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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録 録

平成２９年４月 定例会

１．開催日 平成２９年４月２７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 足立 徳昭

こども未来課長 今中 孝介

教育総務課副課長 宮原 文隆

教育総務課主査 伊藤 加奈子

こども未来課主査 財賀 薫

５．議 案

承認第１号 多可町就学援助規則の準要保護認定について

議案第２０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２１号 多可町立キッズランド運営法人選定委員会設置要綱の制定について

議案第２２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２３号 多可町教育・保育施設利用に係る支給認定の変更について
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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中町中学校 東側渡り廊下の耐震診断結果について

②多可町学校給食試食会のアンケート結果について

③平成２９年度 定時総会・全県教育委員会研修会

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平成２９年度兵庫県女性教育委員研修会について

６月２８日（水） 川西市で開催予定

⑤文化財関係報告書の刊行について

・『多可町の石造物～石仏・道標編から』（多可町文化財報告２８）

・『中野間・山口遺跡』（多可町文化財報告２９）

⑥３月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①「ふるさと検定」について

②５月の行事予定について

【こども未来課】

①各園児童数（H２９．４．１現在）について

②公私連携によるキッズランドの運営について
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③キッズランド運営法人選定委員会について

④５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５月２５日（木） 午後１時３０分～

（４）その他

①平成２９年度 多可町教育懇談会の開催日について

②平成２９年度 多可町総合教育会議の開催日について

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）小中学校の入学者数

今年度は小学校の入学者が１３６名、中学校が２２６名でした。

小学生は、全部で９９１名、中学生が６２３名で小中学校合わせると１，６１４名

になります。昨年度より１２５名の減少です。

（２）各学校園のＰＴＡ総会等の開催

４月２２日（土）に八千代小学校、加美中学校。４月２３日（日）に松井小学校、

杉原谷小学校でＰＴＡ総会が開催されました。今後４月２９日（土）に中町南小学

校、中町北小学校、中町中学校、八千代中学校、キッズランドかみ。５月６日（土）

にキッズランドやちよで開催される予定です。

（３）全国学力・学習状況調査の実施

全国学力・学習状況調査が、４月１８日（火）に小学６年生と中学３年生を対象

に実施されました。

今年度、多可町では小学６年生１７７名と中学３年生１９７名が受けました。

教頭会で「すべての教員に、それぞれの勤務校の問題をするように指示しました。」

この全国学力・学習状況調査の問題は、学習指導要領に基づいて作成されており、

この問題が解ける力を培う授業づくりが求められています。調査結果が出ましたら、

それをもとに学力向上委員会で協議をしていきます。

（４）めざす学校園づくり

子どもたちが喜んで登校する学校園づくりに取り組んでいます。

２９年度は、特に学力向上と不登校生を減らすことが、喫緊の課題です。教育委

員会では、学校園と一緒になって学力向上に取り組み、全国の平均正答率を上回る

結果を出したいと考えています。

多可町では、不登校生が中学３年生で増える傾向にあります。休みかけてからで

はなかなか改善しません、平素から学級づくりや授業づくりに力を入れ、子どもと

しっかり向き合い、きめ細かな指導・支援に取り組んでいきます。

（５）春季学校園訪問の予定

５月１日（月）から、すべての小中学校と両キッズランド、子ども園等の春季学

校園訪問を計画しています、各学校園とも、約２時間ほどで、子どもの様子を中心

に、施設整備の状況等を見て回ります。また転入教職員との懇談等も予定しています。
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以上５点を報告いたします。

日程第３

承認第１号 多可町就学援助規則の準要保護認定について

＊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査

議案第２０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２０号「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： ただ今の説明について何か質疑等ございませんか。

教育長： このことによって昨年と比べましたら、給付対象者は何人ほど増えることが予想

されますか。

事務局： ５名から１０名程度増えるのではないかと予想されます。

委員長： このことについては、学校や保護者には連絡されているのですか。

事務局： ６月１日からの受付になりますので、５月中旬から後半の時期に、多可町内の中

学校を卒業し進学した高校すべてに案内を送るとともに、たかテレビや広報たか

等で周知する予定です。

委員長： 総合教育会議で子どもの貧困について検討し、ハートフル学業支援金給付の併給

禁止要件をはずして、経済的により困難な世帯に給付ができるように協議した結果

ですので、必要な方は、おおいに活用していただけたらと思います。

委員長集約 他に質疑等ございませんか、それでは議案第２０号を原案通り可決いたします。

議案第２１号 多可町立キッズランド運営法人選定委員会設置要綱の制定について

議案第２１号「多可町立キッズランド運営法人選定委員会設置要綱の制定」につい

て、事務局より説明がなされた。

委員長： ただいまの説明について質疑等ございませんか。

委員長集約 質疑等ないようですので、議案第２１号は原案通り可決いたします。



- 6 -

議案第２２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２２号「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

説明がなされた。

議案第２３号 多可町教育・保育施設利用に係る支給認定の変更について

＊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査

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

■熊田委員 ３月２４日（月）多可町社会福祉協議会評議員会の報告

３月２９日（土）多可町行政改革推進委員会・多可町公共施設等再配置

計画策定委員会の報告

■門脇委員長 ３月２９日（土）多可町学校給食センター運営委員会の報告

委員長集約 ここまでで何か質疑等ございませんか。それでは各種委員会の報告を終了いた

します。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①中町中学校 東側渡り廊下の耐震診断結果について

中町中学校耐震補強・大規模改造工事の経緯について説明

②多可町学校給食試食会のアンケート結果について

多可町学校給食試食会のアンケート結果について説明

③平成２９年度 定時総会・全県教育委員会研修会

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平成２９年度兵庫県女性教育委員研修会について

６月２８日（水） 川西市で開催予定

⑤文化財関係報告書の刊行について

・『多可町の石造物～石仏・道標編～』（多可町文化材報告２８）

・『中野間・山口遺跡』（多可町文化材報告２９）
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⑥３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

委員長集約 教育総務課からの報告を終了しまして、次の学校教育課からの報告に移ります。

【学校教育課】

①「ふるさと検定」について

「ふるさと検定」について説明

②５月の行事予定について

５月の小中学校関係の行事予定について説明

【こども未来課】

➀各園児童数（Ｈ２９．４．１現在）について

平成２９年度各園入所児童数について説明

②公私連携によるキッズランドの運営について

公私連携によるキッズランドの運営について説明

③キッズランド運営法人選定委員会について

キッズランド運営法人選定委員会について説明

④５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

事務局： 先月の定例教育委員会の中で「民間こども園の卒園式が少し早いのが気になりま

す」との話がでてましたので、園所長会議において状況を確認しました。その結果、

卒園式の開催日を土曜日に希望される保護者が多いという点と、保育園部の園児は

月末まで通園するので、こども園としては３月中頃の土曜日で卒園式を開催し、次

の年度の準備をしたいとの思いを含んだ日程でございました。

あさかこども園と四恩こども園につきましては、来年もその予定で進めたいとの

ことでしたが、みどりこども園は、公立に合わせることも含めて検討したいとのこ

とでした。

委員長： はい、よくわかりました。

委員長集約 これでこども未来課の報告を終了したいと思います。
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（３）次回教育委員会について

平成２９年５月２５日（木）午後１時３０分～

（４）その他

①平成２９年度 多可町教育懇談会の開催日について

②平成２９年度 多可町総合教育会議の開催日について

委員長： その他について質問等ございませんか。

事務局： ４月以降の民間委託した給食センターの調理員の動向ですが、１７名の嘱託

調理員のうち（株）東洋食品に正職員として１１名が雇用され、パート調理員

は３名が雇用されました。そのほかの調理員は転職されました。

委員長集約 それでは本日予定しておりました定例教育委員会の議事日程は、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》

○承認第１号「多可町就学援助規則の準要保護認定について」

○議案第２３号「多可町教育・保育施設利用に係る支給認定の変更について」

＊ 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２０分 閉会宣言


