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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２９年３月 定例会

１．開催日 平成２９年３月２３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 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

教育総務課副課長 宮原 文隆

多可町図書館館長 木俣 幸雄

５．議 案

議案第１６号 多可町幼児教育研修事業補助金交付要綱の制定について

議案第１７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１８号 多可町立学校における障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る対応要領の制定について

議案第１９号 多可町図書館条例施行規則の一部を改正する規則について

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２９年４月４日（火）午前９時～１０時３０分

場 所：ベルディーホール 会議室

②給食試食会

日 時：平成２９年４月５日（水）午前１１時３０分～

場 所：多可町教育委員会 大会議室

③全県教育委員研修会

日にち：平成２９年５月２２日（月）

場 所：洲本市文化体育館（洲本市）

④多可町図書館の新刊本配本状況について

⑤平成２９年度 学校園入学式の告辞について

⑥２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

【学校教育課】

①平成２９年度 小中学校児童生徒数・クラス数について

②平成２８年度末 多可町立学校教職員人事異動内示について

③平成２９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

④４月の行事予定について
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【こども未来課】

①４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４月２７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

熊田委員と藤田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）卒業式・卒園式について

３月１０日（金）に町内の３中学校の卒業式があり、２５７名が卒業しました。ま

た、本日午前中に町内の５小学校の卒業式があり、２２６名が卒業しました。

明日は、両キッズランドの卒園式を実施します。

（２）３月の議会について

３月２日から第７５回多可町議会定例会が開催されております。３月１６日、１７

日に一般質問があり、教育委員会関係では、以下の質問がありました。

①橋尾議員

「文化芸術の振興策について」と「各集落の歴史等風土記の案内板の設置について」

②安田議員

「丹波市との文化・スポーツ交流で、図書館の交流の進展状況はどうか」

③廣畑議員

「保育料の軽減について」

④山口議員

「豪雪対策について」

⑤日原議員

「就学前の発達障害児への支援について」

（３）「まちづくり提案箱」の設置について

２月に実施した町長、教育長及び町幹部と中学生との「ふれあいトーク」での意見

をもとに、町内の３中学校に「まちづくり提案箱」を設置し、中学生の目線で多可町

のまちづくりについて意見を求めることにしました。

以上３点を報告いたします。



- 5 -

日程第３

議案第１６号 多可町幼児教育研修事業補助金交付要綱の制定について

議案第１７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１６号「多可町幼児教育研修事業補助金交付要綱の制定」についてと議案第

１７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、事務局より説明がなされた。

委員長： ただ今の説明につきまして、何か質疑等ございませんか。

委員長集約 ないようですので、議案第１６号、議案第１７号を原案通り可決いたします。

議案第１８号 多可町立学校における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対

応要領の制定について

議案第１８号「多可町立学校における障害を理由とする差別の解消の推進に関する

対応要領の制定」について、事務局より説明がなされた。

委員長： 合理的配慮のことですが、これはとても大切なことだと思います。合理的配慮と

いうのは、意思の表明をするということが大事になってくるわけですね。もちろん

出来ない人には周りが配慮するということだと思いますが、学校園において現実に

このようにしてほしいとの意思の表明は今までにもあったのですか。

事務局： 具体的に学校からは、合理的配慮の対応をしたとか、こんな要望があったとかの

報告は受けておりませんが、県としても合理的配慮の提供ということで、特別支援

教育の領域におきましても提供がありましたら、学校としては受け止める指針は示

されています。

委員長： 重要な取組だとは思うのですが、また難しい取組だとも思います。教職員はしっ

かりと理解して取り組んでいただけると思いますが、障害がある子どもや保護者や

家族の要望をなかなか学校には言いにくい人もいらっしゃると思います。

保護者が、子どもを普通学級でみんなと一緒に教育を受けさせて、必要な教科だ

け特別支援学級へ通級するようにしてほしいとの具体的な要望をしても、学校から

「あなたの子どもさんは特別支援学級の方が良いです。」と勧められると、保護者

からの要望を伝えにくいと聞いたことがあります。

これからは過重でない限り、保護者なり子どもの要望を大切に配慮できるように

なれば、ありがたいことだと思います。

事務局： 今、委員長がおっしゃったような入級の事例はありますが、学校としましては、

特別支援学級の方がその子どもの力を伸ばせるとした判断の下で、入級を勧めるこ

とはあります。その子どもにとって通級が良いのか、入級が良いのかを合理的配慮

を加味しながら、その子どもにとっての一番良い環境を整えてやることが大事だと

思っています。

委員長： 合理的配慮とは特別に先生をつけてほしいとか、教育基金がほしいとか、教育設
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備を改善してほしいというような要望も当然含まれますね。

事務局： はい、含まれます。

委員長： これに対する予算はどうなるのですか。まだ来年度予算には組み込まれていない

のですか。

事務局： これまでも、学校から特別支援学級に対応する要望が上がってきています。例え

ば、「次年度の入学児童のために、手すりや足の不自由な人のトイレ等を先だって

改修する必要がある。」というような学校側からの要望もございます。それは予算

の学校管理の施設整備費や教育振興費の予算の中で、これまでも対応をしてきてい

ます。

委員長： この要領については、保護者に周知していただくことも大事なことです。

他にございませんか。

委員長集約 ないようですので、議案第１８号は原案通り可決いたします。

議案第１９号 多可町図書館条例施行規則の一部を改正する規則について

議案第１９号「多可町図書館条例施行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： 今回の丹波市図書館と多可町図書館の提携により、丹波市山南町和田の人たちは

多可町に来られる方が近いかもしれませんね。

委員長： 他に質疑等ございませんか。

委員長集約 ないようですので、議案第１９号は原案通り可決いたします。

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

○岩田委員

３月６日(月） 多可町テレビ放送番組等審議会の報告

○熊田委員

２月２４日(金） 多可町行政改革推進委員会の報告

（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２９年４月４日（火）午前９時～１０時３０分

場 所：ベルディーホール 会議室

②給食試食会

日 時：平成２９年４月５日（水）午前１１時３０分～
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場 所：多可町教育委員会 大会議室

③全県教育委員研修会

日にち：平成２９年５月２２日（月）

場 所：洲本市文化体育館（洲本市）

④多可町図書館の新刊本配本状況について

多可町図書館の新刊本配本状況について説明

委員長： 多可町図書館等について、何か質問等ございませんか。

委 員： 多可町図書館に希望すれば、どんな本でも購入していただけるのですか。

事務局： 希望いただきました図書は、３人の司書によって協議し、館長が決裁して購入す

るフローとなります。また購入できない図書でも、他の図書館から取り寄せること

もできます。

委 員： 古い本はどうされていますか。

事務局： 古くても貸出頻度の高い図書は、書庫に保管して貸出をしています。またほとん

ど貸出がない古い本は、除籍をして図書館まつりでリサイクルしています。

２９年度からは、毎週１回くらいは図書リサイクルを考えています。

委 員： 本の破れや落書きはあるのですか。

事務局： あります。特に絵本に破れ等が多いです。図書館で対応できる範囲の破れ等は修

理をしていますが、出来かねる場合で原因者がはっきりしている場合は、同じ図書

を借主に買っていただいています。ただ既に絶版になっている本は、それ同等の金

額をいただいて別の図書を購入しています。

教育長： 年間に何件ほど、そのような破れや汚れの事案がありますか。

事務局： 年間２０件もありません。よく読まれている図書は劣化していますが、テープを

貼ったりして対応しています。皆さん図書を大事に使っていただいています。

委員長集約 では多可町図書館等についてはよろしいですか。次に移ります。

⑤平成２９年度 学校園入学式の告辞について

平成２９年度学校園入学式の告辞について説明

⑥２月定例教育委員会要旨録について

２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回総合教育会議要旨録についての確認

委員長集約 それでは次に学校教育課の報告に移ります。
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【学校教育課】

①平成２９年度 小中学校児童生徒数・クラス数について

平成２９年度小中学校児童生徒数・クラス数について説明

②平成２８年度末 多可町立学校教職員人事異動内示について

③平成２９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いるため、委員会閉会後、非公開会議で審議

④４月の行事予定について

４月の小中学校関係の行事予定について説明

委員長： ここまでで何か質疑等ございませんか。

委員長集約 ないようですので、次にこども未来課の報告に移ります。

【こども未来課】

①４月の行事予定について

４月のこども未来課関係の行事予定について説明

②学童保育における土曜日の利用時間変更と学童保育の利用のバス通学による下校につ

いて

ⅰ．学童保育の土曜日の利用時間を午前７時３０分から午後７時に変更

ⅱ．学童保育利用のバス通学による下校について

以上２点について説明

事務局： 学童保育は保護者のお迎えが基本となっていますが、八千代小学校に通っている

バス通学の小学１年生と４年生の兄弟の件です。４年生の兄の授業が終わるまで、

１年生の子どもは学童保育を利用しています。保護者が迎えに行ける時間までだと、

４年生の兄もそれから学童保育を利用しなければいけませんので、帰りはバス通学

を要望されています。

そこで、教育委員会と八千代小学校の校長と相談をしまして、なんとか保護者の

要望を認めてあげたいと考えています。杉小のバス通学児童についても同じことが

言えると思います。

特例になりますが、２９年度から考えていきたいと思っています。

委員長： 土曜日の学童保育の利用時間が、事情のある保護者の要望により３０分早い午前

７時３０分から利用が出来るようになったことと、学童保育を利用の子どもで、子

どもの学年が離れているために、保護者のお迎え時間が合わない家庭の子どもの通

学バスの利用について、質疑等ございませんか。

教育長： ４年生の子どもが１年生の弟を迎えに行くのに校外へ出るわけではなく、八千代

小学校の場合は運動場の中を通ってバス停留所まで行けますので、認めては、どう

でしょう。

委 員： あまり厳しく規則で縛るわけではないのですが、小学４年生といっても子どもで
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すし、もし万が一のことが何かあってはいけませんし、「これはあくまでも特例で

す。」と保護者にもきちんと説明する必要はありますね。

委員長： そうですね、これから「それではうちも」と要請が増えてくると、特例ではすま

ないかもしれません。安全面での問題や、学童保育で働いていらっしゃる方の負担

も増えてきますね。

委 員： 加美区の学童保育ではどうなっていますか。

事務局： 加美区の学童保育では、今のところは申し出はありません。今後申し出があった

場合は同じような対応はさせていただきますと、校長先生には話しています。

委員長： こども未来課の報告で何か質疑等ございませんか。

委員長集約 これでこども未来課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４月２７日（木）午後１時３０分～

（４）その他

①「子どものためのオーケストラコンサート」の鑑賞依頼について

ベルディーホールで３月２６日公演予定の「子どものためのオーケストラコン

サート」について、ベルディーホール顧問の奥村さんから、子どもの芸術文化育

成に理解を得るためにも鑑賞していただきたいとの要請が教育委員に対してあっ

たことを報告

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。

《非公開会議》

「平成２８年度末 多可町立学校教職員人事異動内示について」

「平成２９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」

＊ 非公開会議において報告した。

【閉 会】 委員長 午後４時２０分 閉会宣言
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平成２９年３月２３日

㊞

㊞


