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平成３０年7月 教育委員会要旨録

１．開催日 平成３０年7月２６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 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

こども未来課副課長 石井 美子

こども未来課主査 嶋田 真悟

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

承認第８号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

承認第９号 平成３０年度４月～６月 多可町教育委員会後援名義申請の承認につい

て

議案第２０号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第２１号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

議案第２２号 キッズランドにおける合同保育実施に係る保育士等派遣補助金交付要綱

の制定について

議案第２３号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施

行規則の一部改正について

議案第２４号 多可町立中学校使用教科用図書（道徳）の採択について
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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学校園におけるコンクリートブロック塀について

○松井小学校プール・杉原谷小学校プールのコンクリートブロック塀について

②多可町図書館事業について

○８月の行事予定

③那珂ふれあい館事業について

○８月の行事予定

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

⑤平成３０年度 全県夏季教育委員会研修会

日にち：８月２１日（火）～２２日（水）

場 所：ホテル北野プラザ六甲荘

⑥６月定例教育委員会要旨録について

⑦６月臨時定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①８月の行事予定について
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【こども未来課】

①スクラムハート事業について

②７月～８月の行事予定について

（３）次回教育員会について（案）

平成３０年８月２３日（木） 午後１時３０分～

（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

熊田委員と岩田委員を指名

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(金)に１学期を終え、２１日(土)から４４日間の夏季休業

に入っています。幼稚園の夏季休業は、８月６日(月)から１９日(日)までの１４日間

です。

○ ７月に入って、

・大阪北部地震があり、ブロック塀の倒壊で、小学生が亡くなる。

・西日本豪雨で２２３名が亡くなり、行方不明が１４名、避難者４５００名以上。

・豪雨の後は、毎日３５度以上の猛暑日が続き、１７日に愛知県豊田市で小学生が校

外学習の後、熱中症で亡くなる。

多可町においても、小学校の水泳記録会中止。中学校の部活動制限。

この暑さは、８月初めまで続くといわれています。子どもたちには、熱中症や水の

事故、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）多可町ふるさと検定

○ 今年も、小中学生が楽しみながらふるさと多可町を知り、愛着と誇りをもてるよう

に「多可町ふるさと検定」を７月９日(月)に町内一斉に実施しました。

（３）第６５回 兵庫県人権教育研究大会 東播磨大会

○ ７月２８日(土)に第６５回兵庫県人権教育研究大会東播磨大会が多可町で開催され

ます。全体会をベルディーホールで行い、分科会はベルディーホール、中央公民館、

中町中学校等で開催されます。地元実行委員として、町内の小中学校の教職員、役場

職員やキッズランド、子ども園の職員など、約１１０名が協力をします。人権教育の

学習の機会として一人でも多くの皆さんに参加を呼びかけていきます。

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 質疑等ないようですので、次に移ります。

日程第３

承認第８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で審議
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承認第９号 平成３０年度４月～６月 多可町教育委員会後援名義申請の承認につい

て

｢平成３０年度４月～６月多可町教育委員会後援名義申請の承認｣について、

事務局より説明がなされた。

教育長： ただいまの事務局の説明につきまして、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、承認第９号を原案通り可決いたします。

議案第２０号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第２１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議

議案第２２号 キッズランドにおける合同保育実施に係る保育士等派遣補助金交付要

綱の制定について

｢キッズランドにおける合同保育実施に係る保育士等派遣補助金交付要綱の

制定」について、事務局より説明がなされた。

教育長： ただいまの事務局の説明につきまして、質疑等ございませんか。

委 員： 民営化になる時に社会福祉法人には、予算の範囲内で補助金を交付するという説

明はしているのですね。

事務局： 要綱には職員を一年間派遣することと、補助金の交付をすることを記載し、説明

もしています。

教育長： 一年間の派遣と補助金交付は決まっていたのですが、要綱を作成していなかった

ので、今回作成したということですね。

事務局： 合同保育に関する協定書につきましては、社会福祉法人と締結をしていました。

しかし、補助金を交付することに関しては、目的や対象を明確にしていなかった

ので、補助金交付要綱を作成しました。

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、議案第２２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２３号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

施行規則の一部改正について

｢多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行

規則の一部改正」について、事務局より説明がなされた。
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教育長： ただいまの事務局の説明につきまして、質疑等ございませんか。

委 員： これまでは指定都市から転入した生徒がいなかったので、問題にならなかったの

ですか。

事務局： 今まで標準税率は全国統一で６％だったのが、今年の４月から指定都市は標準税

率８％に改正なりました。但し、保育利用料の算定で８％の税率を利用するのが９

月算定分からになります。

この時期に改正ができていましたら、指定都市からの転入で標準税率８％の人は、

標準税率６％にすべて修正し算定できます。

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、議案第２３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２４号 多可町立中学校使用教科用図書（道徳）の採択について

「多可町立中学校使用教科用図書（道徳）の採択」について、事務局よ

り説明がなされた。

教育長： ７月１３日(金)に北播磨の教育長全員が、中学校道徳の教科書採択事業として、

第２回北播磨採択地区協議会に出席しました。先程、学校教育課長から説明があり

ましたように、調査委員会における調査の報告と採択に係る協議を行い、「あかつ

き」が採択されました。その理由として、教職員が授業を進めやすく、子ども達か

らもいろんな意見の言える教材になっているかを考えました。

その他に、「光村」が良いとの意見もでました。読み物としては推奨できますし、

国語的にも文章はしっかりしていますが、高度で道徳的な価値等を考えると少し難

しいという意見が多かったです。

そこで、その意見を参考に、この定例教育委員会で道徳の教科書の採択を協議し

ていただきたいと思います。

それと、別冊ノートの有無を、採択の理由にはしないことになりました。

ただいまの説明につきまして、何か質疑等ございませんか。

委 員： 「あかつき」で良いと思います。

以前の道徳の授業は、道徳的価値を深めることを大切にする授業が主体で、それを

行動に結びつける授業ではない傾向が続いたように思います。道徳の授業がこれで

良いのかと思っていました。

今日の資料を読みまして、今回対象の教科書は道徳的な変容を伴う資料が多いこ

とも、採択の理由にあがっているようです。子ども達自身の道徳的価値の深まりが、

言動に結びつくような教科書になったように思います。

いじめ問題等にしても、子ども達に人間として陶冶し、自分で考え、それを行動

に移す一番大事なところが弱いと思っていました。そういう面がしっかりと反映さ

れた協議だと思います。

道徳が教科になりましたので、教職員も授業の研修をし、意識を変えることが重

要です。
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事務局： 本年度の一学期から小学１年生の道徳の授業が始まりました。

委 員： 先生が今後、どのように道徳の授業を進めていくのか心配です。子どもを評価す

るのも難しいと思います。

委 員： 評価は評定ではなくて、文章表記になりますが、難しいと思います。

教育長： 今回は｢考え、議論する道徳の教科化｣と言われています。子ども達が葛藤し、意

見を言い、本音で話し合い、議題を深めていける教科書を争点にしました。

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、議案第２４号は異議がないものと認め、原案通り可

決いたします。

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

＊熊田委員・・・７月４日（水） 多可町地域安全推進協議会の報告

多可町青少年問題協議会の報告

キッズランドで保護者が園内の子供の写真

を撮ってＳＮＳで投稿する問題

多可高校の定員割れの問題

＊岩田委員・・・７月２３日（月）多可町｢トライやる・ウィーク｣推進協議会の報告

期間中９０％充実 アンケート結果

トライやる・ウィークの意義を事前指導の必要

事業所へのお礼を検討

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。

委 員： 多可高校は定員割れになっているのですか。

委 員： 多可高校の１年生が定員割れになっているようです。そこで多可町商工会がバッ

クアップし、就職先の見学等をバスツアーで計画しているようです。

委 員： 高校の定員割れは少子化が原因なのですか。

教育長： 高校の学区編成も原因だと思いますが、大きい問題は子どもの人数が少なくなっ

たことだと思います。

委 員： 学区編成が広範囲になり、子どもたちが自分の希望する学区に行けるようになっ

たことは、良いことだと思います。しかし、地域としては高校が無くなると困った

問題にもなると思います。

教育長： これからは高校もいろいろと特色を出し、ＰＲする時代になるように思います。

委 員： 子どもの写真を、ＳＮＳに投稿している保護者がいるようなことを聞きました。

委 員： 小中学校は｢学校だより｣でも顔を特定されないように、掲載には気を遣っている

ようですが、投稿している保護者は自分の子どもだけを投稿しているのですか。

委 員： はっきりは分かりませんが、自分の子どもだけだと思います。

委 員： ＳＮＳ投稿問題をこども園や両キッズランドの保護者会で取り上げて、協議する

必要があると思います。

教育長： 事務局からこの件で何か意見ありませんか。
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事務局： 小中学校では子どもたち自らがＳＮＳ投稿をしますので、それについて保護者を

交えて話し合いをすることはあります。

キッズランドの教職員からＳＮＳ投稿の話は聞いてましたが、保護者同士が楽し

んでＳＮＳ投稿していますので、特にトラブルは聞いていません。

しかし、ＳＮＳ投稿は世界に発信もできるので、今後もトラブルがおきないとも

限りません。

委 員： 八千代小学校の子ども達が、大屋行きのバス乗車中に全然知らない女の人から写

真を撮られたことを、学校に報告したことがあったようです。

事務局： ６月２９日(金)にその事実の報告を受け、すぐに調べました。２０歳から４０歳

くらいの外国人の女の人で、日本に就労に来ている人と特定されました。西脇警察

署にも報告していますので、その人には指導されていると思います。

教育長： それでは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、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学校園におけるコンクリートブロック塀について

学校園におけるコンクリートブロック塀について説明

○松井小学校プール・杉原谷小学校プールのコンクリートブロック塀について

・地震、風圧にも倒れない安全基準で構造計算上、法律的にも問題なし

○中町北小学校プール コンクリートブロック塀８月早々撤去し金網フェンス取付

○八千代小中学校 投てき板８月１日(水)から４日(土)撤去

②多可町図書館事業について

○８月の行事予定について説明

③那珂ふれあい館事業について

○８月の行事予定について説明

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、学校給食の歴史の展示

⑤平成３０年度 全県夏季教育委員会研修会について

日にち：８月２１日（火）・２２日（水）

場 所：ホテル北野プラザ六甲荘
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⑥６月定例教育委員会要旨録について

６月定例教育委員会要旨録についての確認

⑦６月臨時定例教育委員会要旨録について

６月臨時定例教育委員会要旨録についての確認

教育長： ただいまの教育総務課の報告につきまして、質疑等ございませんか。

委 員： ブロック塀の件ですが、松井小学校プールと杉原谷小学校プールのコンクリート

ブロック塀は年数が経っていますが、今回の構造計算によって問題がないというこ

とですね。その結果、多可町としては直す必要がないということですね。

教育長： 正式な文書として回答を依頼していましたので、この計算結果が正式な文書にな

ります。

委 員： 学校にはこの構造計算結果は報告しているのですか。

教育長： 学校に報告しています。他になにかございませんか。

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】

①８月の行事予定について

８月小中学校関係の行事予定について説明

・猛暑の為、水泳教室・記録会・地区水泳の中止

・夏休みの親子行事・学習会の検討

・中学校の部活動の控え

・多可町管理職選考７月２１日(土）

教育長： 今年度は、人権教育コア・カリキュラムを作成し、春川先生に監修をしてもらい

ました。この夏休みの研修会で小中学校における人権・同和教育の一層の充実を図

る予定です。

事務局からイングリッシュキャンプについて詳しく説明してください。

事務局： 地域を活性化するために昨年度も開催しています。英語だけを使って、１日過ご

すイベントです。今年は、ラベンダーパークで外国人にラベンダー商品を英語で売

り込む作戦です。

委 員： 中学生だけが英語で外国人に対応するのですか。

事務局： ＡＬＴの先生も一緒です。今後、小学生も興味があれば参加をすることも検討し

ていきます。

教育長： いずれ中学校はオールイングリッシュの授業になるかもしれませんので、指導者

の英語力も大事になってきます。

教育長： 他に質疑等ございませんか。
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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

未来課からの報告に移ります。

【こども未来課】

①スクラムハート事業ついて

スクラムハート事業について説明

②７月～８月の行事予定について

７月～８月こども未来課関係の行事予定について説明

事務局： 多可町のこども園の中で、あさかこども園のブロック塀の子育て支援棟北側の一

箇所が危険ブロック塀に該当しましたので、兵庫県に報告しています。

今後の予定ですが、あさかこども園は今年度、もしくは来年度に防犯等の援助で

改修を希望しています。現状のブロック塀の対応は、道路に面していないのと、園

児の使用する通路ではないのでバリケードを設置し、田んぼの地権者には理解をし

ていただいています。

それと、８月１日(水)臨時議会が開催されます。補正予算案ですが、こども未来

課からも緊急を要する事案であることから、補正予算の要望をする予定です。

内容はキッズランドやちよの食器消毒保管庫が故障し、修理代が約２６０，００

０円かかります。大型冷蔵庫も故障し修理が出来ないということで、新品購入約２

５０，０００円です。猛暑が続いていますので、早急に要望したいと思っています。

キッズランドやちよは来年４月から楽久園会が運営するのですが、平成３２年度

に大規模改修する予定です。それまでは今回のようなことがあれば、多可町で対応

することになります。

教育長： 補正予算の件で教育総務課からも報告ありますか。

事務局： 教育総務課からは、中町中学校の職員室の空調を管理しているエアコンの室外機

が故障し、修理代４０４，０００円の要望をしています。

教育長： ただいまのこども未来課の報告と教育総務課の補正予算の報告で質疑等ございま

せんか。

委 員： 神戸新聞に小中学校のエアコン設置状況の記事が掲載されていましたが、その後

の多可町の進展を教えて下さい。

教育長： 中学校については今年度に実施設計し、来年度の夏に設置予定です。小学校につ

いては引き続き来年度に実施設計し、設置をお願いしたいと思っていますが、財政

部門との詰めに入ると思います。しかし、この猛暑ですので早急に強く要望したい

と思います。

委 員： この猛暑ですから地域の人からも、学校にエアコンが入るのか聞かれます。学力

向上を謳っていますが、この暑さでは子ども達も集中できませんし、命にも関わり

ます。緊急事態と考えて、早急に設置してほしいと思います。

「天井扇よりエアコンを先に設置すれば良かったのでは｣という意見も聞きまし

た。
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両キッズランドはエアコン設置しているのですか。

教育長： 両キッズランドはエアコンを設置しています。エアコンと天井扇の併用は絶対に

必要です。空気を拡散し、有効活用は十分あります。

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、次に移り

ます。

（３）８月定例教育委員会について

平成３０年８月２３日（木）午後１時３０分～

多可町教育委員会 会議室

（４）その他

平成３０年度 運動会・体育祭の日程について

平成３０年度運動会・体育祭の日程について説明

教育長；それではその他について、何か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》

承認第８号 「多可町就学援助規則準要保護の認定」について

議案第２０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、承認第８号、議案第２０号は異議がないものと

認め承認を可決しました。

議案第２１号「多可町ハートフル学業支援金給付の認定」について

＊非公開会議において審議後、議案第２１号は異議がないものと認め承認を

可決しました。

【閉 会】 教育長 午後４時１２分 閉会宣言


