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平成３０年９月 教育委員会要旨録

１．開催日 平成３０年９月２７日（木） 午後１時～

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 教育総務課長 宮原 文隆

学校教育課長 足立 徳昭

こども未来課長 今中 孝介

教育総務課副課長 高橋 敏

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

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第２７号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第２８号 多可町八千代区小学校統合準備委員会設置要綱の廃止について

議案第２９号 多可町教育実習受入要綱の一部改正について

議案第３０号 多可町保育施設入所選考基準要綱の制定について

議案第３１号 多可町保育所等事故防止推進事業補助金交付要綱の制定について

６．協議事項

(１）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
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(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 北校舎ほか老朽改修工事

○中町北小学校 南校舎ほか老朽改修工事 実施設計委託

中学校 空調設備設置工事 実施設計委託

＊９月２５日（火）入札

②多可町図書館事業について

○９月の行事予定

③那珂ふれあい館事業について

○９月の行事予定

④９月補正予算について

○小学校費－学校管理費－委託料－防火設備点検委託料

２５５，０００円減額

○中学校費－学校管理費－委託料－防火設備点検委託料

４７０，０００円増額

○保健体育費－保健体育総務費－学校給食事業特別会計操出金事業

１，１９６，０００円増額

○学校給食事業特別会計

（歳 入）

繰入金－一般会計繰入金 １，１９６，０００円増額

（歳 出）

施設費－一般管理費－賃金 ７９２，０００円増額（臨時職員賃金）

施設費－一般管理費－旅費 １５，０００円増額（臨時職員旅費）

施設費－一般管理費－役務費 ３８９，０００円増額

（グリストラップ清掃手数料）

⑤兵庫県女性教育委員の会総会並びに研修会について

と き：平成３０年１０月２４日（水） １２：３０～１６：００

ところ：小野市うるおい交流館エクラ

⑥８月定例教育委員会要旨録について
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【学校教育課】

①平成３０年度 多可町青少年健全育成大会について

②１０月の行事予定について

【こども未来課】

①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

②行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

と き：平成３０年１０月２５日（木） １３：３０～

ところ：多可町役場（新庁舎）３階 特別会議室

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

熊田委員と藤田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

(１) 本会議一般質問

9月3日(金)から第87回多可町議会定例会が開かれており、19日(水)、20日(木)の両日に

一般質問がありました。質問内容は、以下の通りです。

○藤本議員 小・中学校のエアコンの整備と学校開放施設の不具合箇所の整備につい

て

○門脇議員 学校給食に牛乳が必要か。

F１種で育った野菜類は安全か。

○廣畑議員 コミュニティ・スクールについて

○橋尾議員 八千代小学校の学校評価について

○加門議員 小・中学校のエアコンの設置について

多可町図書館の現状と課題について

○市位議員 災害対策としてのエアコン設置について

○日原議員 プログラミング教育の準備はできているのか

エアコンの整備に関しての質問が多くありました。多可町の場合、中学校は今年設計し

て来年設置、小学校は 1年遅れて設置を予定しているが、同時に設置はできないかといっ
たことでした。導入したいという思いは強く持っていますが、校舎改修や体育館の落下防

止工事なども実施する必要があるので、計画的にやっていきたいと答弁しました。

(２）体育祭、運動会について

9月16日(日)に中学校の体育祭、9月23日(日)に小学校の運動会が行われました。小学校中学

校ともにしっかりと頑張って、いい体育祭、運動会ができたと思います。中学校では3年生が、

自分たちがやるんだという自覚を持ってしっかり頑張っていると感心しました。委員の皆様も

ご参加いただき、ありがとうございました。

(３）中学生ふれあいトークについて

9月25日(火)午後3時から5時ごろまで八千代プラザで中学生ふれあいトークがありまし

た。昨年2月の予定が2度の延期があって今回ようやく開催できることになりました。例

年、中学生は2年生が参加していますが、今回は3年生の参加でした。学校を代表する子

どもたちがしっかりと自分の意見を述べていました。学校の PR や自分が町長になったら
多可町をよくするためにしたいこと、いじめのない学校にするために自分たちができるこ

となどの意見発表を行いました。原稿を一切見ずに聞いている人の顔を見ながら話ができ

ました。良いふれあいトークでした。

「今、学校にいじめはありますか？」と聞いたら、どこの学校も「ない。」と答えまし
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た。ただ、いじめは受けている子が「いじめられている」と思えば「いじめ」です。もう

一度みんなの目で学校や集団の中でいじめがないか見てほしいと伝えました。

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。

委 員：学校のエアコン設置はまず中学校、それから小学校という考えは変わりないでし

ょうか。

教育長：はい。

委 員：補助金についての見直しや今年度への前倒しの可能性もあるのでしょうか。

事務局：実際に補助金の額が大きく変わるわけではありません。従来通り事業費の１/3の

補助です。財政的な問題があり、現状では来年度に中学校、再来年度に小学校にエア

コンをつけていきたいと考えています。

委 員：財政面もあり、計画的に進めておられるのを崩すことは大変だということもよくわ

かります。ただ、今年の夏の暑さは我慢できるレベルではありませんでした。小学校

低学年など体力のない子どもにとっては非常に厳しい状況でした。子どもの安全とい

うことにかけては何を差し置いても一番に取り組むということは今までも教育委員会

として何度も確認をし、地域の方にも言ってきました。子どもの安全を「財政が厳し

いからしょうがない」と言っていいものかどうか。子どもは我慢ができない状況でも

大人と違って訴えるすべがないのです。このまま来年度の夏を迎えてもいいものかど

うか。大人ができる我慢をしたらいいと思います。大人が１年2年待って、小学校に

エアコンをつけるというくらいの思い切ったことを多可町はできないんでしょうか。

「子育てするなら多可町」と言っているのなら、何とか対処できないものでしょうか。

教育長：他に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

議案第27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28号 多可町八千代区小学校統合準備委員会設置要綱の廃止について

事務局：八千代区小学校の統合も終わりました。また、要綱第6条にあるキッズランドやち

よの名称も来年4月1日には変更することとなりますので、その4月1日を以て廃止と

したいと思います。

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、議案第28号を原案通り可決いたします。
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議案第29号 多可町教育実習受入要綱の一部改正について

事務局：来年度より認定こども園キッズランドとなり、公立から幼稚園が外れることとなり

ますので、それに伴う改正でございます。

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、議案第29号を原案通り可決いたします。

議案第30号 多可町保育施設入所選考基準要綱の制定について

事務局：特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準第6条第4項の規

定では保育施設への利用申し込みが定員を超える場合、あらかじめ支給認定保護者に

明示した上で選考を行うとされていますが、多可町では定員を超えることがあまりな

かったこともあり、基準を設けておりませんでした。しかしながら、29年度、30年度

については第1希望の施設が定員超過のため、第2希望以降の施設に入所いただいた児

童が出てきましたので、今回選考基準要綱を制定するものです。

内容については、保護者の保育を必要とする事由等を点数化し、その合算値により

優先順位を決定しています。

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、議案第30号を原案通り可決いたします。

議案第31号 多可町保育所等事故防止推進事業補助金交付要綱の制定について

事務局：保育中の死亡事故は乳児の睡眠中に多いことを受けて、民間の保育所や認定こども

園を対象に睡眠中の事故防止のための機器、たとえば午睡中の子どもの体動やうつ伏

せ寝をチェックしてアラーム音で知らせるなど機器の購入経費に対して、補助金を交

付することに際して必要な事項を定めるものです。この事業費の負担は、国庫補助1/

2、町負担1/4、保育所・認定子ども園1/4となります。補助基準額は機器購入対象乳

幼児 1 人当たり30,000円です。基準額となる子どもの人数は、園に在籍する子どもの
うち実際に購入する備品の対象となる子どもの数となります。施行は10月1日からと

なります。

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：事故防止機器というのはどういったものでしょうか。

事務局：子どもにセンサーのようなものをつけて無呼吸の状態やうつ伏せになった場合に保

育士にアラームで知らせるようなものです。

委 員：つける対象は？

事務局：主に0から2歳児につけます。保育士がずっと監視する業務の負担軽減を図ります。

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31号を原案通り可決いたします。
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日程第４ 協議事項

（１）秋季学校園訪問の実施について

事務局：前回の定例教育委員会で日程を決めておりましたが、若干変更がありましたので、

日を変更しております。ご確認ください。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、質疑、意見等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、この日程でよろしくお願いします。

日程第５ 報告事項

（１）各種委員会の報告

＊熊田委員・・・9月26日(水) 第 1回多可町行政改革推進委員会の報告
＊藤田委員・・・9月21日(金) 第 1回多可町生涯学習推進協議会の報告
＊岩田委員・・・8月24日(金) 多可町文化会館運営連絡協議会の報告

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、各種委員会の報告を終わり、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学校園設備整備関係事業について

○中町北小学校 北校舎ほか老朽改修工事

6月19日から進め、老朽改修工事ほぼ完了

○中町北小学校 南校舎ほか老朽改修工事 実施設計委託・・小西建築設計事務所

中学校 空調設備設置工事 実施設計委託・・・藤井建築設計事務所

＊9月25日(火)入札で落札

②多可町図書館事業について

○10月の行事予定

③那珂ふれあい館事業について

○10、11月の行事予定

11月17日(土) 杉原紙シンポジウム開催予定

④9月補正予算について

○小学校費－学校管理費－委託料－防火設備点検委託料

255,000円減額

○中学校費－学校管理費－委託料－防火設備点検委託料

470,000円増額



- 8 -

○保健体育費－保健体育総務費－学校給食事業特別会計操出金事業

1,196,000円増額

○学校給食事業特別会計

（歳 入）

繰入金－一般会計繰入金 1,196,000円増額

（歳 出）

施設費－一般管理費－賃金 792,000円増額（臨時職員賃金）

施設費－一般管理費－旅費 15,000円増額（臨時職員旅費）

施設費－一般管理費－役務費 389,000円増額

（グリストラップ清掃手数料）

⑤兵庫県女性教育委員の会総会並びに研修会について

と き：平成30年10月24日（水） 12：30～16：00

ところ：小野市うるおい交流館エクラ

3名とも参加予定

⑥9月定例教育委員会要旨録について

9月定例教育委員会要旨録についての確認

教育長：ただいまの報告につきまして、質疑等ございませんか。

委 員：北小学校の改修をある民生委員さんとみせてもらいましたが、そこでトイレのウォ

シュレットや自動手洗いについて尋ねられました。現在、多くの家庭では水洗トイレ

にはウォシュレットがついています。学校のトイレにはついていない、一方で手洗い

は自動で水が出ます。

事務局：多目的トイレにはウォシュレットがついています。一般の児童生徒が使うところは

つけていません。当初の整備計画のとおりになっています。自動手洗いについては出

しっぱなし防止のためです。

委 員：自動手洗いは衛生面ではいいと思いますが、子どもの発達を考えると、幼児で「蛇

口をひねる」とかができない子が多いそうです。

委 員：先ほどのエアコンの話ですが、それがいつはっきりするのでしょうか。小学校は来

年は絶対に無理ということならば学校行事の見直しなどそれなりの対応を早くにかか

らないといけません。中学校やキッズランド、認定こども園にも関連します。そのあ

たりのタイムリミットはいつでしょうか。

教育長：できるだけ早く工事にかかれるように、補正予算等も考慮しながら、国からの補助

金がいつになるのかを詰めているところです。来年の夏には中学生が涼しいところで

過ごせるように、そして、小学生は来年も今年のような夏になったらどうするか。教

室が35度を超えたら、クーラーのある部屋に分散させるなどの対応をあらかじめ決め

ておくなどする予定です。また、スポットクーラーのリースの検討も考えています。

教育長：他に質疑等ございませんか。

教育長集約 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
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移ります。

【学校教育課】

①平成30年度 多可町青少年健全育成大会について

10月12日（金）19：30～ ベルディーホール会議室で開催予定

②10月の行事予定について

10月小中学校関係の行事予定について説明

10月21日(日) いじめ防止サミット開催予定

②多可郡中学校新人体育大会

9月29日(土)に開催予定

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

今年度から文部科学省も後援。文部科学大臣賞、兵庫県教育長賞、県老人クラブ連

合会長賞、サンテレビ賞が今年度新たに設けられた。

特別賞29点中19点が、11月上旬に姉妹都市の宮城県村田町で開催される文化祭に

出品予定。

②10月の行事予定について

10月こども未来課関係の行事予定について説明

明日からこども園、キッズランドで運動会開催予定。キッズランドについては台風接

近のため、小学校の体育館で開催する方向で調整中。

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。

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）次回教育委員会について

○定例教育委員会

と き：平成30年10月25日(木) 午後１時30分～

ところ：多可町役場(新庁舎)3階 特別会議室
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（４）その他

委 員：以前、中学生のカバンが重たいという話がありました。文科省が「置き勉を認め

ます」といった発表がありましたが、実際に多可町の学校で「置いて帰ってもいい」

としている学校はどれくらいあるのでしょうか。

教育長：必ず全部持って帰りなさいという学校はありませんでした。持って帰るのは算数、

国語、それからテストや宿題があるもの。それ以外については置いてもよいという

ように各学校で決めているようです。

教育長：その他について、何か質疑等ございませんか。

事務局：先月の定例会で、「『教育の点検及び評価の報告』で評価委員と担当課長の評価

が同じようなので、如何かなと思います。」という意見がございましたが、基本的

には同じになります。課長がそれぞれの業務について説明させていただいて気にな

るところ、強調したいところを中心に書きますので、説明もその傾向になるのは否

めないかと思います。ただ、評価委員からは別の視点から指摘も受けたりしていま

す。このシート表自身の変更についても提案を受けており、来年度に向けて検討し

ていきたいと思います。

教育長：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》

議案第27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、議案第27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2時50分 閉会宣言

平成３０年９月２７日


