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令和元年１１月 教育委員会要旨録

１．開催日 令和元年１２月２日（月） 午後１時００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（学校給食センター所長）

藤本 貴久

教育総務課副課長 高橋 敏

教育総務課課長補佐 窪田 智子

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

承認第１３号 就学援助規則準要保護の認定について

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】

①学校施設整備事業について

○小学校空調設備整備工事

②多可町図書館事業について

○１２月～１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

④学校給食センター事業について
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○多可町学校給食センター調理業務等委託業者選定について

１）第１回委託業者選定委員会 ７月２３日（火）

内容：調理業務の民間委託基本計画について

学校給食センターの概要等についてほか

２）第２回委託業者選定委員会 １０月３０日（水）

内容：第１次審査の結果について

プレゼンテーション・質疑・審査

参加業者：（株）東洋食品

３）審査結果公表 １１月１５日（金）

４）業務委託契約締結予定 １１月末～１２月初旬

⑤１０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１２月２６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

熊田委員と安藤委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）秋季学校訪問について

１０月８日（火）から始まった学校園訪問が１１月２８日（木）に終了しました。

町内の３中学校、５小学校、６こども園の全てを訪問させていただき、それぞれの学

校の本年度目標の進捗状況、子どもたちの様子、施設の状況について確認しました。

また、教員との懇談も行いました。その中で、各学校の課題、成果が見えてきました。

今後も、子どもたちによりよい教育環境が提供できるよう、教育委員会も支援しなが

ら、学校とともに頑張っていきたいと思います。

（２）１１月の行事について

１１月は町、学校園、ＰＴＡ、地域で多くの行事が実施されました。

・町の文化祭、子ども作品展（１１月２日、３日）

・中学校文化祭（１１月２日加美中学校、１１月４日八千代中学校、１１月９日中町

中学校）

・道徳教育研究発表会（１１月１４日）

中町中学校の１年生から３年生、中町南小学校の５年生、中町北小学校６年生が

道徳の公開授業を行いました。

・多可町ＰＴＣＡフォーラム（１１月１６日）

中町南小学校ＰＴＡの発表があり、１４１名の参加がありました。

・高岸解放祭（１１月２４日）

かえで学級の子どもたちの生活発表を地域の方に見ていただきました。

・北播書道展（１１月３０日、１２月１日）

北播５市１町の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校から１１９１点の出品

がありました。町内では小学生１名、中学生２名の計３名が金賞を受賞しました。

・子連協ミニサッカー大会（１２月１日）

男子１６チーム、女子１５チームが出場しました。

これらの多くの行事の中で、子どもたちの頑張りが様々な箇所で見受けられました。

また、地域の方に子どもの活動や考えていることを発表するという機会は貴重であ

り、一つひとつの行事を通じて、子どもたちがたくましく、大きくなっていくと実

感しました。

（３）兵庫県町教育長会、近畿ブロック町村教育長会について

１１月６日（水）、７日（木）に兵庫県町教育長会が神戸市で開催されました。県

の幹部を招いて「第３期ひょうご教育創造プラン」「高校教育の現状の課題」「国・

地方の財政と教育予算」についての学習会を行いました。
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また、情報交換会では、今年度より、英語科で聞くこと、話すことの学習が入りまし

たので、これについての取組・課題についてと子ども相談室、適応教室、児童館の運営

についての２点を話し合いました。

１１月１１日（月）、１２日（火）には、近畿ブロック町村教育長会が大阪で開催さ

れました。「全国学力・学習状況調査英語『話すこと』調査」の実施状況と「不登校対

策及び未然防止策について」の２点について意見交換を行いました。

英語については、個々に区切りがないため、隣の声が聞こえてしまうという問題があ

りますが、改善は難しい。しかし、話すことは、今から求められる部分であるため、子

どもたちにとって必要な学習であるという思いを皆さんもっておられました。

不登校対策及び未然防止策については、どの町村においても不登校が増えているとい

う状況がある中で、それに対して平素からどのような取組を行っているかを協議しまし

た。一番大切なことは、学級づくりである。そして、不登校が発生した時には学校全体

で取組んでいくことはもちろん、適応教室などの関係機関と連携を取りながら、学校復

帰を目指していくことが大切であるという話になりました。

また、行政講演として、文科省から学校規模適正化について、全国実態調査の報告を

受けました。

以上、３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１３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

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

＊熊田委員

・１１月２６日（火）第２回行政改革推進委員会

「町の補助金と手数料の見直しについて」

＊安藤委員

・１１月１５日（金）新任教育委員研修会

＊岩田委員

・１１月２２日（金）第２回児童館、子育て運営委員会

「令和元年度事業報告、令和２年度事業計画の説明」
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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】

①学校施設整備事業について

○小学校空調設備整備工事

１１月末をもって、すべての学校で空調設備の設置が完了しました。来年度か

ら、有効に活用していただきたいと思います。

②多可町図書館事業について

○１２月～１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

④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業務等委託業者選定について

１）第１回委託業者選定委員会 ７月２３日（火）

内容：調理業務の民間委託基本計画について

学校給食センターの概要等についてほか

２）第２回委託業者選定委員会 １０月３０日（水）

内容：第１次審査の結果について

プレゼンテーション・質疑・審査

参加業者：（株）東洋食品

３）審査結果公表 １１月１５日（金）

４）業務委託契約締結予定 １１月末～１２月初旬

⑤１０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】

①１２月の行事予定について

１）町独自学力テスト
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１２月１０日（火）に町内の全小学校の１年生から６年生を対象に国語と算

数の学力テストを実施します。

２）冬季休業

町内の小中学校は、１２月２４日（火）に２学期の終業式、１月７日（火）

に３学期の始業式を行います。

３）多可町いじめ防止対策検証委員会

１１月１２日（火）に１回目を実施し、多可町のいじめ防止対策の取組の現

状について説明をしました。委員からは、重大事態の問題点、課題を踏まえて

十分な対策が取れていると評価いただきました。一方で、教員の負担が大きい

のではないか。そのことで、教員が子どもと向き合う時間が少なくなる、組織

が上手く機能しなくなることは本末転倒であるという指摘もありました。２回

目は、１２月１０日（火）に実施し、教員の負担になっていることを現状の取

組から精査いただき、３回目に実施しますヒアリングの内容について協議をい

ただく予定となっています。３回目は、現場の先生方の声を聞かせてもらいな

がら、多可町の取組について精選をいただく予定となっています。

検証委員会では、今年度いじめ防止対策を策定し、来年度以降、計画に基づ

いた取組が行われているか検証を行いながら、ＰＤＣＡのサイクルで３年から

５年間取組を進めていきたいと考えています。

４）西脇市多可郡医師会との懇談

１２月５日（木）に医師会との懇談を予定しています。昨年度から、多可町

の養護部会を中心にインフルエンザの治癒証明書は法律で定められたものでは

ないので、省略できないかという話がありました。昨年度、医師会との懇談で

相談させていただいたのですが、保護者の判断で登校することになると、感染

症が広まるのではないかという意見もあり、昨年度は見送りました。今年度に

なり、総務省から法律で定められたものではなく、治癒証明書をもらうためだ

けに再度、病院に行くことで、他の病気をもらう可能性もあることから、省略

をするような形での通知がありました。それを受け、今年度医師会からも治癒

証明書省略の提案がありました。

教育委員会としては、インフルエンザは、発症日を除く、５日間を経過し、

かつ解熱後２日を経過していれば治癒しているということになるので、保護者

からの申出書を町内で統一し、保護者の申告により登校を許可するという方向

で検討しています。

５）加美ライオンズクラブからのぼり旗の授与

加美区では、登下校見守り隊がありましたが、高齢化等の問題もあり、年々

規模が縮小している状況です。そこで、松井小学校では、下校時刻を知らせる

ことで、地域の方に「ながら見守り」をしていただいています。また、杉原谷

小学校では、今年度新たに見守り隊を募集し、２０名程度の参加希望がありま
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した。こういったこともあり、加美ライオンズクラブ様から、地域で子どもた

ちの安全な登下校を見守ろうと１００本ののぼり旗をいただきました。１２月

１１日（水）に松井小学校で伝達式を行う予定です。

６）統合型校務支援システム

これまで、成績処理、保健関係、出欠関係などはそれぞれに管理していまし

た。それを一つのシステムで行えるよう、統合型校務支援システムの導入を予

定しています。これにより、教員の校務が軽減されるとともに、個人の情報が

一つに管理されることで適切に引き継ぎが行われることになります。また、い

じめの記録についても登録できるように考えています。今年度中に導入し、来

年度から本稼働する予定となっています。

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：インフルエンザの治癒証明書は、近隣ではどうなっていますか。

事務局：丹波市では早くから保護者の申出書になっています。また、今年に入り、治癒証

明書の省略を行っている自治体が増えています。西脇市とは、足並みをそろえたい

と考えており、協議をしているところです。

委 員：昨年、子どもがインフルエンザにかかりました。熱は下がっており、日も経過し

ていましたが咳がひどかったため、医者からこの状態では治癒証明は出せないと言

われました。結局、１０日ほど休むことになりました。

事務局：病院にかかった時点で、医師から登校可能な日をあらかじめ伝えてもらうような

申出書の様式を検討している段階です。現在、インフルエンザの流行が西脇市まで

来ており、加東市ではすでに学級閉鎖も出ているような状況です。今年度から導入

したいと思っていますが、統一は１２月半ば以降になる見込みです。

委 員：発症した日を学校が把握していないと、５日を経過せずに登校する子が出て、学

級閉鎖のもとになるのではと心配します。

事務局：申出書には、受診日、発症日を記入していただくようになっています。保護者に

は、熱の管理をしていただき、保護者から登校届を提出していただくことを想定し

ています。

教育長：治癒証明書はなくなるが、保護者が書く登校証明書が必要ということですね。

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、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行事予定について

②インフルエンザ治癒証明書の取扱いについて

保育所、こども園では、０歳児からの小さいお子さんをお預かりしています。保育

園は学級閉鎖ができない上に、小さい子が感染すると重症化しやすいです。感染拡大

防止を図るため、今後も医師の確認を得てから登園するという取扱いをさせていただ
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きます。

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

令和元年１２月２６日（木） 午後１時３０分 ～

（４）その他

《非公開会議》

承認第１３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１３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２時００分 閉会宣言

令和元年１２月２日

㊞

㊞


