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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２９年１月 定例会

１．開催日 平成２９年１月２７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 藤田 裕子

委 員 岩田 光代

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

こども未来課副課長 市位 孝好

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 多可町一時預かり事業実施要綱の一部を改正する要綱について

議案第２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要綱について

議案第３号 多可町病後児保育事業実施要綱の一部を改正する要綱について

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学校給食センター調理等業務の民間委託について

■１月１４日（土）嘱託・臨時調理員の面接 （（株）東洋食品）
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②学校園の２８年度卒業式及び２９年度入学式について

③１２月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①２月の行事予定について

【こども未来課】

①平成２９年度各園入所予定児童数について

②平成２９年度学童保育入所予定児童数について

③総務文教常任委員会（１／２４）資料について

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２９年２月２３日（木） 午後１時３０分～

（４）その他

閉 会



- 3 -

【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）２０年ぶりの大雪

１月１４日から雪が降り、１月１６日には加美区の山寄上で７０㎝～８０㎝の積雪。

警報は出ておりませんでしたが、各区の状況を把握し、町内の小中学校は午前８時１

５分の段階で、臨時休校といたしました。その後も歩道に雪が残り、登下校は危ない

状況でした。

（２）インフルエンザの流行状況

インフルエンザの流行により、中町南小学校１年雪組が１月２５日・２６日の２日

間学級閉鎖いたしました。本日のインフルエンザによる欠席は、中南小７名、松井小

２名、八千代小１名、八千代中１名、キッズかみ１名、キッズやちよ２名です。

今のところ、大きな流行という状況ではありません。

（３）おもしろ算数・数学講座

１月７日（土）午後７時から八千代プラザで、恒例の「おもしろ算数・数学講座」を

開催しました。今年で２１回目となるこの講座には、小学生から一般まで、合計３８

名が参加し、臼井教授（大阪大学）、足利教授（東北学院大学）、大淵教授（徳島大

学）、遊佐准教授（兵庫県立大学）の４名の先生方が出題される難問に挑戦しました。

小中学生も大変熱心に取り組み、自分の解き方をしっかり発表しました。

（４）成人式

１月８日（日）にベルディーホールで、成人式が行われました。今年は２７８名の

新成人が誕生（出席は２２５名）しました。話を聞く態度が例年以上に良かったです。

（５）阪神・淡路大震災から２２年

死者６,４３４人、行方不明３人、負傷者４３，７９２人、家屋の全半壊 約４４万世

帯という甚大な被害が出た阪神淡路大震災から今年で２２年経過しました。

１月１７日（火）には、兵庫県下で多くの追悼行事が催されました。多可町の各小

中学校でも半旗を掲揚し、防災訓練や防災集会、追悼行事を行いました。学校園は、

子どもの命を預かっていることを再認識し、危機管理の徹底、防災教育の一層の充実

を図っていきます。

以上５点、報告いたします。
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委員長： １月７日(土)に開催されました「おもしろ算数 数学講座」において、校長先生

が子ども達と一緒に一生懸命になって問題を解かれていたと神戸新聞の｢風｣のコラ

ムで取り上げていました。また、たかテレビの放送では、大学教授も気が付かない

ような解き方を子ども達がしていたと放送されていました。子ども達が柔軟な考え

方ができることに感心しました。

日程第３

議案第１号 多可町一時預かり事業実施要綱の一部を改正する要綱について

議案第２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要綱について

議案第３号 多可町病後児保育事業実施要綱の一部を改正する要綱について

議案第１号「多可町一時預かり事業実施要綱の一部を改正する要綱」について、議案第２

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要綱」について、議案第３号「多

可町病後児保育事業実施要綱の一部を改正する要綱」について、事務局より一括して説明が

なされた。

教育長： 議案第１号「多可町一時預かり事業実施要綱の一部改正」の金額の変更は、近隣

に比べて少し高い状況にあったので変更になったのですか。

事務局： はい、今回の改正で、近隣とほぼ同額になっています。

委員長： 実際に保護者から近隣より高いとの指摘があったのですか。

事務局： はい、何件かございました。

委員長： 議案第２号「多可町障害児保育事業補助金交付要綱の一部改正」での補助金は、

ほとんどが加配の保育士の人件費になるのですか。

事務局： はい、そうです。特別支援児童の補助をしていただいた場合に、１名の保育士の

人件費になります。

委員長集約 それでは他に何か質疑等ございませんか。無いようですので議案第１号、第２

号、第３号につきましては、原案どおり可決することとします。

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

委員からの委員会報告はなし

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校給食センター調理等業務の民間委託について

■１月１４日（土）嘱託・臨時調理員の面接（（株）東洋食品）

ⅰ．業務の委託契約の締結 ホームページ・１月たか広報で公表
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ⅱ．嘱託職員・臨時職員に対する採用に関する説明会

ⅲ．多可町学校給食センター給食配送回収業務の委託

②学校園の２８年度卒業式及び２９年度入学式について

学校園の２８年度卒業式及び２９年度入学式について説明

・卒業式の告辞の検討

③１２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

委員長： 教育総務課からの報告について、何か質疑等ございませんか。

○多可町学校給食センター給食配送回収業務の件

委員長： 多可町学校給食センター給食配送回収業務の民間委託の件ですが、入札は何社か

あるのですか。

事務局： はい、昨年までの入札では３社ありました。

委員長： １年契約ということですが、毎年業者さんが変わるということですね。

事務局： 来年度から、調理等業務を民間に委託する３年契約となっていますので、今後配

送回収業務についても長期契約を検討していく予定です。

○学校園の卒業式・入学式の告辞について

委員長： 学校園の卒業式・入学式において、教育委員の告辞の件で検討をお願いしたいと

思います。中学校の卒業式が年々長くなっていると中学校の校長先生と話したこと

がありました。生徒やＰＴＡのサプライズがあったりして、帰るのが昼を過ぎる学

校もあるようです。校長先生の式辞は短くできませんが、教育委員の告辞は内容を

簡潔化してはどうでしょうか。

委 員： そうですね。教育委員会として、子ども達と保護者に是非とも伝えたい事を簡潔

にできないでしょうかね。

事務局： 近隣の状況を確認して、簡潔化する方向で検討していきます。

委員長集約 それでは次に学校教育課の報告に移ります。

【学校教育課】

①２月の行事予定について

２月の小中学校関係の行事予定について説明

委員長： 学校教育課からの報告で、何か質疑等ございませんか。

教育長： １０月の定例教育委員会で全国学力・学習状況調査の協議がありましたが、全国

体力・運動能力テストの分析資料ができましたので、２月定例教育委員会で提示を
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したいと思っています。

委員長： コミュニティ・スクール導入等促進事業は、八千代地区から始まるのですか。

教育長： はい。それぞれの学校で評価制度がありますが、それを一歩進めたかたちで地域

の方や保護者に学校の運営や経営に参画していただくということです。特に八千代

小学校の場合は、統合に向けての準備委員会で学校のきまりや目標をつくったりと

多くの皆さんに力になっていただきました。こうした関係をそのまま維持すればう

まくいけるのではないかと思いましたので、ぜひ、八千代小学校をコミュニティ・

スクールに指定したいと思っています。統合した学校では、地域の皆さんの意見を

より吸い上げていく必要もあります。

本当は１年目からコミュニティ・スクール導入等促進事業を進めたかったのです

が、統合やいろいろな準備等がございましたので、来年１年は組織作りをしまして

進めていきたいと思っています。

委員長： 非常に良いタイミングだと思います。旧八千代南小学校区の方はもちろんですが

旧北小学校区、旧西小学校区の方々は、開校してからの行事等のことをどのように

思われてるか聞く必要があります。

１月２４日に八千代中学校で開催された「ふるさとキャリア教育」の件ですが、

生徒達の反応はどうでしたか。

事務局： 約５０名の中学一年生を対象に実施したのですが、聞き方も態度も非常に良かっ

たです。前半約４０分の話で、後半は Q ＆ A のかたちで進めました。講師が地元
の身近な方だったので、生徒との繋がりもできて良い機会になりました。

委員長： 講師が若くて子ども達との年齢が近いので、自分の夢として結びつきやすく良か

ったと思います。

委員長集約 次にこども未来課の報告に移ります。

【こども未来課】

➀平成２９年度各園入所予定児童数について

平成２９年度各園入所予定児童数について説明

②平成２９年度学童保育入所予定児童数について

平成２９年度学童保育入所予定児童数について説明

③総務文教常任委員会（１／２４）資料について

「公私連携による両キッズランドの運営について」資料

・スケジュール、議会への上程について説明

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
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委員長集約 では質問等ございませんか。ないようですので、こども未来課からの報告を終

了します。

（３）次回教育委員会について

平成２９年２月２３日（木）午後２時～

（４）その他

委員長： その他について委員、事務局何かございませんか。

事務局： １月３１日（火）総合教育会議について再度、確認お願いします。協議事項は「森

のようちえんについて」と継続協議として「子どもの貧困について」を追加してい

ます。

教育長： 「森のようちえん」の後、「子どもの貧困」を協議ですね。

事務局： その予定です。６月の総合教育会議で協議しました国の大学生に対する奨学金

について、昨年１２月２４日に文部科学省から「給付型奨学金制度の概要」の検

討結果資料と、朝日新聞に掲載された給食費について子どもの貧困と関わる資料

を参考資料として提示しています。

委員長集約 これで本日予定しておりました定例教育委員会の議事日程が、すべて終了い

たしました。委員会を閉じたいと思います。

【閉 会】 委員長 午後３時３０分 閉会宣言
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平成２９年１月２７日

㊞

㊞


