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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２７年１２月 定例会

１．開催日 平成２７年１２月２５日（金） 午後２時～

２．場 所 多可町中央公民館 中会議室

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

学校教育課副課長 藤本 志織

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第６９号 多可町立中学校生徒通学定期券交付要綱について

議案第７０号 多可町立中学校生徒遠距離通学補助金交付要綱について

議案第７１号 多可町特別支援教育（特別支援学級）通学費補助金交付要綱について

議案第７２号 就学援助規則準要保護の認定について

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
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【教育総務課】

①１２月定例議会報告について

②学校施設整備進捗状況について

③播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会について

平成２８年２月２８日（月）西脇市民会館 １４時～

*中央公民館１３時２０分出発予定

④平成２８年度 教育委員会連合会予定事業について

⑤平成２８年 定例教育委員会開催日について

⑥１１月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①八千代区小学校統合準備委員会の経過報告について

②１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

②１月ほか行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

平成２８年１月２９日（金） 午後１時３０分 ～

（４）その他
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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

數原委員と門脇委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）小・中学校２学期終業式について

１２月２４日に、小・中学校の２学期終業式が行われました。２学期は多くの行事が

あり、そのなかで、子ども達が一段とたくましくなりました。また、八千代北小学校と

松井小学校では研究発表会がありました。素晴らしい研究発表会でした。小学校、中学

校とも、非常に落ち着いて、勉強や運動に励んだ２学期でした。大きな事故や問題行動

もありませんでした。

（２）ＰＴＣＡフォーラムについて

１１月２８日に、ＰＴＣＡフォーラムが開催されました。今年は、北播磨ＰＴＡの指

導者研究集会を兼ねて実施されました。３００名ほどの参加者があり、キッズランドや

ちよと八千代南小学校ＰＴＡの実践発表と、「震災といのち・人とのつながり」と題し

て北淡震災記念公園の米山正幸氏の講演がありました。

（３）子ども芸能祭について

１２月６日に、今年で４回目になる子ども芸能祭を開催しました。これは、子ども達

の学校や地域、サークルでの文化的な活動の発表の場、また交流の場として実施してお

ります。１４の団体と、個人、合わせて２５０名の子ども達がステージで発表しました。

多いときで３００人程度、少ないときで１００人程度が観覧されました。

カブキッズたかの「義経三本桜～吉野山静忠信道行の場～」は、新聞にも取り上げら

れました。練習の成果がよく出ていて、素晴らしい出来でした。

（４）小学生ミニサッカー大会

１２月１３日に、小学生ミニサッカー大会がガルテン八千代グラウンドで開催されま

した。男子が２９チーム、女子が２３チームと、多くの子ども達が元気いっぱいのプレ

ーを展開してくれました。

（５）１２月議会定例会について

１２月議会が、１２月３日から２５日まで、２３日間の会期で行われました。教育委

員会関係では、

大山議員「子どものための大人の安全教育について」

日原議員「防災教育について」
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市位議員「給食センター調理部門の民間委託について」 の一般質問がありました。

本日の最終日、藤田委員さんの人事同意案件、全員一致で同意を得ました。

以上５点、報告します。

日程第３ 議案等

議案第６９号 多可町立中学校生徒通学定期券交付要綱について

議案第７０号 多可町立中学校生徒遠距離通学補助金交付要綱について

多可町立中学校生徒通学定期券交付要綱について、及び多可町中学校生徒遠距離通学

補助金交付要綱について、事務局より説明がなされた。

委員長： それでは、ただ今の説明につきまして質疑等ございませんか。

委 員： 遠距離通学補助金について、清水地区の表記はありますが、山寄上、鳥羽地区

の表記がないのは何故ですか。

事務局： 山寄上と鳥羽、清水地区については、バス通学補助になっており、通学定期券

交付要綱の対象となっております。山寄上と鳥羽地区の生徒は、全学年を通して

バス通学補助をします。清水地区の生徒は、３年生になると自転車通学をし、１

年、２年生については、バス通学となります。距離は、山寄上地区が１０㎞超え

て１２㎞、鳥羽地区が１０㎞になっております。

委員長： 他に、ご質疑ございませんか。

委員長集約 議案第６９号、議案第７０号につきましては、原案どおり承認することとし

ます。

議案第７１号 多可町特別支援教育（特別支援学級）通学費補助金交付要綱について

多可町特別支援教育（特別支援学級）通学費補助金交付要綱について、事務局より

説明がなされた。

委員長： それでは、ただ今の説明につきまして質疑等ございませんか。

教育長： 県立北はりま特別支援学校へ、保護者が送って通学している場合の補助はあり

ますか。

事務局： 県立の学校なので、県から補助があり、町の補助対象にはなりません。

教育長： 通学費について、県の金額と同じですか。

事務局： 町の要綱による補助ですので、多少は違っています。町では、健康福祉課にお

いて、身体障害者で職業訓練所などに通所されている方に補助をしておりますが、

その補助要綱と整合性を図っております。基本的には１㎞当たり１０円の単価で
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す。

委員長： 職場との通勤経路に通学が合致しているケースは、あまりないのではないかと

思います。また、遠回りして学校へ送り、そのまま出勤されることがあると思い

ますが、その場合はどうなりますか。

事務局： この要綱は、国が定めている特別支援教育就学奨励費補助金に準じて規程して

おりますので、その規程により、通勤途中の送迎については補助対象になりませ

ん。個別のケースについては判断が難しいところがありますが、送迎と通勤の時

間帯が違う場合は対象になると考えております。また通勤経路と全く違う経路の

場合は対象になります。同じ時間帯に同じ方向に通勤される場合は対象とならな

い判断になると考えております。

委員長： 時間がずれてる場合は対象になるわけですね。

事務局： はい。

委 員： 時間がずれてる場合と言うのは、例えば、３時までお仕事をされて、いったん

家に帰ってから迎えに行くということですか。

事務局： そうです。

委員長： 保護者も、よく理解していないと申請できないかもしれませんね。

事務局： 事務局で現在送迎されている方は４名ほどと把握しております。

委員長： 人数の想定ができるということですね。

事務局： また、保護者に対して、説明も十分にさせていただきます。

委員長集約 議案第７１号につきましては、原案どおり承認することとします。

議案第７２号 多可町就学援助規則準要保護について

＊個人情報が含まれているため、委員会閉会後、非公開会議で審議

日程第４ 報告事項

(１)各種委員会の報告

・藤田委員より、１２月１日開催の、第２回キッズランドかみ運営委員会の報告

*２７年度事業報告、２８年度事業計画について
*キッズかみの民営化について

・熊田委員より、１２月１５日開催の、社会福祉協議会協議員会の報告

*予算執行の中間報告
・熊田委員より、１２月２２日開催の、行政改革推進委員会の報告

*公共施設等総合管理計画について
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(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

同意案件（同意）－*藤田教育委員の再任
条例改正（可決）－*多可町立小学校及び中学校条例

*多可町立小学校及び中学校施設の開放に関する条例
*多可町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の

公務災害補償に関する条例

補正予算（可決）－*中町南小学校の体育館修繕工事
*中町北小学校の床、壁剥離修繕工事
*中町中学校渡り廊下耐震診断

②学校施設整備進捗状況について

八千代南小学校バスターミナル･･･２月完成予定

③播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修について

平成２８年２月８日（月）午後２時から 於：西脇市民会館

中央公民館 午後１時２０分 出発予定

④平成２８年度 教育委員会連合会予定事業について

５月１３日（金） 全県県教育委員研修会

６月２９日（水） 女性教育委員研修会

１０月中 近畿市町村教育委員研修大会

⑤平成２８年 定例教育委員会開催日について

定例教育委員会開催予定日について説明

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

【学校教育課から】

①八千代区小学校統合準備委員会の経過報告について

１２月９日 第１７回ＰＴＡ部会

１２月１５日 八千代区３校交流学習

１月下旬予定 統合準備委員会

②１月の行事予定について

１２月の学校関係の行事予定について説明
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【こども未来課から】

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の結果について概要説明。

②１月の行事予定について

１月のこども未来課関係の行事予定について説明。

委員長： ただいまのこども未来課の報告につきまして、何かご意見等ありませんか。

委員長： 体操教室など専門家の先生に教えてほしいという意見もありますが、民間園で

は、専門家に来ていただいて、プロの専門的な技術で教えられますので、子ども

達が素晴らしい体操演技をしてびっくりすることがあります。町長さんも、幼児

の英会話の重要性について、よく話をされます。キッズランドでも、保護者の要

望があるならば、体操でも英会話でもいいので、財政が許せばプロの先生に来て

いただければいいですね。力を入れる部門があれば、個性のある教育も打ち出せ

ますね。

教育長： 体操教室などは、免許を持った専門家でないと、指導が難しいですね。

事務局： みどりこども園、あさかこども園も、姫路からスポーツインストラクターに来

ていただいております。１日を年齢によるクラスで分けて、午前中２時間と午後

に２時間の教室をされます。１日で２万円から２万５，０００円くらいの謝金を

支払っているようです。運動会を見せていただいたら、跳び箱や連続逆上がりな

ど素晴らしい演技をしています。

教育長： 保護者が会費などを支払われているのですか。

事務局： 園が保育料のなかから支払っておられます。

委員長： 公立では難しいですね。

教育長： そうですね。地域で英語を話される方があれば、保育補助のようなかたちで入

っていただいたらどうかと検討したこともありますが、なかなかいらっしゃいま

せん。適切な方がいらっしゃったらいいのですが。

事務局： 両キッズランドにも、月に１回はＡＬＴの先生に来ていただき、また５歳児交

流会でも英会話の体験をしております。

委 員： ＡＬＴのネイティブの方も良いと思うんですが、日本人で、長期間海外にいら

っしゃった方は、なぜ日本人が英語を話せないかということを、自身で分かって

おられるので、それも良いことだと思います。絶対外国人でないとだめというこ

とではないと思います。

(３)１月教育委員会について

・１月定例教育委員会 平成２８年１月２９日（金）午後１時３０分から

於：多可町教育委員会（旧中町幼稚園）

(４)その他
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【閉 会】 委員長 午後２時５５分 閉会宣言

＊ 議案第７２号「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
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平成２７年１２月２５日

㊞

㊞


