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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成３０年２月 定例会

１．開催日 平成３０年２月２２日（木）午前９時３０分～

２．場 所 多可町教育委員会 大会議室

３．出席者 教 育 長 岸原 章

委 員 門脇 きみ子

委 員 藤田 裕子

委 員 岩田 光代

４．陪席者 教育総務課長 今中 明

学校教育課長 足立 徳昭

こども未来課課長 今中 孝介

こども未来課副課長 市位 孝好

学校給食センター所長 藤本 貴久

学校栄養教諭 中尾 美聡

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

議案第１号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第２号 多可町病児保育事業実施要綱の一部を改正する告示について

議案第３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告示について

議案第４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５号 平成３０年度 多可町教育方針について

６．協議事項

（１）卒業式の告辞について
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（２）多可町うりだし町民会議委員の依頼及び開催について

開催日 平成３０年２月２７日（火） 午後７時３０分～

７．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平成３０年度 教育総務課の新規事業・重要事業と予算概要について

②多可町学校給食食物アレルギー対応検討委員会の答申について

③１月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①平成３０年度 学校教育課の新規事業・重要事業と予算概要について

②平成２９年度 多可町小中学校 体力・運動能力テスト結果について

③３月の行事予定について

【こども未来課】

①平成３０年度 こども未来課関係実施事業について

ⅰ. すずかけ学級、学びの広場の学習発表
ⅱ. 中町北小学校播州歌舞伎クラブ３０周年記念公演

②こども未来課の新規事業・重要事業と予算概要について

③両キッズランド 保護者アンケート調査結果（２回目）について

④３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３０年３月２２日（木）午後１時３０分～

（４）その他

閉 会
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【開 会】

教育長あいさつ

日程第１ 会議録署名委員の指名

門脇委員と岩田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）インフルエンザや流行性胃腸炎の流行

今年は年明けから寒さが非常に厳しく、インフルエンザや流行性胃腸炎が猛威

をふるいました。多可町においても学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖になる学校が

ありましたが、幸いながら峠は越したようです。

１月の終わりに、八千代中学校１年生の中で流行性胃腸炎が流行しました。３

年生の私立高入試や推せん入試等を控えていましたので、１日学校閉鎖をしまし

た。

保健所や校医先生と連絡をとりながら対処しましたので、大きく広がることは

ありませんでした。

（２）すずかけ学級、学びの広場の学習発表

１月２８日(日)に、地区解放文化祭が教育集会所において開催されました。午

前中は、三木人権・同和教育協議会副会長で元三木市立別所中学校長の春川政信

先生の講演｢町民みんなが笑顔になるために～部落問題の今とこれから～｣があり

ました。

午後からは、中町北小学校の｢すずかけ学級｣と中町中学校の｢学びの広場｣の今

年の取組発表がありました。みんなが今年１年間の取組をしっかり発表できてい

ました。

（３）中町北小学校｢播州歌舞伎クラブ｣３０周年記念公演

２月１０日(土)に、中町北小学校播州歌舞伎クラブ３０周年記念公演が同校体

育館で開催されました。地域の人々約１００名の前でクラブ員(現在３０名)が「寿

式三番叟｣を上演したほか、６年生が｢中北小播州歌舞伎クラブ３０年の歩み｣を

プレゼンテーションで発表してくれました。播州歌舞伎の歴史や学校の取組がよ

くわかる素晴らしい発表でした。

（４）第１０回西脇多可新人高校駅伝大会

２月１８日(日)に、第１０回西脇多可新人高校駅伝大会が開催されました。今

年は全国から男子６５チーム、女子４４チーム、計１０９チームが参加して熱戦

が繰り広げられました。開会式と閉会式に参加し、途中はベルディーホール前の

折り返し地点で応援をしました。

毎年１２月に、京都で行われる全国駅伝競走大会の上位有力校が多く参加をさ

れる大会です。地元の西脇工業高校の頑張りに対して、地域を挙げて応援してい

きたいと思います。
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以上４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１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

議案第２号 多可町病児保育事業実施要綱の一部を改正する告示について

議案第３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告示について

議案第２号「多可町病児保育事業実施要綱の一部を改正する告示」についてと議案

第３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告示」について、事

務局より説明がなされた。

教育長： ただ今の説明につきまして、何か質疑等ございませんか。

教育長集約 ないようですので、議案第２号、議案第３号は原案通り可決いたします。

議案第４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。

教育長： 多可町就学援助にかかる所得基準額(年度比較)表の参考のモデル欄について、詳

しく説明してください。

事務局： はい。例えば、４人世帯構成人員の世帯の合計所得金額基準額２,６２８,０００
円の場合ですが、成人がひとりで中学生または小学生が３人であっても、成人が３

人で中学生または小学生がひとりであっても、審査基準となる金額は変わりません。

金額設定のためのモデル世帯例を掲載しています。

教育長： 世帯に中学生または小学生がひとりでも含まれていたら、就学援助を受けられる

ということですね。他に質疑等ございませんか。

委 員： 今年度から、入学前に新入学学用品準備費の申請が受け付けられ、給付されるこ

とになりました。しかし、支援ですからすべての学用品がまかなえるわけではない

と思います。

先日東京銀座の公立小学校の制服をブランドのアルマーニにすると取り上げられ

ていましたが、多可町では制服や鞄等の値段はだいたいどのくらいかかりますか。

事務局： 制服・カッターシャツ等一式、体操服長袖・半袖上下各２セットずつ、スクール

バック、通学用雨合羽、通学靴、その他合わせますと約８万円ほどです。それとは

別に自転車代が必要となります。

委 員： よく分かりました。

教育長： 就学援助費の支給額は他の市町と同額ですか。
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事務局： 必ずしも同額ではありませんが、国の要保護児童生徒援助費国庫補助金予算単価

を、多可町も含めてほとんどの市町が準用されています。多可町の支給額よりも低

い市町もありますが稀です。

教育長： それでは学用品等の金額は、他の市町と同額と考えていいのですね。

事務局： はい。

教育長： では他に質疑等ございませんか。

教育長集約 ないようですので、議案第 4号は原案通り可決いたします。

議案第５号 平成３０年度 多可町教育方針について

「平成３０年度多可町教育方針」について、事務局より説明がなされた。

教育長： ただ今の説明につきまして、質疑等ございませんか。

委 員： 新しい取組として重点目標の｢子育て支援の充実｣の関係で、子育て世代包括支援

センターが開設されるようですが、地域全体で子どもを育てようという取組なのだ

ろうと思っています。

前回の第２回総合教育会議で、地域全体で子どもを育てよう｢地域共生社会｣づく

りの提案が前町長から提案されていました。健康課が主に活動されると思いますが、

教育委員会がどのように関わっていけばいいのか具体的に分かりかねます。

また、主要施策の｢保幼小中学校の連携の強化｣で、「八千代小学校と八千代中学

校の小中一貫教育研究推進とコミュニティ・スクール導入｣の問題も重要です。こ

の二つを総合教育会議で取り上げていただきたいと思います。

教育長： この二つの議題は、今後総合教育会議で取り上げる方向で考えたいと思います。

それでは｢子育て世代包括支援センター｣の概要について、こども未来課から説明

お願いします。

事務局： 国が全国の市町村に対して平成３２年度末までには、｢子育て世代包括支援セン

ター｣の設置を進めています。北播磨管内では、ほとんどの自治体が設置をしてい

ます。

多可町では健康課で母子保健事業を担当していますし、こども未来課では幼保、

発達支援、児童虐待等を担当しています。子育てふれあいセンターについてもこど

も未来課の所轄です。０歳から１８歳までのお子さんをもつ保護者はいろいろなこ

とでご相談に来られますので、子育てに関することは、すべて｢子育て世代包括支

援センター｣が総合窓口となり、健康に関することは健康課、子どもに関すること

はこども未来課に割り振りすることによって、さらに連携を強化していく予定です。

教育長： 保護者は困った時にどこに相談に行けばいいのか分かりませんので、まずは、総

合窓口の｢子育て世代包括支援センター｣が相談先を取り持つ仕組みになり、そこで

すべてが解決できるわけではないのですが、道筋をつけることはできると思います。

委 員： 困ったことがあっても相談するところが分からないこともありますので、｢子育

て世代包括支援センター｣の開設は心強いものとなります。

教育長： 次にコミュニティ・スクール導入についての概要を、学校教育課より説明お願い

します。
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事務局： 八千代小学校からコミュニティ・スクール導入を始めます。これから取り組んで

いくにあたって、現在、民生委員、区長会、地域推進協議会に協力のお願いをして

いるところです。

１月３１日(水)には、兵庫教育大学の小西先生を招いて、コミュニティ・スクー

ルがどういうものなのか説明していただきました。約８０名の参加がありました。

コミュニティ・スクールのことを通称｢コミスク｣と呼んでいますが、まずは学校長

の学校経営の方針を地域の代表者と話し合い、承認をいただき、地域と共に学校づ

くりに取り組んでいきます。しかし、実際に地域の代表者との関わり方をどのよう

にするのかということですが、小西先生の説明ではゲストティーチャーや他の講師

を招くのではなく、地域の人達が授業に参加したり、学校にどんどん入ってくるこ

とによって、子ども達の生活指導にも役立ってくると話されていました。

学校に対する個別人事は受け付けません。しかし、授業によっては各科目に詳し

い人を招いたり、学校に対して役立つことであれば人事の依頼も受け入れたいと思

っています。

平成３０年度より八千代小学校から始めて、八千代小学校独自のリーフレットを

作成する予定です。出来上がり次第、説明いたします。

教育長： 今まで、なぜコミュニティ・スクールが広く支持されなかったのか。｢人事に意

見を述べることができる｣という項目に対して、学校側が受け入れなかったことが

一番の原因です。この部分については、教育委員会で規則を定めてきちんと対応し

ていきます。

各都道府県によって、コミュニティ・スクールの取り組みの高い地域と、低い地

域があり二極化している状況です。しかし、国はコミュニティ・スクールを広めて

いき、保護者や地域の人たちの協力、また参画も考慮し、学校運営に携わっていく

取り組みとして進めていきたいと考えています。是非、多可町でも取り入れたいと

思っています。八千代小学校は統合した学校ですので、教育目標等をＰＴＡと一緒

に取り組みましたので抵抗はないと思っています。いずれは多可町内すべての小中

学校に広めていきたいと考えています。

丹波市では、現在５校がコミュニティ･スクールを導入しています。播磨管内で

は、平成３０年度より多可町と稲美町が取り組む予定です。

平成３０年度の大きな柱は｢いのちと人権を守る教育｣と、今年から３年間にかけ

て｢確かな学力の育成｣として、小中学校における全国学力・学習状況調査で、国語、

算数・数学のＡ問題、Ｂ問題とも、全国平均正答率を上回ることを第一の目標にし

たいと考えています。それと｢ふるさと教育｣を推進し、自分の住んでいる多可町に

愛着を持ち、誇りを持てる子に育つように進めていきます。

教育長： 他に質疑等ございませんか。

教育長集約 ないようですので、議案第５号は原案通り可決いたします。

日程第４ 協議事項

（１）卒業式の告辞について

卒業式の告辞について、事務局より説明がなされた。
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（２）多可町うりだし町民会議委員の依頼及び開催について

開催日 平成３０年２月２７日（火）午後７時３０分～

多可町うりだし町民会議委員の依頼及び開催について、事務局より説明がなされた。

日程第５ 報告事業

（１）各種委員会の報告

＊門脇委員・・・２月１日（金） キッズランドかみ運営委員会の報告

・・・２月１３日（火）多可町特産品認証委員会の報告

＊岩田委員・・・２月６日（火） キッズランドやちよ運営委員会の報告

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①平成３０年度 教育総務課の新規事業・重要事業と予算概要について

平成３０年度教育総務課の新規事業・重要事業と予算概要について説明

②多可町学校給食食物アレルギー対応検討委員会の答申について

多可町学校給食食物アレルギー対応検討委員会の答申について説明

教育長： 以上の説明について質疑等ございませんか。

委 員： 多可町学校給食食物アレルギー対応検討委員会の答申の中で｢今後の取組｣につい

てですが、子どもの安全性を考えてアレルギー対応品目を、２７品目から特定原材

料の７品目にすることが、保護者からの理解が得られるのか一番心配しています。

今まで２７品目の除去ができていたのに、７品目に減らすことは安全への前向きな

取組ではなく、むしろ逆方向になっていると誤解されないかと心配しました。しか

し、しっかりと説明がされるようですので安心しました。

事務局： 委員さんが心配されるように、アレルギー対応品目が７品目になることだけをク

ローズアップされると、後退しているような誤解を招くおそれがあります。事務局

としては、学校給食全体で安全性を高める取組であるということを、十分に説明し

たいと思います。

教育長： 他に質疑等ございませんか。

教育長集約 ないようですので、次に移ります。

③１月定例教育委員会要旨録について

１月定例教育委員会要旨録についての確認

【学校教育課】
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①平成３０年度 学校教育課の新規事業・重要事業と予算概要について

平成３０年度学校教育課の新規事業・重要事業と予算概要について説明

②平成２９年度 多可町小中学校 体力・運動能力テスト結果について

平成２９年度多可町小中学校体力・運動能力テスト結果について説明

③３月の行事予定について

３月の小中学校・青少年センター関係の行事予定について説明

教育長： 学校教育課の報告について質疑等ございませんか。

委 員： 多可町小中学校の体力運動能力テストの結果ですが、統合した八千代小学校では

バス通学の子どもがいるので、体力が落ちているということはないですか。

事務局： 各学校、いろいろと工夫した取り組みをしていますので、大きな差はないと思い

ますが、詳細は学校に確認します。

【こども未来課】

①平成３０年度 こども未来課関係実施事業について

ⅰ．すずかけ学級、学びの広場の学習発表について説明

ⅱ. 中町北小学校播州歌舞伎クラブ３０周年記念公演について説明

②こども未来課の新規事業・重要事業と予算概要について

こども未来課の新規事業・重要事業と予算概要について説明

③両キッズランド 保護者アンケート調査結果（２回目）について

両キッズランド保護者アンケート調査結果（２回目）について説明

④３月の行事予定について

３月こども未来課関係の行事予定について説明

教育長： こども未来課の報告について質疑等ございませんか。

委 員： 保護者アンケート調査結果で｢一部の子どもをつねったり腕を引っ張ったりして

指導する先生がいる｣とあります。このようなことは、絶対にあってはいけないこ

とです。職員に徹底指導しますとのことですが、この話が事実だと体罰になります。

小さい子どもは自己申告がはっきりできませんので、この調査結果の回答は非常

に気になりました。十分に指導していただきたいと思います。

教育長： 実際にそのようなことがあるのでしたら、その先生はそれが体罰と認識している

かどうかが大きな問題です。職員には徹底指導をしていきます。

教育長集約 それではこども未来課の報告を終了し、次に移ります。
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（３）次回定例教育委員会について

平成３０年３月２２日（木）午後１時３０分～

多可町教育委員会 会議室

（４）その他

教育長： その他について何か報告ございませんか。

委 員： 北播磨県民局委託事業で２月３日(土)｢ふるさと北播磨発見！フォーラム｣が

嬉野台生涯教育センターでありました。講師に田辺眞人教授、多可町出身の落

語家の笑福亭瓶二氏、奥村和恵氏、杉原谷小学校の内藤悠菜先生がパネリスト

となりトークセッションされました。多可町の小学校の若い先生の活躍を大変

嬉しく思いました。当日は３００人ほどの参加者があり、歴史講座は大勢の方

の興味がある事業だと思いました。

那珂ふれあい館でもいろいろ体験講座をされていますが、歴史や伝統文化講

座をもっと多くされることも良いと思います。

教育長： ご意見ありがとうございました。

《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１号 「多可町就学援助規則準要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】 教育長 午後１２時３０分 閉会宣言


