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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２８年１２月 定例会

１．開催日 平成２８年１２月２２日（木） 午後１時３０分～

２．場 所 多可町教育委員会 会議室

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３４号 学童保育４年生以上の利用承認について

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】

①１２月定例議会報告について

②学校給食センター調理等業務の民間委託について

■１２月１９日（月）嘱託・臨時調理員への説明会

③平成２９年度 教育委員会連合会予定事業について

■５月２２日（月） 全県教育委員会研修会 於：洲本市

■６月２８日（水） 女性教育委員研修会 於：川西市

■１０月中旬 近畿町村教育委員会研修会 於：紀の川市
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■播磨東地区教育委員会研修会 担当：高砂市

④平成２９年 定例教育委員会開催日予定日について

⑤第２回総合教育会議ついて

■平成２９年１月３１日（火）午後１時３０分～

於：教育委員会 会議室

⑥１１月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①「ＳＮＳルールづくりプロジェクト in ＴＡＫＡ」について

②１月の行事予定について

【こども未来課】

①１月の行事予定について

(３）次回教育委員会について（案）

■臨時教育委員会

平成２９年１月４日（水） 午前１１時～

■定例教育委員会

平成２９年１月２７日（金） 午後１時３０分～

（４）その他

閉 会
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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

門脇委員長と藤田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）２学期が終了

本日、小中学校で２学期の終業式を行いました。子どもたちに関する大きな事件や

事故もなく、元気に２学期を終了することができました。運動会、体育祭、社会見学

旅行、文化祭など多くの行事があり、子どもたちが大きく成長した学期でありました。

（２）子どもふれあいトーク（小学校の部）の開催

１１月２８日(月)に中町南小学校で、多可町内の各小学校から３名ずつ、合計１５

名が集まり、町長、副町長、教育長、理事等の多可町の幹部と子どもふれあいトーク

を行いました。「多可町の自慢できるところ」「多可町をより良くするためには」「町

長に質問したいこと」「家庭学習の様子」などについて意見交換をしました。子ども

たちは自分の考えをしっかりと述べ、よい意見交換ができました。

（３）ＰＴＣＡ子育てフォーラム

１２月１０日(土)に多可町教育委員会で、ＰＴＣＡ子育てフォーラムを開催しまし

た。開会行事の後、中町中学校生徒会代表による「ＳＮＳルールづくりプロジェクト

ｉｎ ＴＡＫＡ」の報告と中町中学校ＰＴＡの「思いやりの心を育む」というテーマで

の実践発表がありました。

その後「スマホ・ケイタイ安全教室」の講演会があり、ＰＴＡなど約１８０名が参

加しました。

（４）北播磨地区子ども会議

１２月１８日(日)にベルディーホール会議室で、第７回北播磨地区子ども会議が開

催されました。北播磨５市１町から小中学生６９名（多可町から２４名）が参加し、

浜尚美先生の指導の下、災害対応ゲーム「クロスロード」を通して、防災への備えに

ついて班に分かれ意見交換をしました。子どもたちにとって、防災を他人事でなく自

分のこととして考えるよい学びの場になりました。

（５）１２月議会 （第７３回定例会）

１２月議会の一般質問が１２月１９日、２０日の２日間ありました。教育委員会に

対しては、廣畑議員さんから「デートＤＶ防止授業を中学校でも」「発達障がいの理

解を深めるため小学校でも学習を」と日原議員さんから「青少年のネット依存対策」

についての質問がありました。
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以上５点、報告いたします。

教育長： 新聞に掲載されていましたように、多可町は定住推進課が中心となって、多

可町への移住定住を促進する施策として、来年度から「森のようちえん」を支

援することになりました。「森のようちえん」は、園舎を持たず、自然の中で

保育活動をし、子どもたちに豊かな感性を身につけることを目指しています。

現在、多可町には２つの「森のようちえん」があります。

鳥取県では、県と町が「森のようちえん」を支援をしています。私も以前、

鳥取県智頭町の森のようちえん「まるたんぼう」を視察し、子どもたちがたく

ましく活動している姿を見てきました。

委員長： 新聞を読ませていただいたら、「森のようちえん」に入るために定住を決め

た家族もいらっしゃるらしいですね。

教育長： はい、多可町に移住された家族がいらっしゃいます。町として「森のようち

えん」を支援をしたいとの趣旨からスタートしました。どのような形の支援が

いいのか、教育委員会も一緒になってと検討しました。

委員長： 認可外保育施設の「森のようちえん」に１人あたり２０万円の助成金ですが、

人数が増えればその分増額になるのですか。

教育長： 上限は５人までで、１００万円までと決めております。

委員長： 直接、子どもにいくわけではないのですが、助成金の使い道は教育委員会も

意見を言えるのか、それとも「森のようちえん」がすべて自由に決めるのかそ

のあたりはどうなってるのですか。

教育長： 助成金は「森のようちえん」への助成なので、使い道は森のようちえんにお

任せしたいと考えております。

事務局： できる限り多可町内で活動していただきたいと思っています。

日程第３

議案第３４号 学童保育４年生以上の利用承認について

＊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査

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

■熊田委員 １２月１４日（水）社会福祉協議会 第２回評議委員会の報告

■門脇委員長 １１月３０日（水）第２次多可町総合計画審議会の報告

■藤田委員 １２月１４日（水）キッズランドかみ運営委員会の報告

・保護者から、キッズランドでは給食のアレルギー対応がきっちりとされ

ていて安心をしましたとの意見がありました。
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・民営化については、キッズランドかみの子どもたちはすくすくと成長し

てますので、その良さを損なわないような民営化であってほしいとの要

望がありました。

委員長集約 ここまでで何か質問等ございませんか。それでは各種委員会の報告を終了いた

します。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①１２月定例議会報告について

補正予算について説明

②学校給食センター調理等業務の民間委託について

■１２月１９日（月）嘱託・臨時調理員への説明会開催

③平成２９年度 教育委員会連合会予定事業について

■５月２２日（月）全県教育委員会研修会 於：洲本市

■６月２８日（水）女性教育委員研修会 於：川西市

■１０月中旬 近畿町村教育委員会研修会 於：紀の川市

■播磨東地区教育委員会研修会 担当：高砂市

④平成２９年 定例教育委員会開催日予定日について

定例教育委員会開催予定日について説明

定例教育委員会開催日 原則第４木曜日開催予定

⑤第２回総合教育会議について

平成２９年１月３１日（火）午後１時３０分～

於：教育委員会 会議室

⑥１１月定例教育委員会要旨録について

１１月定例教育委員会要旨録についての確認

委員長： 教育総務課からの報告でなにか質疑等ございませんか

委員長集約 それでは次に学校教育課の報告に移ります。

【学校教育課】

①「ＳＮＳルールづくりプロジェクト in ＴＡＫＡ 」について

「ＳＮＳルールづくりプロジェクト in ＴＡＫＡ 」について説明

７月 インターネット利用に関する現状と課題解決

９月 産官学連携による出前授業
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１１月 スマートフォン三か条

②１月の行事予定について

１月の小中学校関係の行事予定について説明

委員長： 学校教育課からの報告で何か質疑等ございませんか

委 員： 「ＳＮＳルールづくりプロジェクト in ＴＡＫＡ」の学習会・ワークショップ

での、「スマートフォン三か条」の説明をもう一度お願いします。

事務局： 子どもたちが選んだ三か条です。

・「今何時？友だち同士の合言葉」

・「打った文字とがってないか要注意」

・「それ本当？疑うことも忘れずに」 です。

委 員： 凄く良いことですね。

教育長： 平成２６年に中学生もＳＮＳの使用は午後９時までと決めたのですが、ふれあい

トークやアンケート調査をするなかで小学生は午後９時を守れているようですが、

中学生は塾に行ってる子どももいますので、午後９時では早すぎるという意見が出

ていました。

今回、子どもたち自身が協議して、中学生は午後１０時までと決めました。

委員長： 子どもたちが話し合いを重ね、自分たちで守ろうとする時間ですので、それが一

番いい選択だと思います。

委員長集約 それではこども未来課の報告に移ります。

【こども未来課】

➀１月の行事予定について

１月子ども未来課関係の行事予定について説明

・１２月１４日（水）の両キッズランド民営化にかかる八千代区地域協議会懇談会の

説明報告

委員長： 播州歌舞伎クラブの公演ですが、開催地区が中区ばかりで加美区や八千代区でも

公演していただけたら、もっと皆さんに親しんでもらえるのではないかと、以前に

提案しました。今回は２月１９日に加美プラザの大ホールで公演があります。皆さ

んに親しんでもらえると思いますので、来年は、ぜひ八千代プラザでお願いしたい

です。

委員長集約 それでは、こども未来課からの報告を終了します。
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（３）次回教育委員会について

■臨時教育委員会

平成２９年１月４日（水）午前１１時～

■定例教育委員会

平成２９年１月２７日（金）午後１時３０分～

（４）その他

委 員： 加美中学校の子どもたちが朝練のあと、加美プラザのトイレ掃除をしてくれてい

ます。非常にきれいで掃除が行き届いていますとある方から電話がありました。

教育長： その話を聞いて調べましたら、何年も前から陸上部が毎日、トイレ掃除をしてく

れているそうです。そのことで地域の人たちが大変喜んでおられることを、校長先

生から子どもたちに話して下さいと伝えておきました。

委員長集約 これで本日予定しておりました定例教育委員会の議事日程が、すべて終了いた

しました。委員会を閉じたいと思います。

《非公開会議》

議案第３４号「学童保育４年生以上の利用承認について」事務局より説明がなされ、

承認を得た。

【閉 会】 委員長 午後３時１０分 閉会宣言
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平成２８年１２月２２日

㊞

㊞


