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令和２年１月 教育委員会要旨録

１．開催日 令和２年１月２４日（金） 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 熊田 正博

委 員 岩田 光代

委 員 安藤 和志

委 員 木俣 美代子

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

こども未来課副課長 市位 孝好

健康課主査 松原 誠太郎

教育総務課主査 伊藤 加奈子

教育総務課主査 安平 智香子

５．議 案

承認第１号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について

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就学援助について

○新入学学用品準備費の入学前支給について

②学校園の令和元年度卒業式及び２年度入学式について

③多可町図書館事業について

○２月の行事予定

④那珂ふれあい館事業について

○２月の行事予定



- 2 -

⑤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）

⑥「令和２年度 教職員の集い」について

日 時：令和２年４月２日（木） ９：３０～

場 所：ベルディーホール 会議室

⑦１２月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①２月の行事予定について

【こども未来課】

①ファミリー・サポート・センターたかについて

②第二期多可町子ども・子育て支援事業計画(案)・概要版(案)について

③令和２年度 認定こども園キッズランドやちよ大規模改修について

④２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２年２月２７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）インフルエンザの流行について

インフルエンザが流行する季節となりました。年末は、こども園で流行が見られ

ました。今年に入り、先週から小学校においてインフルエンザでの欠席が増えてき

ています。先週は中町南小学校、杉原谷小学校で学級閉鎖がありました。今週は中

町南小学校の１年生、２年生、５年生、６年生で学級閉鎖や学年閉鎖がありました。

今日のインフルエンザでの欠席状況は、中町南小学校で３９名、八千代小学校で

３名、加美中学校で２名、松井小学校、杉原谷小学校、中町中学校、八千代中学校

は各１名、中町北小学校は０名となっています。

（２）成人式について

１月１２日（日）に成人式がベルディーホールで行われました。今年は、２６４

名が新成人を迎え、式には２０２名の参加がありました。

式典後には、小学校から中学校までの思い出のムービーが流れ、当時の先生から

のビデオメッセージには大きな歓声が沸きました。また、恩師への花束贈呈や新成

人から両親への感謝の手紙の朗読などもあり、感動する素晴らしい成人式でした。

（３）第２４回おもしろ算数・数学講座について

１月１２日（日）におもしろ算数・数学講座が八千代プラザで開催されました。

今年で２４回目になります。足利先生、臼井先生、大渕先生、遊佐先生の４名の大

学の先生にお世話になり、４５名の参加がありました。多可町からだけではなく、

神戸から家族で参加された方もありました。

この講座を通して、自分で考えて問題を解く経験をすることで、算数・数学の面

白さを感じてくれればと思います。今後も続けていくことを先生方と話しました。

（４）１月１７日について

今年で阪神淡路大震災から２５年目になります。各学校では防災教育の一環とし

て、追悼の行事や授業を実施しました。中区、八千代区ではコークゼミの方にお世

話になり「よそごとではない 南海トラフ地震」の絵本を中心に、いつ起こるかも

しれない地震について、私たちがどんな備えをすればよいのか震災講話をしていた

だき、大変好評でした。

学校、また指導者は常に子どもの命を預かっていることを念頭におきながら教育

活動を進めていく必要があります。また、子どもたちには、自分の命は自分で守る

ということをこうした行事や授業の中で意識づけていきたいと思います。
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（５）視察について

１月１７日（金）先進地視察で大阪府豊能郡能勢町へ教育長、教育総務課、学校

教育課の７名で行かせていただきました。

能勢町の人口は、多可町の人口の半分程度で、年間の出生数は２０数名です。大

阪市、川西市に近いこともあり、小学校入学者数は出生数より多くなるようです。

平成２８年４月に６小学校と２中学校が１小学校、１中学校に統合されました。小

中一貫校ではなく、同じ敷地内に小学校、中学校がある施設一体型となっています。

施設見学に加え、統合する時の、苦労も聞かせていただきました。多可町でも年々

出生率が下がっています。今後を考える際のよい視点となりました。

以上、５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１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：令和元年度１０月から１２月までに、９件の多可町教育委員会後援名義の申請が

ありました。このうち、１件につきましては１２月の定例教育委員会において審議

いただき不承認とさせていただきました。他８件につきましては、承認をさせてい

ただきました。

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、承認第１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

＊岩田委員

・１２月２６日（木）多可町テレビ放送番組等審議会

たかテレビができて１０年が経ち、局舎も古くなっています。多可町公共施設

等再配置計画の中に局舎も含まれており、雨漏りや空調設備の修理はしていくが、

大規模な修繕はしない。インターネットサービスの契約は、令和元年からの５年

契約とし、残り４年でたかテレビの方向性を決めていくということでした。

課題として、加入率１００％の加美区、八千代区とそうでない中区との温度差

があります。お年寄りの方が、たかテレビをよくご覧になっていて地域の情報や

役場からのお知らせをここで知っていただいていますが、中区の方にその情報が

行きわたらないという状況もあります。

また、平成３１年度の入学式から児童・生徒の点呼の際に、ＢＧＭを流し、名

前が分からないように音声の編集をされています。このことについては、賛否両

論ありますが、今後もこの方針でいくということでした。
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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就学援助について

○新入学学用品準備費の入学前支給について

就学援助制度は、子どもたちが安心して学校生活が送れるように学用品費や学校

給食費などに係る費用の一部を助成する制度です。今回はこの就学援助費のうち、

小学校新１年生と中学校新１年生に対して、入学に必要な学用品を購入する費用の

一部として「新入学学用品準備費」を入学前の３月に支給するものです。助成費用

は、小学校新１年生が 51,060円、中学校新１年生が 60,000円となります。
現在小学校６年生で、就学援助を受給中の方には、別途、全員に誓約書を配布し

ています。認定者以外で、新たに希望をされた方には新入学学用品準備費の申請と

同時に就学援助制度にも申請いただきます。申請期間は、小学校新１年生が２月３

日（月）から、中学校新１年生が１月２０日（月）からとなっており、締め切りは

どちらも２月１７日（月）となっています。

申請期間に申し込みができなかった場合、入学後の令和２年４月、６月に新たに

申請期間がありますので、その時に就学援助制度の申し込みをいただくと新入学学

用品費を支給することができます。また、今回は、平成３０年度中所得で審査しま

すが、入学後は、令和元年度中所得で審査します。そのため、今回は申請対象外で

も、令和２年度の制度で申請対象になる場合もあります。

教育委員会としては、支給漏れがないように制度の周知を図っていきたいと思い

ます。

②学校園の令和元年度卒業式及び２年度入学式について

学校園の令和元年度卒業式及び２年度入学式について説明

③多可町図書館事業について

○２月の行事予定

多可町図書館会館１５周年記念

富安陽子さん講演会「物語が生まれるとき」 ２月２日（日）

④那珂ふれあい館事業について

○２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）

⑤学校給食センター事業について
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○第２回 多可町っ子いきいき献立

提供予定日 ：１月３０日（木）

提供予定献立：百日どりの天ぷら 山田錦うどん

⑥「令和２年度 教職員の集い」について

日 時：令和２年４月２日（木） ９：３０～

場 所：ベルディーホール 会議室

⑦１２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：新入学学用品準備費の受付けが中学校新１年生は１月２０日（月）から、小学校

新１年生は２月３日（月）からと、開始日が異なっていますが、これはどうしてで

すか。

事務局：現在、就学援助を受けておられない方が、申請された場合、学用品費や学校給食

費を支給する就学援助制度も同時に申請していただくことになります。１月中に申

請していただいた場合、翌月の認定となりますので、２月から学用品費や学校給食

費を支給することができます。２月の申請となりますと、３月の認定、支給となっ

てしまいます。そのため、中学校新１年生については、１月から受付を行っていま

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】

①１月の行事予定について

○多可町ふるさとキャリア教育「こども未来塾」

・八千代中学校 １月３１日（金）

・中町中学校 ２月 ４日（火）

加美中学校についてはすでに靴職人の石塚さんに講演していただいています。

「こども未来塾」は、トライやるウィークに行く事前学習として、中学１年生を

対象に実施しています。

○第２回多可町体力向上推進委員会研修会 ２月１２日（水）

・宍粟市立城下小学校にて、リズムトレーニングを取り入れた体育授業見学

・今年度小学校の運動会で実施した組体操についての協議

○弁護士によるいじめ防止教室

・中町北小学校 １月２１日（火）

・八千代中学校 ２月 ３日（月）
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②その他

これまで、修学旅行、スキー教室、自然学校などの校外行事では、引率教員がた

かテレビから依頼を受け、撮影を行ってきました。しかし、子どもの減少とともに、

引率教員の数も減ってきました。そのような状況をうけ、教員による撮影について

協議を重ねてきました。その結果、子どもの安全が一番であるという結論に至り、

今年度のスキー教室から、ビデオ撮影を行わないことになりました。記録用の写真

撮影やＨＰでの配信などはこれまで通り行います。

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。

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ファミリー・サポート・センターたかについて

事務局：令和２年４月より、「ファミリー・サポート・センターたか」という新しい子育

て支援事業を行います。この事業は平成６年から国の補助事業として始まったもの

です。兵庫県内では、すでに３０市町が実施しており、毎年７万件の活動報告があ

ります。多可町においては、これまで同居世帯が多いなどの地域の実情がありまし

たが、時代とともに地域の実情も変わり、地域全体で子育てをサポートする必要が

あるということで４月より実施することになりました。

町がファミリー・サポート・センターの事務局を運営します。そこに、子育ての

援助をしてほしい人（以下、おねがい会員）と子育ての援助ができる人（以下、ま

かせて会員）がそれぞれ会員登録し、会員同士で子育てについて困りごとがあった

時にお互い助け合いながら、地域で子育てを見守っていきましょうというボランテ

ィア組織になります。ただし、完全なボランティアではなく、活動時間に応じた謝

礼金をおねがい会員がまかせて会員に支払う有償のボランティアとなります。主な

活動内容としては、お子さんを自宅で預ったり、お子さんを園や学校に送迎をした

りするというものになります。

現在、まかせて会員の募集を、たかテレビ、広報などを使って行っています。登

録いただいた方には３月に実施します講習会に参加していただき、４月から活動を

行っていただく予定となっています。

②第二期多可町子ども・子育て支援事業計画(案)・概要版(案)について

第二期多可町子ども・子育て支援事業計画(案)・概要版(案)について説明

③令和２年度 認定こども園キッズランドやちよ大規模改修について

令和２年度 認定こども園キッズランドやちよ大規模改修について説明

④２月の行事予定について

○「すずかけ学級」「学びの広場」の学習発表会 ２月 ２日（日）

○学びの広場閉講式 ２月２６日（水）
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○播州歌舞伎クラブ公演 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。

【ファミリー・サポート・センターたかについて】

委 員：指定の講習会はどのような内容のものになりますか。

事務局：３月に３日間講習会を予定しています。内容としては①事務局からサポートセン

ターの概要についての説明、②心理士さんから子どもの発達の特性、関わり方の講

習、③保健師から発熱した時、嘔吐した時などの対処法の講習、④消防署職員から

心肺蘇生の仕方、ＡＥＤの使い方の救命講習があり、全部で８時間の講習になりま

す。

委 員：まかせて会員への報酬額は決まっているのでしょうか。

事務局：この事業は有償のボランティア活動になりますので、活動時間に応じた謝礼金が

おねがい会員からまかせて会員へ、直接支払われる仕組みになっています。町では、

報告書をもとに支払い状況の確認を行いますが、実際の謝礼金の授受については会

員同士でやりとりを行うことになります。

委 員：金銭のことになりますので心配しましたが、時間当たりの料金が決まっていて、

それに従って行うということですね。

では、預かっている最中に、けが等があった場合の補償はどうなっていますか。

事務局：まかせて会員に登録いただいた方には、専用の保険に加入いただくことになって

います。加入料については町が負担します。活動中に生じた事故等については、保

険から支払われるという仕組みになっています。

委 員：助けてあげようという気持ちがあって会員になられた方が、大変な思いをされな

いよう、補償がしっかりしているということで、安心しました。

委 員：非常によい制度で、助かる家庭がたくさんあると思います。しかし、まかせて会

員に登録される方は少ないのではないかと心配しています。すでに実施されている、

兵庫県下の市町の様子を聞かせていただけたらと思います。

事務局：ご指摘いただいたとおり、どの市町でも大きな課題として抱えているのは、まか

せて会員をいかに確保していくかということです。京阪神では、当たり前のように

この制度を利用されています。認知度が高いほど、まかせて会員の登録も多いよう

です。郊外になると、制度の認知度が低く、まかせて会員の確保に苦戦していると

いうことを聞きます。

多可町では、１月６日（月）から募集を行っており、現在２０歳から７７歳まで

の１３名の方に登録をいただいています。まかせて会員はまだまだ必要と考えてい

ますので、引き続き登録いただけるよう力を入れていきたいと思います。

委 員：こういった制度があることで、すべての方ではないですが、助かる方がいらっし

ゃいます。少ないからなくすのではなく、少ないからこそフォローすることが大切

だと思います。幅広い年代の方にこの制度を知っていただき、活動が広がっていけ

ばよいと思います。

【第二期多可町子ども・子育て支援計画（案）・概要版（案）について】

委 員：「第二期多可町子ども・子育て支援事業計画」には、大切なことが記載されてい

ますね。これだけの資料を作成されたことはすばらしいと思います。
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委 員：表に「量の見込み」とあります。これは人数のことですよね。こういった表現を

するのでしょうか。

事務局：国、県ともにこの表現を使っています。専門用語になりますので、住民の皆さん

には馴染みがなく、違和感を感じられることもあるかと思います。

教育長：他市町も、この表現を使っているのですか。

事務局：そうなります。

教育長：県に報告する場合はこれでよいと思いますが、住民に示す場合には、独自にわか

りやすく表現を変更してもよいのですか。

事務局：わかりやすいよう「『量の見込み』とは、こういうことです」と注意書きをして

もいいかもしれません。

教育長：第二期多可町子ども・子育て支援事業計画(案)・概要版(案)については、２月１

７日から３月２日までホームページにあげ、広く一般の方からの意見を募ります。

様々な意見を反映しながら仕上げていきたいと思います。

【認定こども園キッズランドやちよの大規模改修について】

委 員：今回の認定こども園キッズランドやちよ大規模改修には含まれていないことです

が、駐車場の安全面について心配しています。下の駐車場の入り口が狭いです。ま

た、上の駐車場に行くには園舎の前を通らなければなりません。安全面で問題はな

いでしょうか。

事務局：どちらの駐車場からも園舎まで歩道がついています。

教育長：上の駐車場に続く道は町道になります。門から中がすべてキッズランドやちよの

敷地というわけではありません。

委 員：旧子育て棟は、どうなっているのですか。

事務局：建物については、町の所有となっています。旧子育てふれあいセンター敷地につ

いては、町が個人から借りています。キッズランドやちよとは、旧子育てふれあい

センター部分を除いた土地について町と借地契約をしています。

委 員：現在、建物は使っていないということですね。使わないとなると老朽化が進むと

思うのですが、手を加えない方向でしょうか。

事務局：建物と駐車場３台分だけになりますので、建物の利用を考えるとなかなか難しい

です。また、個人の方の土地ですので、次にどなたかに貸すと又貸しということに

なってしまいます。

教育長：建物を解体してほしいという意見もありましたが、今のところはこのままという

ことになっています。

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、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２月２７日（木） 午後１時３０分 ～

（４）その他
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閉 会

【閉 会】 教育長 午後２時５０分 閉会宣言


