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平成３０年１1月 教育委員会要旨録

１．開催日 平成３０年１１月２２日（木） 午後１時３０分～

２．場 所 多可町役場 特別会議室

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

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

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

承認第１２号 就学援助規則準要保護の認定について

議案第４０号 多可町立公民館条例の廃止について

議案第４１号 多可町立公民館条例施行規則の廃止について

議案第４２号 多可町教育委員会事務局組織規則の一部改正について

議案第４３号 多可町教育委員会公印規程の一部改正について

議案第４４号 多可町保育料軽減事業実施要綱の一部改正について

議案第４５号 多可町スクールバス管理運営規程の一部改正について

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】

①１２月補正予算について
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②多可町図書館事業について

○１２月の行事予定

③那珂ふれあい館事業について

○１２月の行事予定

＊杉原紙シンポジウム

日時：１１月１７日（土）

④１０月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①１２月の行事予定について

【こども未来課】

①子育てふれあいセンターの移転案について

②子ども芸能祭プログラムについて

③行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

平成３０年１２月２７日（木） 午後１時３０分 ～

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)北播地区小学生陸上競技記録会について

10月28日(日)に第39回北播地区小学生陸上競技記録会が三木総合防災公園陸上競

技場で開催されました。町内すべての小学校が参加し、男女ともに良い成績を修め

ました。昨年度、多可町陸上競技協会が主管でしたが、警報発令により中止となっ

たため、今年度も引き続き多可町陸上競技協会が主管となりました。子どもたちの

活躍を見せてもらいました。

(２)播州歌舞伎クラブ公演について

10月28日(日)午後にガルデン八千代体育館でありました。今回の演目は「一谷嫩

軍記 熊谷陣屋の段」でした。八千代区での公演は初めてで、約250人の皆さんに

見ていただきました。多くの方々に見ていただけて大変良かったと思います。

(３)兵庫県町教育長会について

11月6日(火)、7日(水)に神戸市で開催されました。県内12町の教育長が集まり、

研修や意見交換を行いました。研修講座は３つで、1つ目の研修は「教育改革の推

進について」で兵庫県教育委員会斉藤教育企画課長から話を聞きました。2つ目の

研修は「特別支援教育の推進について」で兵庫県教育委員会小俵特別支援教育課長

の話でした。夜は兵庫県教育委員会の教育長や次長、課長も参加されての意見交換

会がありました。2日目はエアコンの問題や就学援助の問題等について、町の情報

交換をしました。研修の3つ目は「学事課の所管施策の現状と今後の方向性」でブ

ロック塀、空調設備の補助対象等について兵庫県教育委員会加藤学事課長から話を

聞きました。非常に実のある研修ができました。

(４)播磨東地区学級経営(特別支援教育)研究会について

11月15日(木)にベルディーホールで開催されました。加美中学校の宮内教諭と中

町北小学校の荻野教諭の実践発表、その後、「元気の出る 特別支援教育」という

ことでmottoひょうご事務局長 栗木剛先生の講演を聞きました。多くの皆さんに

参加いただいて、良い研究会になりました。

(５)納税表彰の受賞について

11月16日(金)に西脇税務署及び西脇多可納税貯蓄組合主催の納税表彰式及び感謝

状の贈呈式が西脇ロイヤルホテルであり、多可町教育委員会が西脇税務署長の納税

表彰を受けました。町内の小中学校の租税教育に力を入れて、租税教室を町内のす

べての学校で実施していることや、すべての中学校が税の作文に出品していること
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が評価されました。その中学生の税の作文で、加美中学校3年生の遠藤優衣香さん

が近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞を受賞し、会場で朗読をして表彰を受けていま

す。

以上、5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12号 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40号 多可町立公民館条例の廃止について

議案第41号 多可町立公民館条例施行規則の廃止について

議案第42号 多可町教育委員会事務局組織規則の一部改正について

議案第43号 多可町教育委員会公印規程の一部改正について

教育長：関連がありますので、一括での審議としたいと思います。

事務局：議案第40号については、多可町立公民館として中央公民館が唯一残っておりまし

たが、今回、中央公民館を廃止するため、多可町立公民館条例を廃止するものです。

それに伴い、多可町青少年育成センター条例と、多可町防災行政無線通信施設条例に

ついても一部改正を行うものです。多可町青少年育成センター条例については青少年

育成センターを役場内に置く改正になります。多可町防災行政無線通信施設条例につ

いては屋外受信局の「中央公民館」が「中コミュニティプラザ」になります。

議案第41号についても条例が廃止されるため、その施行規則も廃止するものです。

議案第42号についても事務分掌から公民館を削除するものです。

議案第43号についても中央公民館長の印を削除するものです。

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：中央公民館は今後どう活用されるのか決まっているのでしょうか。

事務局：名称が「中コミュニティプラザ」に変わりますが、現在の貸館については変更あり

ません。以前、役場住民課等窓口があったところに商工会が入る予定です。

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、議案第40号から議案第43号までを原案通り可決い

たします。

議案第44号 多可町保育料軽減事業実施要綱の一部改正について
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事務局：このたびの改正はひょうご保育料軽減事業実施要綱改正に伴い兵庫県から改正す

るよう示されたため行うものです。この改正は、補助金額の増額、都道府県から指定

都市への税源移譲に伴う特例と未婚のひとり親に係る寡婦控除のみなし適用の特例で

す。また、町独自で実施していた第３子以降の保育料を３分の２の軽減を平成 30年 3
月末で廃止したことにより、補助額算出方法条文を削除するものです。

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44号を原案通り可決いたします。

議案第45号 多可町スクールバス管理運営規程の一部改正について

事務局：これは先程ご承認いただきました公民館条例の廃止に伴う件と、キッズランド民

営化に伴う件で改正をさせていただくものです。

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45号を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

＊門脇委員

・11月15日(木)播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会の報告

演題：「学校をめぐるメンタルヘルスの問題～子どもの笑顔のために～」

講師：兵庫教育大学大学院 秋光恵子教授の講演

・ストレスにも良いストレスと悪いストレスがある。ストレスをうまく処理

できずに我慢して頑張っているとある日突然、燃え尽きたようになってしまう、

バーンアウトになることもある。学級経営、保護者対応、評価など教師特有の

ストレスもあり、悩みながらも経験を通して成長していくのが一番望ましいが、

そこまで到達できず病気になってしまうことも。自分自身もストレスを認知で

きることも大事。

ストレスに負けない対処法として問題中心的対処と情緒中心的対処があり、

問題中心的対処というのは何が原因か考えたり、問題の解決に向けて努力をす

る方法。情緒中心的対処は、休むとか自分の好きなことをする方法。抑うつに

は情緒中心的対処のほうが効果がある。教師も世界が狭くなりがちなので、教

育と関係のない方と付き合ったり遊んだりすることも大切。「教師はこうあら

ねばならない」と考えがちな人はストレスを抱え込みがち。周りの人のサポー

トも重要。

最終的にはチームとしての学校を目指す、組織としていかに取り組むか一番

大事。

・11月16日(金)に第2回多可町児童館子育てふれあいセンター運営委員会

30年度事業報告・31年度事業計画・子育てふれあいセンターの移転について
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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】

①12月補正予算について

小中学校空調設備関係等補正予算を12月議会に上程予定

②多可町図書館事業について

○12月の行事予定

③那珂ふれあい館事業について

○12月の行事予定

○杉原紙シンポジウムを11月17日(土)ベルディーホールで開催。

参加者233名

今後はまず国指定を目指していく。今年度中に調査報告書刊行予定。

④10月定例教育委員会要旨録について

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：杉原紙シンポジウムは素晴らしいシンポジウムだったと思います。今まで那珂ふ

れあい館でそれぞれの先生方の話を単発で聴いていましたが、皆さん揃われての

話で、非常にわかりやすかったです。これからどうされるか期待しています。

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、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】

・学校訪問終了

・12月補正予算

次年度入学予定の特別支援対応の補正予算を12月議会に上程予定

①12月の行事予定について

学力テスト(町独自）・子どもふれあいトーク等

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。

委 員：子どもふれあいトークの会場ですが、議場を使うのはどうでしょうか。

事務局：ふれあいトークですので、あまり会場が広がらない方がいいと思われます。今まで

もマイクなしで囲んでやっています。特別会議室か4階の会議室はどうかと考えてい
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ます。

教育長：ふれあいトークの後、議場を見学するなど検討してみてもいいかもしれません。

事務局：新庁舎ができましたので、小学3年生か6年生を対象に新庁舎見学会を実施する予

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、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子育てふれあいセンターの移転案について

・現施設の課題とこれまでの経過、今後の進め方、方向性について説明

・平成31年4月1日に子育てふれあいセンターの拠点を旧中町幼稚園に移し、現

施設は平成31年3月31日をもって閉鎖。

・旧中町幼稚園施設を子育てふれあいセンターとしてオープンするために、事務

所開設、活動室整備などの予算を平成31年度当初予算に計上予定。

・平成31年4月1日にキッズランドやちよに「子育てひろば」開設予定。

②子ども芸能祭プログラムについて

と き 平成30年12月9日(日)

ところ ベルディーホール

③行事予定について

PTCAフォーラム・子ども芸能祭など

④病児・病後児保育事業について

・病後児については近年年間利用者数が 10人に満たない状況。補助要件として、
看護師 1名、保育士 1名を配置しなければならないが、その人件費に見合う運営
が難しいため、委託業者のみどりこども園が辞めたい旨申し出あり。来年度から

病児保育事業のみとなる。なお、みどりこども園については学童保育も利用者が

少なく来年度からは学童保育も実施しない予定。

⑤12月補正予算について

・保育所等業務効率化推進事業・保育体制強化事業等実施、播州歌舞伎クラブへ

の文化庁補助金決定による補正予算を12月議会に上程予定。

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：播州歌舞伎クラブは今年の公演を八千代区でされて、地域の方も非常に喜ばれて

いました。無料で見せてもらい、これで運営が大丈夫なのか心配ですので、補助金

が受けられるのはありがたいことだと思います。ただ、歌舞伎を背負って立つ人が

このままうまく育ってくれるのかという不安もあります。公演のレベルを維持する
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のはなかなか大変です。そのあたりはどうなのでしょうか。

事務局：今回約250人の方に来場いただき、お花やおひねりなどで9万円程いただきまし

たので、1人あたり500円弱ほどいただいたくらいになります。今回で多可町の区を

一通りしましたので、来年はお金もいただくことも含めて検討していきたいという

話も出ております。クラブ員のことですが、役者としていつも出ておられた方が出

産され今年は出演できなかったのですが、若い女性で2名の方が定番の役者として

育ちつつあります。とは言いながら、新しいクラブ員の確保や、練習時になかなか

全員が揃わないことなど、今後考えていかなければならない難しい課題があること

はクラブ員も、私たち事務局も認識しているところです。

委 員：子どもは中町北小学校で育ってもやがて離れてしまいますし、戻ってくるのは本

当に何人かのことですから、何かいい方法はないかなと思います。

教育長：他に質疑等ございませんか。

委 員：児童館と子育てふれあいセンターの仕事の内容は重なる部分が多いのではないか

と思うのですが、ちょっと教えてください。

事務局：子育てふれあいセンターについては0歳から概ね5歳までの未就園児のお子さん

とその保護者を対象にしています。いつでも自由に事業に参加してもらうことや施

設の利用ができます。赤ちゃんが生まれたその翌月から子育てふれあいセンターの

職員が保健師と一緒に訪問させていただいて、子育てふれあいセンターにお誘いし

ている状況です。一方、児童館については児童が対象で、幼児から 18歳未満の方と
なります。小さなお子さん連れでお母さんが遊びにお越しになったり、こども園の

帰りにそのまま寄ってもらうこともあれば、小学校や中学校の帰りに子どもたちが

寄ることもあります。利用の年齢層が少し違います。

委 員：八千代区のある方から「なぜ中町中は文化祭でベルディーホールを使って、ほか

の中学校は使えないのか。」と尋ねられました。「生徒や保護者の移動の問題等もあ

り、校長や生徒や PTAでよく協議してもらう必要がありますね。」と話しましたが、
どうなのでしょうか。

教育長：5、6年前に、中町中学校から「文化祭をベルディーホールではなく中町中学校

の体育館で実施をしたい。」という申し出がありました。理由は学校が思う日に開

催ができない、リハーサルは前日 1 回のみで、時間制約があり、いつでも利用でき
るわけではなく大変であることなどでした。しかし、中町中学校は旧町のときから

文化祭をベルディーホールで行っていたので照明器具等がないことや、ベルディー

ホールとしても使ってほしいということもあり、「中町中学校については、文化祭

はベルディーホールで実施する」ことになりました。加美中学校や八千代中学校が

ベルディーホールで文化祭をするには、バスで移動しなければなりません。経費面

や時間的ロスを考えると難しい思います。学校も望まないと思います。

委 員：アスパル、旧中町幼稚園周辺を「子育て支援ゾーン」にということですが、そこ

に児童公園がありますが、充実しているのでしょうか。集落にあるグラウンドの遊

具は寂れています。子どもを安心して遊ばせる公園がほしいという声を聞きました。

こういう施設ができるのなら、公園を充実した方が良いと思いますが、今の状況は

どうなのでしょうか。

事務局：児童公園は充実しているとはいえません。まだ旧中町幼稚園の方がいいかもしれ
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ません。

委 員：「子育て支援ゾーン」となると、旧中町幼稚園も含めて全体的に充実させること

が必要なのではないでしょうか。

教育長：遊具の整備など魅力のあるところにしたいと思っています。

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12月27日（木）午後1時30分 ～

(４)その他

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》

承認第12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12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３時３０分 閉会宣言


