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多 可 町 教 育 委 員 会 会 議 録

平成２８年２月 定例会

１．開催日 平成２８年２月2５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 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

こども未来課副課長 足立 貴美代

学校教育課指導主事 神崎 進吾

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第３号 多可町特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について

議案第４号 多可町就学援助規則の一部を改正する規則について

議案第５号 多可町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例について

議案第６号 多可町障害児保育事業補助金交付要綱の一部を改正する告示について

議案第７号 多可町学童保育事業実施要綱の一部を改正する告示について

議案第８号 多可町立保育所（園）一時預かり事業実施要綱の一部を改正する告示に
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ついて

議案第９号 多可町延長保育事業実施要綱の制定について

議案第１０号 多可町病児保育事業実施要綱の制定について

議案第１１号 多可町適正就学指導委員会規則の一部を改正する規則について

議案第１２号 平成２８年度 多可町教育方針について

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２７年度 ３月補正予算について

②平成２８年度 教育総務課の新規事業・重要事業と予算概要について

③学校園の２７年度卒業式及び２８年度入学式について

④「多可町教育大綱」について

⑤１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

②平成２８年度 学校教育課の新規事業・重要事業と予算概要について

③３月の行事予定について

【こども未来課】

①平成２８年度 こども未来課の新規事業・重要事業と予算概要について
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②公私連携による両キッズランドの運営について

③３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３月２４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

數原委員と門脇委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）インフルエンザの流行について

今年はインフルエンザの流行がなく、春になることを期待しておりましたが。例年よ

り遅れて流行しております。現在、中町中学校、松井小学校、八千代南小学校で学級閉

鎖しています。

（２）公立高校推薦入試、特色選抜について

先日、公立高校推薦入試と特色選抜の合格発表がありました。多可町の３つの中学校

から７８名が受験し、６４名が合格しました。合格率は、約８２％です。推薦や特色選

抜で不合格になった生徒については、一般入試で合格してくれることを期待しています。

（３）西脇多可新人高校駅伝競走大会について

２月２１日、西脇多可新人高校駅伝競走大会が開催されました。男子７９チーム、女

子５６チームの合計１３５チームが参加しました。西脇工業高校の男子が優勝し、女子

も２位に輝き、今年の全国高校駅伝も期待できると思います。

（４）八千代南小学校の閉校式について

２月６日、八千代南小学校の閉校式並びに閉校イベントが行われました。約５００名

の皆さんに参加いただき、大変心に残るイベントになりました。

（５）来年度の学校経営について

現在、それぞれの学校で、今年度の学校評価をしております。評価結果を学校だよ

りやホームページ等で公表いたします。また、評価結果をもとに、それぞれの学校の課

題を明確にし、次年度、改善に向けた具体的取組をするように指示しております。

以上５点、報告します。

日程第３ 議案等

議案第３号 多可町特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について

議案第４号 多可町就学援助規則の一部を改正する規則について
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多可町特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について、及び多可町就学援助規則の一部を改正する規則について、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： 義務教育学校とは、どんな学校ですか。

事務局： 小中一貫校のことです。多可町には現存しませんが、他の市町では存在する場

合もありますので、規則に追加します。

委員長： 他に、ご質疑ございませんか。

委員長集約 議案第３号、議案第４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５号 多可町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例等の一部を改正する条例について

議案第６号 多可町障害児保育事業補助金交付要綱の一部を改正する告示について

議案第７号 多可町学童保育事業実施要綱の一部を改正する告示について

議案第８号 多可町立保育所（園）一時預かり事業実施要綱の一部を改正する告示につい

て

議案第９号 多可町延長保育事業実施要綱の制定について

議案第１０号 多可町病児保育事業実施要綱の制定について

多可町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例について、多可町障害児保育事業補助金交付要綱の一部を改

正する告示について、多可町学童保育事業実施要綱の一部を改正する告示について、

多可町立保育所（園）一時預かり事業実施要綱の一部を改正する告示について、多可

町延長保育事業実施要綱の制定について、及び多可町病児保育事業実施要綱の制定に

ついて、事務局より説明がなされた。

委員長： それでは、ただ今の説明につきまして質疑等ございませんか。

委員長集約 議案第５号から議案第１０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１１号 多可町適正就学指導委員会規則の一部を改正する規則について

多可町適正就学指導委員会規則の一部を改正する規則について、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： ただ今、担当から説明をさせていただきましたように、現在、「適正就学指導
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委員会」については、早期からの教育相談・支援や就学決定時のみならず、その

後の一貫した支援についても助言を行うという観点から、機能の拡充を図ること

が求められるようになってきております。それに伴い、この度、名称を現状に合

致するよう、「教育支援委員会」とする規則改正をすることになりました。

委員長： これまでは、どの学校に行くのが一番いいのか判定する委員会というイメージ

がありました。しかし、その児童にとって、どの学校に進むかということも含め

て、進む学校での環境を整えることや、どういった形態で子ども達を支援してい

くか、保護者や子どもの希望に添って支援していくことが大事なことだと思いま

す。このように改正することは非常に良いことだと思います。

委員長： 他に、ご質疑ございませんか。

委員長集約 議案第１１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１２号 多可町教育方針について

多可町教育方針について、教育長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： 昨日、行政改革推進委員会が開催されまして、そのなかで、ＰＴＡの代表の方

が、学校給食センターの民間委託について、経費はどうなるのか、逆に高くなる

のではないかという意見がありました。試算はできているでしょうか。

事務局： 説明会は、今からさせていただく予定ですが、ご指摘の内容について、経費は

約２割程度高くなる試算です。経済的な面のみで民間委託を推進するものではあ

りません。

委員： 学校給食の安定供給のためですね。

事務局： そうです。

委員： 委員会でも、安定供給の話はしたのですが、経費が高くなることについては認

識していなかったのでお話していません。ＰＴＡの代表の方は、民間委託すると

経費が高くなるはずで、行政改革に逆行することになると指摘されました。

八千代の統合についても、まだ根強く色んな意見があるようです。他にこのよ

うな話がありました。ある方のお子さんは１年生から６年生まで学年に１クラス

だったのですが、６年生のときにトラブルがあったそうです。やはり２クラス以

上ないといけないと感じたそうです。全ての人が納得いく結果はありませんが、

妥協のできるところまで話をするのが大事であるとの意見がありました。

教育長： 給食センターは、現在、正規調理員が２人、嘱託調理員が１６名の人員です。

この人員配分のままで運営するのかが問題です。給食センターを統合した当時は

正規調理員が５人いたのですが、早い段階で人数が減ってしまい調理員を確保す

るが非常に困難になっています。正規調理員が５人ほどいますと、正規調理員を

中心とする組織のマネジメントができると思います。しかし、正規調理員が少な

くなり、嘱託調理員に主任などを任せて頑張っていただいていますが、給与の差



- 7 -

があるなかで、その組織が長く安定的に続けられるかを考えた場合、難しい状況

にあります。

こういう状況のなか、学校給食センターの運営にかかる検討委員会で協議して

いただきました。正規調理員を半数ほどに増やす意見もありましたが、正規調理

員を半数にした場合の経費と民間委託をした場合の経費を比べると、民間委託の

方が経費は安くなります。検討委員会では、現在よりは高くなるけれども、これ

から先の安定供給を考えた場合、民間に調理部門を委託するのが良い方法だとい

う結論をいただきました。

委員長： ３ページにある「ひょうごがんばりタイム」は、どの学校もしているのか、ど

ういった内容なのか、学校によって内容が違うのでしょうか。どのように充実し

た効果の上がる取組をしているのでしょうか。また、しっかりと教職員との連携

を取っていないと、補充学習としては成果が上がらないと思いますが、現状を教

えてください。

事務局： ２６年度から始まった事業です。今年度から全ての小・中学校で取り組んでい

ます。放課後に、地域の教職員ＯＢや学校の非常勤職員の勤務外の時間に、低学

年を中心として、各学校で週１回程度、プリント学習を中心に実施しております。

現場の教員との連携ですが、スクールアシスタントなど、平素から学校に勤務さ

れ子どもたちに関わっている方が多くいらっしゃいます。子どもたちのこともよ

く把握されていますので、子どもたちの実態に即した指導ができています。

委員長： 対象となる子ども達は、学校側が判断するのか、それとも希望する者なら誰で

もいいのですか。

事務局： 算数が中心となっていますが、毎回同じメンバーということではありません。

子どもが希望する場合もありますし、また教員が判断する場合もあります。

教育長： この事業の課題は、中学校については、１・２年生は部活動等があるので、３

年生の夏以降に限定して日程を組めますが、小学校は一斉下校になっているので、

時間の確保が難しい状況です。がんばりタイムに残る子どもを、どのように下校

させるかを苦慮しています。高学年の下校時間までの時間に、低学年が取り組む

ことが中心となっています。

委員長： ７ページ、「安全で安心な地域づくりの推進」の、地域の子ども見守り隊の件

ですが、八千代区は、４月に小学校が統合してバス通学児童が増えます。バス停

から１人で帰る子どもたちにも配慮して検討して下さい。

教育長： 八千代区の見守り隊の方の会議で、バスの到着時間にバス停に来ていただき、

そこから下校する子どもたちの見守りをしていただくようお願いしております。

委員長： ８ページ、「地域の歴史学習の拠点としての那珂ふれあい館の充実」ですが、

那珂ふれあい館で、もっと講座やイベントを開催し、有効活用ができないものか

と考えます。また、「おもしろ歴史セミナー」や「多可町歴史探訪」などの講座

も積極的に開催してほしいと思います。

委員： 以前に事業仕分けがあり、それまで非常にたくさんのイベントや講座をされて

いましたが、費用対効果が低いのではないか、講座数を減らし、歴史に特化した

方向に転換するようにという指摘がありました。
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事務局： 事業仕分けの対象になるまでは、交流施設としての様々なイベントがありまし

た。毎週土曜・日曜日の午前中と午後、またゴールデンウィークなどにもイベン

トを開催しておりましたが、事業仕分けで、那珂ふれあい館は歴史に特化するよ

う、大きなイベントは実施できなくなりました。また講座も３分の１程度に減り

ました。

教育長： 「おもしろ歴史セミナー」などは人気があって、参加者も多数いらっしゃいま

す。

委員長： 他に、ご質疑ございませんか。

委員長集約 議案第１２号につきましては、原案どおり承認することとします。

日程第４ 報告事項

(１)各種委員会の報告

・數原委員より、２月１８日開催の、多可町社会教育委員会・生涯学習推進協議会

合同会議の報告

*プラチナ戦略に基づき、社会教育講座、生涯学習講座についてグループ検証
・數原委員より、２月２３日開催の、文化会館運営連絡協議会の報告

*事業報告、来年度自主事業の報告
・熊田委員より、２月２２日開催の、多可テレビ放送番組等審議会の報告

*加入率：加美区・八千代区・・・ほぼ１００％
中区・・・５０．８％（増加を図る）

・熊田委員より、２月２４日開催の、多可町行政改革推進委員会の報告

*多可町公共施設等総合管理計画の策定

(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①平成２７年度 ３月補正予算について

・主に、精査による減額

②平成２８年度 教育総務課の新規事業・重要事業と予算概要について

予算（案）提案資料により説明

・小学校熱中症対策天井扇設置工事

・中町南小学校北校舎老朽改修実施設計業務

・松井小学校Ⅱ期工事

・八千代小学校屋外水泳プール耐震改修工事

・キッズランドやちよ遊戯室等構造梁改修工事

・杉原紙総合調査事業（文化遺産を活かした地域活性化事業）

委員長： それでは、ただ今の報告につきまして質疑等ございませんか。

委員： 保護者が負担している給食費はいくらですか。
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事務局： 一食、小学生が２２０円、中学生が２５０円です。給食の材料費に当たります。

委員： 給食にかかる全体の費用はいくらですか。

事務局 電気代などの施設管理費や、人件費など全部含めますと、給食費の約２倍の経

費となっています。

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多可町教育大綱について

多可町教育大綱について説明

⑤１月定例教育委員会要旨録について

１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

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

３月８日 第５回統合準備委員会（最終）

４月７日 八千代小学校開校記念式典

②平成２８年度 学校教育課の新規事業・重要事業と予算概要について

予算（案）提案資料により説明

・通学費補助事業

・ＩＣＴ活用推進事業

・トライやる・ウィーク事前学習会事業

③３月の行事予定について

３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 こども未来課の新規事業・重要事業と予算概要について

予算（案）提案資料により説明

・子育てにやさしい町の事業

・社会教育の充実事業

・敬老の日発祥のまち発信事業

②公私連携による両キッズランドの運営について

「公私連携による両キッズランドの運営について」資料（案）により説明
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③３月の行事予定について

３月のこども未来課関係の行事予定について説明

委員長： それでは、ただ今の報告につきまして質疑等ございませんか。

委員長： 両キッズランドの民営化について、協議検討の結果、民営化が決定した場合に

は、子どもたちが混乱しないよう、「引継ぎ保育」を十分にして下さい。

事務局： 事業者が決定した段階で3者懇談会を設置します。そこで、事業者・町・保護

者で「引継ぎ保育」の期間や人数などの相談を十分にさせていただき、実施する

予定です。

(３)３月教育委員会について

・３月定例教育委員会 平成２８年３月２４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４時４５分 閉会宣言

平成２８年２月２５日
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