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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２９年１０月 定例会

１．開催日 平成２９年１０月２６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

学校給食センター所長 藤本 貴久

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

承認第３号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

承認第４号 多可町学校給食食物アレルギー対応検討委員会の任命について

議案第３９号 多可町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

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①教育総務課関係の協議・報告事項について

②平成２９年度７月～９月 多可町教育委員会後援名義申請について
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③平成２９年度 新任教育委員研修会について

日 時：１１月１０日（金）午後１時～

場 所：兵庫県民会館 １０階１００１号室

研修内容：「教育行政の今日的課題」 滋賀大学教授 大野裕巳氏

「今、教育委員に期待されるもの」 前豊岡市教育長 石高雅信氏

④平成２９年度 播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会について

日 時：１１月２８日（火）午後２時～

場 所：高砂市立勤労者総合福祉センター

研修内容：講演 サントリーホールディングス（株） 奥田 翔氏

演題：「働き方改革について」（予定）

⑤９月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①平成２９年度 多可郡中学校新人体育大会について

②１１月の行事予定について

【こども未来課】

①保育料の算定ミスについて

②公私連携によるキッズランドの運営（民営化）について

③１１月の行事予定について

（３）次回定例教育委員会について（案）

平成２９年１１月２４日（木）午後１時３０分～

（４）その他

①第２回総合教育会議

平成２９年１１月２日（木）午後１時３０分～

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）保育料算定間違いについて

○ 本年８月に、９月以降の保育料の算定替えをしている際に、担当職員が平成２

９年度４月～８月のキッズランド、認定こども園の保育料の算定誤りに気づきま

した。

平成２９年４月～８月の保育料は、今年３月の算定段階で前担当者が間違って

いました。その後、２９年度の５８４件すべてを精査したところ、１３世帯に間

違いがあることが判明しました。追徴が３世帯で１３万３５００円、還付が１０

世帯で４９万７３００円です。

算定ミスの要因としては、ひとり親家庭や障害者のおられる家庭の入力漏れ、

家計の主宰者の誤り、多子世帯に対して軽減誤りなど、事務処理ミスによるもの

です。

平成２９年度分については、まず電話をして訪問日時を決め、訪問してお詫び

を申し上げるとともに、追徴、還付の手続きを取らせていただき、１０月１３日

までにすべて完了いたしました。

保育料の還付、追徴は過去５年にさかのぼることになっておりますので、２７

年度、２８年度分を精査いたしました。２７年度、２８年度を合わせて、追徴が

１５世帯、１６６万７２５０円、還付が５１世帯、１９２万４２５０円です。

１０月２７日の臨時議会で説明をして、補正予算対応を承認していただきました

ら、過年度分については、還付加算金（利息）もつけてお返しするように早急に、

事務処理を進めていきたいと考えております。

現在、２４年～２６年分についても精査を行っております。まとまり次第、

すぐに対応していきます。

このたびの保育料算定誤りにつきましては、大変ご迷惑をおかけして申し訳ご

ざいません。今後はこうした間違いがないように、一層、職員の力量アップに努

めるとともに、二重チェックを行うなどの体制を取り、再発防止に全力で取り組

んでまいります。そして、保護者の皆様をはじめ、 町民の皆様の信頼回復に努

めていきます。ご理解をいただきますようよろしくお願いします。

（２）学校園訪問について

○ １０月３日から学校園訪問を実施しております。秋の訪問は、教育委員と事務

局とで訪問しております。現在までに、３つの中学校と中町南小学校、中町北小

学校、松井小学校、あさかこども園、四恩こども園が終了しております。
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どの学校園も、年間計画に基づいて着実な学校園運営がされております。子

供たちの状況を十分把握するとともに、すべての教職員の取組を聞き、課題を

共有するとともに、教職員の指導力向上につながるように指導助言を行っており

ます。

（３）台風２１号の被害状況について

○ １０月２４日に学校園を訪問をして被害状況を把握しました。各学校園に暴風

による被害が出ております。主なものとしては、八千代小学校と貴船神社境の倒

木によるフェンスの一部破損。加美中学校の格技場や体育館の屋根、みなみ児童

館とキッズかみの間のトイレの屋根破損。旧中町幼稚園の東の通園バス車庫のシ

ャッター破損。キッズやちよの倒木などです。災害対応事業として、至急対応を

していきます。

以上３点、報告いたします。

日程第３

承認第３号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第３９号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

＊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議

承認第４号 多可町学校給食食物アレルギー対応検討委員会委員の任命について

「多可町学校給食食物アレルギー対応検討委員会委員の任命」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。

委員長集約 ないようですので、承認第４号を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

＊熊田委員・・・９月２７日（水）多可町公共施設等再配置計画策定委員の報告

＊藤田委員・・・１０月３日（火）多可町生涯学習推進協議会の報告
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（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①教育総務課関係の協議・報告事項について

○教育総務課関係の協議・報告事項について説明

１．委員委嘱にかかる根拠規則

多可町教育委員会事務委任等に関する規則

２．２９年度９月補正予算概要

食物アレルギー対応検討委員会・委員報酬 １１０，０００円（新規）

消防設備等修繕 ７１１，０００円（増額）８月１８・２２日落雷、豪雨被害

貯水槽の清掃・消毒 １１９，０００円キッズランドかみ 台風被害

倒木処理等（１２月補正予算計上予定）台風２１号被害

３．２９年度事業進捗状況

■学校施設設備事業進捗状況について説明

①中町南小学校 北校舎ほか老朽改修工事・・・１１月完成予定

（体育館内部の照明器具の取替工事・耐震化のための落下防止工事）

②中町北小学校 校舎老朽改修実施設計業務委託・・・１１月発注予定

③遊具改修・修繕・・・年度内完了予定

■那珂ふれあい館

①杉原紙総合調査委員会 （１１月中に開催予定）

②体験イベント

■図書館

①おはなし会：１１月１１日（土）・２５日（土）午前１０時３０分～

■多可町学校給食センター

①第１回多可町学校給食食物アレルギー対応検討委員会

②学校給食費不納欠損について説明

■就学援助（入学援助）前倒し支給（平成３０年３月）について

①神戸市他県下情勢等により早期支給対応で検討中

②平成２９年度７月～９月 後援名義申請書一覧

平成２９年度７月～９月までの後援名義申請書一覧について説明

③平成２９年度 新任教育委員研修会について

日 時：１１月１０日（金）午後１時～



- 6 -

場 所：兵庫県民会館 １０階１００１号室

研修内容：「教育行政の今日的課題」 滋賀大学教授 大野裕巳氏

「今、教育委員に期待されるもの」 前豊岡市教育長 石高雅信氏

④平成２９年度 播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会について

日 時：１１月２８日（火）午後２時～

場 所：高砂市立勤労者総合福祉センター

研修内容：講演 サントリーホールディングス（株） 奥田 翔氏

演題：「働き方改革について」（予定）

委員長： 多可町学校給食センターの説明の中で学校給食費不納欠損の件ですが、給食費に

時効があることを知りませんでした。

事務局： 給食費や水道料金は私債権に該当し、債務の手続きを取らなければ、２年で消滅

時効になります。公債権に該当する税金等も、手続きを取らなければ、５年で消滅

時効になります。

委員長： 給食費未納者に対する請求書の発行は、毎月ごとされていますか。

事務局： はい、そうなります。これまでは消滅時効が、２年で成立することを充分に認識

していなかったこともあります。

今後は、職員が該当する世帯を訪問し、説明をして給食費納入について理解をい

ただいた上で誓約書を取り交わすこととしていますので、これからは消滅時効には

なりません。

委員長： 大変なことですが、そのような厳格な姿勢で臨んでいくことが大事ですね。

委員長： 就学援助金を受給されている世帯は、就学援助金を給食費に充当している世帯も

ありますね。

事務局： 保護者の同意を得て、就学援助金の給食費分は全て充当しています。

委員長集約 他に質疑等ございませんか。ないようですので次に移ります。

事務局： １０月１０日(火）の八千代中学校の訪問の給食喫食時に、この献立でエネルギ

ーの摂取量が足りているのかについて、疑問に思われた方がいらっしゃいましたの

で、この場をお借りして、学校給食センターの藤本所長より当日の献立について説

明いたします。

事務局： 皆様からの疑問は３点ありました。１点目は入っている野菜の彩りが悪かったこ

と。２点目は献立にコッペパンとブルーベリージャムが出ていましたが、そこにフ

ランクフルトを挟むのか、食べ方が分からなかったこと。３点目はエネルギー摂取

量のことです。

まず、１点目と２点目は１０月１０日(火)「目の愛護デー」ということで、目に

良いビタミンＡを多く含む野菜を使用しましたが、熱を加えたことによって野菜の

彩りが悪くなってしまいました。２点目のフランクフルトはレバー入りで、この食

材も目に良いということで使用しましたが、偶然にもコッペパンの日と重なってし

まいました。３点目のエネルギー摂取量ですが、文科省の基準より５％前後の誤差
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はありますが、全学年とも適正基準を満たしております。

⑤９月定例教育委員会要旨録について

９月定例教育委員会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。

【学校教育課】

①平成２９年度 多可郡中学校新人体育大会について

平成２９年度多可郡中学校新人体育大会について説明

②１１月の行事予定について

１１月の小中学校関係の行事予定について説明

委員長： 多可郡新人体育大会のソフトボールで、加美中学校と八千代中学校が連合チーム

を組んで出場していますが、練習等はどのようにしているのですか。

事務局： それぞれの学校で練習をして、大会前に１～２回合同練習をするようです。

教育長： 少子化の影響で、近畿大会でも少人数の連合チームは増えてきています。

委員長集約 それでは、次にこども未来課の報告に移ります。

【こども未来課】

①保育料の算定ミスについて

保育料の算定ミスについて説明

②公私連携によるキッズランドの運営（民営化）について

公私連携によるキッズランドの運営（民営化）について説明

キッズランドかみ・・・社会福祉法人 鳳凰福祉会に決定

キッズランドやちよ・・社会福祉法人 楽久園会に決定

③１１月の行事予定について

１１月のこども未来課関係の行事予定について説明

委員長： 保育料の算定ミスについて、保護者の反応はどのような感じですか。

事務局： 保護者には、還付につきましても追徴につきましても、ご理解いただきました。

委員長： 過去５年にさかのぼって調査をされる予定ですが、その結果、同じように還付が

ある世帯と追徴がある世帯を一軒ごとに回られるのですか。

事務局： はい。その予定です。

教育長： 平成２７年度に法制度の改正がありましたので、平成２４年度から平成２６年度
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のミスは平成２７・２８年度よりは少ないと思っています。ただ、間違いがないと

は言えません。

委 員： 平成２７・２８年度のどちらの年度にも算定ミスの該当する世帯がありましたの

で、金額はかなり増えますね。

委員長： 保育料の算定ミスの要因は、平成２７年度の法制度の改正によるものですか。

教育長： 法制度の改正内容を十分に理解していなかったことと、入力ミスだと思っていま

す。

委 員： 入力システムにはどんな方法で入力するのですか。

事務局： 一軒ごとに世帯の情報を入力していく方法ですが、チェック体制が不十分だった

ことに起因すると考えられます。

委員長： それほど難しい入力システムではなかったと思いますし、保護者に教育委員会が

信頼できなくなったと思われても仕方がないですね。

今後は、このようはことが起こらない体制作りが一番肝心になると思います。ま

た、保護者に対しては誠意のある対応をしていただきたいと思います。

教育長： 平成２４年度から平成２６年度の算定ミスについては、１２月中には結果を出し

たいと思っています。

委員長集約 他に質疑等ございませんか。ないようですので、こども未来課の報告を終わり

ます。

（３）次回定例教育委員会について

平成２９年１１月２４日（金）午後１時３０分～

多可町教育委員会 会議室

（４）その他

①第２回総合教育会議

平成２９年１１月２日（月）午後１時３０分～ 会議室

＊多可町いじめ防止等に関する条例の制定について

＊奨学金制度のあり方について

《非公開会議》

承認第３号 「多可町就学援助規則準要保護の認定について」

議案第３９号「多可町就学援助規則従尿保護の認定について」

＊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３０分 閉会宣言




