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令和元年７月 教育委員会要旨録

１．開催日 令和元年７月２５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 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

こども未来課課長補佐 細田 和資

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第２８号 多可町保育所等防犯対策強化整備事業費補助金交付要網の一部改正に

ついて

議案第２９号 多可町保育所等事故防止推進事業費補助金交付要綱の一部改正につい

て

議案第３０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３１号 令和２年度から使用する小学校教科用図書、令和２年度に使用する「特

別の教科 道徳」を除く中学校教科用図書及び学校教育法附則第９条第

１項の規定による教科用図書の採択について

議案第３２号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第３３号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

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】
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①学校設備整備事業について

○小学校空調設備整備工事

○中町北小学校南校舎ほか老朽改修工事

②学校における受動喫煙について

○兵庫県 受動喫煙の防止等に関する条例

③多可町図書館事業について

○８月行事予定

④那珂ふれあい館事業について

○８月の行事予定

⑤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事業者選定委員会

第１回委員会 ７月２３日（火）開催

○多可町学校給食展 １０月５日（土）

⑥令和元年度 播磨東地区教育委員会連合会 総会・研修会

日にち：令和元年８月５日（月） 午後１時４５分～午後４時

場 所：加西市善防公民館

※多可町役場１２時４５分出発、八千代プラザ午後１時出発

⑦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：ホテル北野プラザ六甲荘

⑧令和元年度 市町村教育委員研究協議会

日にち：令和元年９月１９日（木）

場 所：兵庫県民会館

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

⑩６月定例教育委員会要旨録について

⑪令和元年度第１回総合教育会議要旨録について

【学校教育課】
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①８月の行事予定について

【こども未来課】

①８月の行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

令和元年８月２２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

岩田委員と安藤委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）１学期終了について

小中学校は、７月１９日（金）に１学期の終業式を行い、２０日（土）から９月１

日（日）までの４４日間の夏季休業に入りました。幼稚園の夏季休業は８月５日（月）

から１８日（日）までの１４日間です。子どもたちは夏休みとはいえ、部活動や学習

会等で学校に出かけたり、地域の行事に参加したりします。子どもたちの安全管理に

は周りが十分に気を付けなければなりません。熱中症、水の事故、交通事故に気を付

けて有意義な夏休みを過ごして欲しいと思います。

（２）小中学校空調設備（エアコン）について

熱中症対策として、中学校については６月末に空調設備整備が完了し、７月からエ

アコンを使用しています。小学校については、この夏には間に合いませんので、スポ

ットクーラーやエアコンのある教室への移動等によって子どもたちの健康管理を図っ

ています。７月１７日（水）に正副議長並びに、総務文教常任委員会のみなさんと、

スポットクーラーの利用状況の視察に杉原谷小学校、八千代小学校の２校を訪問しま

した。スポットクーラーはエアコン程の威力はありませんが、これによって少しでも

教室の温度を下げていきたいと考えています。

（３）多可町ふるさと検定について

今年も多可町ふるさと検定を町内の小中学生が７月９日（火）に実施しました。楽

しみながら行う中で、ふるさと多可町のことを知り、愛着と誇りをもって欲しいと思

っています。

（４）ブラスフェスタ inベルディーについて
７月７日（日）に町内３中学校と多可高校の吹奏楽部、そして神戸シンフォニック

バンドによる合同演奏会『ブラスフェスタ in ベルディー』を開催しました。今年で
２８回目を迎えるこの演奏会は、初回から神戸シンフォニックバンドのご協力をいた

だいています。前日から、それぞれのパートに分かれて神戸シンフォニックバンドの

みなさんに指導していただけるので、子どもたちは非常に喜んでいます。当日は、子

どもたちのいきいきとした表情が見られ、すばらしい催しであると感じています。

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。
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日程第３

議案第２８号 多可町保育所等防犯対策強化整備事業費補助金交付要網の一部改正につ

いて

「多可町保育所等防犯対策強化整備事業費補助金交付要網の一部改正」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。

教育長集約 質疑等ないようですので、議案第２８号は異議がないものと認め、原案通り

可決いたします。

議案第２９号 多可町保育所等事故防止推進事業費補助金交付要綱の一部改正について

「多可町保育所等事故防止推進事業費補助金交付要綱の一部改正」について、

事務局より説明がなされた。

事務局：今年度の事故防止推進事業については、午睡チェックセンサーのリース３園、購

入１園からの申請があります。

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：遊具の点検修理は対象になりますか。

事務局：対象にはなりません。補助対象は、重大事故が発生しやすい午睡中の場面等での

安全かつ安心な保育環境を確保するための備品の購入及びリースとなります。

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２９号は異議がないものと認め、原案通り

可決いたします。

議案第３０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

「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、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。

教育長集約 質疑等ないようですので、議案第３０号は異議がないものと認め、原案通り

可決いたします。

議案第３１号 令和２年度から使用する小学校教科用図書、令和２年度に使用する「特

別の教科 道徳」を除く中学校教科用図書及び学校教育法附則第９条第１

項の規定による教科用図書の採択について

「令和２年度から使用する小学校教科用図書、令和２年度に使用する「特別の

教科 道徳」を除く中学校教科用図書及び学校教育法附則第９条第１項の規定

による教科用図書の採択について」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：教科書は良いものを選定されていると思います。しかし、紙も分厚く、サイズも
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大きくなり、重たくなっていますね。中学生の教科書をカバンに入れると１０キロ

程になります。学校に教科書を置いて帰ることもできるという話ですが、何かいい

方法はないでしょうか。また、小学校低学年にとっては、長い距離を歩くことに加

えて、ランドセルの重さもあり大変ではないかと思います。

教育長：協議会の中でも、一冊にせず、上下に分かれている方が使いやすい等、重さや大

きさについても話題になりました。今はどの学校でも、その日に家庭に持ち帰る必

要がある教科書のみを持ち帰るという対応をしていますので、今回は重さや大きさ

は選定の基準とせず、内容で判断をしました。

委 員：学校教育法附則第９条第１項の規定による教科書用図書とはどういったものです

か。

事務局：これらは、補助教材になります。各学校で子どもたちの実態に応じて使用します。

教育長：特別支援学校及び特別支援学級において、教科書として使用することができるよ

うに指定された市販の一般図書のことです。

委 員：たくさんの選定委員や専門家の方が目を通され、今の子どもたちや時代に合った

選定がいいと思います。

教育長：今年から新しく英語の教科書が出ましたので、協議会の中で調査委員に対して、

たくさんの質問が出ました。その中で、子どもが学びやすいということに加え、教

師が自信をもって指導ができるよう、授業のポイントが明確になっているものを推

薦したということでした。

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、議案第３１号は異議がないものと認め、原案通り

可決いたします。

議案第３２号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第３３号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

＊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

日程第４ 報告事項

(１)各種委員会の報告

＊熊田委員

○６月２８日（金）旧八千代北小学校跡地等活用検討委員会

・報告書がまとまりましたので、町長に委員長と副委員長で報告書を提出しました。

＊岩田委員

○７月２４日（水）第１回多可町児童館、子育てふれあいセンター運営委員会

・児童館と子育てふれあいセンターの事業方針、事業報告、重点的な取組について

説明がありました。子育てふれあいセンターは、中区に移転したこと、日曜日が開

館日になったことにより、利用数が増えているということでした。
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(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校設備整備事業について

○小学校空調設備整備工事

・杉原谷小学校の入札が終わり、すべての小学校で工事に入っています。８月中

に内部の工事が終了するよう業者に依頼し、工事を進めています。

○中町北小学校南校舎ほか老朽改修工事

②学校における受動喫煙について

○兵庫県 受動喫煙の防止等に関する条例

・条例に基づき、学校敷地内での喫煙を禁止とします。また、体育祭などの保護者

が多く来られる行事の場合においても、臨時的な喫煙場所の設置を行わないことと

します。

③多可町図書館事業について

○８月行事予定

・小学生・幼児を対象に夏休み中、ビブリンピックを開催します。これは、子ど

もたちが図書にふれる機会を増やそうとする取組です。

④那珂ふれあい館事業について

○８月の行事予定

⑤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事業者選定委員会

・７月２３日（火）に来年度から調理等業務を５年間民間委託する業者の選定を

行う、第１回多可町学校給食センター調理等業務委託事業者選定委員会を開催し

ました。これからのスケジュールについては、８月にホームページで公募、１０

月に提案書を出された業者のプロポーザル、１２月中に業者確定の予定となりま

す。

○多可町学校給食展 １０月５日（土）

○多可町っ子いきいき献立

・年間２回、地元の食材を使った給食を提供します。１回目は９月１９日（木）、

２回目は１月に提供する予定です。

⑥令和元年度 播磨東地区教育委員会連合会 総会・研修会

日にち：令和元年８月５日（月） 午後１時４５分～午後４時

場 所：加西市善防公民館

⑦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：ホテル北野プラザ六甲荘
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⑧令和元年度 市町村教育委員研究協議会

日にち：令和元年９月１９日（木）

場 所：兵庫県民会館

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

⑩６月定例教育委員会要旨録について

⑪令和元年度第１回総合教育会議要旨録について

教育長：ただいまの教育総務課の説明につきまして、質疑等ございませんか。

委 員：学校における喫煙について、学校の敷地内は禁止ということですが、敷地から少

し離れた場所ではどうなのでしょうか。

事務局：県の条例では、敷地内以外に周辺も望ましくないということになっています。

委 員：先生はどうされているのですか。

事務局：敷地内で喫煙されることはありません。校長会、教頭会で周知を図っています。

委 員：電子タバコはどうなりますか。

事務局：同じく禁止となります。

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、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】

①８月の行事予定について

８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。

委 員：教職員研修に参加することは可能ですか。

事務局：参加いただけます。

委 員：夏休み中の部活動ですが、学期中と同じく、平日１日休みと土・日曜日のどちら

かが休みになるのでしょうか。

事務局：はい。だだし、学期中は、週１回のノー部活デーを学校で統一していますが、夏

休み中については、各部活動で週１日平日と土・日のどちらか１日をノー部活デー

に設定しています。

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、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】

①８月の行事予定について

８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：子育てふれあいセンターの利用者数が増えたということはうれしいことですね。

教育長：利用者数が約３倍に増えたと聞いています。

事務局：日曜日を開館日にしたこと、遊具が充実していることで利用しやすくなっている

ように思います。

委 員：よい建物ですし、広い園庭もあります。よい環境ですね。

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)次回定例教育委員会について

と き：令和元年８月２２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》

議案第３２号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第３３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、議案３２号、議案３３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１５分 閉会宣言


