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平成３１年2月 教育委員会要旨録

１．開催日 平成３1年2月28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 藤田 裕子

委 員 熊田 正博

委 員 岩田 光代

委 員 安藤 和志

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

生涯学習課長 金高 竜幸

教育総務課副課長 高橋 敏

教育総務課副課長(学校給食センター所長）

藤本 貴久

教育総務課主査 伊藤 加奈子

生涯学習課主査 高見 昌宏

５．議 案

承認第４号 新入学学用品準備費支給の認定について

承認第５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５号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第６号 多可町学校給食センター運営委員会要綱の一部改正について

議案第７号 多可町障害児保育事業補助金交付要綱の一部改正について

議案第８号 平成３１年度 多可町教育方針について

6．協議事項

(１)第２次多可町生涯スポーツ振興基本計画（案）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平成３１年度 教育総務課の新規事業・重要事業と予算概要について

②学校園の３０年度卒業・卒園式及び３１年度入学・入園式について

③学校施設整備事業

○中学校空調設備整備工事

○小学校空調設備整備工事実施設計

④学校給食センター運営事業

○学校給食センター運営委員会

日時：３月１９日（火） １９：３０～

場所：学校給食センター 研修室

○学校給食費の改定について

各学校ＰＴＡ役員会での説明

⑤多可町図書館事業について

○３月の行事予定

⑥那珂ふれあい館事業について

○３月の行事予定

⑦教職員の集い

日時：４月２日（火） １０：００～

場所：ベルディーホール 大会議室

⑧１月定例教育委会要旨録について

【学校教育課】

①平成３１年度 学校教育課の新規事業・重要事業と予算概要について

②インフルエンザ等による学級閉鎖の状況について

③「多可町子育て・学校園サポートチーム（仮称）」の設置について

④３月の行事予定について



- 3 -

【こども未来課】

①平成３１年度 学校教育課の新規事業・重要事業と予算概要について

②両キッズランド 保護者アンケート調査結果について

③３月の行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

平成３１年３月２８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

熊田委員と安藤委員を指名

日程第２ 教育長の報告

(１)「すずかけ学級」と「学びの広場」の学習発表会について

2月3日(日)に「すずかけ学級」と「学びの広場」の学習発表会がありました。子

どもたちが学習したことや自分の思いをしっかりと発表しました。たいへん良かっ

たです。学びの広場には、他村の子どもたちも平素から参加し、この発表会にも参

加して意見発表しました。多くの子どもたちが一緒になって部落差別の問題を考え

ていくことができて良かったです。

(２)若桜町教育委員会への訪問について

2月6日(水)に、こども未来課長と一緒に多可町の友好都市である鳥取県若桜町教

育委員会を訪問しました。今回は、「おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展」へ

の出品のお願いに行きました。宮城県村田町や福井県若狭町からは多くの出品があ

りましたが、鳥取県若桜町からはまだ出品がありませんでしたので、直接訪問して

お願いしました。友好都市の提携を結んでいますので、今後、いろいろな面で教育

的な交流を図っていくことを協議してきました。

(３)西脇多可新人高校駅伝会について

2月17日(日)に第11回西脇多可新人高校駅伝競争大会が行われました。今回は男

子が77チーム、女子が47チームの計124チームの参加で、盛大に開催されました。

男子は豊川高校、女子は成田高校が優勝しました。ご声援ありがとうございまし

た。

(４)県立高校の卒業式について

近隣の県立高校の卒業式が2月後半から3月初旬に行われています。多可町の子ど

もが通学している多可町、西脇市内の高校には、教育委員会事務局で手分けをして、

卒業式に参加しています。

(５)議会定例会について

第90回多可町議会定例会が明日3月1日(金)から3月26日(火)までの26日間の会期

で開催されます。一般質問については3月18日(月)、19日(火)です。初日については

町長が平成31年度の施政方針を、教育長が教育方針を述べる予定です。

今回上程する予算は、一般会計が113億7,700万円で前年度比23億4,200万円の減

になっています。5年ぶりに120億を切る緊縮予算となります。

以上、5点報告いたします。



- 5 -

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4号 新入学学用品準備費支給の認定について

承認第5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5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6号 多可町学校給食センター運営委員会要綱の一部改正について

事務局：学校給食センター運営委員会では、学校給食センターを円滑に運営するために様々

な課題について協議いただいていますが、その運営委員に新たに学識経験者に参加い

ただき、使用食材・衛生面等の助言を受けたいと考えています。具体的には医師免許

をお持ちの加東健康福祉事務所長にお願いし、その面を強化したいと考えています。

そのため、要綱では、委員の定数を10名から11名に改正し、新たに「学識経験等を

有する者」を加えるものです。

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6号を原案通り可決いたします。

議案第７号 多可町障害児保育事業補助金交付要綱の一部改正について

事務局：多可町障害児保育事業補助金は、町内の保育所または認定子ども園が特別児童扶養

手当等支給認定児童を受け入れた場合に加配職員を配置するために、町の嘱託職員と

同額の月額給料(17万円)を園に補助するものです。今回の改正は、1点目は認定要件

にある『保育を必要とする』という文言では保育園部限定となるので、幼稚園部の児

童についても対象とするため、この『保育を必要とする』という文言を削除するもの

です。

2点目は、現在、住所要件をつけておりませんが、『町内に住所を有する』と付け

加えるものです。

施行日は、平成31年4月1日です。

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：1人当たり17万円というのは、毎月ということですか。

事務局：はい、そうです。ただ、1人目については国から5万円が出ますので、町負担額

は12万円ということになります。2人目以降は町が全額17万円を負担します。

委 員：今まで他市町から対象児が入所されたことはあったのでしょうか。

事務局：他市町からは今現在受け入れておりません。今回のこの改正で明確にしたいと思

っています。
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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7号を原案通り可決いたします。

議案第8号 平成31年度 多可町教育方針について

教育長：これは私の方から説明させていただきます。

(「平成31年度多可町教育方針及び主要施策」に基づき、説明。)

教育は人なり。国家の基盤となる人づくり。将来の多可町や日本を担う子どもたち

を、心豊かにたくましく生きる、そうした子どもに育てるため、多可町の教育、保育

の更なる発展が求められている現在、教育委員会として全力で取り組んでいく所存で

す。教育委員の皆様のなお一層のご理解とご協力を賜りよう、よろしくお願いします。

ただいまの多可町教育方針案の説明につきまして、質疑等ございませんか。

委 員：「はじめに」から「重点目標」のところで、今回、新たに加わったのはどこでし

ょうか。

教育長：今年、新たに入れたのは、「はじめに」の3段落目です。新しい学習指導要領が

小学校は2020年度から、中学校は2021年度から全面実施となり、その移行期間にあ

たり、その準備が必要となります。今回、学習指導要領改訂の大きなポイントは、学

力観の拡張です。今までは知識・技能を習得することに重きを置いていましたが、こ

れからは、知識の習得にとどまらず、知識を活用して課題を解決するために必要な思

考力・判断力・表現力の育成を図っていきます。そのために知識伝達にとどまる授業

ではなく、その知識を関連づけたり、互いに発表しあい、友だちの考えを聞いたりし

て、より深い学びにつながる授業づくりが求められています。

また、「重点目標」として昨年度から一番に挙げています「いのちと人権を守る人

権教育」で、子どもたちに自分やひとを大事にすることを再認識させ、いのちの重み

を知らせていきたいと考えています。さらに、子どもたちの抱えるこころの問題が学

校の中だけでは解決しないケースが増えてきました。専門家や関係機関とも連携をし

て、「多可町子育て・学校園サポートチーム」を作り、組織として家庭や子どもを支

援していきます。今回、それを新たに盛り込んでいます。

委 員：今朝、テレビを見ていましたら、「知識は AI が賄う。それを子どもが情報をい
かにたくさん集めて、たくさんの人を巻き込みながら問題を解決していくかというこ

とが大切だ。」と言われていました。まさにその通りだと思いました。

また、千葉県で虐待の事件がありましたが、そういうときには学校だけではなく、

弁護士や警察との連携も必要になってきます。複雑になってきたなと感じました。

教育長：本当に虐待の問題など、学校だけでは解決できない状況です。家庭相談員の出役

回数も非常に増えています。専門家や関係機関と連携して、チームとして関わってい

かないと解決につながらないケースが増えてきています。

委 員：「教職員の働き方改革」のところに、「すべての小中学校に『統合型校務支援シ

ステム』を導入し、教職員の校務負担を軽減する」とありますが、具体的にどのよう

な校務が軽減されるのでしょうか。

事務局：児童生徒の名簿や成績を入力すると一覧表が作成できたり、たとえば A 君の状
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況を知ろうと思うと、今までのその子の学習面や生活面の状況を一括して見ることが

できます。現在は、学習の情報は学習のところから、生活の情報は生活のところから

出してきて、それをまとめないといけません。引き継ぎや情報共有が効率的になりま

す。どのような項目をシステムに入れていくかは今後決めていくことになります。

委 員：中学校へ小学校の情報を引き継ぐこともできるわけですね。

事務局：引き継ぎは非常に大事ですので、その方向に持って行きます。

委 員：幼小の連携は、どうでしょうか。

事務局：連携はしていますが、このシステムでのやりとりまではできません。

委 員：この教育方針は非常に中身が濃く、広範囲に網羅している良いものだと思います

が、教育現場へ下ろしたときに、パイプ役となる教職員にどの程度まで浸透、理解し

ていくか。できるだけ先生方に浸透するようにしていただきたいと思います。

教育長：この教育方針に基づいて、教育活動を行い、どこまでできたかを評価していきた

いと思います。全体としては「教職員の集い」の場で重要点について説明をし、それ

ぞれの分野で周知徹底を図っていきます。教育委員の皆様方にもご協力いただき、学

校訪問に行かれた際にはこの教育方針が浸透しているかを確認していただきたいと思

います。

委 員：いま全国的にスマホを学校に持ってくることについての是非が話題になっていま

す。多可町としてはどういう方向を考えておられますか。

教育長：その問題については、定例教育委員会の中でもテーマにあげて、教育委員の方々

の考えも聞かせていただき、町としてどうしたらいいか、そして子どもの現状はどう

なのか、一緒に考えていきたいと思います。

委 員：主要施策の家庭教育、社会教育のところで、「(5)図書館の充実」というのを挙げ
られています。「図書館が非常に手狭だ。」という話をよく聞きますが、どう考えて

おられるのでしょうか。

教育長：町としての考え方は、「庁舎ができたら、生涯学習センターについて検討します。

ただ、検討にあたっては生涯学習センター建設検討委員会から頂いている答申をベー

スに考えていきます。」ということを言ってきました。町としては、今の多可町の財

政力を考えると、いますぐ生涯学習センターを新築することは、難しいと考えていま

す。この場合の「図書館の充実」は、ソフト面の充実や、今の建物の中でどう取り組

むかという点での充実ということであります。

事務局：図書館は、6月以降は祝日も開館します。現在、図書館は日曜日はすべて開館し

ていますが、祝日は休館しています。これを開館します。ゴールデンウィークについ

ては、今までであれば、全部休館になっていましたが、今年については5月1日から5

日までは試行的に開館したいと考えています。そうした充実を図っていきたいと思っ

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、議案第8号を原案通り可決いたします。

日程第４ 協議事項

(１)第2次多可町生涯スポーツ振興基本計画（案）について
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担当課より「第2次多可町生涯スポーツ振興基本計画(案）」に基づき、説明。

教育長：ただいまの担当課の説明につきまして、質疑等ございませんか。

委 員：人を集めるというのは非常に負担なことですが、「湧き上がる」という場面を大事

にすることも良いと思います。チームを組んで日時を決めて集まることがなかなか難

しいこともあるので、案外、フリーでいつでも誰でもパッと行けるような、そんな雰

囲気のなかから湧き上がるような動きを支えるということもあってもいいかなと思い

ます。あちこちで2，3人集まってなにかされている、そういうふうなところを支え

てあげられるような情報等があって動けたらなと思います。

担当課：アンケートを採ったのですが、その中に「いつでもどこに行ってもできるようなも

のがあれば非常にありがたい」という意見がありました。生涯学習課でも毎月１回や

っている事業があるのですが、どうしてもこの日のこの時間からこの時間ということ

で決めてやるので、確かに参加者はそんなに多くありません。現状はまだそういう活

動にとどまっているところがあり、どうしたら気軽に寄れるか、あるいはこういうこ

とをやっているということをうまく周知できるかということが大きな課題だと思って

います。SNS 等もどんどん活用しながら、まず見ていただく、知っていただく事を
目標に事業をやっていく、既存の事業もうまく周知し、参加したいという気持ちを起

こすような仕掛けを是非やっていきたいと思います。

また、ソフトボール女子日本代表に多可町出身の數原顕子さんという方がいらっし

ゃいます。多可町にもオリンピック候補になるような選手がいると、小さな子どもた

ちがあこがれを持つということもあります。今後そういう面からの発信も進めていき

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、協議事項「第2次多可町生涯スポーツ振興基本計画

（案）」を提案通り承認いたします。

日程第５ 報告事項

(１)各種委員会の報告

＊熊田委員

・2月8日(金)、2月27日(水) 八千代北小学校跡地等活用委員会

活用の基本的な考え方や留意点、具体的に何をするかをワークショップ形式で

確認。

3月27日(水)に現地見学日の予定。

何かいい案があれば教えてほしい。

＊安藤委員

・1月29日(火) キッズランドかみ運営委員会

年間行事の実施状況を通じ、この 1年間の反省等振り返り。
・2月18日(月) 特産品認証委員会

特産品認証候補品の試食、選定。



- 9 -

13点中10点が採用。

(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①平成31年度 教育総務課の新規事業・重要事業と予算概要について

・教育委員会費、教育委員会事務局費など資料に基づき説明

②学校園の30年度卒業・卒園式及び31年度入学・入園式について

・出席予定(案)に基づき、調整

・小中学校の祝辞について

③学校施設整備事業

○中学校空調設備整備工事

・3校の入札が終わり、工事の進捗は準備工の段階。

○小学校空調設備整備工事実施設計

・中北小は老朽改修工事設計業者が空調設備も合わせて設計を行い、他の４校につ

いては１業者が受託し、現地調査が終了。

④学校給食センター運営事業

○学校給食センター運営委員会

日時：3月19日(火) 19：30～

場所：学校給食センター 研修室

○学校給食費の改定について

各学校 PTA役員会での説明・・・8校中7校終了。特に反対の声なし。

⑤多可町図書館事業について

○3月の行事予定

・おはなし会等

⑥那珂ふれあい館事業について

○3月の行事予定

・体験イベント、公開講座等

⑦教職員の集い

日時：4月2日(火) 10：00～

場所：ベルディーホール 大会議室

⑧1月定例教育委会要旨録について

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。



- 10 -

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平成31年度 学校教育課の新規事業・重要事業と予算概要について

・「多可町子育て・学校園サポートチーム」の設置等資料に基づき説明

②インフルエンザ等による学級閉鎖の状況について

・昨年度よりは若干少なくなっている。

③「多可町子育て・学校園サポートチーム（仮称）」の設置について

・庁舎関係課や臨床心理士、スクールソーシャルワーカー等の専門家で構成。

・学校内だけでは解決できない子どもの諸問題の早期解決に向け、総合的に支援。

④３月の行事予定について

・卒業式 中学校3月9日(土) 小学校3月20日(水)

・入学式 4月9日(火)

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平成31年度 学校教育課の新規事業・重要事業と予算概要について

・「子育て支援、幼児教育・保育の充実事業」等資料に基づき説明

②両キッズランド 保護者アンケート調査結果について

・毎年6月と12月にアンケートを実施。

(キッズランドかみ）

・満足度が6月と比べ少しずつ上がっている。

・来年度の民営化に関する質問等もあり、来年度の運営法人の社会福祉法人鳳凰福

祉会より「アンケートへのご返答」があった。

(キッズランドやちよ)

・満足度が6月と比べ少しずつ上がっている。

・「駐車場が非常に暗く、駐車場までの道も暗くてあぶない。」という意見をいた

だいた。32年度に大規模改修工事を予定しているが、それまでに修繕等で対応で

きる部分についてはできるだけ早く対応したい。

③３月の行事予定について

卒園式 四恩こども園 3月16日(土)

あさかこども園・みどりこども園 3月23日(土)
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両キッズランド 3月22日(金)

入園式 中区こども園3園 4月6日(土)

両キッズランド 4月8日(月)

社会教育委員会 3月22日(金)

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

平成31年3月25日(月) 午後1時30分 ～

（3月28日案を3月25日に変更）

(４)その他

教育長；それでは次にその他に入りますが、事務局も含め何かありますか。

教育長集約 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4号 新入学学用品準備費支給の認定について

＊非公開会議において審議後、承認第4号は異議がないものと認め原案通り可

決しました。

承認第5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、承認第5号は異議がないものと認め原案通り可

決しました。

議案第5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5号は異議がないものと認め原案通り可

決しました。

【閉 会】 教育長 午後4時53分 閉会宣言


