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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２９年7月 定例会

１．開催日 平成２９年7月２7日（木） 午前9時30分～

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

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２７号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

議案第２８号 多可町立小学校使用教科用図書（道徳）の採択について

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学校給食アンケートについて

③平成２９年度４月～６月 後援名義申請書一覧
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④平成２９年度 全県夏季教育委員会研修会

日にち：８月２２日（火）～２３日（水）

場 所：ホテル北野プラザ六甲荘

⑤近畿市町村教育委員会研修大会について

日にち：１０月２４日（火）

場 所：紀の川市粉河ふるさとセンター（予定）

⑥６月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①平成２９年度 多可郡中学校総合体育大会及び東播大会の結果ついて

②８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（民営化）について

②キッズランド 保育教諭の採用試験について

③８月の行事予定について

（３）次回定例教育委員会について（案）

平成２９年度８月２４日（木）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

門脇委員長と熊田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）一学期終了

○ 小中学校は、７月２０日（木）に１学期を終え、２１日（金）から４２日間の夏

季休業に入っています。幼稚園の夏季休業は、８月５日(土）から１８日（金）まで

の１４日間です。夏季休業日、熱中症や水の事故、交通事故等に、十分気をつけて

楽しく、有意義な夏休みを過してほしいと願っています。

（２）町内の子どもにかかる事案について

報告を非公開とする。

(３) 多可町ふるさと検定

○ ７月１２日（水）、町内各小中学校一斉に「多可町ふるさと検定」を実施しまし

た。小学生は、４年生以上が行い、平均は４０問中２２問正解、正答率は５５％。

中学生は、全学年が行い、平均は５０問中２３問正解、正答率は４５％でした。

正答数により、小学生は１級から６級まで、中学生は１級から１０級までの級を

認定し、認定書を授与しました。

○ 正答率が低かった問題は、小学生版では、多可町の面積を問う問題、多可町の森

林の占める割合やトンネルの数を問う問題、「敬老の日」はいつから国民の休日に

なったか、「山田錦」の母である「山田穂」を発見した人物を問う問題等でした。

中学生版では、多可町の面積やベルディーホールの座席数を問う問題でした。

○ 小中学生が楽しみながらふるさと多可町を知り、愛着と誇りを持てるように「多

可町ふるさと検定」を積極的に活用していきます。

（４）キッズランド運営法人選定委員会 （公開プレゼンテーション）

○ ７月２５日(火)午前９時から、キッズランド運営法人選定の公開プレゼンテーシ

ョンを実施しました。キッズかみには、社会福祉法人鳳凰福祉会あさかこども園、

キッズやちよには、社会福祉法人楽久園会と社会福祉法人四恩こども園の応募があ

りました。選定結果は、８月３日（木）にホームページで公表します。

（５）水泳記録会

○ ７月２６日（水）午前９時から、町内小学校の水泳記録会が区ごとに開催されま

した。中区は中町南小学校で、加美区は松井小学校、八千代区は八千代小学校プー

ルで実施されました。子どもたちが、今年の水泳練習の総まとめとして、自己記録
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更新を目標に精一杯頑張りました。多くの保護者の応援のもと、盛大に開催されま

した。

（６）学校閉庁日

○ 今年度から、教職員の健康増進と休暇等の取得促進を図るとともに、夏季の省エ

ネルギー対策に取り組むため、８月１４日(月）と１５日(火)の２日間、教職員が一

斉に年休や夏季特別休暇等を取得し、町内の小・中学校を閉庁することとします。

閉庁期間における学校への緊急連絡や問い合わせ等については、多可町教育委員

会学校教育課が対応します。保護者等には、事前に周知徹底を図って実施します。

以上、６点報告いたします。

委員長： 今年から８月１４日（月）、１５日（火）を学校の閉校日にするということ

ですが、良いことだと思います。実際にお盆の時期はほとんど電話もないだろ

うし、来客もないと思いますので、先生方にはその時にきっちりと心身共にリ

フレッシュしていただきたいと思います。

日程第３

議案第２７号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

＊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２８号 多可町立小学校使用教科用図書（道徳）の採択について

議案第２８号「多可町立小学校使用教科用図書（道徳）の採択」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： 教科ということになりますと評価をしなくてはいけませんが、同じ教科の内容で

あっても先生方の主観によっては、例えば点数で評価すれば５点の評価をつける先

生もあれば、３点の評価の先生もあったりと、いろんな周囲の状況によって変わる

と思います。もちろん研修をされていますので間違いはないと思いますが、どのよ

うに評価をされるのか心配をしています。

事務局： 数値的な評価ではなくて、記述的な評価になることが決まっています。年度末に

指導要録を記入するのですが、学期毎に評価するのか、そのあたりはまだ決定して

おりませんが、数値評価ではありません。文章表記になります。

委員長： 記述方法による評価ですね。それは国で決まっているのですね。

教育長： はい。数値での評価ではなく、文章での記述となります。
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委員長： 記述方法にしても、評価は難しいと思います。担任の先生方は、子ども達の言動

や気持ちをしっかりと理解しなければ、表面的な評価になると思います。

事務局： 他の児童生徒との比較による評価ではなく、児童生徒がいかに成長したかを積極

的に受け止めて認め、励ます個人評価になります。

委員長： 成績表も道徳が増えるのですね。多可町の小学校統一の評価になるのですか。

事務局： 指導要録は小学校は統一ですが、評価は学校ごとの調整になると思います。

委員長： 来年度から成績表が変わるのですね。

委員長集約 他に質疑等ございませんか、それでは議案第２８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・・・７月１０日（月）第１回多可町地域安全推進協議会の報告

多可町青少年問題協議会の報告

○藤田委員・・・６月２８日（水）兵庫県女性教育委員研修会の報告

委員長集約 それでは質疑等ございませんか。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・・・入札完了

（吉住工務店、交陽工業共同企業体）

２．中町北小学校老朽改修工事実施設計業務・・・９月以降着手

３．中町北小学校高木伐採・・・８月１８日（金）伐採予定

４．小学校遊具修繕・・・８月より着手予定

補正予算について説明

中町中学校東側渡り廊下２階屋根撤去予算・・・６月議会で可決

設計評価業務委託料１５０万円

工事請負費４００万円

②学校給食アンケートについて

１．学校給食センター運営状況について説明

学校給食アレルギー対応検討委員会・・・９月補正予算可決後に設置予定

２．学校給食アンケート結果について説明
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委員長： 質疑等ございませんか。

委 員： 学校給食アンケートの感想は、先生方も答えてくれているのですか。

事務局： はい。全児童と給食を食べていただいている先生方にも、アンケートに答えても

らっています。

教育長： 「給食が美味しくなった」というアンケート結果が多くて、良かったと思ってい

ます。それと給食の量が多いと感じている子どもが、半数ぐらいるのにはびっくり

しました。

委員長： 給食の量は学年や男の子と女の子でも違いがあると思いますし、難しい問題です。

１日の摂取カロリーの面もありますし、一応は基準量を配膳して、量が多いと感じ

る子どもは少し減らすとか、給食が余れば食べられる子どもはおかわりするとか、

いろいろと先生が工夫をされていると思います。

教育長： キッズランドの５歳児を見ると、家からもってくるごはんの量は、かなり個人差

がありました。１年生になったら給食は残すかもしれないなと思う子どももいまし

たが、１学期を過ぎれば残さなくなると聞いて安心しました。

委員長： 民間委託による効果ですが、調理員が非常に丁寧にきちんと対応して、上手くま

わっているようですので、ありがたいことだと思いました。

委員長集約 他にございませんか。では次に移ります。

③平成２９年度４月～６月 後援名義申請書一覧

平成２９年度４月～６月までの後援名義申請書一覧について説明

④平成２９年度 全県夏季教育委員会研修会

日にち：８月２２日（火）～２３日（水）

場 所：ホテル北野プラザ六甲荘

⑤近畿市町村教育委員会研修大会について

日にち：１０月２４日（火）

場 所： 紀の川市粉河ふるさとセンター（予定）

⑥６月定例教育委員会要旨録について

６月定例教育委員会要旨録についての確認

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】

①平成２９年度 多可郡中学校総合体育大会及び東播大会の結果について

平成２９年度多可郡中学校総合体育大会及び東播大会の結果について説明
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②８月の行事予定について

８月の小中学校関係の行事予定について説明

委員長集約 それでは次に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（民営化）について

公私連携によるキッズランドの運営（民営化）について説明

②キッズランド 保育教諭の採用試験について

キッズランド保育教諭の採用試験について説明

③８月の行事予定について

８月のこども未来課関係の行事予定について説明

委員長： ただいまの報告につきまして、質疑等ございませんか。

委 員： 公私連携によるキッズランドの運営（民営化）の説明の中の、応募法人が連携す

る「サルビアこども園」のことを、詳しく教えてください。

事務局： 保育園として３４年前に神崎郡福崎町で始められて、平成２７年から園舎も建て

替えられて「サルビアこども園」として運営されています。幼児合わせて９０名く

らいで、中区の「みどりこども園」と同じくらいの規模です。

教育長： 行事予定の中でのハートフルスクール（中学生夏の人権学習）は、夏休みの間に

５日間ありますが、希望する日だけ参加することも可能ですか。

事務局： はい。参加できる日だけで良いのです。

委員長集約 それでは他にございませんか。

ないようですのでこども未来課からの報告を終了いたします。

（３）次回定例教育委員会について

○平成２９年８月２４日（木）午後１時３０分～

多可町教育委員会 会議室

（４）その他

事務局： 今年度の体育祭・運動会の日程報告

中学校：９月９日（土）、予備日９月１０日（日）

小学校：９月２３日（土）、予備日９月２４日（日）

キッズランド：９月３０日（土）、予備日１０月１日（日）
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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。

≪非公開会議≫

議案第２７号「多可町ハートフル学業支援金給付の認定」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 午前１１時３３分 閉会宣言


