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令和元年９月 教育委員会要旨録

１．開催日 令和元年９月２６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 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

学校教育課副課長 届木 豊和

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

承認第９号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

承認第１０号 多可町一般職職員懲戒審査委員会規則の規定による諮問につ

いて

議案第４０号 多可町いじめ防止対策検証委員会設置規則の制定について

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】

①学校施設整備事業について

○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多可町図書館事業について

○１０月の行事予定
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③那珂ふれあい館事業について

○１０月の行事予定

④学校給食センター事業について

○多可町っ子いきいき献立 ９月１９日（木）

百日どりのオーロラソース和えほか多可町産食材による献立

○多可町学校給食展 １０月５日（土）

⑤９月補正予算について

⑥令和元年度教育委員視察研修について

と き：令和元年１０月１１日（金） １０：００～１１：３０

ところ：桐原コミュニティエリア（滋賀県近江八幡市）

※出発予定時間 ７：００（多可町役場）

⑦令和元年度近畿市町村教育委員会研修大会について

と き：令和元年１０月１１日（金） １３：００～１６：００

ところ：野洲文化ホール（滋賀県野洲市）

⑧令和元年度播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会について

と き：令和元年１１月１２日（火） １３：３０～

ところ：アスティアかさい

⑨令和元年度道徳教育研究発表会について

と き：令和元年１１月１４日（木） １２：３０～１６：３０

ところ：多可町立中町中学校

⑩８月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①令和元年度 多可町青少年健全育成大会について

②秋季学校訪問の日程について

③１０月の行事予定について

【こども未来課】

①第３０回おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展について

②キッズランドかみ、やちよ保護者アンケート結果について
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③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１０月２５日(金） 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

藤田委員と熊田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）体育祭、運動会について

中学校の体育祭が９月１４日（土）に行われました。子どもたちはきびきびと演技

を行って、見ごたえのある素晴らしい体育祭でした。今年度から、校長会との申し合

わせにより、組立体操をなくしました。次年度の検討課題として、騎馬戦があげられ

ます。子どもたちは、一生懸命になりますので、事故につながりかねません。来年度

に向けて検討していきます。

小学校の運動会は９月２２日（日）に行われました。小学校では、塔、タワー、ピ

ラミッドについて、高くなりすぎないよう段差制限を行い組立体操を実施しました。

また、組立体操の中でトランスフォールを行う学校については、職員・PTA の協力
をいただき最大限の安全配慮の下で行いました。こちらも、次年度に向けて子どもの

安全を最優先するという観点から検討していきます。

（２）喜寿敬老会について

９月１５日（日）に喜寿敬老会が行われました。今年、町内で２７４名の方が喜

寿を迎えられました。当日は、９３名の参加があり、多可町少年少女合唱団による「き

っとありがとう」の合唱や和太鼓衆『響』の演奏を楽しんでいただきました。

（３）おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展について

今年、おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展は、３０回を迎える記念大会となり

ました。全国４４都道府県から、５,２１８点の応募があり、９月１４日（土）～１
６日（月）までガルテン八千代体育館で展示されました。来場者は２,０４８人と多
くの皆さんに参加していただきました。

（４）本会議一般質問

９月３日（火）から第９２回多可町議会定例会が開かれており、１９日（木）、

２０日（金）の両日に一般質問がありました。教育委員会の関係では４名の議員から

次の質問を受けました。

・大山委員 （学校を子どもを守る砦にせよ）

・藤本委員 （保育園児の通園バスの安全通行の確保について）

・橋尾委員 （歌人山口茂吉を副読本の故郷偉人伝に記載せよ）

・笹倉委員 （県立多可高等学校の活性化に向けて）

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。
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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９号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

承認第１０号 多可町一般職職員懲戒審査委員会規則の規定による諮問につ

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 多可町いじめ防止対策検証委員会設置規則の制定について

事務局：多可町いじめ防止対策検証委員会の組織及び運営に関して必要な事項を定めるた

め、設置規則を制定するものです。主な内容については、「委員会は６人以内の委

員で組織し、委員の任期は１年、再任されることができる。会議には委員以外の関

係者の出席者を求め、意見を聞くことができるようにし、原則として公開とする。

事務局は学校教育課とする。」というものです。

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４０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

＊安藤委員

・９月１９日（木）市町村教育委員研究協議会

グループ研修では、「地域と学校の連携」「働き方改革」「いじめ、不登校、虐待」

の３つのテーマに分かれて検証しました。大変よい研修となりました。

＊岩田委員

・８月３１日（土）第１回多可町文化会館運営連絡協議会

委嘱状の交付、ベルディーホールの組織についての説明等があった後、報告事項

として平成３０年度文化会館運営事業結果についてと令和元年度の文化会館運営事

業状況についての説明がありました。

成果として、４・５歳児を対象とした『ちびっこわくわくベルディー』、小学４

年生を対象とした『わくわくベルディー』、中学生を対象とした『お出かけ事業』、

多可高校生を対象とした『鑑賞事業』と繋がりが完成したことがあげられました。

今後の課題としては、他市でチケットが完売した事業を行っても、ベルディーホ

ールではいっぱいにならない。チラシや多可テレビ等で宣伝は十分に行っているも

のの、関心がない人には見てもらえず、これ以上の宣伝は難しいということがあげ

られました。多可町の重要な施設であるベルディーホールが、町民の方の活気であ

ふれるような場所になるようにこれからも考えていかなければいけないと思いまし
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た。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校施設整備事業について

○小学校空調設備整備工事

松井小学校、八千代小学校は、キュービクルの接続が終わり、今月中に工事が

完了する見込みとなっています。中町南小学校についてはキュービクルの生産が

間に合わないということで、１０月末までの工期延長で調整しています。杉原谷

小学校については、工事の発注が１ヶ月遅れていることから、各種資材やキュー

ビクルの入手が困難で、１０月末の完成は難しい状況です。

○中町北小学校南校舎ほか老朽改修工事

今月中に、空調設備を含めて工事は終了する予定です。

②多可町図書館事業について

○１０月の行事予定

１０月２９日（火）から１１月１日（金）まで、システムの入れ替えのため

臨時休館となります。

③那珂ふれあい館事業について

○１０月の行事予定

④学校給食センター事業について

○多可町っ子いきいき献立 ９月１９日（木）

百日どりのオーロラソース和えほか多可町産食材による献立

○多可町学校給食展 １０月５日（土）

⑤９月補正予算について

９月補正予算について事務局より説明

⑥令和元年度教育委員視察研修について

と き：令和元年１０月１１日（金） １０：００～１１：３０

ところ：桐原コミュニティエリア（滋賀県近江八幡市）

⑦令和元年度近畿市町村教育委員会研修大会について

と き：令和元年１０月１１日（金） １３：００～１６：００

ところ：野洲文化ホール（滋賀県野洲市）

⑧令和元年度播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会について



- 7 -

と き：令和元年１１月１２日（火） １３：３０～

ところ：アスティアかさい

⑨令和元年度道徳教育研究発表会について

と き：令和元年１１月１４日（木） １２：３０～１６：３０

ところ：多可町立中町中学校

⑩８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：「多可町っ子いきいき献立」はとても好評でしたね。

事務局：いつもより、残食が少なかったと聞いています。「多可町っ子いきいき献立」は

年間２回実施し、次回は１月を予定しています。

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、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令和元年度 多可町青少年健全育成大会について

日にち：令和元年１０月１１日（金） １９：３０～２１：１０

講 演：演題「ネット社会と子どもたち」

～いじめ防止の観点から～

講師 佛教大学副学長 原 清治氏

②秋季学校訪問の日程について

③１０月の行事予定について

④その他

○留守番電話機能付き電話機の設置について

小中学校に留守番電話機能付き電話機の設置を計画しています。現在、留守番

電話機能が付いている学校も一部ありますが、全学校に設置したいと思います。

内容としては、録音機能は使わず、ある程度の時間になると留守番電話機能に切

り替わり、多可町役場の電話番号を案内するというものです。これにより、夜間、

土日であっても緊急の場合は連絡が取れることになり、サービスの向上になりま

す。また、教職員の働き方改革にもつながると考えられます。

○加美中学校陸上部について

陸上１００メートル走で全国大会に出場した加美中学校陸上部の生徒がジュ

ニアオリンピックのリレーの選手に決定しました。

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。



- 8 -

教育長：中学校の体育祭、小学校の運動会を見られての感想をお話しいただければと思い

ます。

委 員：体育祭は、迫力がありました。運動会もよく練習をしているなと感心しました。

特に、鼓笛は少ない人数の中で頑張ってきました。中学校、小学校ともに、最後ま

で保護者も一生懸命に応援されており、片づけも閉会式後に行われていたことが印

象に残りました。とてもよい体育祭、運動会だったと思います。

委 員：体育祭では、子ども達は一生懸命、ひたむきに、熱心に演技をしていました。し

かし、騎馬戦では、熱が入りすぎて少し危ないと感じるところもありましたので、

来年度に向けての検討課題だと思いました。運動会は、雨が降り、しばしば中断も

ありましたが、テントから応援合戦をするなど、楽しみながら行っていました。

委 員：よい体育祭、運動会で楽しませていただきました。気になったことは、来賓とお

じいさん、おばあさんによる玉入れです。例年、おじいさん、おばあさんに参加を

呼び掛けるのですが、出られない方が多いです。そのため、今年は中学校体育祭で

お父さん、お母さんの参加が多くありました。そのこともあって、数を数えるのが

大変なほど、玉がたくさん入りました。

委 員：運動会で、全校生種目が多いように感じました。全校生ですることで、見栄えは

よいのですが、子どもたちの休む時間が少なくなります。小学校ですと、１年生と

６年生が一緒に行うわけですから、低学年の負担は大きいと思います。疲れが出た

時に、熱中症や怪我が起こりやすくなります。学年別競技、男女別競技、選手競技

などを取り入れ、休む時間を確保することが必要なのではないでしょうか。

また、かけっこ、リレーのスタート合図や、ラジオ体操での動きなど、先生によ

って細かい指導にばらつきが感じられました。見やすい、迫力のある体育祭、運動

会になるようにお互いに研修することも必要かもしれませんね。

多可町音頭を運動会で踊っていましたが、保護者の参加も多く、とてもよい雰囲

気でした。運動会で踊った多可町音頭は、大きくなっても故郷を思い出す、思い出

の一つになるのではないかと思います。

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。

【こども未来課】

①第３０回おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展について

②キッズランドかみ、やちよ保護者アンケート結果について

③行事予定について

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：保護者アンケートで、少数ではありますが、「不満である」「あまり満足してい

ない」との回答がありました。その意見にこそ保育を行っていく上でのヒントがあ

ると思いますので、真摯に受け止め、今後に生かしていただきたいと思います。
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アンケートを拝見させていただいて、子どもを中心に据えて保護者と保育者がお

互いに意見を出し合っているのかが気になりました。保護者の思いだけで進んでい

るところがあるのではないでしょうか。今後、子どもにどんなことを身につけさせ

たいか、そのためにどうすればよいのかということに焦点を当てて、保護者も保育

者も意見が出し合えればよいと思いました。

アンケートの記名、無記名がありますが、意見を出す限りは名前を書かれて、話

をされる方がよいと個人的には思います。

事務局：園では、一人ひとりの子どもに対して、週単位、月単位、一年単位で個別に指導

計画を作成しています。この活動はこういう保育目標をたて、そのために現在こう

いう保育を行っているという情報を十分に保護者と共有していくことで、子どもの

成長をお互いに支えあうことにつながると思いますので、今後もより一層情報共有

に努め、緊密な保護者連携を図っていきたいと思います。

委 員：毎月、園からのお便りを楽しみに読ませていただいています。園は、園の様子や

子どもの様子を一生懸命保護者に伝えようとされていますね。

委 員：通園バスに、緊急停止装置の導入も考える必要があるのではないでしょうか。

事務局：添乗員に非常時の対応について指導をしており、ワンマンバスに比べればリスク

を軽減できます。緊急停止装置の導入については、今後検討させていただきたいと

思います。

教育長：両法人には、今回のアンケート結果を踏まえて、より一層充実した園にしていた

だくようお願いしました。また、２年間、町職員が残っていますので、公立の良い

部分を引き継いでいただきたいと思います。

バスの件については、今年度から業者が変わったこともあり、戸惑い等があった

と思います。職員が何度もバスに乗り、指導したことにより概ね改善されたと聞い

ています。

教育長：おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展の出展数が年々増えています。今年は、

神戸市内の保育園からたくさんの出品がありました。

事務局：これまでは、北播磨管内の幼稚園・保育園・認定こども園に案内をしていました

が、今回は県内全ての幼稚園・保育園・認定子ども園に案内をさせていただきまし

た。また、全国の国立付属幼小中学校にも案内をさせていただきましたので、出品

いただいた県の数も増えました。

教育長：町内の中学生からの応募もたくさんありましたね。

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)次回教育委員会について

○令和元年１０月２８日(月） 午後１時３０分～

(４)その他

《非公開会議》
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承認第９号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定」について

承認第１０号 多可町一般職職員懲戒審査委員会規則の規定による諮問につい

て

＊非公開会議において審議後、承認第９号、承認第１０号は異議がないものと認

め承認を可決しました。

閉 会

【閉 会】 教育長 午後３時００分 閉会宣言


