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平成３０年６月 定例教育委員会要旨録

１．開催日 平成３０年６月２６日（火） 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 藤田 裕子

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１９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）多可町特別支援教育（特別支援学級）通学費補助金交付要綱の運用について

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学校園設備整備関係事業について

○中町北小学校 プール改修工事

・５月３０日終了

○中町北小学校 北校舎ほか老朽改修工事
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・契約の金額 ８６，１８４，０００円（うち消費税６，３８４，０００円）

・契約相手先 株式会社 平尾工務店

代表取締役 平尾 博之

・工 期 平成３０年７月１日～９月３０日

②多可町図書館事業について

○７月行事予定

③那珂ふれあい館事業について

○７月の行事予定

○多可町おもしろ歴史セミナー開催

第１回ー６月２４日（日） 埴岡 真弓氏

「近現代の杉原紙 －衰退と復活ー」

第２回ー７月１日（日） 小栗栖 健治氏

「江戸時代の杉原紙 －杉原谷、そして、三原ー」

第３回ー７月８日（日） 菱田 哲郎氏

「多哥郡の古代」

④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

○学校給食負担金について

学校給食費徴収状況について

⑤学校園におけるコンクリートブロック造等の塀について

⑥播磨東地区教育委員会連合会総会及び研修会について

日にち：平成３０年７月２５日（水） 午後１時４５分～

場 所：小野市うるおい交流館 エクラ 大会議室

＊午前０時（正午）教育委員会 出発

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
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②郡中学校総体結果について

【こども未来課】

①なつチャレ２０１８について

②７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）

○７月２６日（木）午後１時３０分～

多可町教育委員会 会議室

（４）その他

閉 会
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【開 会】

教育長あいさつ

日程第１ 会議録署名委員の指名

門脇委員と藤田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）６月議会定例会について

第８５回多可町議会定例会が６月４日(月)から６月２１日(木)まで開催されました。

１８日(月)、１９日(火)の両日に一般質問があり、教育委員会では次の質問がありま

した。

・大山議員 （子どもの安全対策について）

・廣畑議員 （スクールソーシャルワーカーについて）

・日原議員 （保育士の確保について）

（２）園訪問について

５月２２日(火)から始めた町内の６園の春の園訪問は、すべて終了しました。どの

園とも平成３０年度、良いスタートがきれていました。

（３）給食運営委員会について

６月２１日(木)に、第１回給食運営委員会を開催しました。協議した事項は、以下

の通りです。

・アレルギー対応について

・昨年度から開始している調理業務等の民間委託について

・今年度実施の学校給食展について

・来年１０月の消費税値上げ等に伴う学校給食費値上げの検討について

（４）寄付金について

６月６日(水)に中町中学校卒業の故北藤五郎兵衛さんから、中町中学校へ２００万

円を寄付いただきました。｢母校である中町中学校の教育に使ってほしい｣というご遺

志によるもので、故人の弟にあたる北藤憲治さんが教育長、校長同席のもと町長に手

渡されました。

以上、４点報告いたします。

日程第３

議案第１９号 多可町就学援助規則準要保護の認定について
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＊個人情報が含まれているため、委員会閉会後の非公開で審議

日程第４ 協議事項

（１）多可町特別支援教育（特別支援学級）通学費補助金交付要綱の運用について

＊個人情報が含まれているため、委員会閉会後の非公開で審議

日程第５ 報告事項

（１）各種委員会の報告

＊門脇委員・・・６月５日（火）多可町特産品認証委員会の報告

「御ＴＡＫＡ楽」まんさいツアー企画運営の業務委託の選定委員会

プロポーザル方式

・・・６月２０日（水）キッズランドかみ運営委員会の報告

平成３０年度経営方針

公私連携によるキッズランドの運営について

＊岩田委員・・・５月３１日（木）キッズランドやちよ運営委員会の報告

現状維持の運営を希望

教育長： 他に報告ございませんか。

教育長集約 ないようですので、各種委員会の報告を終わり、次に教育総務課の報告に移り

ます。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校園設備整備関係事業について

学校園設備整備関係事業について説明

○中町北小学校 プール改修工事

・５月３０日（水）終了

○中町北小学校 北校舎ほか老朽改修工事

・契約相手先 株式会社平尾工務店 代表取締役平尾博之

・工 期 平成３０年７月１日（日）～９月３０日(日)

②多可町図書館事業について

○７月の行事予定について説明

・夏休みビブリンピック

③那珂ふれあい館事業について

那珂ふれあい館事業について説明

○７月の行事予定について
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○多可町おもしろ歴史セミナー開催

第１回ー６月２４日（日）埴岡真弓氏

「近現在の杉原紙ー衰退と復活ー」

第２回ー７月１日（日）小栗栖健治氏

「江戸時代の杉原紙ー杉原谷、そして、三原ー」

第３回ー７月８日（日）菱田哲郎氏

「多哥郡の古代」

④多可町学校給食センター事業について

多可町学校給食センター事業について説明

○多可町学校給食展開催

８月５日（日）ベルディーホール 午前１０時から午後３時までの予定

多可町学校給食試食会 対象者・保護者、児童生徒、ＰＴＡ

学校給食体験ブース、学校給食の歴史等の展示

○学校給食負担金について

学校給食費徴収状況について（給食費滞納状況の報告）

⑤学校園におけるコンクリートブロック造等の塀について

町内学校園におけるコンクリートブロック造等の塀について説明

⑥播磨東地区教育委員会連合会総会及び研修会について

日にち：平成３０年７月２５日（水）午後１時４５分～

場 所：小野市うるおい交流館 エクラ大会議室

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

教育長 教育総務課からの報告で質疑等ございませんか。

【学校給食負担金（給食費）について】

委 員： 給食費の未納や滞納のことですが、金融機関から引き落としができなかった場合、

督促状はすぐに保護者には発行されるのですか。

事務局： 学校給食センターには、金融機関からの引落とし結果データが、引落日翌日に届

きます。この結果をすぐ確認し、翌々日には学校を通じて保護者に連絡しています。

委 員： 通帳から引き落とされてなかった場合は、保護者に直接連絡するのではないので

すね。

事務局： 今まで学校を含めた多くの議論の結果、基本は学校を通じて、封書で子どもに持

って帰らせる方法になりました。しかしながら保護者からの要請によって、直接お

渡ししたり郵送したりする場合もあります。また未納が続いているご家庭は、学校

給食センターが直接連絡して徴収しています。
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教育長： 保護者が常時使用されている口座であれば、引き落とされているかすぐに分かる

のですが、そうではない口座だと、ついつい入金を忘れて引き落としができない場

合があるようです。

方策はいろいろあったと思いますが、子どもに封書を渡して現金で持ってきても

らい学校から振り込んでもらいます。

事務局： 給食費の引落日は毎月２５日と決まっています。引落日のＡＴＭ営業時間内に入

金すれば当日に引き落としになる金融機関は多々ありますし、通帳記入すれば引き

落とされたか分かります。給食費徴収に関してはいろいろな状況があります。理由

は分かりませんが、もともと給食費を引落としにしない保護者もいらっしゃいます。

今後も保護者の意見を伺いながら、対応していきたいと思います。

教育長： 他にございませんか。

【学校園のコンクリートブロック塀について】

委 員： 高槻市で起こったブロック塀の倒壊のことですが、かなりショックを受けました。

自宅周辺の通学路にもブロック塀があります。あの事件があってからあちらこちら

のブロック塀がとても気になります。ブロック塀だけでなく、投てき板も２．２ｍ

以上なので控え壁があっても撤去されるのですね。

事務局： はい、建築基準法の適用外とはなるのですが、同様に倒壊する恐れがあると判断

されるため撤去する予定です。

委 員： すでに危険なところにはロープを張り、コーンも立ててあったりとても素早い対

応で安心しました。教育委員会としては通学路のブロック塀の安全を確認し、危険

だと思った箇所は家人に認識してもらう働きかけも大事だと思います。

学校は窓ガラス等が多いので、地震がくれば危ないところがいっぱいです。多可

町はその時にどんな対応をされるのですか。

教育長： 今朝、町長、副町長、技監、財政課長、生活安全課長、教育総務課長でブロック

塀について協議をを行いました。多可町内の公的施設すべてのブロック塀を見て廻

り、撤去、改修、保留にするというように区別をしました。

通学路については、学校が子どもからの聞き取りをし、ＨＰでも多可町民に｢危

険な箇所を見直してください｣というような呼びかけをしています。兵庫県には相

談窓口もあります。

撤去費の問題もあるのですが、危険な通学路に関しては学校と相談をして、通学

路の変更も考えています。

事務局： 通学路に関しては教育委員会ですでに調べています。教育長からの指示もありま

したので、現在、子どもの意見や教職員の意見も聞いてまとめています。かなりの

意見が出ておりますが、集計ができましたら、事務局ですべて見て廻る予定です。

民家で石垣の上にブロック塀があるところもありますので、そのあたりも見て廻

りたいと思います。

万が一地震があった場合はすぐに避難の防災無線を流し、小中学校の情報を把握

するつもりです。

委 員： 学校等や教育委員会の判断のみで通学路を変更するのではなく、実際に子どもの
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通学路を保護者も歩いて危険箇所を確認し、住民の方々にも危険箇所の認識を共有

してもらうことも大事だと思います。

教育長： はい、分かりました。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、教育総務課からの報告を終了しまして、次に学校教

育課の報告に移ります。

【学校教育課】

①７月の行事予定について

７月小中学校関係の行事予定について説明

②郡中学校総体結果について

郡中学校総体結果について説明

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、次にこども

未来課からの報告移ります。

【こども未来課】

①なつチャレ２０１８について

夏の子ども体験学習事業について説明

②７月の行事予定について

７月こども未来課関係の行事予定について説明

③平成２９年度保育所保育料等調定・収納状況について説明

教育長： ただいまのこども未来課の報告で質疑等ございませんか。

委 員： 今までは小学生、中学生、高校生の催し物がベルディーホールでありました。

今回４、５歳児対象の｢ちびっこわくわくベルディー｣の催し物は初めての事業で良

いことだと思います。各園からベルディーホールにはどのような方法で集合される

のですか。午前１０時の開演で午前中に終わり、午後からは各園に戻るのですか。

事務局： 集合は各通園バスを利用します。午前中で終わり、各園に戻って給食を食べる予

定です。

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、こども未来課からの報告を終了しまして、次の議題

に移ります。
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（３）７月定例教育委員会について

○７月２６日（木）午後１時３０分～

多可町教育委員会 会議室

（４）その他

１．平成３０年度近畿市町村教育委員会研修大会について

○８月２４日（金）午後１２時３０分～ 滋賀県野洲市

演題 「道徳教育改革の動向」(仮題)

講師 武庫川女子大学院 教授 押谷 由夫 氏

実践発表 「道徳教育の教科化に向けた取り組み（仮題）

発表者 滋賀県愛知川小学校 校長 上田 仁紀 氏

２．全県夏季教育委員会研修会

○８月２１日(火)・２２日(水) 神戸市六甲荘 （詳細未定）

演題 「学校における危機管理」「道徳教育」｢部活動のあり方」（仮題）

講師 関西外国語大学

兵庫教育大学

スポーツ庁

事務局： 研修日程が同じ週になっていますし、今のところまだ資料がすべて揃っていま

せんので今後すべて出席するのか、否かは協議し、ご案内したいと思います。

３．｢多可町ハートフル学業支援金給付条例施行規則｣について

基準額対象となる家族の考え方（ケース１）

多可町ハートフル学業支援金給付条例施行規則について事務局から説明の後、

協議しました。

教育長： それでは、ほか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。

《非公開会議》

議案第１９号 「多可町就学援助規則準要保護の認定｣について

協議事項 「多可町特別支援教育(特別支援学級)通学費補助金交付要綱
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の運用｣について

＊非公開会議において審議後、異議がないものとし承認を可決しました。

報告事項 ｢重大事態に関する多可町いじめ問題対策委員会(第三者委員

会)の調査結果報告｣について

【閉 会】 教育長 午後４時１２分 閉会宣言

平成３０年６月２６日


