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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２８年８月 定例会

１．開催日 平成２８年８月２５日（木） 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

学校給食センター所長 藤本 貴久

５．議 案

議案第２６号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

６．協議事項

（１）運動会・体育祭の出席について

（２）秋季学校園訪問の実施について

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教育総務課関係 報告 ･ 協議事項について
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②平成２８年度多可町教育委員会委員研修及び近畿市町村教育委員会研修大会につい

て

■多可町教育委員会委員研修

１０月２４日（月）茨木市教育委員会

体力・学力向上計画について 午後１時３０分～

■近畿市町村教育委員会研修大会

１０月２５日（火）紀の川市粉河ふるさとセンター（和歌山県）

③７月定例教育委員会要旨録について

④第１回総合教育会議要旨録について

【学校教育課】

①「ぼくたち わたしたち ＳＮＳルールづくりプロジェクト」in ＴＡＫＡについて

②９月の行事予定について

【こども未来課】

①第１１回子ども・子育て会議資料について

②社会教育主事の配置について

③９月の行事予定について

（３）次回教育委員会について

平成２８年９月２３日（金）午後１時３０分～

（４）その他

庁舎建設に係る各課の移転先について

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

門脇委員長と藤田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

小中学校の夏休みも残すところ、今日を入れて７日間となりました。現在まで、夏休

み中の子どもに関する大きな事件・事故、問題行動等は聞いておりません。子どもたち

は元気に過ごしていると思います。新学期が始まるとすぐに、体育祭や運動会の練習が

始まります。まだまだ暑い日々が続きますので、子どもたちの熱中症予防や事故防止を

徹底していきたいと思います。

（１）ふるさとの夏祭り

恒例の多可町のふるさと夏祭りが８月１５日に加美プラザ駐車場で実施されました。

９,０００人の人出で、大変盛大に開催されました。特に子どもたちの参加が大変多かっ
たように思いました。残念なことに最後に夕立がありましたが、雨の中でも花火はきれ

いに上がりました。

（２）子どもたちが運動で大活躍

加美中学校ソフトボール部が兵庫県中学校総合体育大会ソフトボール大会で見事優勝

し、８月６日に和歌山県で開催された近畿大会に兵庫県代表として出場するなど、今年

の夏、多可町の子どもたちが運動面で大活躍をしました。大変うれしいことです。

(３) 教職員研修会

８月３日と１８日の午後、多可町内の小中学校のすべての教職員対象に、下記のよう

な研修会を実施しました。

■８月３日 「福井県の教育力の秘密」について 福井県敦賀市の戸羽指導主事先生

「ＩＣＴを活用した授業づくり」 丹波市立崇広小学校の堀教頭先生

■８月１８日「キャリア教育」について 兵庫教育大学の古川先生

「人権教育」について 神戸親和女子大学の新保先生

「教育は人なり」と言われるように、教える教師がしっかりと学ぶことが大事です。

たいへん充実した研修ができたと思います。

（４）青少年のための科学の祭典

８月７日に「第１２回青少年のための科学の祭典」が、今年も多可町中央公民館で行

われました。３１のブースが出店され、スタッフ、ボランティアあわせて１２０名、そ

して来館者が５８０名、合計７００名で盛大に開催されました。近年、子どもたちの「理

科離れ」が指摘されておりますが、こうした取組が、子どもたちに、自然や科学の中にあ
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る神秘性やおもしろさに気づかせる機会になることを期待しております。松内委員長様はじ

め、実行委員会のみなさんやボランティアのみなさん方に感謝申し上げます。

（５）全県教育長研修大会

８月２３日、２４日と神戸市で全県教育長会が開催されました。公務の関係で２３日

のみ参加をしました。社会基盤としての教育行政と題して、東京大学の牧野先生の講演

を聴きました。これからの学校教育は学校だけでなく、社会の多くの支援を受け、互い

に連携、協働しながらやっていかなければよい成果を得ることはできない。いわゆる「チ

ーム学校」という意識を持って学校経営をしていくことの大事さを学ぶ研修会でした。

以上、５点報告いたします。

日程第３

議案第２６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審査

日程第４ 協議事項

（１）運動会・体育祭の出席について

事務局より平成２８年度 運動会・体育祭 教育委員会出席者予定（案）につい

て説明

（２）秋季学校園訪問の実施について

事務局より平成２８年度 秋季学校園訪問 日程について説明

日程第５ 報告事項

（１）各種委員会の報告

・藤田委員 ８月１７日 多可町民生委員推薦会の報告

＊民生児童委員 再任１７名 新任３４名

＊主任児童委員 再任２名 新任４名

・門脇委員長 ８月２日 トライやるウィーク推進協議会の報告

＊遠距離の場合の交通手段の問題

＊土日出勤の事業所の対応の問題

＊お知らせのチラシ

・３中学校統一、受入事業所すべてを掲載

・「広報たか」と同時に配布

・門脇委員長 ８月２３日 多可町特産品認証委員会の報告
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＊新規申請商品の審査

＊多可町全国売出プロジェクト推進事業の立ち上げ

・門脇委員長 ８月２３日 第２次多可町総合計画審議会の報告

・１０年後の多可町の目指す姿の構想

委員長： ここまでで何か質疑ありませんか。それでは各種委員会の報告を終了いたします。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①教育総務課関係 報告・協議事項について

（Ⅰ）９月補正予算について説明

教育費･民生費・学校給食事業特別会計の予算の補正

学校給食センター調理等業務民間委託に係る債務負担行為の予算の補正

（Ⅱ）学校園施設整備関係について

ⅰ.八千代小学校 屋外水泳プール改修工事

６月２２日着工 建物の取り壊し １１月末工期の完成予定

ⅱ.松井小学校 校舎 大規模改造工事（Ⅱ期）

８月２９日完成検査予定

ⅲ.小学校熱中症対策 天井扇設置工事

中町南小学校、杉原谷小学校 オシバ電機商会 ８月末工事完成

中町北小学校 （株）ヨシカワ ８月末工事完成

ⅳ.キッズランドやちよ 遊戯室等 構造梁補強工事

９月入札予定 年内完成予定

ⅴ.中町南小学校 北校舎ほか 老朽改修工事 実施設計業務委託

１１月末設計完了予定

（Ⅲ）多可町学校給食センター調理等業務委託について

■第１回多可町学校給食センター調理業務等民間委託選定委員会の開催

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 委員名簿の説明

・と き：平成２８年７月２７日（水）１９：３０～

・ところ：多可町学校給食センター 研究室

■募集要項等

調理業務等民間委託募集要項・スケジュール・調理業務等民間委託要求水準書

（抜粋）についての概要説明

委員長： 多可町学校給食センター調理等業務委託について質疑等ございませんか。

委 員： 参加資格業者の要件等の項目で「町内又はその近郊で概ね２時間以内に駆けつけ

られる」とありますが、対象となる業者はたくさんあるのですか。

事務局： いま、数社が営業に来ていただいてます。多くが、大阪か神戸に営業所が存在し
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ていますので、大丈夫だと思います。

委 員： はい、分かりました。

委員長： 業者募集等のスケジュールの項目で、①業者募集公告は８月２５日の今日から始

まってますが、具体的には多可町のホームページに掲載されるということですか。

事務局： はい。既に多可町のホームページの新着情報に掲載しております。

委員長： ホームページに掲載するだけで事が足りるのですね。

事務局： 全国に発信するには、ホームページに掲載することが良い方法だと思いますし、

なおかつ、トップページにお知らせしてますので業者も情報を得られやすいと思い

ます。また、公平性が重要となります。

教育長： なるほど、あちらの業者に言って、こちらの業者に言わなかったとなればトラブ

ルになりますからね。

事務局： 業者は逐一ホームページから情報を収集しているようです。

②平成２８年度多可町教育委員会委員研修及び近畿市町村教育委員会研修大会について

■多可町教育委員会委員研修

１０月２４日（月） 茨木市教育委員会 午後１時３０分～

・体力・学力向上計画について

■近畿市町村教育委員会研修大会

１０月２５日（火） 紀の川市粉河ふるさとセンター（和歌山県）

③７月定例教育委員会要旨録について

７月定例教育委員会要旨録についての確認

④第１回総合教育会議要旨録について

第１回総合教育会議要旨録についての確認

教育長： 多可町教育委員の研修のことですが、茨木市教育委員会の「体力・学力向上施策」

の取組が素晴らしく「１人も見捨てへん教育」という本にもなり、注目を集めてい

ます。教育委員さんも事務局と一緒に１時間半ほどの研修に参加できればと思い提

案させていただきました。

委員長集約 他に質疑等ございませんか。それでは教育総務課からの報告を終了し、学校教

育課の報告に移ります。

【学校教育課】

①「ぼくたち わたしたち ＳＮＳルールづくりプロジェクト」in ＴＡＫＡ
インターネット利用に関する現状と課題解決に向けて「夜９時以降ＳＮＳやりま

せん運動」学習会・ワークショップについて説明

② ９月の行事予定について
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・ ９月の小中学校関係の行事予定について説明

・ 青少年育成センター関係の行事予定について説明

委員長： それではただいまの報告につきまして何か質疑等ございませんか。

教育長： 「ぼくたち わたしたち ＳＮＳルールづくりプロジェクト」in ＴＡＫＡで、

９月２７日～２９日まで計画されています「産官学連携による出前授業」の具体

的な計画を教えてください。

事務局： 多可町の小学校、中学校すべての８校で実施する予定ですので、現在各学校と調

整中です。

教育長： ８校すべてに出前授業は入るのですか。

事務局： すべての学校に出前授業が入ります。

教育長： 中学校体育祭と小学校運動会の開催時刻の件です。中町中学校だけが開始が５分

早い８時５５分開催となっていますが、何か意味があるのですか。

事務局： オープニングに龍陣太鼓を披露することが関係しているようです。

委員長集約 それでは他にございませんか。それでは学校教育課からの報告を終了し、こど

も未来課の報告に移ります。

【こども未来課】

① 第１１回子ども・子育て会議資料について

第１１回子ども・子育て会議資料について説明

･ 多可町独自の保育料軽減策にかかる町負担額

･ 保育料無償化の検討

･ 一時預かり保育料について（案）

･ 病後児保育事業受入要件、利用料について（案）

･ 平成２９年度 放課後児童健全育成事業（学童保育）の考え方について

･ 両キッズランドの民営化について

土地のシミュレーション

建物のシミュレーション

先生のシミュレーション

･ 法人の公募条件について

② 社会教育主事の配置について

社会教育主事の配置について説明

③ ９月の行事予定について

こども未来課関係９月の行事予定について説明

委員長： こども未来課の報告につきまして何か質疑等ございませんか。

教育長： ４歳児・５歳児の保育料無償化の件ですが、４月から多可町ではどうするか、こ
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ども未来課を中心にずっと協議を進めてまいりました。三木市は昨年度、平成２９

年度から０歳～５歳までを無償化にする予定でしたが、０歳～２歳までの待機児童

が出てくるので見直しをされるようです。

小野市、加西市については平成２８年度から４歳児・５歳児は無償化になってお

りますので多可町はどうするかを去年から協議をしてました。無償化にした時の金

額やシミュレーションをし、８月はじめの政策調整会議で決定をしました。そして

８月１９日の記者会見で発表しました。

委員長： この新聞記事を見て良いことだと思いました。

委員長集約 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

平成２８年９月２３日（金）午後１時３０分～

（４）その他

庁舎建設に係る各課の移転先について

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。定例委員会を閉じたいと思います。

《非公開会議》

議案第２６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４時００分 閉会宣言


