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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成３０年４月 定例会

１．開催日 平成３０年４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 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 宮原 文隆

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 石井 美子

教育総務課副課長 高橋 敏

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

承認第５号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

承認第６号 平成２９年度１月～３月 多可町教育委員会後援名義申請の承認につい

て

議案第１２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１３号 多可町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について

議案第１４号 多可町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について

議案第１５号 各審議会・委員会・協議会等の選出について



- 2 -

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平成３０年度 定時総会・全県教育委員会研修会

日にち：平成３０年５月２１日（月）

場 所：西宮市民会館アミティホール（西宮市）

＊午前９時３０分 教育委員会 出発予定

②学校設備整備関係事業について

③学校給食センター食物アレルギー対応学校説明会について

④多可町図書館について

⑤那珂ふれあい館５月～７月のイベントについて

⑥学校園訪問について

⑦平成３０年度 全県夏季教育委員会研修会

日にち：平成３０年８月２１日（火）・２２日（水）

場 所：神戸市で開催予定

⑧平成３０年度 近畿市町村教育委員会研修大会

日にち：平成３０年８月２４日（金）

場 所：滋賀県で開催予定

⑨平成３０年度 兵庫県女性教育委員会研修会

日にち：平成３０年１０月２４日（水）

場 所：小野市で開催予定

⑩３月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①コミュニティ・スクールについて
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②人権コア・カリキュラムについて

③全国学力・学習状況調査について

④５月の行事予定ついて

【こども未来課】

①各園児童数（Ｈ３０．４．１現在）ついて

②公私連携によるキッズランドの運営について

③第二次多可町子ども・子育て支援事業計画の策定について

④町内学校園単位ＰＴＡ総会について

⑤５月の行事予定について

⑥第６回こどもまつりについて

（３）次回教育委員会について（案）

平成３０年５月２４日（木）午後１時３０分～

（４）その他

①平成３０年度 多可町教育懇談会について

②平成３０年度 多可町総合教育会議について

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）小中学校の入学者数及び全校児童生徒数について

今年度は小学校の入学者が１６２名、中学校が１７１名でした。

小学生は、全部で９６１名、中学生が５９５名で小中学校合わせると１，５５６名に

なります。

（２）各学校園の参観日及びＰＴＡ総会について

４月２１日(土)に八千代小学校、加美中学校。４月２２日(日)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２８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、キッズランドかみで、５月２６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・学習状況調査について

平成３０年度全国学力・学習状況調査が、４月１７日(火)に小学６年生と中学３年

生を対象に小学生は国語、算数、理科、中学生は国語、数学、理科のそれぞれ３教

科が実施されました。

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。調査結果をもとに、「学

力向上３カ年計画｣に沿って、取組を進めていきます。

（４）春季学校園訪問について

５月７日(月)から、すべての小中学校と両キッズランド、こ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、子どもの学習状況を中心に、

施設や設備の整備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。

以上４点、報告いたします。

教育長： ただいまの報告につきまして、質疑等ございませんか。

委 員： キッズランドやちよだけが５月に保護者会総会が開催されるのは何故ですか。

事務局： 両園とも４月に開催をしたいのですが、民営化の説明をそれぞれ分けてしたい

のと、キッズランドやちよの保護者会新会長に所用があるために５月下旬になり

ました。

教育長集約 それでは、次に移ります。

日程第３
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承認第５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６号 平成２９年度１月～３月 多可町教育委員会後援名義申請の承認につい

て

「平成２９年度１月～３月多可町教育委員会後援名義申請の承認」について、事務

局より説明がなされた。

教育長： ただ今の後援名義申請の承認について質疑等ございませんか。

教育長集約 ないようですので、承認第６号を原案通り可決いたします。次に移ります。

議案第１２号 多可町ハートフル学業支援金給付認定基準について

「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。

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。

教育長集約 ないようですので、議案第１２号を原案通り可決いたします。次に移ります。

議案第１３号 多可町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について

議案第１４号 多可町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について

議案第１３号「多可町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例」についてと議案第１４号「多可町放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例」について、事務局より説明がなされた。

委 員： 学校教育法で、改正されたのは教職員免許の免許状がきちんと更新されているか

どうかということですね。うっかり忘れていては無効になるということですね。

事務局： はい、免許状の更新を受けられた教職員が対象になります。

委 員： 議案第１４号の放課後児童支援員ですが、高等学校を卒業していない人で、免許

状を取得してることもあるのですか。

事務局： 教職員の免許状を更新されている人や、中学校卒業で５年以上勤務し、市町村長

が適当と認めた人のことです。

委 員： ５年以上ということはその間は免許状を取得していなくても良かったのですか。

事務局： 放課後児童支援員さんの要件は、第１０条の中で第１号から第９号あります。そ

の第９号の要件が｢高等学校卒業者等であり、かつ、ニ年以上放課後児童健全育成

事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの｣につい
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ては、都道府県認定資格研修を受けることができるとなっております。したがって、

第９号は高等学校卒業者以上の規定でしたが、第１０号は高等学校卒業を外し、５

年以上の実務経験があり、従事した者については基礎資格の研修を受けることがで

きる項目を新設しました。

教育長： 第１０号が新設されるまでは、高等学校を卒業していないと放課後児童支援員に

なれなかったのですか。

事務局： 放課後児童支援員にはなれませんでした。

委 員： では、今から放課後児童支援員になれるのは５年後ということですか。

事務局： 放課後児童支援補助員として５年以上の実務経験があれば、研修を受けて放課後

児童支援員として従事ができます。

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１３号と議案第１４号を原案通り可決いたします。

次に移ります。

議案第１５号 各審議会・委員会・協議会等の選出について

「各審議会・委員会・協議会等の選出」について、事務局より説明がなされ、委員

間で各担当の協議がなされた。

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

＊藤田委員・・・３月２６日（月）多可町学校給食センター運営委員会の報告

食物アレルギー 運営状況等の現状

食育事業 学校給食運用 残食

民営化によって栄養教諭にゆとりができ食育指導に専念できる

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①平成３０年度 定時総会・全県教育委員会研修会

日にち：平成３０年５月２１日（月）

場 所：西宮市民会館アミティホール（西宮市）

＊午前９時３０分 教育委員会 出発予定

②学校設備整備関係事業について

学校設備整備関係事業について説明

○中町北小学校北校舎ほか老朽改修工事及びトイレ改修予定 ６月入札予定

○中町北小学校プール修繕工事（ろ過機、漏水） ５月完了予定

○中学校空調設備整備工事実施設計委託（平成３１年度各３中学校設置予定）

８月入札予定

○中町北小学校南校舎実施設計 ８月～９月入札予定



- 7 -

③学校給食センター食物アレルギー対応学校説明会について

学校給食センター食物アレルギー対応学校説明会について説明

○４月１９日（木）学校管理職、給食担当教職員、栄養教諭の参加

④多可町図書館について

多可町図書館について説明

⑤那珂ふれあい館５月～７月のイベントについて

那珂ふれあい館５月～７月のイベントについて説明

⑥学校園訪問について

学校園訪問について説明

⑦平成３０年度 全県夏季教育委員会研修会

日にち：平成３０年８月２１日（火）・２２日（水）

場 所：神戸市で開催予定

⑧平成３０年度 近畿市町村教育委員会研修大会

日にち：平成３０年８月２４日（金）

場 所：滋賀県で開催予定

⑨平成３０年度 兵庫県女性教育委員研修会

日にち：平成３０年１０月２４日（水）

場 所：小野市で開催予定

⑩３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

⑪その他

多可町中央グランド使用の件について

○中町中学校・・月に約１０日間使用(使用後は整備）

○生涯学習課・・長寿会に確認（使用後は多人数で整備）

教育長集約 それでは教育総務課からの報告を終了しまして、次に学校教育課からの報告に

移ります。

【学校教育課】

①コミュニティ・スクールについて

コミュニティ・スクール進捗状況について説明
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○八千代小学校よりスタート

②人権コア・カリキュラムについて

人権コア・カリキュラムについて説明

○同和問題・部落差別問題

③全国学力・学習状況調査について

全国学力・学習状況調査について説明

○多可町５小学校６年生１４７名と多可町３中学校３年生１９１名が実施

④５月の行事予定について

５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

教育長集約： 学校教育課の報告を終了しまして、こども未来課からの報告に移ります。

【こども未来課】

①各園児童数（Ｈ３０．４．１現在）について

各園児童数（Ｈ３０．４．１現在）について説明

○児童数の減少等

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（民営化）について説明

○合同保育（平成３０年度）・・ 職員の派遣、派遣職員の身分、勤務のあり方、職務

○三者懇談会 ・・ 保護者、法人、町で構成

○園運営協議会 ・・ 町と保護者、地域の代表者で構成

○引継ぎ保育（平成３１、３２年度）

③第二次多可町子ども・子育て支援事業計画の策定について

第二次多可町子ども・子育て支援事業計画の策定について説明

○計画期間 平成３２年度～３６年度

④町内学校園単位ＰＴＡ総会について

町内学校園単位ＰＴＡ総会について説明

○４月２１日(土)～５月２６日(土)

多可町小中学校 ・・・ いじめ防止条例の説明 学力向上の説明 食物アレルギー

対応の説明等

両キッズランド ・・・ 公私連携についての説明

⑤５月の行事予定について

５月こども未来課関係の行事予定について説明
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⑥第６回こどもまつりについて

第６回こどもまつりについて説明

⑦その他

○学童保育でのケガについて

教育長集約： それではこども未来課の報告を終了しまして、次に移ります。

（３）次回定例教育委員会について

平成３０年５月２４日（木）午後１時３０分～

多可町教育委員会 会議室

（４）その他

①平成３０年度 多可町教育懇談会の開催日について

平成３０年６月２６日（火）

②平成３０年度 多可町総合教育会議の開催日について

平成３０年６月２６日（火）

③新庁舎建設進捗状況について説明

平成３０年９月１９日(水）建設工事引き渡し

２４日(祝月）新庁舎一般内覧会

２８日(金)～１０月１２日(金) 什器据え付け

１０月１５日(月)～１８日(木) 多可町職員内覧会

１９日(金)～２１日(日) 移転作業

２２日(月) 新庁舎開庁

２３日(火) 新庁舎開庁式典

教育長集約 他に報告事項ございませんか。ないようですので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５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。
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【閉 会】 教育長 午後４時３０分 閉会宣言

平成３０年４月２６日

㊞

㊞


