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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２８年４月 定例会

１．開催日 平成２８年４月２８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

教育総務課副課長 安平 勝利

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第１６号 多可町就学援助規則の就学援助額並びに準要保護認定基準について

議案第１７号 多可町ハートフル学業支援金給付認定基準について

議案第１８号 杉原紙総合調査委員会設置要綱の制定について

議案第１９号 各審議会・委員会・協議会等の委員の選出について

議案第２０号 平成２８年度学童保育高学年の入所審査について

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多可町学校給食センター調理業務の民間委託基本計画説明会について Q&A資料
【加美区説明会】

日 時：平成２８年５月２４日（火）午後７時３０分～

場 所：加美プラザ 大ホール

【中区説明会】

日 時：平成２８年５月２６日（木）午後７時３０分～

場 所：中央公民館 大会議室

【八千代区説明会】

日 時：平成２８年５月２７日（金）午後７時３０分～

場 所：八千代プラザ 大ホール

②平成２８年度全県教育委員会研修会の開催について

５月１３日（金）１１時５０分～ 受付、１２時２０分～ 総会

於 姫路市 イーグレ姫路

③平成２８年度兵庫県女性教育委員研修会について

６月２９日（水） 淡路市で開催予定

④文化財関係報告書の刊行について

・『清水・タカアゼ遺跡』多可町文化財報告２７

・『西脇・多可の中世の祈り』北はりま定住自立圏連携事業

⑤3月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①５月の行事予定について

【こども未来課】

①平成２７年度社会教育委員会報告書について

②平成２８年度各園在籍児童数ついて

③５月の行事予定について
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（３）次回教育委員会について

平成２８年５月３１日（火） 午後１時３０分～

（４）その他

①給食試食会について

②平成２８年度 総合教育会議について

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

門脇委員長と藤田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）新学期の開始ついて

本年度の小学生の入学が１７１名、中学生が１９８名が入学しました。全体で小学生

が１ ,０８６名、中学生が６５４名で合わせて１ ,７４０名の小中学生の児童生徒数とな
っております。

八千代小学校が今春から開校して、４月２３日に参観日を見学し、ＰＴＡ総会に参加

いたしました。八千代小学校の児童数は３０１名となり、どの学年も２学級の規模とな

っています。子ども達は元気で、先生方も非常に張り切っておられました。多くの保護

者も来られており、良いスタートがきれたと思っております。

ＰＴＡ総会では体育館がいっぱいになり、統合準備委員会のＰＴＡ部会において諸問

題について十分に検討されていたことから、非常にスムーズに移行ができて、改めて感

心いたしました。また、通学バスの件では私自身も大屋路線、大和路線に乗って状況を

確認しました。バスは一般の人も乗って来られますが、上級生は下級生を上手に指導し

ていると思いました。

（２）全国学力・学習状況調査の実施

今年度は４月１９日に、国語と算数・数学の２教科の全国学力・学習状況調査が行わ

れました。小学６年生２２６名、中学３年生２５６名が受験をしました。

問題は新聞にも掲載されています。教頭会でもお願いしていましたが、指導する先生

が問題を解いてみて、どのような授業をしたら良いのかを教える者の責任としてきっち

り把握しておく必要があると思います。私もやっておりますが良い問題がでていると思

います。

（３）多可町教育方針・重点施策

今年度の多可町教育方針及び重点目標を、学校の先生方には常に意識をして教育保育

を行うようお願いしています。

１．安全安心な学校園づくりを進める

２．子ども達が喜んで来るような学校園づくりを進める

３．確かな学力を育成する

４．ふるさと多可町に愛着と誇りをもち、多可町を愛する子どもを育成する

５．挨拶、掃除、時間を守る等の凡事徹底を図る
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６．学校園はチ－ムであると認識して、教育・保育に取り組む

（４）学校給食センター調理業務の民間委託について

５月末に保護者への説明会を予定しております。また、各学校へは、事前の説明会を

行っていきます。わかりやすいＱ＆Ａ資料をもって説明会に臨み、理解をいただいた上

で、来春からの調理業務の民間委託を進めて行きたいと考えています。

（５）春の学校園訪問ほか

５月１１日からの春季学校園訪問は、事務局のみで実施させていただきます。それぞ

れの学校園、約２時間で予定しています。民間のみどりこども園、あさかこども園、四

恩こども園、ちびっこランドらくえんについても、訪問をさせていただきます。

今年も教育委員会は、一丸となって取り組んでいきます。よろしくお願いします。

以上５点、報告します。

委員長： それでは報告につきまして質疑等ございませんか。

委 員： 学校給食センター調理業務民間委託について、議会での説明状況はいかがですか。

事務局： ４月２６日の総務文教常任委員会でも説明し、また一般質問でも丁寧に説明させ

ていただいています。今後も区長会で概要を説明し、PTA 総会でも説明会案内を
行い丁寧に対応したいと思ってます。

委員長： 他にございませんか、それではよろしいですね。

日程第３

議案第１６号 多可町就学援助規則の就学援助額並びに準要保護認定基準について

多可町就学援助規則の就学援助額並びに準要保護認定基準について、事務局より説

明がなされた。

事務局： 今回、提案にご承認いただきましたら保護者に申請制度のお知らせをするので

すが、今年度は６月１日から１５日までを申請期間としたいと思います。

申請期間の前の５月下旬に、各学校から子どもを通じてご家庭にチラシを配った

り広報やたかテレビでも就学援助申請のご案内したいと思ってます。

委員長： それでは質疑等ございませんか。

教育長： 事務局から説明がありましたが、多可町は２７年度は生活扶助基準額に１ .１５
倍で、２８年度は生活扶助基準額に１ .２倍にするということですが、近隣の状況
はどうなっていますか。

事務局： 近隣では殆どのところで、掛け率は生活扶助基準額の１ .２０倍以上になってお
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ります。生活扶助基準額の１ .２０倍が一番多くなっています。多可町の生活扶助
基準額の１.１５倍の掛け率が一番低くなっています。

教育長： それでは２７年度では多可町が一番厳しい基準でした。生活扶助基準額の掛け率

をみると、西脇市が１ .２倍、加東市も１ .２倍、加西市が１ .２５倍、三木市が１ .
３倍となっています。多可町は生活扶助基準額の１ .１５倍なので、近隣と同じ位
の生活扶助基準額に１ .２倍にするのが一番妥当ということで改定がなされてるわ
けですね。

事務局： はい、そのとおりです。

委員長： それでは他に質疑等ございませんか。

委員長集約 議案第１６号は異議がないものと認め、原案どおり可決いたします。

議案第１７号 多可町ハートフル学業支援金給付認定基準について

多可町ハートフル学業支援金給付認定基準について、事務局より説明がなされた。

委員長： それでは質疑等ございませんか。

委 員： 多可町ハートフル学業支援金給付金の額はいくらですか。

事務局： 多可町支給額は月額５ ,０００円です。近隣では三木市が公立６ ,０００円、私立
１２,０００円。加東市は公立７,０００円、私立は１０,０００円。加西市は公立、
私立とも６,０００円、小野市は公立、私立とも７,０００円となっています。

委 員： 多可町の５,０００円という金額の基準はどこで決めるのですか。
事務局： 平成２２年に高校の授業料が無料になるということで、以前の奨学金を再度検討

し、議会で審議いただいた結果、５ ,０００円という金額になりました。具体的に
は、教科用図書の購入ということで説明させていただいてます。

委員長： 西脇市のように、奨学金が貸与のみというようなところもあるのですか。

事務局： 貸与のみの自治体も多いようです。

委 員： 例えば、保護者や本人から高校に行きたいのに行けないというような、問い合わ

せはないのですか。

事務局： 高校に対する奨学金の質問より、大学に対する奨学金の質問が、年間５件程度あ

ります。

委員長： それでは質疑等ございませんか。

委員長集約 議案第１７号は異議がないものと認め、原案どおり可決いたします。

議案第１８号 杉原紙総合調査委員会設置要綱の制定について

杉原紙総合調査委員会設置要綱について、事務局より説明がなされた。

委員長： 杉原紙総合調査委員会委員に、奈良国立博物館の館長や富山大学名誉教授といっ
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た第 1線で研究する方が引き受けてくださるのですね。
事務局： 内諾を受けていただいております。

委員長： 他に質疑等ございませんか。

委員長集約 議案第１８号につきましては、原案とおり可決いたします。

議案第１９号 各審議会・委員会・協議会等の委員の選出について

各審議会・委員会・協議会等の委員の選出について、事務局より説明がなされ、委員

間で協議がなされ、１２の委員について決定された。

議案第２０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２０号については個人情報が含まれてるため、委員会閉会後の非公開会議で報告

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２５日の第１８回多可町特産品認証委員会の報告がなされた。

・多可町特産品の認証の更新・新規申請の商品の審査等について

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①多可町学校教育給食センター調理業務の民間委託基本計画説明会について

【加美区説明会】

日 時：平成２８年５月２４日（火） 午後７時３０分～

場 所：加美プラザ 大ホール

【中区説明会】

日 時：平成２８年５月２６日（木） 午後７時３０分～

場 所：中央公民館 大会議室

【八千代区説明会】

日 時：平成２８年５月２７日（金） 午後７時３０分～

場 所：八千代プラザ 大ホール

事務局： 多可町学校教育給食センター調理業務の民間委託の説明については、委員、教育

長からも話があったように、３月２５日議会全員協議会でもう少し詳しい内容の資

料をつけて説明させていただいています。

◆協議・報告事項
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・災害対策配備体制について

多可町の災害対策配備体制について説明がなされた。

(1) 風水害・大規模事故災害時の配備体制
(2) 地震災害時の配備体制

・春の学校訪問について

春の学校訪問について説明がなされた。

・事業計画について報告

(1) 松井小学校２期工事、八千代小学校のプールの改修について、国の補助金採択
の内示を受けたので、６月に入札の予定

(2) キッズランドやちよの遊戯室梁の改修工事を早い段階で実施を検討。

委員長： 多可町学校給食センター調理業務の民間委託の配布資料 Q&A に書かれている Q
８のアレルギー対応については、どうなるのですか。前回の学校給食センター運営

委員会において、アレルギーの品目を再検討する必要があるとが出ておりましたが、

いかがでしょうか。

事務局： 多可町学校給食センター調理業務の民間委託とは切り離して、進めて行きたいと

考えています。今後、保護者から質問があれば現在２５品目に対応してますが、こ

れには限度があるとの事実を申し上げて、適正な除去食品数に変更することを検討

したいと説明申し上げたいと思ってます。

委員長： それは直接民間委託とは関係ない話ですとはっきりしておいた方が、いいですね。

委員長： それでは他に質問ございませんか。では次お願いします。

②平成２８年度全県教育委員会研修会の開催について

５月１３日（金）１１時５０分～ 受付、１２時２０分～ 総会

於 姫路市 イーグレ姫路

③平成２８年度兵庫県女性教育委員研修会について

６月２９日（水） 淡路夢舞台で開催予定

④文化財関係報告書の刊行について

・『清水・タカアゼ遺跡』 多可町文化財報告２７

・『西脇・多可の中世の祈り』 北はりま定住自立圏連携事業

⑤３月定例教育委員会要旨録について

３月定例教育委員会要旨録についての確認
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委員長集約：それでは教育総務課の報告を終了し、学校教育課の報告をお願いします。

【学校教育課】

①５月の行事予定について

５月の学校関係の行事予定について説明。

《小中学校関係》

・春の学校訪問

・修学旅行

・自然学校

・中学校１年生野外活動

《青少年育成センター関係》

・平成２８年度多可町青少年補導委員会総会

・青色パトロールカー出発式

事務局： 教育長より八千代小学校の開校式の話がありましたが、４月１１日から１３日ま

で大和線、大屋線、のぎくバス３路線の朝のバス登校の様子を見に行きました。

子ども達は昨年から乗車訓練をしていましたので慣れた様子で、今のところはう

まく乗車していたとの印象をもっています。

委員長： それでは何か質疑等ございませんか。ではこども未来課の報告にうつります。

【こども未来課】

①平成２７年度社会教育委員会報告書について

「 地域（多可町）を元気にしていくために社会教育が果たす役割について（報告）」

の説明

事務局： これまでは地域の開かれた学校づくりが進められてきましたが、今後は学校、

家庭、地域がパートナーとして連携共同を図る方向として、一歩踏み込んだ形で

進められていくこととなります。

平成２８年度についても、社会教育の視点から多可町を元気にしていく町づく

りを考えるためにも会議対応をしていきたいと思っております。

②平成２８年度各園在籍児童数について

平成２８年度各園在籍児童数について説明

事務局： 昨年と比べるますと数字的には少ないのですが、これからは０歳から２歳までの

お子さんの途中入所が増えてくると思います。
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③５月の行事予定について

５月のこども未来課関係の行事予定について説明

委員長： 「社会教育が果たす役割についての報告」を読んで、社会教育や生涯学習への私

自身の認識が甘かったなと感じています。

（３）次回教育委員会ついて

５月定例教育委員会 平成２８年５月３１日（火）午後１時３０分～

（４）その他

①給食試食会について

６月に給食試食会の予定について説明

②平成２８年度 総合教育会議について

平成２８年度総合教育会議について説明

・総合教育会議 年２回 ６月・７月の予定

・多可町教育懇談会の調整 ６月１４日（火）の予定

委員長： それではその他教育委員さんから質疑等ございませんか。では本日予定しており

ました定例委員会の議事日程はすべて終了いたしました。これで一旦、委員会を閉

じたいと思います。

《非公開会議》

議案第２０号「平成２８年度学童保育高学年の入所審査について」

非公開会議において審議後、承認を得た。

【閉 会】 委員長 午後３時３５分 閉会宣言
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平成２８年４月２８日

㊞

㊞



- 12 -


