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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２７年６月 定例会

１．開催日 平成２７年６月29日（月） 午後１時３０分～

２．場 所 那珂ふれあい館 研修室

３．出席者 委 員 長 門脇 きみ子

委 員 熊田 正博

委 員 數原 誠子

委 員 藤田 裕子

教 育 長 岸原 章

４．陪席者 教育総務課長 今中 明

学校教育課長 谷尾 秀伸

こども未来課長 今中 孝介

教育総務課副課長 宮原 文隆

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第４７号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第４８号 杉原紙総合調査準備委員会設置要綱について

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（入札結果報告）

Ⅰ．八千代区小学校統合改造工事

請負業者 平錦・吉田一般共同企業体

請負金額 ２６６，７６０，０００円

契 約 日 ６月２６日

工 期 ６月２６日～１１月３０日まで

Ⅱ．中町中学校 屋内運動場及び格技場 天井等耐震化工事
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請負業者 交陽工業（株）

請負金額 ５５，６２０，０００円

契 約 日 ６月２６日

工 期 ６月２６日～１０月３０日まで

Ⅲ．中町北小学校 屋内運動場 天井等耐震化工事

請負業者 （株）吉川商店

請負金額 １５，５５２，０００円

契 約 日 ６月１８日

工 期 ６月１８日～９月３０日まで

②給食費滞納状況報告について

③平成２７年度 兵庫県女性教育委員研修会について

６月３０日（火） １０時～ 於：イーグレ姫路

④平成２７年度 播磨東地区教育委員会連合会総会及び研修会について

７月２３日（木） １３時４５分～ 於：西脇市民会館

⑤４月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①八千代区小学校統合準備委員会経過報告について

②７月の行事予定について

【こども未来課】

①平成２７年度 防災訓練実施要綱（案）について

②７月行事予定について

(３）７月定例教育委員会について

平成２７年７月２４日（金）午後１時３０分～

於：中央公民館

（４）第２回総合教育会議の開催日について

平成２７年１１月２４日（火）午後１時３０分～

於：中央公民館

（５）学校教員・教育委員会事務局職員の慶弔の対応について
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【開 会】

委員長あいさつ

日程第１ 会議録署名委員の指名

數原委員と門脇委員長を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）八千代小学校プールについて

新しい八千代小学校のプールの件でございますが、町議会定例会の一般質問でも質問

がありました。その中で答弁させていただいたのは、八千代南小学校のプールが相当老

朽化しておりますので、今年度はB＆Gのプールを使って学校の体育の水泳の授業、並び

に地区水泳を実施します。その取組を十分検証して、子どもの教育を中心に考え、教育

委員会で、また町とも十分協議して結論を出したいと考えています。

（２）翠明湖マラソンの開催について

平成２５年度については、駐車場が確保できずに中止になっておりました。６月２３

日に実行委員会があり、半年かけて検討委員会で協議いただいた結果報告がありました。

大会の規模を縮小し、なか・やちよの森公園に本部を設置します。車については、ガル

テンやちよグランドを駐車場にして、そこからバスで会場へピストン輸送をします。距

離は、ハーフをなくし、１０㎞、５㎞、３㎞、そして１㎞のコース設定で、第３０回翠

明湖マラソンを３月２７日に実施することになりました。

（３）官民連携による学校給食センター運営の検討委員会の設置について

６月１０日の学校給食運営委員会のおいて、問題になっております調理員さんの確保

について協議しました。調理の部門を民間に担っていただくことについて、運営委員会

だけでは決定することが難しいので、検討委員会を立ち上げて検討することになりまし

た。名称については、官民連携による学校給食センター検討委員会とします。

委員会のメンバーは有識者２名、各学校ＰＴＡ代表１０名、給食担当者代表３名、校

長会代表４名、栄養教諭１名、計２０名を予定しております。

以上３点、報告します。

日程第３ 議案等

議案第４７号 多可町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、非公開会議で審議

議案第４８号 杉原紙総合調査準備委員会設置要綱について

杉原紙総合調査準備委員会設置要綱について、事務局より説明がなされた。
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委員長： それでは、ただ今の説明につきまして質疑等ございませんか。

教育長： 「道の駅かみ」と、杉原紙研究所の位置づけはどうなっていますか。

事務局： 以前は、「道の駅かみ」の駅長と杉原紙研究所とは別々に駅長と所長が在任し

ていましたが、町職員がこの４月から道の駅かみ施設長と杉原紙研究所長と兼務

しております。具体的には、両施設が連携して、杉原紙をより振興していくとい

う位置づけも含んでおります。

委員長： 他に、質疑はございませんか。

委員長集約 議案第４８号につきましては、原案どおり承認することとします。

日程第４ 報告事項

(１)各種委員会の報告

・藤田委員より、６月９日開催の、キッズランドかみ第１回運営委員会の報告

・門脇委員長より、

６月９日開催の、地域安全推進協議会と青少年問題協議会の報告

６月１０日開催の、学校給食センター運営委員会の報告

６月１２日開催の、キッズランドやちよ運営委員会の報告

(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（入札結果報告）

Ⅰ．八千代区小学校統合改造工事

請負業者 平錦・吉田一般共同企業体

請負金額 ２６６，７６０，０００円

契 約 日 ６月２６日

工 期 ６月２６日～１１月３０日まで

Ⅱ．中町中学校 屋内運動場及び格技場 天井等耐震化工事

請負業者 交陽工業（株）

請負金額 ５５，６２０，０００円

契 約 日 ６月２６日

工 期 ６月２６日～１０月３０日まで

Ⅲ．中町北小学校 屋内運動場 天井等耐震化工事

請負業者 （株）吉川商店

請負金額 １５，５５２，０００円

契 約 日 ６月１８日

工 期 ６月１８日～９月３０日まで
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それぞれ図面に基づき、工事概要の説明を、事務局よりなされた。

②給食費滞納状況報告について

・平成２３年度以前、２４年度、２５年度、２６年度、２７年度の収納状況につ

いて概要説明

③平成２７年度 兵庫県女性教育委員研修会について

６月３０日（火）１０時～ 於：イーグレ姫路

④平成２７年度 播磨東地区教育委員会連合会総会並びに研修会について

７月２３日（木）１３時４５分～ 於：西脇市民会館

中央公民館１３時１０分出発予定

⑤５月定例教育委員会要旨録について

５月定例教育委員会要旨録についての確認。

【学校教育課から】

①多可郡中学校総合体育大会の結果について

・試合結果について、概要説明

②八千代区小学校統合準備委員会経過報告について

総務部会･･･メモリアル映像の制作、卒業記念制作の取扱等の協議内容について

説明

通学部会･･･６月１２日実施の第１回通学訓練の実施結果、通学路の安全対策等

の協議内容について説明

ＰＴＡ部会･･･ＰＴＡ役員（正･副会長）の選出について、ＰＴＡ会計について、

ＰＴＡ規約等の協議内容について説明

教育・事務部会･･･閉校記念事業実行委員会について、学校設備、図書・備品等

の協議内容について説明

③７月の行事予定について

７月の学校及び青少年育成センター関係の行事予定について説明。

委員長： ただいまの学校教育課の報告につきまして、何かご意見等ありませんか。

教育長： 郡総体の陸上の記録が書いてありますが、現在、陸上部があるのは、加美中学

校と中町中学校ですか。中町中学校も参加したのですか。

事務局： 調べて報告させていただきます。

委員長： 八千代中に陸上部がないのは指導者の関係ですか。それとも生徒が集まらない

のでしょうか。

事務局： 八千代中の場合は、部活動の数を減らさないと、それぞれの部の人数が不足し

て成り立たない状況でした。どの部を減らすのかは、学校で検討を重ねて決定し

ました。陸上部を残してほしいという意見もあったようですが、指導者の関係や、

人数の関係で、陸上部がなくなった経緯があります。

委員長： 小学校統合準備委員会の件ですが、卒業制作については手厚く対処していただ

くということで安心しました。卒業制作だけではなく、学校に卒業生の絵や習字
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などの作品が掲示してありますね。また以前の小学校改築のときに、図工室など

を片付けると、卒業生の作品がたくさん出てきたことがありました。良い作品な

ので、児童に見せようと残してあったのかもしれませんが、かなりの数がありま

した。そこで教職員で検討したんですが、子ども達にとっては、一生懸命取り組

んだ大事な作品であり、幸いにも名前が書いてありましたので、返却先を探して

全て返却したことがあります。

学校では単に預かりっぱなしだったと思いますが、本人にとっては大切なもの

でありますので、可能な限り返却していただく方向で取り組んでいただけたらあ

りがたいです。

事務局： 八千代南小学校の改造工事にあたりましても、南小学校の卒業制作は、工事の

時に原則として取り外します。取り外した後は、一時、別の場所で保管する予定

です。

【こども未来課から】

①平成２７年度 防災訓練実施要領（案）について

消防団との中学生の交流事業（スクラムハート）同時開催。目的、参加機関、実

施日、実施場所、訓練内容等についての説明。

②７月行事予定について

７月のこども未来課関係の行事予定について説明。

委員長： ただいまのこども未来課の報告につきまして、何かご意見等ありませんか。

委員長： 多可町の防災訓練、スクラムハートですが、何年目になりますか。

事務局： ９年目になります。

委員長： 非常に良いことをしていたただいていると思っていますが、実際の生徒達の感

想や思いはどうですか。また中学校の教職員の方とか、直接関わっていただく消

防団の方とかが、価値のある事業だと思い積極的に関わっていただいているのか、

どういう反応でしょうか。

事務局： 消防団関係者の方とは、今年４月以降、何回か会議をしてきまして、色々ご意

見も聞かせていただきましたが、開催するからには、しんどくても、よかったな

と思える訓練にしたいと考えています。消防団も協力させいただきますので、よ

い内容を考えようと言っていただいております。また、学校につきましては、校

長先生と打合せをさせていただきましたが、子ども達が参加してよかったと思っ

てもらえるような計画をしようと言っていただいております。

委員長： 大変なことだと思っています。地域の住民も一緒に消火訓練をする地域もあり

ましたし、学校でされる年もありましたので、地域では分からないところもあり

ました。そのため、地域内で来てる子と来てない子がいるのではないかと疑問も

出てました。各学年でローリングして参加しているということを地域の人が分か

っていないことも実際あると思います。今年は誰も来ないけどどうなってるのか

など疑問が出ている時もありました。消防団の方は把握をされているでしょうが、

地域住民があまり内容を把握できていないようです。せっかくの良い事業を、時
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間をかけてしてますので、もう少し、地域の人にも周知していただければと思い

ます。多可町の将来を担う若い人たちを育てるためにも、協力したいという意見

が出てくると思いますので、その辺が課題ではないかと思います。

教育長： それぞれの集落で実施できたら一番良いと思いますが、開催できる集落もあり

ますが、中学校の先生に来ていただかないと出来ないという集落もあります。今

年は、３つの中学校で、全員が参加できる訓練を考えてもらっています。できれ

ば、社会教育事業の一環として、学校の先生が関わらなくてもできる訓練になれ

ばいいなと思っていますが、なかなかそのように実施することは難しい状況です。

中学生が地域に関わる機会が少ないので、なんとしても続けていきたい事業です。

委員長： 小学生までの子ども達は、地域のふれあい活動であるとかに参加してくれます

ので、地域との繋がりがありますが、中学生や高校生になってくると、全く分か

りません。中学生が、この事業で、地域活動に参加してくれるのは良いことだと

思いますで、大切にしたいと思います。青年団も消防団員も少ないので、負担も

大きいと思いますので、地域上げて協力してもらえたらいいと思います。

委員長： 他に何かございませんか。

(３)７月教育委員会について

７月定例教育委員会 平成２７年７月２４日（金）午後１時３０分から

中央公民館

(４)第２回総合教育会議について

第2回総合教育会議 平成２７年１１月２４日（火）午後１時３０分から

中央公民館

(５)学校教員・教育委員会事務局職員の慶弔の対応について

近隣市町を調査し、次回、定例教育委員会にて提案

委員長： その他について、何かございませんか。

事務局： 前回の教育委員会でもご報告申し上げました、かすみ幕の関係ですが、まだ、

確定ではございませんが、直接の請負業者、設計業者、下請け業者に問いかけを

いたしました。現在、過失責任等々が確認できない状況にあります。早急に対応

する思いでおりますが、今の状態では、業者が瑕疵工事として対応できない状況

でございます。

もう１点、委員長にはご報告いたしましたが、職員が車を停車中に、追突され

る事故に遭い、被害を受けられました。公用車で出張する場合、また私用車で出

張する場合があります。私を例にすれば、私が追突をされました。相手が１００

％悪い状況です。ところが私の車両の評価は５０万なんですが、修理の見積をと

れば７０万円、８０万円かかる場合は、相手方の保険は、見積価格ないしは評価
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額の安い方で良いという、賠償関係の法律があるようです。そうした事故の例が

ありましたのでご報告申し上げます。今後、公用車、私用車の使用規程を明確に

する必要があるのではないかと、総務課と協議中でございます。また、被害者と

加害者の間で、現在まだ決定的ではありませんが、歩み寄りがあるのではないか

という情報も聞いておりますので、ご報告いたします。

委員長： ただいまの報告につきまして、何かご意見等ありませんか。

委員： ちょうど明日の女性教育委員さんが、姫路に研修に行かれますね。マイカーで

行かれると思いますが、慣れてないところに行かれた時に、もしも万が一のとき

があれば、どうなるのかなと心配します。例えば公用車で職員が運転して行って

る場合であれば、怪我がなければ大丈夫ということになりますが、その辺りも踏

まえていただきたいです。

事務局： まず、加害者側と被害者側での立場があります。そういった中で、通常は自賠

責保険と任意保険で対応することになります。万が一、事故が発生した場合に、

対応できる範囲が十分でない場合に問題になると思います。そういう場合には、

今日の段階ではっきりとは申し上げられませんが、今後、対応するべく確認をさ

せていただきたいと思います。

教育長： できる限り、委員さんの出張は、送迎ができる体制をとっていきたい思います。

どうしても行けない場合は、委員さんで行ってもらって、対応を考えていきたい

と思います。当町では公共交通機関が十分整備できていない状況にありますので、

最悪の場合を考えておかないといけませんね。

委員長： 他に質疑はありませんか。

＊ 議案第４７号「多可町就学援助規則準要保護の認定について」

秘密会議において審議後承認

【閉 会】 委員長 午後３時００分 閉会宣言
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平成２７年６月２９日

㊞

㊞


