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多 可 町 教 育 委 員 会 会 議 要 旨 録

平成２８年１月 定例会

１．開催日 平成２８年１月2９日（金） 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 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

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第１号 平成２８年度学童保育高学年の入所審査について

議案第２号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

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

【教育総務課】

①平成２８年度 予算要求について

②学校給食センター調理部門民間委託について
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③学校園の２７年度卒業式及び２８年度入学式について

④平成２７年度「教育委員会の実態調査」報告について

⑤多可町教育大綱について

⑥１２月定例教育委員会要旨録について

⑦第２回総合教育会議要旨録について

⑧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８日（月） 西脇市民会館 １４時～

中央公民館 １３時２０分出発予定

【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

②２月の行事予定について

【こども未来課】

①平成２８年度各園入所予定児童数について

②平成２８年度学童保育入所予定児童数について

③両キッズランド民営化に関する保護者懇談会について

④２月の行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

平成２８年２月２５日（木） 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

熊田委員と藤田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）教育委員会事務所移転について

１月から、教育委員会事務局が仮事務所の旧中町幼稚園に移転しました。ここで約３

年間業務を行い、新庁舎が完成すると教育委員会も新庁舎に移転する予定です。この旧

中町幼稚園は子ども用の施設ですので、教育委員会が新庁舎に移転した後も、子ども向

けの施設として活用していきたいと考えています。

（２）インフルエンザ流行状況について

学校園においてインフルエンザでの欠席があるのは、中町南小学校で２人、中町中学

校が３人、キッズかみが１人、キッズやちよが２名の状況です。現在のところ、大きな

流行はありません。

（３）おもしろ算数・数学講座について

１月９日、臼井三平先生(大阪大学名誉教授）、足利 正先生(東北学院大学教授）、大

渕 朗先生(徳島大学教授）、遊佐 毅先生(兵庫県立大学准教授）をお招きし、八千代プ

ラザで、「おもしろ算数数学講座」を開催しました。

先生方にはゼミの合間をぬってボランティアで来ていただいています。小学生、中学

生、地域の方々に算数や数学のおもしろさを知っていただこうという取組です。旧八千

代町のときから続いている講座で、今年で２０回目になりました。

（４）多可町成人式について

１月１０日には、多可町成人式がベルディーホールで開催されました。今年の新成人

は３１７名でした。昨年の出生数が１００人ですので、この２０年で３分の１ほどに減

っているという現状は、危機的な状況だと感じました。新成人の態度も良く、良い成人

式でした。アトラクションは、多可高校の吹奏楽部の演奏でした。

（５）阪神淡路大震災から２１年

１月１７日、阪神淡路大震災から２１年目になりました。それぞれの学校で半旗を掲

げました。当日は日曜日でしたので、翌週の月曜日に追悼行事を行いました。後世に引

き継いでいかなればならないことであると思います。子ども達に、自分の命は自分で守

るといった防災教育を、一層徹底したいと改めて感じました。
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以上５点、報告します。

日程第３ 議案等

議案第１号 平成２８年度学童保育高学年の入所審査について

議案第２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、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

・門脇委員長より、１月１６日開催の、キッズランドやちよ運営委員会の報告

*在宅児童の一時預かりの臨機応変な対応（母親の悪阻などの体調不良時）
*民営化についての説明と意見交換

(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①平成２８年度 予算要求について

・八千代小学校プール建設工事（改築・耐震補強）

・松井小学校Ⅱ期大規模改造工事

②学校給食センター調理部門民間委託について

・１月２８日 第４回学校給食センター運営にかかる検討委員会

答申（案）について協議、承認

・１月２９日 答申を教育長に提出予定

③学校園の平成２７年度卒業式及び２８年度入学式について

学校園の平成２７年度卒業式及び２８年度入学式について説明

④平成２７年度「教育委員会の実態調査」報告について

平成２７年度「教育委員会の実態調査」報告について説明

⑤多可町教育大綱について

多可町教育大綱について説明

・「敬老の精神」の追加

・「インターネット、スマートフォン等の適切な使い方」の追加
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⑥１２月定例教育委員会要旨録について

１２月定例教育委員会要旨録についての確認

⑦第２回総合教育会議要旨録について

第２回総合教育会議についての確認

⑧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８日（月） 西脇市民会館 １４時開会

＊中央公民館 １３時２０分出発予定

【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

２月中旬～下旬 第５回統合準備委員会

２月６日 八千代南小学校閉校記念式典

２月２８日 八千代北小学校閉校記念式典

３月６日 八千代西小学校閉校記念式典

４月７日 八千代小学校開校記念式典

②２月の行事予定について

２月の学校関係の行事予定について説明

【こども未来課から】

①平成２８年度各園入所予定児童数について

平成２８年度各園入所予定児童数について説明。

②平成２８年度学童保育入所予定児童数について

平成２８年度学童保育入所予定児童数について説明。

③両キッズランド民営化に関する保護者説明会について

平成２８年度学童保育入所予定児童数について説明。

④２月の行事予定について

２月のこども未来課関係の行事予定について説明。

⑤「育休退園」の新聞報道について

・新聞社からの電話取材に答えた結果、間違った記事が掲載される。

・（現状の多可町の対応）

＊国の考え方を拡大し、町運用基準（内規）による

育児休業を取得した場合、上のお子さんが４歳以下の場合は、原則退園を求

めている。ただし５歳児、保護者の健康状態等に配慮が必要な場合は継続利用
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可能であり、また保護者の要望があれば年度末までは利用可能としている。

・（２８年度からの対応）

＊国の考え方を拡大し、町運用基準（内規）による

人口減少が進むなか第２子、第３子を産み育てやすい環境を目指していくた

め、子ども・子育て会議で協議し、次のように改める。

原則、育児休業の対象児童が満１歳になる月末までとするが、保護者の希望

により、その年度末まで延長することができる。

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。

（「育休退園」新聞報道について）

委 員： 保護者が退園させる意向がなければ、退園を求めない方針にはできませんか。

事務局： ２８年度の子ども子育て会議で、検討させていただきたいと思います。

委 員： 退園を求めないことで、不都合はありますか。

事務局： 待機児童もありませんし、特に問題ないと思います。

教育長： 待機児童がある自治体は、国の基準に合わせないと、新規の入園希望者が入園

できずに困りますが、多可町では待機児童がありませんので不都合ないと思いま

す。原則退園で、保護者の申出があれば退園を求めないのであれば、原則退園を

廃止してしまった方がいいですね。

事務局： ２８年度は現在の対応をさせていただき、２９年度に向けて検討させていただ

きたいと思います。

委員長： 子ども子育て会議で検討されて、決定権もあるのですか。

事務局： まず子ども子育て会議で検討され、承認をいただくことになります。それをも

って、教育委員会にお諮りすることになります。

教育長： 近隣Ａ市についても、新聞では退園を求めないとなっておりますが、実際の運

用は現在の多可町と同じで、年度末には退園を求めておられます。

委 員： しかし、新聞報道を見る限りは、Ａ市では退園を求めないと受け止められます

ね。

教育長： また近隣Ｂ市は育休退園を求められませんが、それ以外は現在、多可町と同じ

対応です。

委員長： 町広報で、町の対応の実情を分かりやすく説明した方がいいのではないですか。

事務局： 検討します。

（キッズランド民営化に関する保護者説明会について）

委員長： 仮に、キッズランドが民営化になるとして、受け手となる法人はありますか。

事務局： 各区とも、こども園等の運営実績のある法人があります。

委員長： 今回、天候等の関係で保護者の説明会での出席者数が大変少なかったので、今

後の開催には、参加しやすいように検討して下さい。

教育長： ＰＴＡ総会で時間をいただくなど、参加しやすいように検討をしていきたいと

思います。
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(３)２月教育委員会について

・２月定例教育委員会 平成２８年２月２５日（木）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

【閉 会】 委員長 午後３時２５分 閉会宣言

＊ 議案第１号「平成２８年度学童保育高学年の入所審査について」

議案第２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
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平成２８年１月２９日

㊞

㊞


