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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２９年６月 定例会

１．開催日 平成２９年６月２２日（木） 午後１時～

２．場 所 多可町教育委員会 交流室

３．出席者 委 員 長 門脇 きみ子

委 員 熊田 正博

委 員 藤田 裕子

委 員 岩田 光代

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 足立 徳昭

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２５号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第２６号 多可町一時預かり事業実施要綱の一部を改正する告示について

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学校園関係工事等進捗状況について

②平成２８年度 多可町教育委員会後援名義事業について

③平成２９年度 兵庫県女性教育委員総会並びに研修会について

６月２８日（水）川西市 アステ川西６階 アステ市民プラザ
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④平成２９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２７日（木）午後１時４５分～ 高砂市ユーアイ福祉交流センター

⑤５月臨時教育委員会要旨録及び５月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①７月の行事予定について

【こども未来課】

①公私連携によるキッズランドの運営について

②おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展について

③なつチャレ２０１７について

④７月の行事予定について

（３）７月定例教育委員会について（案）

○７月２８日（金）午後１時３０分～

多可町教育委員会 会議室

（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

門脇委員長と岩田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）学校園訪問

○春の学校園訪問は、教育委員会の事務局のみで実施。

今日までに、７校園が終わり、６月２６日(月)に、ちびっこランドらくえん，中町中学

校、２７日（火）にキッズランドやちよを訪問します。

○それぞれの学校園で、今年度の経営方針や主な取組、課題等について説明を受け、す

べてのクラスの学習状況・保育状況を参観しました。

（２）図書館まつり

○６月３日(土)に第１４回「多可町図書館まつり」を多可町図書館で開催しました。「ス

ライムをつくろう」や「おはなし会」「マイノートブックをつくろう」「本のリサイク

ル広場」「布絵本展示」などの催しとともに、中町中学校の初代ＡＬＴロバート・エ

ルドリッヂさんによる講演会がありました。図書館まつり全体で約３５０名の参加が

あり、盛大に開催することができました。

（３）トライやる・ウィーク

○６月５日（月）から９日（金）までの５日間、町内３中学校の２年生１９８名が、７

５の事業所で、地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」を実施しました。この事業は、

子どもたちが多様な社会体験や職業体験を通じて、地域に学び、共に生きる心や感謝

の心を育み、これからの社会をたくましく生き抜いていく力を身につけることをめざ

して行っています。

○お世話になった事業所の皆様に、改めて感謝申し上げます。有難うございました。

（４）多可町議会定例会

○第７７回多可町議会定例会が、６月６日(火）から行われています。一般質問は、６月

２０日(火)、２１日(水)に行われ、教育委員会関係では、両キッズランドの民営化につ

いて（廣畑議員）、いじめ防止対策条例の制定について（橋尾議員）、ひとり親家庭へ

の支援について（日原議員）、若者の活躍を推進せよ（大山議員）の質問がありまし

た。

以上４点、報告いたします。

委員長： 教育長報告の中でも触れられましたが、キッズランドの嘱託職員の募集は例年１

２月なのですが、この１２月の採用試験実施では嘱託職員の確保が大変厳しいと園
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長より聞いております。今年も２名ほど採用したいのですが、なかなか難しいよう

です。

教育長： こども未来課長から、１２月の職員募集では確保が難しいことを聞いております。

昨年までは、次年度の子どもの人数が確定してから職員の募集をしていました。し

かし、今年度はキッズランド職員の早期募集の案件について、町長と協議をし、総

務課と調整をした上でキッズ運営委員会で検討しました。その結果、８月に職員募

集をする方向で考えております。

委員長： 現場の職員や地域の声に対応していただき、しかも良い方向へ改善されるという

ことは、行政への信頼を築くことにつながると思います。

委員長集約 それでは他に質疑等ございませんか、ないようですので次に移ります。

日程第３

議案第２５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、委員会閉会後の非公開会議で審議

議案第２６号 多可町一時預かり事業実施要綱の一部を改正する告示について

「多可町一時預かり事業実施要綱の一部を改正する告示」について、事務局より

説明がなされた。

委員長： ただ今の説明につきまして、何か質疑等ございませんか。

委員長集約 ないようですので、議案第２６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・・・６月１９日（月）第１回多可町社会福祉協議会評議員会の報告

○藤田委員・・・５月３１日（水）多可町学校給食センター運営委員会の報告

今後学校給食のアレルギー対応についての検討委員会を設置予定

○門脇委員長・・６月１３日（火）キッズランドかみ運営委員会の報告

○岩田委員・・・５月２９日（月）キッズランドやちよ運営委員会の報告

委員長： 保育園に、朝早くから夕方遅くまで預ける保護者が年々増えているように感じま

す。子育て支援という面ではありがたいことですが、子どもにとっては、長時間保

育園にいるのは負担だとも思います。行政だけが子育てを支援をするのではなく、

事業所も子育て支援や男女共同参画のようなシステムを取り入れて、子育てに協力

していただきたいと思います。



- 5 -

教育長： キッズランドでの報告の中にありました、現場サイドと事務局サイドの確認を書

類で確実に行うことが必要という部分について、事務局から詳しく説明してくださ

い。

事務局： 保育認定を受ける場合、保護者の就労時間によって、午後４時３０分で帰宅する

保育短時間認定の子どもと、午後６時３０分で帰宅する保育標準時間認定の子ども

の認定時間が２種類があります。２時間の料金の差額は１ヶ月で１０００円になり

ます。

保護者が保育短時間認定で申請していても、仕事の都合である一定期間だけ保育

標準時間認定を希望される場合に、この変更について事務局のこども未来課に電話

による連絡のみで保育短時間認定から保育標準時間認定に変更申請書の提出がなさ

れず、１０００円を徴収できていない事例が１、２件ありました。今後は短期間の

変更であっても、変更申請を書類で提出していただき対応していくということで考

えております。

委員長： 学校給食センターにおけるアレルギー対応についてですが、子どもは、いつ、ど

こでアナフィラキシー症状が出るか分かりません。養護教諭や担任の先生はエピペ

ンを使えると思いますが、他の先生や友達も使えないと手遅れになるかもしれませ

ん。周りの人たちもエピペンの使い方や、エピペンが必要な子どもが常にどこに置

いているかを知っておく必要があると思います。

それでは他に質疑等ございませんか。

委員長集約 ないようですので、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】

①学校園関係工事等進捗状況について

○学校園関係工事等進捗状況について説明

１．中町南小学校北校舎・体育館老朽改修工事・・・７月発注

アスベスト調査の結果、アスベスト含有無し

２．中町北小学校老朽改修工事実施設計業務・・・９月発注予定

３．中町北小学校高木伐採・・・駐車場の樹木は伐採済み

４．小学校遊具修繕・・・４月から８月の予定

５．両キッズランド遊具安全点検・・・６月、７月から点検予定

６．学校施設安全点検状況・・・老朽改修

旧八千代北小学校、旧八千代西小学校の遊具の管理の対応

○補正予算について説明

１．中町中学校東側渡り廊下２階屋根撤去関係

設計評価業務委託料１５０万円

工事請負費４００万円

２．加美中学校防犯カメラ更新事業を補助事業へ移行

②平成２８年度 多可町教育委員会後援名義事業について

平成２８年度多可町教育委員会後援名義事業について説明
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③平成２９年度 兵庫県女性教育委員総会並びに研修会について

６月２８日（水）川西市 アステ川西６階 アステ市民プラザ

④平成２９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２７日（木）午後１時４５分～ 高砂市ユーアイ福祉交流センター

⑤５月臨時教育委員会要旨録及び５月定例教育委員会要旨録について

５月臨時教育委員会要旨録及び５月定例教育委員会要旨録についての修正等確認

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】

①７月の行事予定について

７月の小中学校関係の行事予定について説明

委員長： 今年は八千代小学校のプールは使えるのですか。

事務局： はい。改修工事は終わってますので、使えます。

委員長： それでは他に質疑等ございませんか。

委員長集約 ないようですので、こども未来課の報告に移ります。

【こども未来課】

①公私連携によるキッズランドの運営について

公私連携によるキッズランドの運営について説明

②おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展について

おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展について説明

③なつチャレ２０１７について

なつチャレ２０１７について説明

④７月の行事予定について

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： 「おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展」の後援の件ですが、厚生労働省には

後援承認してもらえそうですか。

事務局： はい。承認していただけると考えています。厚生労働省が市町村の事業に対して

後援するのは初めてのことと伺っています。

委員長： 昨年度「敬老の日」制定５０周年に、秋篠宮同妃両殿下にお出ましいただいた力

ですね。
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全国の教育委員会に「おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展」の募集要項を発

送されるようですが、応募点数が多くなっても応募作品のすべてを展示できますか。

事務局： 昨年の応募点数は約２，６００点です。今年は応募５，０００点をめざしていま

す。旧八千代町で一番多い時には９，２００点の応募がありましたので、問題はな

いと考えています。

委員長： 展示終了後に、応募作品はすべて返却されるのですね。

事務局： はい。募集作品をお返しをして、おじいちゃんおばあちゃんに渡していただきた

いと考えています。

委員長： 他にございませんか。

委 員： 「なつチャレ２０１７」ですが、企画プログラム１人５つまでを希望して、参加

できる企画プログラムは１人３つまでとなっていますが、募集定員を超えた場合は

子ども自身で選択できるのですか。

事務局： 企画した児童館事務局で抽選しますので、子どもにどのプログラムが当たるかは

分かりません。抽選ですから、毎年応募しても当たらない子どももいます。

委員長： 子どもですから、それも可哀想ですね。

事務局： そのあたりも考慮できるかどうか、調整させていただきます。

委員長： 他に何かございませんか。

委員長集約 それではこども未来課からの報告を終了いたします。

（３）７月定例教育委員会について

○７月２７日（木）午前９時３０分～

多可町教育委員会 会議室

（４）その他

事務局： ５月定例教育委員会で、通学路において小学生の通学時間帯と外国人の自転車

による出勤時間帯が錯綜するので危ないとご指摘がありました件ですが、念のた

め担当課と学校にも確認をしました。尚かつ、事業所には地域振興課と商工会よ

り自転車のルールを徹底してもらうように要請しております。

教育長： その後の確認ですが、中町北小学校に門前と安楽田地区の子どもの具体的な状

況を聞いてもらいました。

農道から安楽田の村に入って出勤される人たちとは、道幅も広いので支障はな

いようですが、ギフトショップの前の道を出勤される人たちとは、門前から通学

する子ども達と交差することもあり、ここが危ないようです。

ただ、子どもたちもきちんと並んで歩いていないこともありますので、お互い

注意する必要があるようです。

委員長集約 それでは、本日予定しておりました定例教育委員会の議事日程はすべて終了

いたしました。委員会を閉じたいと思います。
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≪非公開会議≫

議案第２５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、承認を得た。

【閉 会】 委員長 午後３時００分 閉会宣言

平成２９年６月２２日

㊞

㊞


