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平成３０年８月 教育委員会要旨録

１．開催日 平成３０年８月２３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．倍席者 学校教育課長 足立 徳昭

こども未来課長 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

承認第１０号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第２５号 平成２９年度多可町の教育の点検及び評価の報告について

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】
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①平成２９年度 主要な施策の実績等について

②学校関係工事等進捗状況等について

○小中学校 コンクリートブロック塀改修・撤去状況

○中町北小学校 北校舎ほか老朽改修工事

③多可町図書館事業について

○９月の行事予定

④那珂ふれあい館事業について

○９月の行事予定

⑤多可町学校給食センター事業について

○学校給食展について

○学校給食展及び試食会のアンケート結果について

⑥７月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①トライやる・ウィーク中の部活動について

②９月の行事予定について

【こども未来課】

①キッズランドかみ保護者アンケート結果について

②キッズランドやちよ保護者アンケート結果について
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③公私連携によるキッズランドの運営（民営化）について

④９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９月２７日（木） 午後１時３０分～

（４）その他

閉 会



- 4 -

【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）全県教育委員会研修会

○８月２２日に全県教育委員会研修会が、神戸で開催され、教育長と教育委員３名が参

加しました。関西外国語大学教授の新井肇先生による「いじめについて」の講演を聞き

ました。講演は、いじめを担任一人で抱え込まず、情報を共有し、組織で取り組むこと

が大事であるという内容でした。

(2) 多可町ふるさとの夏祭り

○第１２回多可町ふるさとの夏祭りを８月１５日に、加美プラザ駐車場で開催しました。

この場所での開催は、今年が最後です。天候を心配しておりましたが、夕方から回復し、

涼しい中での夏祭りとなり、１０００発の花火がいつもよりきれいに見えました。よい

夏祭りでした。

以上、2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 ないようですので、次に移ります。

日程第３

承認第１０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議

議案第２５号 平成２９年度多可町の教育の点検及び評価の報告について

｢平成２９年度多可町の教育の点検及び評価の報告」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： きた公民館管理運営事業の件で縮小を検討とありますが、なくすということです

か。

事務局： 公共施設の利用状況を確認しますと、利用している方々が限られています。今後、
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施設の維持管理が難しいのと、改修工事は実施しないので、利用者には加美プラザ

等を利用していただく方向で縮小を検討しています。

委 員： 「教育の点検及び評価の報告」の事業名で、教育委員会の管轄ではないような思

いがあります。一度、見直しが必要と思います。例えば、きた公民館管理運営事業

は生涯学習課の管轄になるのではないかと思います。

評価の欄では、担当課長評価と評価委員の評価が同じようなので、如何かなと思

います。

教育長： 各事務局、今の件について意見をお願いします。

事務局： 学校教育課は、評価だけを読まずに各事業の現状を中心に説明しまして、前向き

にご理解していただいた結果、同じような評価になり、否定的な意見はなかったと

思います。

事務局： こども未来課は、８事業の内容を説明し、継続ということで内容を評価していた

だきました。しかし、1点、評価委員から指摘された箇所があります。自己点検（達
成度）の数字の出し方についてで、今後は明確にすべきだと指摘されました。目標

に対して何パーセント達成したかにより１～５までの評価をするようにと言われま

した。

教育長： 評価委員にはシビアに客観的に評価をして下さいとお願いしています。次年度は

新しい取組や項目や見直し箇所を指摘していただくように考えています。

次回は教育総務課のコメントをお願いします。

事務局： 今年初めての評価委員から質問はいくつか受けましたが、特に厳しいご意見では

なく、前向きに継続していく考えでした。来年は、見直しもあるかもしれません。

教育長： 点検評価に関しては、評価が出来た箇所と、出来なかった箇所を明確にする必要

があると思います。評価が出来なかった箇所は、次年度に再度、取り組みを検討し、

クリア出来そうにない箇所は施策を見直す必要があると思います。

また、評価委員からもいろんな意見をいただきたいと思います。

他に何か質疑等ございませんか。

委 員： 全国学力・学習状況調査の件ですが、来年度からテストをＡ・Ｂ問題の統合を実

施すると新聞に掲載されていました。

学校教育課の評価事業名｢学力向上事業｣では、｢多可町学力向上３か年計画の初

年度であり、確実に進めていただきたい。｣と講評され、｢重点的に継続｣となって

います。重点的に取り組み具体的な成果が出ることを期待します。

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２５号を原案通り可決いたします。

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議
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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３０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３０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

＊門脇委員・・・７月２６日（木） 多可町児童館・子育てふれあいセンター運営委

員会の報告

・３０年度の事業方針・報告・取組

委 員： 昨年から問題になっているようですが、夏休みに学童の子ども達がみなみ児童館

に行くので、みなみ児童館の子ども達が活動できなかったようです。昨年度は夏休

みが始まった７、８月に児童館に行った子ども達は０人でした。

今後、学校の都合もありますが、夏休みに空いている松井小学校を学童の子ども

達が使い、みなみ児童館の子ども達は今まで通り児童館を使用できればと思います。

教育長： 事務局、この話に進展はありますか。

事務局： 今年度については、はっきりと部屋を分けまして、図書室を学童が使用し、玄関

入って右側の部屋をみなみ児童館が使用するようにしています。

ただ、学童の人数が多いので、今後は施設の使用方法を検討していく必要がありま

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 質疑等ないようなので、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平成２９年度 主要な施策の実績等について

平成２９年度主要な施策の実績等について教育総務課、学校教育課、こども未来課がそ

れぞれ説明

教育長： ただいまの説明につきまして、質疑等ございませんか。

委 員： 教育総務課の主要な施策の実績等の中で、きた公民館管理事業の施設管理委託料

４６５，１２９円はどこに支払をされているのですか。

事務局： シルバー人材センターに清掃業務を委託していますのでその支払いと、きた公民

館は管理人が不在ですので、貸館の時に鍵の受け渡しを委託している方に支払って
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います。その他、年に 1回の大規模な清掃業務の委託料です。
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、教育総務課、学校教育課、こども未来課の説明を終

了します。次に②学校関係工事等進捗状況等について教育総務課から報告お願い

します。

②学校関係工事等進捗状況等について

学校関係工事等進捗状況等について説明

○小中学校 コンクリートブロック塀改修・撤去状況

網状のフェンスに交換

○中北小学校 北校舎ほか老朽改修工事

７５％の進捗状況

③多可町図書館事業について

９月の行事予定について説明

④那珂ふれあい館事業について

９月の行事予定について説明

⑤多可町学校給食センター事業について

学校給食展について説明

⑥７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

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： 学校給食展のことですが、ボランティアの高校生が、一生懸命に協力してくれま

した。高校生にとっても良い体験になったのではないかと思います。たくさんの人

に参加してもらえて大変良かったです。

社高等学校の生徒が、地域の特産品をつかった手作りのお菓子を販売してくれた

のも良かったと思います。

委 員： ボランティアで参加してくれた、高校生の男女の比率を教えて下さい。

事務局： 男子生徒は多可高等学校の３人であとは女子生徒でした。高校生には学校給食展

終了後に解散をしてもらう予定でしたが、全員最後まで片づけを手伝ってくれまし

た。大変、助かりました。

委 員： ボランティアの募集は各学校にされたのですか。

事務局： はい。学校ごとに募集をしました。あとはボランティアサークルや料理研究会な

ど栄養学に興味のあるサークルからの参加がありました。

教育長： 学校給食展を開催するのに経費はどのくらいかかりましたか。
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事務局： はっきり調べていませんが、ほとんど経費はかかっていません。その日の給食代

は徴収しましたし、スタンプラリーのスタンプは栄養士の手作りで、かかった経費

は施設の使用料やチラシ代くらいです。

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、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・ウィーク中の部活動について

トライやる・ウィーク中の部活動について説明

②９月の行事予定について

９月小中学校関係の行事予定について説明

教育長： ただいまの学校教育課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、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キッズランドかみ保護者アンケート結果について

キッズランドかみ保護者アンケート結果について説明

②キッズランドやちよ保護者アンケート結果について

キッズランドやちよ保護者アンケート結果について説明

③公私連携によるキッズランドの運営（民営化）について

公私連携によるキッズランドの運営（民営化）について説明

引継ぎ保育（案）説明

三者懇談会での説明、調整事項（案）

④９月の行事予定について

９月こども未来課関係の行事予定について説明

教育長： ただいまの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： ｢キッズランドかみ｣のアンケートの中で、挨拶をしても顔をそむける先生がある

とのことですが、いつでもそのような態度なのでしょうか。

同じように｢キッズランドやちよ｣でも挨拶しても返事がないというアンケート結

果があります。挨拶は保護者との信頼関係を築く第一歩ですから、しっかりと自覚

してほしいものです。
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それと、先生の言葉づかいが気になるということですが、乱暴な言葉づかいだ

と、子どもが真似をしますので、注意が必要ですね。

キッズランドかみのアンケートの中で、｢このアンケートを見たときに町と園に

少し不快感を感じました。｣とありますが、何が不快感を感じさせたのでしょうか。

事務局： 毎回、保護者の意見を掲載し、それに対してひとつひとつ園が回答しているので

すが、保護者の意見に対して園と教育委員会が相談して回答しています、とのコメ

ントに対してそこまでしなくてもいいのでは、とのことだと思います。しかし、園

としてはどの意見に対しても真摯に受け止めて、少しでも良い方向に導き出せれば

と思っています。

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、こども未来課からの報告を終了しまして、次の報告

事項に移ります。

（３）次回教育委員会について

○定例教育委員会 平成３０年９月２７日（木）午後１時３０分～

○第１回総合教育会議 平成３０年９月２７日（木）未定

（４）その他

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１０号 「多可町就学援助規則準要保護の認定｣ について

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

＊非公開会議において審議後、承認第１０号、議案第２６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３０分 閉会宣言


