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令和元年度 第２回豊岡市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

○ 開会及び閉会の日時及び場所 

令和元年５月20日（月） 

場  所   豊岡市役所本庁舎７階 第３委員会室 

所 在 地   豊岡市中央町２番４号 

開会時間   午前９時30分 

閉会時間   午前10時20分 

 

○ 出席委員の氏名 

  教育長            嶋  公 治 

委員（教育長職務代理者）   佐伯 和亜 

委員             向井 美紀 

   委員             飯田 正巳 

   委員             成田 壽郎 

 

   欠席委員   なし 

 

○ 教育長、委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名 

事務局   教育次長           堂垣 真弓 

      教育総務課長         永井 義久 

      教育総務課参事（給食センター所長） 大谷 康弘 

      こども教育課長        飯塚 智士 

      こども教育課参事（こども支援センター所長） 川端 美由紀 

      こども育成課長        木下 直樹 

      教育総務課課長補佐      木之瀬 晋弥 

      教育総務課教育総務係長    竹内 有子 

 

事務局以外 

      生涯学習課長         大岸 和義 

         

○ 日程 

第１ 会議録署名委員の指名 

    飯田 正巳 委員 

 

第２ 前回の会議録の承認 

    平成31年４月23日開催 第１回定例会 

         

第３ 教育長の報告 
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第４ 地域コミュニティ振興部の報告 

 １ 生涯学習課 

   ⑴ 2018植村直己冒険賞授賞式・記念講演会について 

 

第５ 議事                                  

〇 議案第４号 豊岡市社会教育委員の委嘱について 

〇 議案第５号 物件購入契約の締結に関する意見について 

〇 議案第６号 物件購入契約の締結に関する意見について 

〇 議案第７号 とよおか教育プラン策定委員会設置要綱の制定について 

〇 報告第２号 寄附物件の受納について 

 

第６号 協議事項 

１ 教育委員会の点検・評価報告書について       

２ 教育委員が務める各種協議会等の委員について      

３ 令和元年度の教育委員会活動計画について 

 

第７ 教育委員会事務局の報告  

１ 教育総務課 

 ⑴ 豊岡市奨学生の応募状況について 

 ⑵ 教育懇談会の開催について 

 

２ こども教育課 

⑴ 問題行動等の状況について 

⑵ 学校訪問の実施について 

⑶ 「トライやる・ウィーク」「自然学校」の視察について 

⑷ 豊岡市こども支援センター４月の活動状況報告について 

 

３ こども育成課 

⑴ 就学前の児童数について 

 

第８ 教育委員活動報告 

  

第９ 教育委員会活動予定 

１ 次回教育委員会会議の日程について 

 ２ 今後の活動・行事予定 

 

――――――――――――――――― 開会 午前９時30分 ――――――――――――――     

（教育長） 

 ただ今から、令和元年度第２回教育委員会会議を開会いたします。本日はすべての教育委員が

出席していますので、会議が成立していることを報告いたします。 
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また、令和元年５月 17 日の臨時会にて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条第

２項の規定に基づき、５月 17 日付で佐伯和亜委員を教育長職務代理者として指名しましたので

ご報告いたします。 

 

【日程 第１ 会議録署名委員の指名】 

（教育長） 

日程第１ 会議録署名委員の指名です。本日は、飯田委員にお願いしたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 

【日程 第２ 前回の会議録の承認】 

（教育長） 

日程第２ 前回の会議録の承認についてです。平成 31 年４月 23 日に開催しました、第１回定

例教育委員会会議の会議録について、委員の皆さんの承認を求めるものです。事前に配付して確

認いただいていると聞いておりますが、誤りや修正などなかったでしょうか。 

 

（委員） 

 なし 

 

（教育長） 

「なし」という声がありましたので、会議録については承認することに決定いたします。 

 

【日程 第３ 教育長の報告】 

（教育長） 

日程第３ 教育長の報告です。前回４月 23 日の定例教育委員会会議から本日の会議までの私

の主要な教育活動の概要について報告します。 

 

≪教育長の報告概要≫ 

中学校の学校訪問を行った。中学１年生がどのような状態で生活しているか、学校に来ている

か、そして、中学校の校長・職員が生徒の状態をどのように見ているか、というのが訪問の主な

目的であった。すべての中学１年生が大変落ち着いて、そして、閉塞された緊張感はなく、心が

開かれているという感じを第一印象に持った。私の印象評価だが、きっとアプローチ＆スタート

カリキュラムが徐々に成果をもたらしたのではないかという手応えである。それと同時に、ペア

学習が至る所であり、かなり定着してきている。嫌々男女が話しているという感じではなく、普

段から小学校でやっていることが中学校に引き継がれて、中学校もその活動を大切にしていると

いった形であった。 

先生たちの表情も非常に良く、これは大変嬉しいことであった。しかしながら、ずっと黒板に

書いて、ずっと説明をして、そして、動線がほとんどない、ほとんど動かずに黒板の前で説明的

に授業をしている先生もやはりあった。特に、若い人たち、そして、ミドルリーダーを中心に中

学校は確実に変わりつつあるという手応えを感じた。 

具体的に良かったと思うことがあった。訪問した中学校はこんなことを課題にしている。「あ
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なたのよいところを先生方は認めてくれていると思いますか」という全国学力状況調査の質問が

あり、「そう思う」と答えているのが豊岡は 87.2％、全国は 82.2％ですから、約５ポイント、有

意な差があり、これは豊岡の良さで、豊岡市の自慢であると考えていた。しかし、この中学校は

全国値より有意な差で低いということが課題になっていた。校長は、「先生方はちゃんと褒めて

いるはずなのになぜなのだろう」と考え、やはり丁寧に褒めていくとか、丁寧に言葉を使って伝

えていくとか、そのことが足りないのだということで、今年、この中学校の教育の主な目標は

「丁寧な教育」とテーマを決めて、言葉を丁寧に正しく伝わるように、しかも粘り強くやってい

こう、と考えている。これはまさに子どもたちに寄り添って、子どもの課題から教育活動を考え

ている大変立派な指針だと思い、評価をしている。 

もう１つの中学校は、不登校が学校の課題であった。「今年は少なくなりそうなのか」と話し

をしたら、「１年生の人数は少ないけれど、この子はこんな状況、この子はこんな状況」と、小

学校での不登校経験の履歴を校長が話し始めた。それだけ小学校が中学校にきちんと伝えている

ということである。連絡を密にするということが寄り添う教育であり、不登校を防止することに

なるのだなと思った。これも、小中一貫教育の１つの成果かなと思い、小学校にもこのことを伝

えておきたいと思う。 

それから、市政懇談会が始まった。豊岡・但東・日高と３つ終わったが、今のところ教育に関

する質問はない。 

 

【日程 第４ 地域コミュニティ振興部の報告】 

（教育長） 

日程第４ 地域コミュニティ振興部の報告に移ります。生涯学習課から、⑴ 2018 植村直己冒

険賞授賞式・記念講演会について、生涯学習課長の説明をお願いします。 

 

１ 生涯学習課 

⑴ 2018植村直己冒険賞授賞式・記念講演会について 

≪生涯学習課長の説明概要≫ 

 2018植村直己冒険賞授賞式・記念講演会について、資料に基づき説明する。 

日高文化体育館にて、６月１日（土）午後１時 30 分から開催する。オープニングの府中小学

校３・４年生の合唱に始まり、冒険賞の授与、受賞者である岡村隆さんによる「道なき未知へ―

スリランカ遺跡探検 50年」と題した記念講演を実施する。 

 

（教育長） 

ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

2018植村直己冒険賞となっていますが、受賞されたのが 2018ということでしょうか。 

 

（生涯学習課長） 

賞の対象となった冒険行為が 2018年中に行われたものという意味です。 

 

【日程 第５ 議事】 

（教育長） 
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日程第５ 議事に移ります。議案第４号 豊岡市社会教育委員の委嘱について、は人事に関す

ることであり、議案第５号及び第６号 物件購入契約の締結に関する意見について、は予算とし

てこの後、議会に議案として提出され、議決を得るべき事項となりますので、豊岡市教育委員会

会議規則第 17条により非公開としたいと考えますがいかがでしょうか。 

 

（委員） 

 異議なし 

 

（教育長） 

 では、承認を得ましたので、議案第４号、第５号、第６号につきましては非公開としますが、

本日は傍聴人がありませんので、このまま会議を進めます。 

 

〇 議案第４号 豊岡市社会教育委員の委嘱について 

【非公開会議】 

≪ 豊岡市社会教育委員に関する条例第１条、第２条及び第４条の規定に基づき、豊岡市社会

教育委員を委嘱することについて、生涯学習課長が説明し、審議の結果、原案のとおり可決され

た ≫ 

 

〇 議案第５号 物件購入契約の締結に関する意見について 

【非公開会議】 

≪ 物件購入契約の締結に関する意見について、教育総務課長が説明し、審議の結果、原案の

とおり承認された ≫ 

 

〇 議案第６号 物件購入契約の締結に関する意見について 

【非公開会議】 

≪ 物件購入契約の締結に関する意見について、教育総務課参事（給食センター所長）が説明

し、審議の結果、原案のとおり承認された ≫ 

 

（教育長） 

 ここまでが非公開の審議となっております。本日は傍聴人がありませんので、このまま会議を

進めます。 

続きまして、議案第７号 とよおか教育プラン策定委員会設置要綱の制定について、教育総務

課長の説明をお願いします。 

 

〇 議案第７号 とよおか教育プラン策定委員会設置要綱の制定について 

≪教育総務課長の説明概要≫ 

 とよおか教育プラン策定委員会設置要綱の制定について、資料に基づき説明する。 

2020 年度から 2024 年度までの５年間の第４次とよおか教育プランの策定に関する協議をする

ため策定委員会を設置する。所掌事務は、第３次プランの検証及び評価、第４次教育プランの策

定に関すること。委員は 17 名以内で各所属機関から委員を選任する。任期は、所掌事務が終了
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する日までとする。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

それでは、議案第 7 号 とよおか教育プラン策定委員会設置要綱の制定について、原案のとお

り可決してよろしいか。 

 

（委員） 

異議なし 

 

（教育長） 

では、議案第７号 とよおか教育プラン策定設置要綱の制定について、原案のとおり可決しま

す。 

続きまして、議事報告です。報告第２号 寄附物件の受納について、教育総務課長の説明をお

願いします。 

 

〇 報告第２号 寄附物件の受納について 

≪教育総務課長の説明概要≫ 

団体２件、個人４件からの寄附申出があり、これを受納したので報告する。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（委員） 

 なし 

 

（教育長） 

それでは、寄附物件の受納を行ったことをご承知おきください。 

 

【日程 第６ 協議事項】 

（教育長） 

続きまして、日程第６ 協議事項です。１ 教育委員会の点検・評価報告書について、教育総

務課長の説明をお願いします。 

 

１ 教育委員会の点検・評価報告書について 

≪教育総務課長の説明概要≫ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定に基づくもので、平成 30 年度事業分

の教育委員会の点検・評価報告書（案）について、資料に基づき説明する。 

６月の定例会で議案として提出するが、教育委員の皆様の意見を求める。第３次とよおか教育

プラン平成 30 年度実践計画検証総括シートは、教育委員協議会の中で審議いただき、指摘いた
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だいた箇所を修正した。外部有識者の総評は、現在、関西学院大学教育学部の佐藤教授に作成を

依頼している。 

 

（教育長） 

ご質問やご意見がありましたらお願いします。 

「Ⅱ 教育委員会会議及び教育委員の活動」の「４ 教育委員活動のまとめ」で、４段落目

「また、小中一貫教育に先進的に取り組んでいる学校への視察を行いました」の次「子どもたち

にとってどうなのかを基本理念に」を「子どもたちにとって適正な教育環境なのかを評価の基準

として」と修正してください。 

 

（教育総務課長） 

 修正します。 

 

（教育長） 

 その他ありませんでしょうか。 

それでは、この点検・評価報告書は、佐藤教授の総評を加え、来月の教育委員会会議で審議す

ることします。 

 続きまして、２ 教育委員が務める各種協議会等の委員について、教育総務課教育総務係長の

説明をお願いします。 

 

２ 教育委員が務める各種協議会等の委員について 

≪教育総務課教育総務係長の説明概要≫ 

教育委員が務める各種協議会等の委員について、資料に基づき説明する。 

豊岡市奨学生選考委員は、前回の定例会で飯田委員に決定している。進学対策協議会は全員に

出席いただき、委員の中から協議会の委員長を務めていただくことになる、民生委員推薦会は、

委員改選年度のため年３回程度会議が開催される予定である。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

是非ともやってみたいと思われる委員がありましたら、お聞きしますが、いかがでしょうか。

特にご意見がないようでしたら、案をお伝えします。小中一貫教育推進協議会は引き続き佐伯委

員にお願いし、進学対策協議会は中学校勤務の経験もあります成田委員にお願いしたいと思いま

す。要保護児童対策協議会は引き続き飯田委員にお願いし、男女共同参画社会推進懇話会と民生

委員推薦会は引き続き向井委員にお願いしたいと思います。教科用図書採択地区協議会は成田委

員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 異議なし 

 

（教育長） 
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異議がないようですので、今お伝えした委員で今年度、各種協議会等の委員を務めていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

続きまして、３ 令和元年度の教育委員会活動計画について、教育総務課教育総務係長の説明

をお願いします。 

 

３ 令和元年度の教育委員会活動計画について 

≪教育総務課教育総務係長の説明概要≫ 

令和元年度の教育委員会活動計画について、資料に基づき説明し、委員の意見を伺う。 

昨年度は小規模校での授業視察を行う学習会に合わせ、移動教育委員会を開催した。 

学校園訪問は、６月頃から実施予定であり、「自然学校、トライやるウィーク」視察は、６月

４日に実施予定である。 

教育懇談会は、昨年度は小規模小学校の代表者との意見交換を実施したが、今年度は、７、８

月に各地区で教育懇談会を行う予定である。 

管外行政視察は、日帰りの視察を１回ないし２回実施したいと考えている。委員の意見を伺い

たい。 

その他、協議会等学習会は、教育プラン策定の年度となり、委員の皆様にも協議いただくこと

になる。 

 

（教育長） 

 ご意見がありましたらお願いします。 

このあとの日程第７ 教育委員会事務局の報告の中で説明があるようですが、今年度は、それ

ぞれの地区を回る教育懇談会を行いたいと思います。これが移動教育委員会の代わりになるので

はと思うので、今年度、移動教育委員会は実施せず、教育懇談会に集中したいという考えを持っ

ていますが、いかがでしょうか。 

 

（委員） 

 いいと思います。 

 

（教育長） 

 このあと教育懇談会の内容については吟味していただきたいと思います。また、管外行政視察

については、やはり学校再編についてもっと勉強をしなければならないと思いますし、それ以外

の課題も出てくるかもしれませんので、引き続き、視察を行う方向でよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 異議なし 

 

（教育長） 

 それ以外に何か希望等がありましたら出してください。ないようでしたら、今のことを参考に

事務局で調整をお願いします。 
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【日程 第７ 教育委員会事務局の報告】 

（教育長） 

続きまして、日程第７ 教育委員会事務局の報告です。はじめに、１ 教育総務課 ⑴ 豊岡

市奨学生募集状況について、教育総務課長の説明をお願いします。 

 

１ 教育総務課 

 ⑴ 豊岡市奨学生応募状況について 

≪教育総務課長の説明概要≫ 

 2019年度豊岡市奨学生応募状況について、資料に基づき説明する。 

2019 年度の応募状況は、高校生はなく、大学生４名の応募があった。６月 10 日（月）に奨学

生選考委員会を開催し、選考委員会でのご意見を踏まえ、６月の定例教育委員会で提案し審議、

決定いただく予定である。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

昨年は２名で少なかったですが、今年は４名で増えています。昨年度からの変更点として、資

格要件に専修学校も加え、幅広く応募していただこうということですが、その結果、４名だった

ということです。 

 

（教育長） 

続きまして、⑵ 教育懇談会の開催について、教育総務課長の説明をお願いします。 

 

 ⑵ 教育懇談会の開催について 

≪教育総務課長の説明概要≫ 

 教育懇談会の開催について、説明する。 

今年度は、７月 18 日から８月８日までの間に７回、各地域で教育懇談会を実施予定である。

教育委員の皆様にも出席いただきたい。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（教育長） 

意見等ないようですので、続きまして、２ こども教育課 ⑴ 問題行動等の状況について、

資料を本日配布しています。こども教育課長の説明をお願いします。 

 

２ こども教育課 

 ⑴ 問題行動等の状況について 

≪こども教育課長の説明概要≫ 

 問題行動等の状況について、資料に基づき説明する。 
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（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（向井委員） 

 ＳＮＳなどの問題が結構ありますが、豊岡市ではどれくらいの子どもがスマートフォンや携帯

電話を所持していますか。 

 

（こども教育課長） 

 今、手元に資料がありませんので具体的な数字はお答えできませんが、「くらしのアンケー

ト」を２年に１回実施しており、その中で実態を把握しています。後日、数字をお知らせします。 

 

（教育長） 

 県教育委員会のいじめのチラシについてです。過日、豊岡プロバスクラブで講演をしましたが、

講演を聞いてくださる方の平均年齢は 75 歳くらいでした。チラシを見せると「これはいじめと

違う」と一斉に言われました。そこで説明をしましたが、皆さん、いじめとは違うという認識で

した。「アンテナを深く張りましょうという意味です」と話をさせていただきました。 

 

（教育長） 

 それでは、次に進みます。⑵ 学校訪問の実施について、こども教育課長の説明をお願いしま

す。 

 

⑵ 学校訪問の実施について 

≪こども教育課長の説明概要≫ 

 学校訪問の実施について、資料に基づき説明する。 

今年度も調査訪問、要請訪問、市教委単独訪問で各学校園を訪問する。訪問日時は、５月中旬

から設定、市教委単独訪問で一日または半日訪問を実施したい。授業等を見ていただき、管理職

の話を聞く中で必要な指導を入れていきたいと考えている。 

教育委員の皆様には、近年訪問された学校園は除きながら、どの地域にもバランスよく訪問い

ただきたいと考えている。今年度の日程が決まり次第お知らせする。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（佐伯委員） 

 訪問日時はいつ知らせていただけますか。 

 

（こども教育課長） 

現在、各校から訪問希望が上がってきており、調整しているところです。もう少しお待ちくだ

さい。 
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（教育長） 

続きまして、⑶「トライやる・ウィーク」「自然学校」の視察について、こども教育課長の説

明をお願いします。 

 

⑶ 「トライやる・ウィーク」「自然学校」の視察について 

≪こども教育課長の説明概要≫ 

 「トライやる・ウィーク」「自然学校」の視察について、資料に基づき説明する。 

視察は、６月４日（火）午前に計画している。視察先は、トライやる・ウィークは中田工芸株

式会社、但東町にある但熊、豊岡市消防本部出石分署である。実施校は、それぞれ日高東中学校、

但東中学校、出石中学校である。自然学校は、奈佐森林公園で五荘小学校の焼板づくりを視察予

定である。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（教育長） 

ご質問等ないようですので、次に進みます。⑷ 豊岡市こども支援センター４月の活動状況報

告について、こども支援センター所長の説明をお願いします。 

 

⑷ 豊岡市こども支援センター４月の活動状況報告について 

≪こども支援センター所長の説明概要≫ 

 こども支援センターの活動状況報告について、資料に基づき説明する。 

不登校の取組みは、通級指導生徒数が実数で５名、ほぼ毎日来ている生徒が２名である。水曜

日夜間や土曜日午前のカウンセラー、臨床心理士による教育相談は、生徒本人また保護者から不

登校の子どもに関する相談など５名の利用があった。 

特別支援の取組みは、相談は昨年と比べ 19 件増の 72 件、検査は昨年と比べ 14 件増の 21 件で

ある。電話相談の他に小学生の来所相談が増えている。 

家庭児童相談の取組みは、虐待相談の実件数は 53 人、うち通告があったものは２件である。

こども家庭センターや学校等の関係機関と連携し、子どもにとって最善の支援を検討しながら対

応にあたっているところである。ケース検討会議は、他市町からの移管児童に関するものが２回、

母親の養育不安に伴うものを１回開催した。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

（教育長） 

続きまして、３ こども育成課です。⑴ 就学前の児童数について、こども育成課長の説明を

お願いします。 

 

３ こども育成課 
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⑴ 就学前の児童数について 

≪こども育成課長の説明概要≫ 

 ４月８日を基準とした小学校区別就学前児童数について、資料に基づき説明する。 

住民票台帳データから、就学前の０歳から５歳までの児童数を小学校区別の一覧である。昨年

度と比較し、全体で 243人減である。０歳児は、493 人と 500人を切った状況である。 

 

（教育長） 

 ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

 

【日程 第８ 教育委員活動報告】 

（教育長） 

続きまして、日程第８ 教育委員活動報告に移ります。短時間で結構ですので、感想を含めて

活動で感じられたことがありましたらお願いしたいと思います。 

 

（飯田委員） 

 ４月 28 日に陸上競技大会があり、小学生のリレーカーニバルなどを見に行かせていただきま

した。小学生は学校単位で出場している子どもやスポーツ少年団として出場している子どもがい

ましたが、ずいぶん差があるなと思いました。その延長で、中学生になったら部活でがんばる子

ども、部活には入らずにスポーツ少年団でがんばる子どもがいますが、学校単位で大会に出よう

とすると、部活の子どもだけでは出場できないのでスポーツ少年団に入っている子どもに一緒に

出場してもらう。そうすると部活に入っている子どもが出られなくなるという話を聞き、いろい

ろ難しい問題があるのだなと思いました。過日報道にありました中学校のことが頭にめぐってき

ました。スポーツを通じて子どもたちを指導するのは非常に難しいということを改めて感じまし

た。スポーツは自分にチャレンジするために頑張るものではあるが、何かに振り回されてしまう

ことがある。それは良い面と悪い面とが出てくるので、良い面が出てきて欲しいなと思いました。

指導者やコーチの接し方が改めて大事だなと思うと同時に、研修が大事ではないかと感じました。 

それから、昨日まで西表島に行っていました。竹富島・石垣島・西表島に行き、集落の中の状

況をずっと見てきました。集落単位で学校があるが、児童数は非常に少ないです。その状況を地

域の人たちは「それはそれでいい。島には高校がないので 15 の春には皆出て行くが、そういう

状況を子どもたちは小さい時から肌で感じているので、早くから自立心が芽生え、自分の将来を

しっかりと見据えている」とおっしゃっていました。「高校で島を離れても、その後、島に帰っ

てきますか」と聞くと、「地域がどのような地域を作るかということによって帰ってくる子もあ

り、不便だけれども、それがいいと捉えている若者が増えてきている」ということでした。便利

さだけを追求する教育ではなく、子どもたちが何を求めて生きていこうとしているのかをしっか

りと見据えた教育であり、行政でなければならないと感じました。だからと言って、私自身の答

えはないです。また、その村の子どもたちと話をしてみると、観光地でありながら観光客に対し

てはあまり話をしないが、少し馴染んでくるといろんな話をします。豊岡ではあいさつ運動があ

りましたし、子どもたちから「おはよう」と言ってくる。軽々しくそういうことを言っていいの

かどうか、良い面と悪い面が出てくるなと思いました。声をかけていくことが犯罪抑止になるの

で、声をかけなければならない場面はあります。一方で、声をかけられたら危ないと思ったとい
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うこともありますので、いろいろと考えさせられました。沖縄の子たちはしっかりと見極めてい

る子が多かったなと感じました。 

 

（向井委員） 

 加西市で開催されました学習会に行かせていただきました。講演は、低学年・幼児期の指導や

関わりがいかに大切であるかというお話で、非認知能力を育てることの重要性を学びました。 

最近、小さな子どもを巻き込む痛ましい交通事故が続いています。豊岡でも保育士さんたちの

心理的負担はとても大きなものだろうと想像します。どのようにして事故を防止すればいいのだ

ろうかと、深く考えさせられました。 

 

（佐伯委員） 

 ６月にトライやる・ウィークがスタートします。現在、５日間の受け入れをしていただいてい

ますが、事業所によっては、生徒にやってもらう作業が少ないので５日間の受け入れは大変厳し

く、できれば３日間程度に短縮できないかという意見が出ています。最近は受け入れをする事業

所も少なくなっていますし、作業が見つからないために受け入れをしないという事業所もあるよ

うです。受け入れ期間短縮の希望等を一度、事業所に確認いただければと思います。それから、

学校でトライやる・ウィークで生徒を受け入れた場合ですが、子どもたちとのふれあいを通した

教育関係の体験などをしているのかと思っていましたが、校務員さんの仕事を手伝う状況が多い

ようです。もちろん、それも大事なことですが、その割合が大きい学校もありました。いろいろ

な課題もあると思いますが、子どもたちも気持ちよく行けて、事業所も気持ちよく受け入れられ

るような状況ができたらいいなと思いました。 

  

【日程 ９ 教育委員会活動予定】 

（教育長） 

 続きまして、日程第９ 教育委員会活動予定です。会議予定や今後の活動について、教育総務

係長の説明をお願いします。 

 

１ 次回教育委員会会議の日程について 

≪教育総務課教育総務係長の説明概要≫ 

 次回の教育委員会会議は、６月 26日（水）午後１時 30分から本庁舎３階庁議室で開催する。 

第４回の７月定例会については、７月 19 日（金）午後１時 30 分からとし、会場は決定次第連

絡する。 

 

２ 今後の活動・行事予定 

≪教育総務課教育総務係長の説明概要≫ 

今後の活動・行事予定を資料に基づき説明する。 

 

（教育長） 

 全体を通して何かご質問はありませんか。 

それでは、次回の定例教育委員会会議は６月 26 日（水）午後 1 時 30 分から、本庁舎３階庁議
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室で開催します。 

これをもちまして、第２回定例教育委員会会議を閉会いたします。 

 

 

―――――――――――――― 閉会 午前 10時 20分 ―――――――――――――――― 

 

 この会議録は、会議の内容と相違ないことを証します。 

 

 

 令和元年５月20日 

 

教育長 

 

 

委 員 


