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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２９年１２月 定例会

１．開催日 平成２９年１２月２６日（火） 午後２時～

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 藤田 裕子

委 員 岩田 光代

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 足立 徳昭

こども未来課課長 今中 孝介

こども未来課副課長 市位 孝好

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４１号 多可町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４２号 多可町就学援助規則の一部を改正する規則について

議案第４３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】

①１２月定例議会報告について

②学校園関係事業の進捗状況について

③平成３０年度 兵庫県教育委員会連合会予定事業について

■５月２１日(月) 全県教育委員会研修会 於：西宮市

■８月２１日(火)･２２日(水) 全県教育委員会夏季研修会 於：神戸市
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■８月２４日(金) 近畿市町村教育委員会研修大会 於：滋賀県野洲市

■１０月２４日(水) 女性教育委員研修会 於：小野市

■播磨東地区教育委員会研修会 担当：小野市

④平成３０年 定例教育委員会開催日予定日について

⑤１１月定例教育委員会要旨録について

⑥第２回総合教育会議要旨録について

【学校教育課】

①１月の行事予定について

【こども未来課】

①公私連携によるキッズランドの運営（民営化）協議経過について

②１月の行事予定について

(３）次回定例教育委員会について（案）

平成３０年１月２６日（火）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

門脇委員長と藤田委員を指名

日程第２ 新教育委員会制度移行に伴う「教育長及び委員並び会議について」

新教育委員会制度移行に伴う「教育長及び委員並び会議について」、事務局より

説明がなされた。

日程第３ 教育長の報告

（１）教育長就任について

本日の定例議会において同意をいただき、来年１月１日付けで引き続き教育長を務

めさせていただくことになりました。熊田委員も引き続き、お世話になります。

また、１月からは新教育委員会制度になりますので、教育長職務代理者として門脇

きみ子委員を指名させていただきます。

公私連携によるキッズランドの運営、小中学生の学力向上など、多可町の教育・保

育の更なる進展に向けて誠心誠意、全力で取り組んでいきます。よろしくお願いいた

します。

（２）かえで学級学習発表会について

１２月３日（日）、中児童館での地区解放祭の中で、「かえで学級学習発表会」が

行われました。低学年は、暗唱とハンドベル演奏、中学年は、クリーンキャンペーン

や看板作りなど、地区をよくするための活動発表、そして高学年は、「かえで学級の

歴史を知る」という題でかえで学級と部落差別について意見発表をしました。どの学

年もしっかり自分の思いが言えており、素晴らしい発表でした。

（３）多可町議会定例会について

第８２回多可町議会定例会が、１２月７日から本日まで開催されました。その中で

一般質問が、２０日（水）と２１日（木）の２日間行われました。教育委員会関係で

は、町長の施政方針の中の「子育てするなら多可町」に関する質問と、「未来を担う

子どもに快適な学びの環境を（教室へのエアコン設置）」の質問がありました。

小中学校各教室のエアコンの設置は、財政担当と調整しながら計画的な実施を検討

していきたいと考えています。

（４）子ども芸能祭について

１２月１０日にベルディーホールで、子ども芸能祭を開催しました。子ども芸能祭

は、学校・サークル・地域で文化的な活動に取り組む子どもたちの発表の場として、ま

た交流の場として開催をしております。今回で第６回目の開催となり、９の団体から約

３２０名が出演しました。そして約５００人の観客がありました。どの団体も平素の

練習の成果を十分発揮し、素晴らしい舞台となりました。
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（５）多可郡ロードレース大会について

１２月２３日に加美体育館で開会式をし、町道川東線を使っての第１６回多可郡ロ

ードレース大会が開催されました。今年度から翠明湖マラソン大会をなくし、この大

会への参加を呼びかけております。今年は小学生の部が３６人、中学生の部が１７４

人、高校生の部が６０人、そして一般の部が３５人と、例年より３０人ほど多い参加

となりました。

以上５点、報告いたします。

委員長： 「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成２８年１２月１６日より公布・施

行されました。解放祭（かえで学級）の学習発表会は多くの子どもの参加があると

聞いています。発表会の内容は、部落差別に関連したことですか、それとも一般的

な人権問題に関連したことですか。

事務局： ５、６年生の発表会の内容は、なぜ、解放学級がその地区だけにあるのか、いつ

頃から始まったのか、というような解放祭の歴史をクイズ形式にして、会場の皆さ

んに参加してもらい、部落差別を捉えた内容で非常に良かったと思います。

１年生から４年生までは各学年に合った音楽や、地区のクリーンキャンペーンを

呼びかけて、防災無線で放送してもらうというような発表会でした。

委員長： 同和対策や地域改善対策の法律がなくなり、高齢者の問題、身障者の問題、男女

差別の問題等に広がり、部落差別の意識が薄くなったように思います。まだ部落差

別は解消されていないと思いますので、部落差別の解消の推進に関する法律が施行

された今、部落差別問題を取り上げるのはいいことだと思います。

教育長： 部落問題は教育委員会と学校が協力して、小中学生の各学年に合わせたカリキュ

ラムが必要だと考えています。義務教育が終わる段階では、しっかりと部落問題を

認識できるようにと思っています。人権推進室の専門員さんにも協力を願って部落

差別に対する指導カリキュラムを作成しているところです。

委員長集約 それでは他にございませんか。ないようですので、次に移ります。

日程第４

議案第４１号 多可町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、事務局より

説明がなされた。

委員長集約 質疑等ございませんか。ないようですので、議案第４１号は異議がないものと

認め原案通り可決いたします。

議案第４２号 多可町就学援助規則の一部を改正する規則について

「多可町就学援助規則の一部を改正する規則」について、事務局より説明がなさ

れた。

委員長集約 質疑等ございませんか。ないようですので、議案第４２号は異議がないものと
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認め原案通り可決いたします。

議案第４３号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

「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た。

＊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議

日程第５ 報告事項

（１）各種委員会の報告

○熊田委員

・１２月１９日(火） 多可町社会福祉協議会評議員会の報告

・１２月２２日(金) 第３回多可町公共施設等再配置計画策定委員会の報告

委員長： 多可町公共施設等再配置計画策定委員会ですが、どの施設がなくなるのか、譲渡

になるのか気になるところです。

委 員： なくなるといっても、すぐに壊すのは難しいようです。

委員長： 今後は八千代プラザに役場職員を配置せず、役場に用事があるときは住民が本庁

まで行くことになるという噂があります。

委 員： 地域住民には八千代プラザは必要ですし、配置を希望されています。

しかし、今後は廃止予定施設や役場が管理する期間が過ぎた施設は地域に譲渡す

る方針の下で、地域にある施設をどのように活用するかとの方向性を決めて役場と

協議することになりそうです。そして地域で管理ができない場合は、役場で再検討

するような方式になります。

委員長： 厳しい状況だということは分かりますし、地域住民からはいろいろと意見が出る

と思います。実際に地域住民が多可町のホームページからパブリックコメントを見

てくれるかどうかの問題もありますし、地域住民の声を拾うのは難しいと思います。

委 員： 冊子に印刷し配布する形で公表するにしても、高額な費用がかかります。

また、空き家対策の話も出ました。

委員長集約 他に質疑等ございませんか。ないようですので、次に移ります。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

① １２月定例議会報告について

○１２月定例議会報告について説明

・熊田教育委員の再任

・就学援助補正７５万円の可決

・就学援助費制度(新入学用品準備費）の実施、２月広報たかで掲載周知
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② 学校園関係事業の進捗状況について

○学校園関係事業の進捗状況について説明

・幼稚園送迎バスの車庫シャッター修理業者依頼中

・八千代小学校の倒木によるフェンス損壊修理業者依頼中

・中町北小学校老朽改修実施設計業務 小西設計事務所に委託

・中町中学校東渡り廊下耐震改修(２階撤去) ㈱吉川工務店受託 １月から工事予定

○運動器健診・色覚検査及び精密検査の受診励行

・受診の推進

○図書館

・かるた会

○那珂ふれあい館

・郷土の歌人「山口茂吉」展：１１月２４日(金)～１月２０日(土)

③平成３０年度 兵庫県教育委員会連合会予定事業について

■５月２１日(月) 全県教育委員会研修会 於：西宮市

■８月２１日(火)･２２日(水) 全県教育委員会夏季研修会 於：神戸市

■８月２４日(金) 近畿市町村教育委員会研修大会 於：滋賀県野洲市

■１０月２４日(水) 女性教育委員研修会 於：小野市

■播磨東地区教育委員会研修会 担当：小野市

④平成３０年 定例教育委員会開催日予定日について

平成３０年定例教育委員会開催日予定日について説明

⑤１１月定例教育委員会要旨録について

１１月定例教育委員会要旨録についての確認

⑥第２回総合教育会議要旨録について

第２回総合教育会議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を終了しまして、次に学校教育課からの報告に

移ります。

【学校教育課】

①１月の行事予定について

１月の行事予定等について説明

多可町教育委員会でリーフレットを作成しまして、お正月に広報たかと一緒に配布

します。各学校には終業式前に連絡し、児童生徒に苦しいこと等があれば相談するよ

うにリーフレットでは書いております。子どもの命を守り、命の大切さを理解する方

向で進めています。子ども達を救う手だてを、今後も考えていきたいと思っています。
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神戸市で「スマホサミット・インひょうご」が開かれました。多可町は小中学校で

合同作成しました動画「スマホ三ヶ条」を考案したことを、八千代中学校３年生の代

表３名が発表しました。県内で７３校の参加がありましたが、八千代中学校代表が最

優秀賞に選ばれました。たかテレビでも放映する予定です。

委員長： ２月９日(金）開催予定の「ふれあいトーク」の内容は、決まっているのですか。

事務局： 例年同じような形ですが、町長も代わられましたので、内容を再検討する予定で

す。基本的に子ども達が役場関係者と話をしながら、子ども達の提案を聞く形にし

ていく予定です。

今回については、ＳＮＳやいじめ問題の質問等ができればと検討しています。

委員長： 前に「子ども議会」がありましたが、それとは違うのですね。「子ども議会」で

は防犯灯の設置や通学路等のことが具体的に出ましたね。議会なので具体的なこと

が出たのだろうと思いました。

「ふれあいトーク」では特に決まったテーマはなく、各学校からいろいろな提案

があるのですか。

事務局： 大きな流れを申し上げますと、まず家庭学習を含めた自己紹介の後各学校のＰＲ

から始まります。それから多可町の自慢できるところ等の話し合いを行います。そ

の後に役場関係者から質問等をしていく形です。「ふれあいトーク」ですので、形

式にこだわらずザックバランに進めたいと思ってます。

教育長： 「ふれあいトーク」では、それぞれの内容につきまして３役で役割分担していま

す。多可町の自慢や多可町をよりよくすることや将来も多可町に暮らしたいか等は

副町長の担当で、具体的な質問等については町長の担当になります。教育委員会は、

家庭学習の様子の確認が担当になります。

委員長： 「ふれあいトーク」は、たかテレビの「あっ！たかニュース」で放映されていま

す。参加できなかった生徒達や住民にも内容や様子がわかりやすいように、たかテ

レビで番組として制作していただき、放送ができればいいと思います。

委員長集約 他に質疑等ございませんか。ないようですので、次にこども未来課の報告に移

ります。

【こども未来課】

①公私連携によるキッズランドの運営（民営化）協議経過について

公私連携によるキッズランドの運営（民営化）協議経過について説明

②１月の行事予定について

公私連携によるキッズランドの運営（民営化）協議経過、過年度保育料・幼稚園利用

料算定錯誤処理状況、１月の行事予定についての説明

事務局： 今回問題となった保育料・幼稚園利用料算定ミスによる今後の対応ですが、

・必ず２名で二重チェックをし、最終チェックは課長か副課長がすること。

・現在２名で担当していますが、同時に担当の２名を異動はさせないこと。
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・子ども子育てのパソコンシステム入力マニュアルを作成すること。

・県等の研修会に積極的に参加して、職員の能力アップを図ること。

・入園説明会では、保育料の算定の仕方を保護者に詳しく説明すること。

等の対応策を元に、今後絶対にミスのないように進めていきます。今回の件で多大

なご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。

教育長： 職員の力量アップと共にシステムの理解ができるような状況にもっていかなけれ

ばなりません。同じミスを繰り返さないような組織体制にしていきます。今回のミ

スに対して、多くの職員の多大な労力を費やしております。心新たに確実な仕事を

することを徹底していきます。ご迷惑をおかけして申しわけございませんでした。

委員長： 保育料算定ミスに関しては、繰り返さないことで信頼回復をし、誠心誠意頑張っ

ていただきたいと思います。

委員長集約 それでは他に質疑等ございませんか。ないようですので、これでこども未来課

からの報告を終了します。

（３）次回定例教育委員会について

平成３０年１月２６日（金）午後１時３０分～

多可町教育委員会 会議室

（４）その他

委員長集約 その他について他に質疑等ございませんか。それでは本日予定しておりました

定例教育委員会の議事日程は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４３号 「多可町就学援助規則準要保護の認定について」

＊非公開会議において審議後、承認を得た。

【閉 会】 委員長 午後４時 閉会宣言


