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平成３１年４月 教育委員会要旨録

１．開催日 平成３1年４月25日（木） 午後１時３０分～

２．場 所 多可町役場 大会議室

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 藤本 志織

こども未来課長 石井 美子

教育総務課副課長 高橋 敏

学校教育課主任指導主事 神崎 進吾

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．協議事項

いじめ対策について

６．議 案

承認第６号 平成 30年度１月～３月 多可町教育委員会後援名義申請の承認

議案第１６号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第１７号 多可町ハートフル学業支援金給付条例施行規則の一部改正について

議案第１８号 多可町ハートフル学業支援金給付認定基準について

議案第１９号 多可町要保護児童対策地域協議会設置要網の一部改正について

議案第２０号 多可町要保護児童対策地域協議会運営規約の一部改正について

議案第２１号 各審議会・委員会・協議会等の委員の選出について
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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】

①教育総務課事務分掌について

②学校設備整備関係事業について

○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

③学校訪問について

○５月１３日（月）の八千代中学校から全小中学校対象に実施

④多可町図書館事業について

○５月の行事予定

⑤那珂ふれあい館事業について

○５月の行事予定

⑥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調理等業務委託業者選定委員会について

⑦令和元年度 定時総会・全県教育委員会研修会

日にち：令和元年5月１７日(金)

場 所：加西市健康福祉会館ラヴィかさい

＊午前１１時３０分 教育委員会 出発予定

⑧令和元年度 全県夏季教育委員会研修会

日にち：令和元年８月２０日（火）・２１日（水）

場 所：神戸市六甲荘で開催予定

⑨令和元年度 近畿市町村教育委員会研修大会

日にち：令和元年１０月１１日（金）

場 所：滋賀県野洲文化ホールで開催予定

⑩令和元年度 兵庫県女性教育委員研修会

日にち：令和元年６月開催予定

場 所：相生市



- 3 -

⑪３月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①学校教育課事務分掌について

②全国学力・学習状況調査について

③５月の行事予定について

【こども未来課】

①こども未来課事務分掌について

②各園児童数（H31.4.1現在）について

③町内学校園単位ＰＴＡ総会について

④行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

令和元年５月２３日(木) 午後１時３０分 ～

(４)その他

①令和元年度 多可町総合教育会議の開催について

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

藤田委員と岩田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）臨時教育委員会について

４月１８日（木）に臨時教育委員会を開き、いじめ調査委員会からの報告書をもと

に報告、質疑応答を行いました。

（２）小中学校の入学者及び全児童生徒数について

今年度は小学校の入学者が１４４名、中学校が１７７名です。

小学生は、全体で９２１名、中学生が５６２名で小中学校合わせると１,４８３名に
なります。

（３）全国学力・学習状況調査について

平成３１年度全国学力・学習状況調査が、４月１８日（木）に小学６年生と中学３

年生を対象に、小学生は国語、算数、中学生は国語、数学、英語が実施されました。

調査結果をもとに、５月より定期的に学力向上推進委員会を設け、「学力向上３カ

年計画」に沿って子どもの学力向上に取り組んでいきます。

（４）春季学校園訪問について

５月１３日（月）から６月１２日（水）にかけて、すべての小中学校と認定こども

園等の春季学校園訪問を計画しています。子どもたちの様子、教育、保育の状況を中

心に、施設や設備の整備状況等を見て回ります。また、転入教職員との懇談も予定し

ています。

以上４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 協議事項

いじめ防止対策について

教育長：いじめ防止等に向けた取組について、ご意見をお伺いします。

委 員：子ども達は毎日変わります。だからこそ、日々細かく子ども達の様子を観察する

ことが大切です。全職員が共通意識をもち、児童、保護者の力を借りながらクラス

運営、学校運営をしていかなければなりませんね。

委 員：子どもの行動、言葉が一人歩きすることがあります。自由奔放に動くことも大切
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ですが、間違った言葉使いによって、ゆがんだグループができないように大人コン

トロールすることも必要ですね。また、弱い立場の子の目線に立って、クラス、学

校を引っ張ってくれるようなリーダーを複数つくり、リーダーを中心に子ども達と

相談しながら集団の確立を目指すことが大切です。その形が崩れると弱い立場の子

ができてしまうのではないでしょうか。

委 員：一人ぼっちをつくらない。簡単なことのようですが、大切なことですね。調査報

告書に基づいて、再確認する機会をつくることが必要なのではないでしょうか。

事務局：５月１４日（火）に町内の全教職員を対象に学習会を開催します。

委 員：地域の方が登下校中の子どもの様子で気づいたことを学校につなげられるルート

をつくり、定着させることも必要ですね。困っている子はそのことをなかなか口に

出せません。だからこそ周りが気づき、学校につなげなければならないのではない

でしょうか。しかし、実際には直接学校には言いにくいですね。

事務局：地域の方から役場の職員に情報が寄せられ、問題解決に至った例が何件がありま

す。

委 員：サポートチームの表はわかりやすく図式化されており、ぜひ実行して欲しいと思

います。サポートチームに連絡するのはどのような様子が見られた場合でしょうか。

事務局：虐待防止、発達支援、生徒指導の３本柱でこの４月から稼働しています。小さな

いじめの芽であっても、一人だけの判断は危険です。一人で抱え込まず、すぐに相

談する体制をつくっています。また、学校だけでは解決しにくい問題に対しては、

早い段階でスクールソーシャルワーカーや臨床心理士などの力を借りるようにして

います。

委 員：学校に行かないという選択肢もあるのではないでしょうか。

委 員：親の立場から言わせていただくと、子どもの気持ちを優先し、保健室も利用しな

がら子どものペースに合わせてゆっくりと見守りたいと思います。

委 員：複雑な悩みが絡み合った不登校があります。まずは、子どもの辛い思いを聞き、

理解してあげる中で、そうなった原因を見定めることが大切ですね。落ち着いたと

ころで、負担にならない程度の先の話をしてあげる。気持ちが友達や学校に向かな

かったとしても、支える子どもの目線に立ってサポートする雰囲気だけは続けてい

く。子どもの行き場所、休み場所、逃げ場所を与えてあげることも必要なのではな

いでしょうか。

日程第４

承認第 6号 平成 30年度１月～３月 多可町教育委員会後援名義申請の承認

事務局：平成３０年度１月から３月までに多可町教育委員会後援名義の申請は１１件あ

り、すべて承認をさせていただきました。内容や団体名については、別紙資料のとお

りです。

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：多可町には他にもチーム、クラブがあるが申請していないのでしょうか。

教育長：チーム、クラブを認めるのではなく、チーム、クラブが主になって大会を行った
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際の、大会への後援となります。

委 員：わかりました。

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、承認第６号を原案通り可決いたします。

議案第 16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 17号 多可町ハートフル学業支援金給付条例施行規則の一部改正について

議案第 18号 多可町ハートフル学業支援金給付認定基準について

教育長：関連がありますので 一括での審議とします。

事務局：多可町ハートフル学業支援金給付条例施行規則の第３条第２項に、「ただし、町

長が不要と認めた場合は、省略することができる。」のただし書きを加えます。こ

れにより、保護決定通知書の写し、または世帯全員の所得証明書の添付が省略でき

る。今年度配布のお知らせに申請書書類に同意書を加え、同意いただけた方は世帯

全員の所得証明書若しくは決定通知書の写しの添付を省略することができると記し

保護者の負担を減らすものです。

また、ハートフル学業支援給付金制度における所得基準額については、平成３０

年１０月に生活保護基準が改定されました。それに合わせて算出方法を変更し、制

度の充実を図るものです。

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 17号及び議案第 18号を原案通り可決い
たします。

議案第 19号 多可町要保護児童対策地域協議会設置要網の一部改正について

議案第 20号 多可町要保護児童対策地域協議会運営規約の一部改正について

教育長：関連がありますので 一括での審議とします。

事務局：発達支援に関する業務については、本年４月１日より健康課に移管となりました。

そのため、多可町要保護児童対策地域協議会設置要網及び多可町要保護児童対策地

域協議会運営規約からその部分の名称・文言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 19号及び議案第 20号を原案通り可決い
たします。
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議案第 21号 各審議会・委員会・協議会等の委員の選出について

「各審議会・委員会・協議会等の選出」について、事務局より説明がなされ、委

員間で各担当の協議がなされた。

日程第５ 報告事項

(１)各種委員会の報告

＊熊田委員

・３月２７日（水）社会福祉協議会評議員会の報告

３０年度の補正予算、３１年度の事業計画及び予算すべて原案の通り可決されま

した。

・３月２７日（水）旧八千代北小学校跡地等活用検討委員会の報告

６組のプレゼンが行われました。各委員がプレゼンをもとに試案を持ち寄り、５

月９日（木）に再度検討を行います。

＊安藤委員

・４月２４日（水）多可町特産品認証委員会の報告

「多可だんご」の認証が決定しました。

(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①教育総務課事務分掌について

②学校施設設備関係事業について

○中学校空調設備整備工事は、３中学校とも５月末完成予定

○小学校空調設備整備工事実施設計が５月半ばに出来上がり、６月入札予定

③学校訪問について

○５月１３日（月）の八千代中学校から全小中学校対象に実施

④多可町図書館事業について

○５月の行事予定

・おはなし会等

⑤那珂ふれあい館事業について

○５月の行事予定

・体験イベント、歴史出前講座等
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⑥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調理等業務委託業者選定委員会について

令和２年から５年間の委託業者の選定スケジュールの説明

⑦令和元年度 定時総会・全県教育委員会研修会

日にち：令和元年５月１７日（金）

場 所：加西市健康福祉会館ラヴィかさい

⑧令和元年度 全県夏季教育委員会研修会

日にち：令和元年８月２０日（火）・２１日（水）

場 所：神戸市六甲荘で開催予定

⑨令和元年度 近畿市町村教育委員会研修大会

日にち：令和元年１０月１１日（金）

場 所：滋賀県野洲文化ホールで開催予定

⑩令和元年度 兵庫県女性教育委員研修会

日にち：令和元年６月２８日（金）

場 所：相生市なぎさホール

⑪３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。

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学校教育課事務分掌について

②全国学力・学習状況調査について

・４月１８日（木）に多可町５小学校６年生１５４名と多可町３中学校３年生２１

３名が実施。

③５月の行事予定について

５月の小中学校・青少年育成センター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。
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【こども未来課】

①こども未来課事務分掌について

②各園児童数（H31.4.1現在）について
町内の対象幼児のうち入園園児の割合は増加傾向となっています。今のところ待

機児童はいません。

③町内学校園単位 PTA総会について
町内学校園単位 PTA総会について説明

④行事予定について

５月の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：今年度よりスクールバス、町バスの委託業者が変わりましたが問題はありませんか。

事務局：３年ごとの契約になり、入札の結果、今年から新しい会社に委託しています。

４月のバスの運行開始時点では問題はなく運行が行われています。加美区においては、

運転手、添乗員ともに変わったということで、４月当初は保育者が一緒にバスに乗車

して運行するという対応が行われました。役場からバス会社には、小さい子供を乗せ

るということで、安全についての十分な配慮をお願いしています。

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：令和元年５月３０日（木）午後1時30分 ～

(４)その他

○令和元年度多可町総合教育会議の開催について

と き：令和元年６月２４日（月）定例教育委員会終了後

教育長集約 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。
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《非公開会議》

議案第 16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 16 号は異議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２０分 閉会宣言


