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令和元年１２月 教育委員会要旨録

１．開催日 令和元年１２月２６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

こども未来課課長補佐 細田 和資

教育総務課主査 安平 智香子

５．議 案

議案第４６号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について

議案第４７号 多可町教育委員会の後援名義の使用承認に関する規程の一部改正につ

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

○令和２年度 事業予定

松井小学校体育館－落下防止・ＬＥＤ照明設置

加美中学校体育館－落下防止・ＬＥＤ照明設置

挌技場ー落下防止

八千代中学校体育館－落下防止・ＬＥＤ照明設置

②多可町図書館事業について

○１月の行事予定
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○第２回 図書館協議会

日 時：１２月２０日（木）

③那珂ふれあい館事業について

○１月の行事予定

④学校給食センター事業について

○第２回 多可町っ子いきいき献立

提供予定日：１月３０日（木）

⑤主な１２月補正予算について

⑥１１月定例教育委員会要旨録について

⑦第２回総合教育会議要旨録について

【学校教育課】

①インフルエンザ用登校届について

②１月の行事予定について

【こども未来課】

①認定こども園整備概要について

②行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

令和２年１月２４日（金） 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

熊田委員と岩田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）教育委員の交代について

１２月３ 1日（火）をもって、藤田裕子教育委員が退任されます。藤田委員には
２期８年の間、教育委員を務めていただきました。うち平成３１年１月１日から令

和元年１２月３１日までの１年間については、教育長職務代理者として活躍されま

した。

後任につきましては、木俣美代子さんにお世話になります。また、教育長職務代

理者として熊田委員を指名します。

（２）多可町議会定例会について

第９３回多可町議会定例会が、１２月２日（月）から１２月２５日（水）まで開

催されました。１２月１６日（月）、１７日（火）の両日に一般質問があり、教育

委員会関係では、山口議員から「命に係わる分野での業務委託先、指定管理先の管

理監督体制について」、日原議員からは「ＳＮＳの危険から子どもたちを守れ」の

質問がありました。

（３）子ども芸能祭について

１２月８日（日）に、第８回子ども芸能祭をベルディーホールで開催しました。

今年は、伝統芸能やダンスなど９つの団体の発表がありました。

（４）多可町ロードレース大会について

１２月１５日（日）に、第１８回多可郡ロードレース大会が多可郡陸上競技協会

主催で開催されました。今年は小学生３２名、中学生８２名、高校生２１名、一般

１３名の合計１４８名の参加がありました。昨年に比べ、参加人数が減っています。

町として、多可郡陸上競技協会とともに大会参加者が増えるよう、来年度に向けて

検討していきたいと考えています。

（５）多可町アドバイザーについて

来年度も引き続き、ロバート・エルドリッチ氏に多可町アドバイザーとして委嘱

をすることになり、１２月２０日（金）に委嘱式を行いました。

（６）２学期終業式について

１２月２４日（火）、町内の小中学校で２学期の終業式を行いました。感染症の

心配をしていましたが、大きな流行はなく終業式を迎えることができました。１２

月２４日現在、インフルエンザでの欠席状況は、小学校で２名、中学校で３名、こ
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ども園で１７名となっています。

以上、６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

議案第４６号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について

事務局：１２月１７日付で後援名義の申請がありました事業につきまして、後援名義の使

用承認に関する規程に基づき、教育委員会で審議いただきたいと思います。

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：定期的にされている事業ではない。また、無料体験ではあるが、ロボット教室を

運営されている団体が行う事業ということですね。それに対して教育委員会が後援

をするとなると、一般の方はどう思われるかなと思います。この会社のロボット教

室の授業料をみると決して安いとはいえないようです。子どもが行きたいとなった

場合、保護者の負担がかなり大きいのではないかと心配します。

事務局：教育委員会が後援していることで、安心してロボット教室に通われる方がいるか

もしれません。入会した方と会社間でトラブルになった時のことを懸念します。

教育長：次期学習指導要領では小中学校でプログラミング教育が導入されます。体験会の

中で、これからはこういう教育が必要ですよと紹介されるかもしれませんね。

委 員：そうするとロボット教室へ行った方がいいかなと思われる方もいるでしょうね。

委 員：学習塾や英会話教室などと同等のものではないかと思います。

委 員：この事業を認めることで、他の教室から申請があった場合も同様に認めることに

なります。

委員：２条の（１）に該当すると思います。各家庭で考えて行かれるのはよいと思います

が、教育委員会が後援する事業ではないと思います。

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、議案第４６号は多可町教育委員会の後援名義の使

用承認に関する規程の第２条第１項（１）の要件に該当するため、不承認とします。

議案第４７号 多可町教育委員会の後援名義の使用承認に関する規程の一部改正につ

いて

事務局：今回の改正は、教育委員会の後援名義の使用を承認するにあたり、より詳細に審

査できるようにするためのものです。承認要件に新たに４項目を加えるとともに、

申請時に申請者の概要及び事業内容が分かる書類の提出を求めます。さらに、申請

内容に変更が生じた場合の「事業変更届出書」、承認条件に反する事項があった場

合の「使用承認取消通知」の様式を加えることで承認後の経過も記録に残るように
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します。

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。

教育長集約 質疑等ないようですので、議案第４７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

＊熊田委員

・１２月１８日（水）社会福祉協議会評議委員会

「令和元年度 第２次補正予算について」

「社会福祉法人『多可町社会福祉協議会』役員の選任について」

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

○令和２年度 事業予定

松井小学校体育館－落下防止・ＬＥＤ照明設置

加美中学校体育館－落下防止・ＬＥＤ照明設置

挌技場ー落下防止

八千代中学校体育館－落下防止・ＬＥＤ照明設置

②多可町図書館事業について

○１月の行事予定

多可町図書館開館１５周年記念 ２月２日（日）

富安陽子さん講演会「物語が生まれるとき」

○第２回 図書館協議会

日 時：１２月２０日（木）

③那珂ふれあい館事業について

○１月の行事予定

北はりま定住自立圏事業

・巡回共同企画展『西脇・多可の古代』 １月２５日（土）～２月２９日（土）

・大平茂さん特別講演会「古代多可郡の祭祀」 ２月１６日（日）

④学校給食センター事業について

○第２回 多可町っ子いきいき献立

提供予定日：１月３０日（木）
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献立予定：百日どりの天ぷら 山田錦うどん

⑤主な１２月補正予算について

１２月補正予算について事務局より説明

⑥１１月定例教育委員会要旨録について

⑦第２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インフルエンザ用登校届について

前回の定例教育委員会で、今年度より治癒証明書の省略を行いたいと説明させて

いただきました。西脇市多可郡医師会との協議も終わり、今年度より西脇市と足並

みをそろえて治癒証明書を省略し、保護者からのインフルエンザ用登校届により、

登校を許可する形に変更します。

②１月の行事予定について

③その他

１月より学校に留守番電話を導入します。学校によって若干時間は異なりますが、

午後６時に留守番電話に切り替わり、翌日の午前７時３０分に通常電話に戻します。

留守番電話では、緊急時の連絡先として学校教育課の電話番号、多可町役場の電話

番号が案内されます。この件については、１２月末発行の各学校だよりで保護者へ

周知しています。

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：インフルエンザ用登校届ですが、治癒後に病院を受診しなくてよくなりますので

みなさん喜ばれると思います。

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認定こども園整備概要について

今年度、国の保育所等整備交付金事業に基づいて行う工事は、あさかこども園の

防犯対策におけるフェンス等外構設置とキッズランドかみの防犯対策におけるフェ

ンス等外構設置及び防犯対策非常通報装置等設置工事の３つがあります。この交付

金は、保育所等の新設、修理、改造又は整備に要する経費、並びに保育所等の防犯
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対策の強化に係る整備に要する経費の一部に充てるもので、補助率は国が２分の１、

市町村が４分の１、法人が４分の１となっています。

②行事予定について

・第２４回おもしろ算数・数学講座 １月１２日（日）

・「すずかけ学級」「学びの広場」の学習発表会 ２月２日（日）

・播州歌舞伎クラブ新春公演 ２月９日（日）

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：工事はすでに完了していますか。

事務局：１月末までにすべての工事が完了する予定です。

教育長：委員のみなさんには、来年度、園訪問等で行かれた際に防犯対策をされた箇所に

ついて確認いただければと思います。

教育長：事務局からの説明がありましたが、播州歌舞伎クラブの講演は、今回から有料と

なりますが、子どもたちの頑張っている姿をぜひ見ていただきたいと思います。

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２年１月２４日（金） 午後１時３０分 ～

（４）その他

閉 会

【閉 会】 教育長 午後２時４５分 閉会宣言


