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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２８年３月 定例会

１．開催日 平成２８年３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 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

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第１３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

施行規則の一部を改正する規則について

議案第１４号 多可町学童保育事業実施要綱及び多可町養育支援訪問事業実施要綱の

一部を改正する告示について

議案第１５号 平成２８年度学童保育高学年の入所審査について

承認第１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
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（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①教職員の集い

日時：平成２８年４月４日（月）午前９時～１０時３０分

場所：ベルディーホール 会議室

②全県教育委員研修会

日にち：平成２８年５月１３日（金）

場 所：イーグレ姫路（姫路）

③学校給食センター調理業務の民間委託基本計画について

④平成２８年度 学校園入学式について

③２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 各学校児童生徒数・クラス数について

㊙③県費負担教職員 平成２７年度末人事異動内示について

㊙④平成２８年度 就学指定校の変更・区域外及び校区外就学の認定件数について

⑤４月の行事予定について

【こども未来課】

①嘱託保育の採用状況について

② 公私連携による両キッズランドの運営について

２月２６日（金） 中区地域協議会

３月１７日（木） ３月定例会 一般質問（廣畑議員）

４月３０日（土） キッズランドかみ保護者会総会

５月 ７日（土） キッズランドやちよ保護者会総会

５月２０日（金） 第１０回多可町子ども・子育て会議
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６月 １日（水） 地域との懇談会（八千代プラザ）

６月 ２日（木） 地域との懇談会（加美プラザ）

③４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４月２８日（木） 午後１時３０分 ～

（４）その他

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

熊田委員と數原委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）職員退職について

今年度の教職員の退職者は定年退職者が１０名で、早期退職者が２名となっています。

役場職員につきましては定年退職者が８名、早期退職者が２名となっております。

（２）卒園式・卒業式について

中学校では、３月１０日に２２９人が卒業しました。

認定こども園は、３月１９日に卒園式があり、みどりこども園は２６名、あさかこども

園は２９名、四恩こども園は１０名の卒園者となっております。

小学校は、昨日の３月２３日に卒業式があり、町内で２０３人の児童が小学校を卒業し

ました。また、本日キッズランドも卒園式があり、１０１人の園児が卒園しました。

（３）３月議会について

３月定例議会が、３月３日～２９日まで開会しております。一般質問につきましては、

１７日・１８日の２日間に分けて行われました。教育委員会関係では

・大山議員「若者の豊かな学びを支援せよ」

・廣畑議員「キッズランドの民営化について」

・日原議員「ふるさと教育の取組について」

・市位議員「多可町の教育行政を問う」という内容で質問がありました。

（４）小学校の統合について

今週末に、新しい八千代小学校への引っ越し作業を予定しております。25日は業者

が大きな備品を運び、２６日は教職員・ＰＴＡ・教育委員会の職員で残りの備品を運ぶ

予定にしております。

４月１日から八千代区の３つの小学校が統合して、新しく八千代小学校が開校します。

子どもたちが元気に登校し、「統合して良かった」という学校をめざして学校といっ

しょになって取組を進めていきます。

以上４点、報告します。
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日程第３ 議案等

議案第１３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

施行規則の一部を改正する規則について

議案第１４号 多可町学童保育事業実施要綱及び多可町養育支援訪問事業実施要綱の

一部を改正する告示について

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

一部を改正する規則について、及び多可町学童保育事業実施要綱及び多可町養育支

援訪問事業実施要綱の一部を改正する告示について、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： これらは、上位法令の改正に伴う規則改正という事ですね。

事務局： はい、そうです。

委員長集約：議案第１３号、議案第１４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１５号 平成２８年度学童保育高学年の入所審査について

承認第１号 就学援助規則準要保護の認定について

議案第１５号および承認第 1号については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

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

・門脇委員長より３月２３日開催の学校給食センター運営委員会の報告

委員長： ３月２３日の学校給食センター運営委員会に出席しました。

調理業務の民間委託の件、２７年度の異物混入件数、調理員の現状について報

告の後、アレルギー対応についての提案がありました。

多可町学校給食センターでは、一人ひとりの子どもが持ってるアレルギー品目

のすべてを除去するということで対応しています。総品目で２５品目のアレルギ

ー除去食対応を実施しています。これほど多くの品目についてアレルギー対応を

することは、別の見方をしますと、間違ってその食品をアレルギーをもつ児童生

徒に提供してしまうリスクが高くなることが考えられます。このため国が特定原
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材料と定め、法令で表示を義務付けている「えび、かに、小麦、そば、卵、乳、

落花生」の７品目のみに限定して除去するようにしたいとの提案でした。この７

品目は症例数が多く症状が重篤であり、生命に関わるため特に留意が必要な品目

です。

これについてはいろいろ課題もありますので、２８年度にそれについて説明や

調査をし、保護者や各関係者で検討していただいて方針を決めるということにな

りました。

事務局： 多可町ではアレルギー調理室があり、２５品目のアレルギー除去食の対応をし

てきたわけですが、なかなか難しくなっております。ある市では卵の１品目に限

定しています。また、ある市はアレルギー対応はしていません。近隣ですべてに

対応してるのは、多可町とあと１市くらいです。

今後アレルギー対応品目数は減ることはなくて、２５品目からどんどん増えて

いくと想定されます。安全で安心な給食を提供しようすれば、品目を制約をせざ

るを得ない状況になっています。委員長が言われたように、多可町は施設も新し

くアレルギー調理室があるので、理解を得られやすいように保護者に話をしてい

く必要があると思っています。

委員長： ７品目に限ってはセンターが責任を持って除去するということになると、他の

品目のアレルギーがある子どもの家庭は、お弁当を持たせるということもあるわ

けです。新しい給食センターが出来たのでアレルギー対策は万全だと思っていま

したが、なかなか難しい問題がありますね。ひとつ間違えば命にかかわることで

すから、安全確保のためにやむをえないことも理解できますが、出来るだけアレ

ルギーをもっている子どもや保護者の思いも大事にして、考えていかなければい

けないと思いました。

事務局： 委員長が言われたようなアレルギー対象物２５品目を除去すると言うことは、

材料が入ってきて検収をして材料を洗って、次の工程に移します。その洗う過程

で分けておかないと、一緒にしてしまってから分別したのではアレルゲンが入る

ことになります。洗浄、調理する段階でアレルギー除去食すべて別に調理しなけ

ればなりません。見方を変えれば、７品目にする事によって制約はありますが、

メニューは増えることになります。

委員長： そうですね。献立の事まで考えませんでした。

委員長： 他の市町は、アレルギー対応を割り切って実施していますね。人数が多くなれ

ばなるほど対応は大変ですよね。

話が長くなって申し訳ないのですが、２７年度も栄養士さんが献立の事だけで

なくて食育にも取り組んでいただきました。魚の食べ方とか卵の殻の剥き方とか

いくつか取り上げて指導していただいたようです。卵アレルギーの子がいる学校

がずいぶん大変だったということでした。
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（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①教職員の集い

日 時：平成２８年４月４日（月）午前９時～１０時３０分

場 所：ベルディーホール 会議室

②全県教育委員研修会

日にち：平成２８年５月１３日（金）

場 所：イーグレ姫路（姫路市）

③学校給食センター調理業務の民間委託基本計画について

事務局より基本計画について説明

④平成２８年度 学校園入学式について

・４月７日（木）キッズランド入園式

・４月８日（金）小学校・中学校入学式

⑤２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 各学校児童生徒数・クラス数について

事務局より平成２８年度小学校児童数等集計表に沿って説明

㊙③県費負担教職員 人事異動内示について

㊙④平成２８年度就学指定校の変更･区域外及び校区外就学の認定件数について

事務局より就学指定校の変更・区域外就学に沿って説明

⑤４月の行事予定について

事務局より４月行事予定表に沿って説明

【こども未来課】

①嘱託保育士の採用状況について

事務局より年度末～新年度の保育士の退職および採用予定について説明

②公私連携による両キッズランドの運営について

事務局より今年度の進捗状況報告と新年度の計画説明

《新年度の予定》
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・４月３０日（土） キッズランドかみ保護者会総会

・５月 ７日（土） キッズランドやちよ保護者会総会

・５月２０日（金） 第１０回多可町子ども・子育て会議

・６月 １日（水） 地域との懇談会（八千代プラザ）

・６月 ２日（木） 地域との懇談会（加美プラザ）

③４月の行事予定について

事務局より４月の行事予定に沿って説明。

委員長： それではただいまの報告について質疑応答ございませんか。

委員長： こども未来課報告「①嘱託保育士の採用状況について」で、嘱託保育士の６名退

職というのはキッズランドの民営化案が影響してるのでしょうか。

事務局： そのあたりは直接それが影響してるかどうかは不明です。

委員長： 正規の職員として変わられるのですか？

事務局： はい、ほとんどが正規職員としてつかれています。

（３）４月教育委員会について

平成２８年４月２８日（木）午後１時３０分～

於：多可町教育委員会（旧中町幼稚園）

（４） その他

委員長： 事務局含めて教育委員さんもその他について何かございませんか。

事務局： 工事関係で報告します。八千代南小学校の前にバスターミナルと駐車場の工事を

実施しておりましたが３月２２日に検査をしていただき、承認完了しました。２３

日以降に神姫バスと地域振興課により、路線バス運行のテストを実施する予定です。

次に、嘱託職員の採用について報告します。

３月広報で図書館司書嘱託を募集しましたところ、４月１日より１名の新規採用

しました。

給食センターの嘱託職員につきましては、年度末に２名の退職者があり、新たに

募集をしましたところ２名を採用をする事が出来ました。

《非公開会議》
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議案第１５号「平成２８年度学童保育高学年の入所審査について」および「 承認第１号

就学援助規則準要保護の認定について」事務局より説明がなされ、承認を得た。

①県費負担教職員 平成２７年度末人事異動内示について

②平成２８年度 就学指定校の変更・区域外及び校区外就学の認定件数について

－個人情報が含まれてるため、非公開会議で報告－

【閉 会】 委員長 午後３時３０分 閉会宣言
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平成２８年３月２４日

㊞

㊞


