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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成３０年５月 定例会

１．開催日 平成３０年５月２４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 教 育 長 岸原 章

委 員 門脇 きみ子

委 員 熊田 正博

委 員 岩田 光代

４．陪席者 教育総務課長 宮原 文隆

学校教育課長 足立 徳昭

こども未来課課長 今中 孝介

教育総務課副課長 高橋 敏

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第１６号 多可町教育の点検及び評価委員の選任について

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就学援助事業について

②ハートフル学業支援金給付事業について

③学校園設備整備関係事業について

○中町北小学校プール修繕工事

○中町北小学校北校舎ほか老朽改修工事

④多可町図書館について

○多可町図書館まつり ６月２日（土）
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⑤那珂ふれあい館事業について

○平成３０年度 第１回杉原紙総合調査委員会 ５月１５日（火）開催済

○多可町おもしろ歴史セミナー開催

⑥多可町学校給食センター事業について

○多可町学校給食展 ８月５日（日）ベルディーホール

⑦４月定例教育委員会要旨録について

⑧３月臨時教育委員会要旨録について

⑨平成３０年度 兵庫県女性教育委員会研修会

日にち：平成３０年１０月２４日（水）

場 所：小野市エクラホールで開催予定

【学校教育課】

①「トライやる・ウィーク」見学会について

②６月行事予定について

【こども未来課】

①第６回こどもまつりについて ５月３日（祝、木）

②第４回子育てカーニバルついて ５月１３日 (日)

③第２９回おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展について

④６月行事予定について

（３）６月定例教育委員会の日程（案）について

○６月定例教育委員会（案）

平成３０年６月２６日（火）午後１時～ 多可町教育委員会 会議室

（４）その他

閉 会



- 3 -

【開 会】

教育長あいさつ

日程第１ 会議録署名委員の指名

門脇委員と岩田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）春の学校園訪問について

５月７日(月)から始め、すでに６校園を訪問しました。５月３１日(木)までにすべ

て終了する予定です。

春は、事務局だけで訪問しています。各学校園、約２時間、今年度の学校園の経営

方針や教育・保育目標、課題、取組等を伺っています。また転入職員との懇談や授業

・保育参観、施設設備の整備状況の見学等を行っております。各学校園とも良いスタ

ートが切れています。

（２）青少年補導委員会総会について

５月９日(水)に多可町青少年補導委員会総会を中央公民館で開催し、役員選出を行

いました。今年は、８５名の補導委員さんにお世話になり、５月１２日(土)から補導

活動がスタートいたしました。

（３）小浜市議会からの視察について

５月１８日(金)に福井県小浜市議会の視察を受けました。八千代仮本庁舎で産業教

育常任委員会の議員９名、事務局１名、計１０名の皆さんに、小学校の統合について

説明をしました。そのあと八千代小学校の施設を案内しました。

以上、３点報告いたします。

教育長： ただいまの報告につきまして、質疑等ございませんか。

教育長集約 それでは、次に移ります。

日程第３

議案第１６号 多可町教育の点検及び評価委員の選任について

「多可町教育の点検及び評価委員の選任」について、事務局より説明がなされた。

教育長： 説明の追加になりますが、長くお世話になっていました渡辺先生から昨年より引

退させてほしいとの意向を聞いていました。新たな評価委員として、兵庫教育大学

の當山清実氏の承認をお願いするものです。

教育長集約 他に質疑等ございませんか。ないようですので、議案第１６号は異議がないも

のと認め原案通り可決いたします。
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日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

＊門脇委員・・・５月２４日（木）多可町特産品認証委員会の報告

新規事業の発足・・特産品のプロモーション事業

○観光客誘客事業（御ＴＡＫＡ楽まんさいツアー）

○多可町の魅力発信事業

○ツアーガイドの育成（子どもボランティア）

＊岩田委員・・・５月７日（月）多可町｢トライやる･ウィーク｣推進協議会の報告

○中学２年生２２４名参加 ９４事業所

教育長： ただ今の報告につきまして、質疑等ございませんか。

委 員： 今年の｢トライやる･ウィーク｣は自衛隊にも行けるようですが、生徒からの要望

ですか、それとも他からの要望ですか。自衛隊に行けるようになった経緯を教えて

ください。

事務局： 多可町防衛協会より、他市は自衛隊に行ってるという情報を伺い、学校教育課で

協議し紹介をしてもらいました。また、生徒からの行きたいとの要望もあり実現し

ました。

５月１８日(金)に説明会があり、多可町、西脇市、篠山市等が来ていました。す

べて自衛隊が送迎をしてくれるそうです。最終日には舞鶴自衛隊基地まで見学に行

く予定です。

委 員： 保護者が送迎の心配をしなくても良いのですね。生徒も関心があるのですね。

教育長： 他に質疑等ございませんか。

事務局： 門脇委員より、ツアーガイドの育成について子どもボランティアの話がありまし

たが、那珂ふれあい館で検討したことがあります。加西市の例ですが、北条小ガイ

ド隊の子ども達は五百羅漢のみを案内しています。小学校が隣なので送迎等の問題

がなく、行われているそうです。

多可町でも３区で検討しましたが、子どもをどのように送迎するかという問題が

あります。諦めたわけではないのですが、なかなか踏み出せない状況です。

教育長集約 それでは各種委員会の報告を終了いたします。次に教育委員会事務局の報告に

移ります。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①就学援助事業について

就学援助事業について説明

②ハートフル学業支援金給付事業について
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ハートフル学業支援金給付事業について説明

③学校園設備整備関係事業について

○中町北小学校プール修繕工事について説明

○中町北小学校北校舎ほか老朽改修工事について説明

６月１２日（火）入札 ７月１日（日）着工

④多可町図書館事業について

○多可町図書館まつりについて説明 ６月２日（土）

⑤那珂ふれあい館事業について

○平成３０年度 第１回杉原紙総合調査委員会について説明

○多可町おもしろ歴史セミナー開催について説明

⑥多可町学校給食センター事業について

○多可町学校給食展について説明 ８月５日（日）ベルディーホール

⑦４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

⑧３月臨時教育委員会要旨録について

３月臨時教育委員会要旨録についての確認

教育長： 教育総務課からの報告で質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、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】

①「トライやる・ウィーク」見学会について

「トライやる・ウィーク」見学会について説明

「トライやる・ウィーク」６月４日 (月) ～ ８日 (金) 実施

②６月行事予定について

６月小中学校関係の行事予定について説明

教育長： 学校教育課からの報告で質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので学校教育課からの報告を終了しまして、こども未来課

からの報告に移ります。



- 6 -

【こども未来課】

①第６回こどもまつりについて ５月３日（祝、木）

第６回こどもまつりについて説明

児童館主催 北アリーナ ３００人の来場（ボランティア約１００人含）

②第４回子育てカーニバルについて ５月１３日（日）

第４回子育てカーニバルについて説明

子育てふれあいセンター主催 親子２９組約１１０人（ボランティア約５０人含）

③第２９回おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展について

第２９回おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展について説明

今年度より後援事業所申請承認済み・・・厚生労働省、文部科学省、ＮＨＫ神戸

放送局、サンテレビ、ラジオ関西

特別賞副賞を設ける・・・図書カード

参加者全員・・・記念品贈呈

④６月の行事予定について

６月こども未来課関係の行事予定について説明

教育長： それではこども未来課の報告につきまして、質疑等ございませんか。

委 員： おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展ですが、多可町内の子どもはすべて応募

しているのですか。

事務局： 多可町内の小中学校は各学校の先生から、応募するように呼びかけてもらってま

す。小学生はほぼ全員が応募していますが、中学生は５割から７割といったところ

です。昨年は、中町中学校からたくさんの応募をいただきました。

委 員： 他の地域からの応募も多いですね。

事務局： はい。全国から多く応募いただいています。

委 員： 夏休みの課題にされている学校もありますね。

委 員： 多可町は「敬老の日発祥の地」ですが、おじいちゃんおばあちゃんに関する品物

がないので、ＰＲが非常に難しいと思います。もしバスツアー等で計画されるので

したら、バスの中で敬老のうた「きっとありがとう」を流すとかの工夫をしてほし

いと要望しました。

教育長： そのような工夫は大事だと思います。神戸で教育委員会の研修が開催されるよう

になった最初の年に、研修会の会場で敬老のうた「きっとありがとう」を流しても

らいました。口頭で説明するよりは多可町のＰＲになったと思います。

委員長集約 他に質疑等ございませんか。それではこども未来課からの報告を修了いたしま

す。

（３）６月定例教育委員会の日程について

○６月定例教育委員会
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平成３０年６月２６日（火）午後１時～ 多可町教育委員会 会議室

（４）その他

教育長： その他について他にございませんか。

委 員： 新潟で２年生女児の痛ましい事件がありました。登下校で児童が１人になった

時がとても心配です。北播磨管内でもやはり１人になってから似たような事件が

起こっています。最初は集団下校ですが、最終的には１人になる児童も多いです。

見守り隊や青色パトロールも見廻ってくれていますが、最後の１人までは無理が

あります。

学校の教職員がこの辺りでこの児童が１人になる、というようなことを把握で

きているのでしょうか。どうしても家族におまかせすることになりますが、例え

ば、家族の誰かが家にいらっしゃる場合、児童が１人になる辺りまで迎えに来て

いただくことが一番安心です。

決定的な良い案は思いつかないのですが、学校も保護者も十分に認識しておく

ことが大事なことだと思います。

委 員： 学校や先生によると思いますが、集団下校のないときに、中町北小学校のある

先生は、児童が１人になる辺りまで家族に迎えに来れるか確認の電話をし、迎え

に来れないときは家まで送ってくれていたそうです。

委 員： 毎回、先生にお願いするわけにもいきませんし、家族の協力も必要です。

都会では、児童が校門を出ると保護者に連絡が入るようになっている学校もある

ようです。最近、不審者の情報はありますか。

事務局： 中町北小学校区では、写真を無断で撮るということがあったようですが、すぐ

に学校に連絡が入り、青少年育成センター所長等と学校の先生が下校指導をしま

した。

それと、下校時に１人になるということですが、いろんな場合があります。

１人になる辺りまで祖父母が迎えに来る場合、祖父母の家に一時帰宅させる場合

等々があります。青色パトロールもすべて廻れるわけではありませんので、現在、

見守りをしてくれるサポーターを呼びかけています。

例えば、児童の下校時に家の前に出てもらったり、田畑に出ている人に見守っ

てもらえるような取り組みも検討しています。防災無線で下校時を知らせること

も考えています。

今後は都会のように、子どもにＧＰＳ機器を持たせることも考える必要がある

かもしれません。

教育長： 松井小学校は地域の許可を得て、下校時の案内を防災無線で校区に流していま

す。

委 員： とても良いことですね。

事務局： 杉原谷小学校は、各集落の子ども会で危険個所マップや子ども達の登下校経路

を確認し、学校と調整をしています。サポート隊の少ない地域については集落の

子ども会でおじいちゃんおばあちゃんに登録していただき、サポートをお願いし

ています。
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また、毎月の下校時間のチラシを作成し、子ども達がサポート隊の家に配り、

下校時に外に出て見守ってもらえるようにお願いに伺っています。

教育長： 他に質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、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。

【閉 会】 教育長 午後３時１５分 閉会宣言

平成３０年５月２４日


