告に移ります。
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【学校教育課】

①多可町教育委員会による村田町教育委員会視察訪問報告

村田小学校・村田第二中学校・村田町歴史みらい館・村田町村田重要伝統的建造物

群地区・民話の里

②平成２８年度 多可町中学校総合体育大会結果について

平成２８年度 多可町中学校総合体育大会結果について説明

③８月の行事予定について

８月の小中学校関係の行事予定について説明

委員長集約 それでは何か質疑等ございませんか。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両キッズランドの民営化懇談会の記録について

・未就園児保護者の皆さんとの座談会記録について説明

・キッズランドかみ保護者懇談会記録

・嘱託職員との懇談会

* 加美プラザ、八千代プラザとそれぞれに開催

②宍粟市・ちくさ杉の子こども園の視察研修結果について

・宍粟市千種町「ちくさ杉の子こども園」視察研修について説明

平成２８年６月２８日（火）

③８月の行事予定

こども未来課関係８月の行事予定について説明

委員長： 両キッズランドの民営化懇談会について非常に中身の濃い話し合いをしていただ

いてると感じました。そのなかで気になりましたのは「キッズランドの正職員の中

に、あまり評判の良くない先生がいる。」との意見がありますが、これは個人の意

見なのかそれとも保護者達の意見なのか、どの程度まで評判が良くないのか全くわ

からないのですが、そんなことは実際にあるのですか。

教育長： このようなことを伺った場合には、すぐに内容を把握し、対応しています。今回

の場合は、先生が高圧的なので、子どもが園に行くのが怖いと言っているというこ

とでした。教育委員会では、すぐ所長に現状報告を求めて協議し、指導して改めて

もらいました。子ども達が園に行きたくないというのはもってのほかで、子ども達

が楽しいと思える園をつくらないといけません。今回の場合は、あの先生が怖いか
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ら行きたくないということですので、所長にすぐに改善を指示した事案です。

委員長： はい、わかりました。すぐに対応していただいてるのでしたら安心です。また、

保護者が思ったことや疑問をストレートに出されてるので良かったと思います。何

かよく分からないいままに進んでしまったのでは、疑問や不安が残りますし、保護

者との話し合いの感想の中で、「きて良かった、次回も出席したいと思います。」と

いうようなことが出てましたので、意味のある会合だったと感じました。

ひとつ疑問があります。何故、八千代区懇談会の参加者が少ないでしょうね。加

美区とは、なにが違うのでしょう。

教育長： そうですね、実質は保護者が４名、議員が１名でした。より多くの保護者に参加

していただきたいのですが、集まりが良くありません。次回は大勢の参加者を期待

しています。ただ加美区と八千代区では少し温度差があり、キッズランドかみはで

きて５年ほどですが、一方キッズランドやちよは１６年経ていますので、この経年

数の差が、保護者の意識の差に繋がっているのかもしれません。

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

（３）次回教育委員会について（案）

平成２８年８月２５日（木）午後１時３０分～

多可町教育委員会 会議室

委員長： これで本日予定しておりました定例教育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。

《非公開会議》

議案第２４号「多可町就学援助規則準要保護の認定について」

議案第２５号「多可町ハートフル学業支援金給付の認定について」

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１５分 閉会宣言
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平成２８年７月２５日

㊞

㊞
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