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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２９年8月 定例会

１．開催日 平成２９年8月２4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 岩田 光代

教 育 長 岸原 章

４．陪席者 教育総務課長 今中 明

こども未来課長 今中 孝介

学校給食センター所長 藤本 貴久

学校教育課副課長 藤本 志織

こども未来課副課長 市位 孝好

学校教育課指導主事 神崎 進吾

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２９号 多可町学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱の制定について

議案第３０号 町有財産の無償譲渡について（キッズランドかみ）

議案第３１号 町有財産の無償譲渡について（キッズランドやちよ）

議案第３２号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第３３号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施

行規則の一部改正する規則について
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議案第３４号 平成２８年度 教育委員会関係の決算について

議案第３５号 平成２８年度 教育点検・評価の報告について

６. 協議事項

（１）運動会・体育祭の出席について

（２）秋季学校園訪問の実施について

７．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学校関係工事等進捗状況等について

②平成２９年度 多可町教育委員研修及び近畿市町村教育委員会研修大会について

■多可町教育委員研修

１０月２３日（月）葛城市教育委員会

「葛城市におけるコミュニティスクール活動について」

■近畿市町村教育委員会研修大会

１０月２４日（火）紀の川市粉河ふるさとセンター（和歌山県）

【講演】

「発達障害の子供と向き合う」 講師：武田 鉄郎氏（和歌山大学教授）

【実践発表】

「学校・家庭・地域がつながる小中一貫教育」

講師：首藤 修一氏（守口市教育長）

③７月定例教育委員会要旨録について
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④第１回総合教育会議要旨録について

【学校教育課】

①多可町いじめ防止等に関する条例の制定経過ついて

②９月の行事予定について

【こども未来課】

①キッズランドやちよ保護者アンケート結果について

②９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９月２８日（木）午後１時３０分～

（４）その他

①第２回総合教育会議の日程について（案）

○平成２９年１０月２６日（木）午後３時３０分～

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

小中学校の夏休みも残すところ、本日を入れてあと８日となりました。今のところ

夏休み中の子どもたちの事件・事故は聞いておりません。元気に２学期の始業式を迎

えてほしいと願っています。

（１）ＳＮＳ研修会について

子どもたち自らが正しいネット利用についての意識を持ち、学校や地域をあげてこ

の運動を推進するために、今年度は８月４日(金)に「ＳＮＳルールづくりプロジェク

トｉｎ ＴＡＫＡ」を開催しました。多可町のすべての小中学校から、小学校は各校２

名、中学校は各校５名から７名の合計３０名が参加し、兵庫県立大学の竹内和雄先生

と同校の５名の大学生の指導の下、スマホ３か条の作成やそれをたかテレビで放映す

るためのＣＭ作成等についてワークショップを行いました。

９月２７日(水)から２９日(金)の３日間で、今回のワークショップでお世話になった

兵庫県立大学の学生により、町内のすべての小中学校で「ＳＮＳ出前授業」を実施す

る予定です。

（２）教職員研修について

８月４日(金)と１８日(金)の２日間、町内のすべての教職員を対象に研修を実施しま

した。

１日目は、兵庫県立大学の竹内和雄先生を講師に招いて、「いじめ対応研修」を実

施しました。

２日目は、多可町の友好姉妹都市である福井県若狭町立瓜生小学校の高橋先生と谷

保先生を招いて、「やってよかったになる」授業研究・職員研修のテーマで学校の取

組を発表していただきました。

その後、兵庫県立教育研修所 心の教育総合センターの増田美佳子先生による「い

じめ未然防止プログラム」とその活用の講演を聞きました。

３つの研修とも、得るものが多い研修となりました。

（３）８月１８日(金)の豪雨について

今年の夏は全国的に天候が不安定で、局所的に豪雨や落雷があり、各地で被害

も出ております。多可町においても、８月１８日(金)の未明に大雨洪水警報が出て、

雷を伴う豪雨がありました。午前４時４０分には、災害対策本部を立ち上げ、警戒に

当たっておりましたが、野間川の水位が氾濫危険水位を超えましたので、午前５時１
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０分に、八千代区全域に避難勧告を発令し、３か所の避難所を開設しました。

幸い雨も長く降り続かず、午前７時５２分に、大雨警報も解除されたので、午前８

時に八千代区全域に出しておりました避難勧告を解除しました。今回の主な被害は、

床下浸水家屋１８戸です。

（４）中町北小学校 校木「栴檀」の伐採について

中町北小学校のシンボルである校木「栴檀の木」は、１０年ほど前から樹木医さん

に相談をし、幹の部分を強化プラスチックでおおったり、倒れないように幹を支柱で

支えるなど保存活動を続けてきました。しかし、数年前から倒れる恐れが出てきまし

たので、関係者の皆さんと協議し、子どもたちや近隣住民のみなさんの安全面を考え、

伐採することになりました。

８月１８日(金)に同窓会や区長会、子ども見守る会、教育委員会などの関係者及び

学校教職員の参加のもと「清払いの儀」を行ない、伐採しました。

２代目の栴檀の木が校木としてすくすくと育っています。また伐採した栴檀の木で、

播州歌舞伎や鼓笛のモニュメントを制作して残されるようです。大変うれしいことで

す。

以上４点 報告いたします。

日程第３

議案第２９号 多可町学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱の制定について

「多可町学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱の制定」について、事

務局より説明がなされた。

委員長： それでは質疑等ございませんか。

委 員： この要綱の制定は、６月の定例教育委員会で藤田委員さんが報告された食物アレ

ルギー対応を再検討することが目的になるのですか。

教育長： はい。今年の３月に国・県から「アレルギー疾患対策推進に関する基本的な指針

を策定する件について」の通達があり、それに基づき多可町学校給食食物アレルギ

ー対応検討委員会を設置し委員の皆さんに協議いただいた上で、当町のアレルギー

対応マニュアルを見直す予定です。児童生徒の安全を優先して、基本的な指針を制

定したいと考えています。

委員長集約 他に質疑等ございませんか。それでは、議案第２９号を原案通り可決いたしま

す。

議案第３０号 町有財産の無償譲渡について（キッズランドかみ）

議案第３１号 町有財産の無償譲渡について（キッズランドやちよ）
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「町有財産の無償譲渡」（キッズランドかみ、キッズランドやちよ）について、

事務局より説明がなされた。

委員長： 直接無償譲渡には関係ないのですが、以前に公私連携によるキッズランドの民営

化の協議の中で、「キッズランドやちよが民営化になれば、協議費は支払ってもら

えるのですね」と地区からの話がありましたが、その話は決まったのですか。

事務局： まだ具体的には決まってはいません。これから法人と調整をいたします。

委員長： それはキッズランドかみの場合も同じでしょうか。

事務局： おそらく両地区ともに同様になると思います。

委 員： ところで、キッズランドやちよの土地借用の件は、円満に解決したのですか。

事務局： はい。地権者の方にご了解をしていただきました。

委員長集約 では、他にございませんか。質疑等ございませんので、議案第３０号、議案第

３１号は異議がないものと認め、原案通り可決いたします。

議案第３２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３３号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施

行規則の一部改正する規則について

「多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

の一部改正する規則」について、事務局より説明がなされた。

委 員： この条例の改正は、所得の多い人にそれ相当の負担を求めるためのものですね。

事務局： はい。そうです。

委員長集約 では、他に質疑等ございませんか。ないようですので、議案第３３号は異議が

ないものと認め、原案通り可決いたします。

議案第３４号 平成２８年度 教育委員会関係の決算について

○「平成２８年度教育委員会の決算」について、教育総務課から報告がなされた。

委員長： 今の報告につきまして、質疑等ございませんか。

委 員： 学校給食事業での繰越の中には、給食費未収金は含まれているのですか。

事務局： はい。含まれています。給食費未収金は、翌年度に繰越調定をしています。繰越

金はお金をもって翌年度に繰り越す分と、負債を繰り越す分とがあります。

委 員： 今の報告はお金がある分を含めて、負債を繰り越す給食費未収金もあるというこ

とですね。
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事務局： 担当の精力的な訪問等で、給食費未収金はかなり減っています。５月３１日現在

で、給食費未収金合計は３９９，９５２円となっています。以降、６月から８月に

も集金をしていますので、この金額よりも減っていると思いますが、現年分（２９

年度）でまだ支払っていただけないケースがあった場合は、増えているかもしれま

せん。

委員長集約 それでは、学校教育課の報告をお願いします。

○「平成２８年度教育委員会の決算」について、学校教育課より報告がなされた。

教育長： コンピューターのリース料ですが、中町北小学校が中町南小学校と八千代小学校

に比べてリース料金で１円少ないのは何故ですか。

事務局： ３校分をまとめて入札をした結果、金額が割り切れないため、１円の差が出てい

ます。

教育長： 備品購入費の生徒用図書の金額をみると、八千代中学校が他の２中学校と比較し

て極端に少ないのは何故ですか。

事務局： 学校教育課の管理が行き届いていませんでした。児童や学級の数に応じた学校図

書の目安の数を文科省は示しています。学校図書費の予算は、それぞれの学校の図

書充足率を元に配分しております。

八千代中学校も中町中学校や加美中学校と同程度の予算はありましたが、学校側

の図書の選定が遅れたということと、その状況にこちらが気が付くのが遅かったと

いうことです。今後こういうことがないように気をつけていきたいと思います。

委 員： 見守り安全巡回パトロールの委託費は、シルバー人材センターへの支払いですね。

事務局： はい。シルバー人材センターへの支払いです。

委員長： スクールソーシャルワーカーは、多可町には何名の方がいらっしゃるのですか。

事務局： 多可町ではスクールソーシャルワーカーとしての役割を、学校園アドバイザーの

先生が担っており、中学校をまわっています。

委員長： 学校園アドバイザーは、いじめ問題とか不登校の問題行動に関わって、支援をし

ていただける立場の先生ですが、その意識が学校の現場には浸透しているのでしょ

うか。

事務局： はい、十分に浸透していると思います。こども未来課の支援が必要な子どもの会

議等も出席していただいていますし、各学校との情報交換等も密にしていただいて

おります。学校からも学校園アドバイザーの先生に、いじめ問題とか、不登校の問

題行動について相談等があります。

委員長： 県教育委員会から常時派遣で来ていただいてるスクールソーシャルワーカーは、

いないのですか。

事務局： 県にもスクールソーシャルワーカーはいますが、北播磨担当は１人だけなので、

各市町に入れる機会が少ない状態です。やはり地元のスクールソーシャルワーカー

が地域に根ざしているので、良いと思います。

委員長： 県からも、年に何回か来ていただいたことはあるのですか。

事務局： 何度か来ていただいたこともあります。

教育長： 今回のような重大事態が起きた時は、県にスーパーバイザーやスクールカウンセ
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ラーの派遣を要請すれば、対応していただけます。

委員長： 1年間ずっと来てもらえるわけではないのですね。
委員長集約 それでは、こども未来課の報告に移りたいと思います。

○「平成２８年度教育委員会の決算」について、こども未来課より報告がなされた。

委員長： では質疑等ございませんか。

教育長： キッズランドかみとキッズランドやちよでいろいろと比較をした場合、例えば旅

費でかなりの違いがあるのは何故ですか。先生が出張したいと希望すれば、自由に

認めているのですか。制限はしていないのですか。

事務局：研修等の希望があれば、予算の範囲内でありますが自由に認めています。ただ、だ

いたい両園とも共通して同じような研修に参加してもらっていますが、泊まりや遠

方の場合は差が出てしまいます。

教育長： 予算総額は決まっていないのですか。

事務局： 両園とも３０，０００円が旅費として予算化されています。その中で、希望する

研修を予定されていますが、最終的に参加ができなかった場合があります。

教育長： 両園とも予算は３０，０００円と同じ金額ですね。わかりました。それと郵便切

手代をみると、キッズランドやちよだけが使用されていますが、これは何故ですか。

事務局： キッズランドかみでは、去年の残りの切手を使用されています。

教育長： この処理はどうなるのですか。

事務局： 当然去年の切手差引簿に正確に残りの切手枚数が記入されていますので、その残

りの切手を使用されたものと思います。

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、議案第３４号は異議

がないものと認め、原案通り可決いたします。次に移ります。

議案第３５号 平成２８年度 教育の点検・評価の報告について

「平成２８年度教育の点検・評価の報告」について、事務局より説明がなされた。

委員長集約 質疑等ございませんか。ないようですので、議案第３５号は異議がないものと

認め原案通り可決いたします。

日程第４ 協議事項

（１）運動会・体育祭の出席について

事務局より平成２９年度 運動会・体育祭 教育委員会出席者予定（案）について

説明

（２）秋季学校園訪問の実施について

事務局より平成２９年度 秋季学校園訪問日程について説明
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日程第５ 報告事項

（１）各種委員会の報告

＊熊田委員・・・８月２日（水） 第２回多可町青少年問題協議会の報告

８月１７日（木）第３回多可町青少年問題協議会の報告

８月２４日（木）多可町行政改革推進委員・多可町公共施設等

再配置計画策定委員の報告

＊門脇委員長・・７月２８日（金）多可町児童館運営委員会の報告

委員長集約 以上で、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学校関係工事等進捗状況等について

○学校関係工事等進捗状況等について説明

１．中町南小学校の工事・・・４０％の進捗状況

８月３０日（水）内部検査、机の運び込み

建具については２学期の土日曜日に入れ替え

外壁工事は後日

２．中町北小学校の工事・・・９月入札予定

３．中町北小学校高木伐採・・伐採済み

４．小学校遊具修繕・・・・・ほとんど完了 中町南小学校は一部２学期に改修

５．落雷の関係・・・・・・・小学校に落雷（８月１８日）設備の破損・機器の故障

②平成２９年度 多可町教育委員研修及び近畿市町村教育委員会研修大会について

■多可町教育委員研修

１０月２３日（月）葛城市教育委員会

「葛城市におけるコミュニティスクール活動について」

■近畿市町村教育委員会研修大会

１０月２４日（火）紀の川市粉河ふるさとセンター（和歌山県）

【講演】「発達障害の子供と向き合う」 講師：武田 鉄郎氏（和歌山大学教授）

【実践発表】「学校・家庭・地域がつながる小中一貫教育」

講師：首藤 修一氏（守口市教育長）

③７月定例教育委員会要旨録について

７月定例教育委員会要旨録についての確認

④第１回総合教育会議要旨録について

第１回総合教育会議要旨録についての確認
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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多可町いじめ防止等に関する条例の制定経過について

多可町いじめ防止等に関する条例の制定経過について説明

１．いじめ防止対策推進法

２．多可町の条例でわかりやすく示す

３．多可町独自のいじめ防止対策の取り組み

４．国、県のいじめ防止基本方針の改定

②平成２９年度多可町教職員研修会

平成２９年８月４日（金）前期研修会について説明

平成２９年８月１８日（金）後期研修会について説明

③９月の行事予定について

９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、こども未来課の報告に移ります。

【こども未来課】

①キッズランドやちよ保護者アンケート結果について

キッズランドやちよ保護者アンケート結果について説明

②９月の行事予定について

９月のこども未来課関係の行事予定について説明

委員長： アンケートによれば、キッズランドやちよで「何の連絡もなく担任の先生が退職

した」とありますが、事前に分かっていたことではないのですか。保護者には事前

にお知らせされなかったのですか。

事務局： 事務局では、本人が所長には事前に報告されていたので、保護者にも退職の予定

をお知らせしているものと思っておりました。

委員長： 本人が言いにくいとしても、文書とか所長から直接保護者にお知らせするべきだ

ったと思います。

教育長： 園長には指導をしましたが、事前に本人等から保護者へ退職の報告がなければ、

保護者には不満の声が上がるのは当然だと思います。

委員長集約 それではこども未来課の報告を終わります。次に移ります。
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（３）次回定例教育委員会について

○平成２９年９月２５日（月）午後１時～

多可町教育委員会 会議室

（４）その他

①第２回総合教育会議の日程について

○平成２９年１１月２日（月）午後１時３０分～

委員長： その他でなにかございませんか。

事務局： ７月定例教育委員会で「女性教育委員研修会」で男女の比率の話が出ました

が、６月に発行された兵庫県市町村教育委員会連合会の名簿で確認をしました

結果、教育長も含めて男性が７２名、女性が３９名です。比率は男性が約６５

％、女性が約３５％になります。多可町と伊丹市は女性委員が多い状況となっ

ています。

《非公開会議》

第議案３２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４時３５分 閉会宣言




