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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成３０年３月 定例会

１．開催日 平成３０年３月２２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 教 育 長 岸原 章

委 員 門脇 きみ子

委 員 熊田 正博

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

学校教育副課長 藤本 志織

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７号 多可町学校運営協議会規則の制定について

議案第８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９号 多可町一時預かり事業実施要綱の一部を改正する告示について

議案第１０号 多可町延長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１１号 多可町教育委員会が所管する多可町個人情報保護条例にかかる開示請求

について

６．協議事項

（１）学校園入学式の告辞について
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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教育総務課管轄の事業等の状況について

ⅰ．図書館の行事予定について

ⅱ．学校給食の食物アレルギー対応について

ⅲ．中町北小学校老朽改修工事にかかる学校施設の使用中止について

ⅳ．中町中学校東渡り廊下改修工事について

②３月補正予算について

③平成３０年度 就学援助の申請について

④多可町教職員の集い

日 時：４月３日（火）午後１時３０分～

場 所：ベルディーホール 会議室

⑤全県教育委員研修会

日にち：５月２１日（月）

場 所：西宮市民会館アミティホール

⑥２月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①平成２９年度末 多可町立学校教職員人事異動内示について

②平成３０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

③平成３０年度 小中学校児童生徒数・クラス数について

④中学校の部活について (部活のあり方)

⑤コミュニティスクールの進捗状況について

⑥４月の行事予定ついて

【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３０年４月２６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）第８４回 多可町議会定例会について

・会期：３月１日(木)～３月２７日(火)

・議題：平成３０年度一般会計予算、特別会計予算など

・一般質問：３月１５日(木）、１６日(金）の２日間

教育委員会関係では、３人の議員から次の質問がありました。

①廣畑幸子議員 「コミュニティ・スクールについて」「バス通学補助について」

「防災について (スクラムハート事業)」

②門脇教蔵議員 「コミュニティ・スクールについて」

③笹倉政芳議員 「平成３０年度多可町教育方針について」

（２）子どもの人数の推移について

・２９年度末中学校卒業者数 ３中学校で２００名

・２９年度末小学校卒業者数 ５小学校で１８２名

・３０年度小学校入学者数 ５小学校で１６２名

・２９年度出生数者数 ８５名（３月２０日現在）

（３）退職教職員について

・定年退職６名、早期退職４名 計１０名が退職されます。

以上３点、報告いたします。

日程第３

議案第７号 多可町学校運営協議会規則の制度について

「多可町学校運営協議会規則の制度」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： 「多可町学校運営協議会規則」の「第４条(1)教育課程の編成に関すること。」の
なかで、「協議会の承認を得るものとする。｣とありますが、どの程度関わるのです

か。義務教育では一番大事なところなのですが、教科等々の意見を述べるだけで、

決定権等はないということですか。

事務局： あくまで協議した内容について、承認を得る必要があるということです。

委 員： 承認を得る方法は、話し合いになるのですか。

事務局： はい。今回の学習指導要領の改正で｢社会に開かれた教育課程｣が重要視されてい

ます。地域創生のなかの教育課程についてですが、例えば、地域への人的支援であ
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ったり、地域資源を有効に活用し、これからの社会を生き抜く子ども達の育成につ

いては、教育課程を編成することが大きな目的になっております。このため、ご意

見を聞かせていただくことが重要な課題になり、承認の項目になります。

委 員： 指導要領等に関する教育課程はたくさんありますが、承認を得るとすればどのあ

たりまで関わるのですか。例えば、極端な例になりますが、｢英語の授業を増やす

よりも、もっと国語の授業を増やしてほしい｣というような意見が出ることも考え

られます。そのあたりの関わりはどうなりますか。

事務局： 「社会に開かれた教育課程｣は勉強の部分だけではなく、例えば、土曜日・日曜

日に地域の人たちと地域社会に協働姿勢で取り組むことを話し合い、進めていくこ

とだと理解しています。

委 員： そのように願っていますが、そのような姿勢に賛成する人たちばかりではないか

もしれません。そのあたりをしっかりと踏まえておかないと、難しいことになりそ

うで心配です。

片寄った意見が進まないか心配ですが、国が決めた方針ですから、そこを指摘を

することはできないと説明し、理解してもらうことが必要ではないでしょうか。

事務局： 協議会の議事は、過半数を得て承認を得るのですが、学校長が委員を選出する時

や、または教育委員会が承認をする時に十分に加味しながら、第２条※の目的に沿

って意見を述べていただける人を選出する必要があると思います。

※第２条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、多可町教育委員会（以下

「教育委員会」という。）及び校長の権限と責任のもと、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び

地域住民等による学校運営への支援、協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を

深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

委 員： 次に第５条の人事に関することで、協議会は意見を述べることができるというこ

とですが、個人の人事は受け付けられないことを、地域の方々に最初の段階で理解

していただくことが大切だと思います。

事務局： 任用の部分につきましては、今までも地域の方々に説明し、それに対する質問も

聞いています。今回の議会でも、任用の部分の質問がありました。

現在の文部科学省で、この任用の部分の意見をまとめた冊子があります。その中

で地域の方々の意見で一個人を異動させるような意見は、全国的にもほとんどない

状態です。しかし、中学校の部活動ではしっかりと指導のできる先生の配置を希望

するとか、小学校では英語の強化で中学校の英語の免許を取得している先生の配置

を希望するとか、大きな枠での意見は拝聴します。

教育長： 学校教育課から学習指導要領の改正の説明がありましたが、今回の大きな改正の

趣旨は｢社会に開かれた教育課程｣ということで、現在の子ども達の学習内容を保護

者や地域の方々に知っていただくことが大事だと思っています。学習指導要領の改

正の中で、法的な根拠をもって定められたことについて、意見は伺えますが、変更

はできませんと説明する必要はあります。

ただ、学校の裁量で考えられる部分については委員の意見も踏まえながら、協議

会を進めていきたいと思っています。
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事務局： 第８条委員の任命では、委員の中に関係行政機関の職員となっていますので、必

ず教育委員会の職員が１名入りたいと思います。

委 員： 協議会は月 1回定例会のように開催されるのですか。
事務局： 定例会のようには考えていません。協議会の内容に応じて会を重ね開催すること

も考えています。

委 員： 第８条委員の任命のところで、協議会の委員１５人以内の構成となっていますが、

各項目番号ごとの人数割り当てだと、保護者や地域住民のほうが学校長や教職員よ

り多いように思います。

事務局： 何人かずつを想定しています。教職員としていますが、必要に応じて全教職員が

参加することもあると思います。

教育長集約 他に質疑等ございませんか。ないようですので、議案第７号は異議がないもの

と認め原案通り可決いたします。

議案第８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９号 多可町一時預かり事業実施要綱の一部を改正する告示について

議案第１０号 多可町延長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８号から議案第１０号について、事務局より説明がなされた。

教育長： 議案第９号の要綱と議案第１０号の要綱の改正とありますが、要綱に「予算の範

囲内において」という文言が新たに加わったのですね。

事務局： はい、そうです。県では健康福祉部によって一括で要綱が制定されているのです

が、多可町では各補助金ごとに要綱を設置しているため、病児保育、幼児保育等の

要綱についてはうたわれていましたが、今回改めて、経費が予算の範囲内であるこ

とを追加しました。

教育長集約 他に質疑等ございませんか。ないようですので、議案第８号、議案第９号、議

案第１０号は異議がないものと認め原案通り可決いたします。

議案第１１号 多可町教育委員会が所管する多可町個人情報保護条例にかかる開示請求

について

＊具体的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

日程第４ 協議事項

（１）学校園入学式の告辞について

学校園入学式の告辞について、事務局より説明がなされた。



- 6 -

委 員： キッズランドは０歳児の非常に幼い段階から入園している子どももいます。その

中で、告辞が必要なのかと思います。泣き出す子どももいますので、保護者が大変

なように思えます。

委 員： 子ども達には｢おめでとう｣の挨拶をし、保護者には来賓紹介の時に少し挨拶する

くらいで良いと思います。

委 員： 入園について保護者には必要な挨拶や言葉はあると思いますが、その前置きが長

くなる時があるので、園長先生の話だけで良いのではないかと思います。

町長部局も入園式に来られるので、来賓紹介と来賓祝辞を兼ねてはどうですか。

教育長： キッズランド入園式の告辞と町長部局からの祝辞については、早急に協議します。

教育長集約 では次に移ります。

日程第５ 報告事項

（１）各種委員会の報告

＊藤田委員・・・２月２７日（火）多可町売出町民会議の報告

多可町の魅力について

２月２８日（水）第３回多可町生涯学習推進協議会の報告

今年度生涯学習関連事業・社会教育関連事業

＊岩田委員・・・２月２３日（金）多可町文化会館運営連絡協議会の報告

文化会館の稼働率について

２月２６日（火）多可町テレビ放送番組等審議会の報告

秋祭りについて・学校園の卒業式の撮影の仕方について

教育長集約 ただ今の報告事項につきまして、質疑等ございませんか。ないようですので次

に移ります。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①教育総務課管轄の事業等の状況について

ⅰ．図書館の行事予定について説明

「伊能忠敬・多可の道」プロジェクト講座

おはなし会 ３月１０日(土）・２４日(土)

多可町図書館協議会開催 ３月１７日(水)

ⅱ．学校給食の食物アレルギー対応について説明

ⅲ．中町北小学校老朽改修工事にかかる学校施設の使用中止について説明

７月１日(日)から９月３０日(日)まで学校施設使用禁止

ⅳ．中町中学校東渡り廊下改修工事について説明

４月から東渡り廊下開放

②３月補正予算について

３月補正予算について説明
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③平成３０年度 就学援助の申請について

平成３０年度就学援助の申請について説明

④多可町教職員の集い

日 時：４月３日（火）午後１時３０分～

場 所：ベルディーホール 会議室

⑤全県教育委員研修会

日にち：５月２１日（月）

場 所：西宮市民会館アミティホール

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

委 員： 那珂ふれあい館の行事で、１１月２４日(金)から１月２０日(土)まで、加美区清

水出身の｢郷土の歌人山口茂吉展｣のミニ企画展が開催されました。とても良い展示

で、山口茂吉さんの生涯や活躍された功績が展示されていて大変良かったです。

地元にこのような素晴らしい有名な歌人さんがいらっしゃったということを、も

っと多可町の皆さんに知ってほしいと思います。

教育長集約： 次に学校教育課の報告に移ります。

【学校教育課】

①平成２９年度末 多可町立学校教職員人事異動内示について

②平成３０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、委員会閉会後の非公開会議で審議

③平成３０年度 小中学校児童生徒数・クラス数について

平成３０年度小中学校児童生徒数・クラス数について説明

④中学校の部活について（部活のあり方）

中学校の部活について説明

委 員： ④中学校の部活についてに関係しますが、部活動に入部しないと内申書に影響が

あると心配されている保護者がいらっしゃいます。そのあたりはどうなのですか。

教育長： 高校入試の選抜要綱に｢部活動において顕著な活躍がある場合は、各高校の特色

に応じて評価し、特別に取り扱うことができる｣とありますが、一般的には、入部

していないということで、特に不利になることはなく、心配される必要はないと思

います。

⑤コミュニティスクールの進捗状況について

コミュニティスクールの進捗状況について説明

⑥４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

⑦その他 第三者委員会の経過報告

教育長集約 それではなにか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
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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

教育長集約 今までの報告で、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

告を終了します。

（３）次回定例教育委員会について

平成３０年４月２６日（木）午後１時３０分～

多可町教育委員会 会議室

（４）その他

委 員： 加美中学校の卒業式に出席しましたが、卒業式の中で多可町歌を歌われました。

この取組が定着すれば、とてもいいことだと思いました。

八千代区では｢子ども食堂｣が始まりました。総合教育会議で、子どもの貧困の

問題として｢子ども食堂｣を取り上げましたが、八千代区の「子ども食堂」は子ど

もの貧困対応というよりも、大勢で食事をしながら、地域全体で子育てをし、世

代間の交流をしようという試みのようです。

今年３月３日(土)、八千代交流ひろば地域推進協議会でひな祭りを実施され、

その集まりを第１回とし、毎月第２、４木曜日午後７時から９時までを｢子ども

食堂｣の日と決められたようです。まだ模索状態ですが、地域交流を定着させる

意図で始められたようです。

教育長： 多可町歌に関しては事前に越川校長より、卒業式に歌いますと聞いていました。

多可町歌がいろんな場所で歌われて、多可町民がすぐに歌えるようになれば良い

と考えています。住民憲章はいろんなところで唱和してきましたので、住民に浸

透してきたように思います。

教育長集約 その他について他に質疑等ございませんか。

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》

議案第１１号 「多可町教育委員会が所管する多可町個人情報保護条例にかか

る開示請求」について

＊非公開会議において審議後、承認を得た。

学校教育課報告

①平成２９年度末 多可町立学校教職員人事異動内示について
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②平成３０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

＊非公開会議で報告・審議後、承認を得た。

【閉 会】 教育長 午後４時３０分 閉会宣言




