
- 1 -

平成３１年１月 教育委員会要旨録

１．開催日 平成３1年１月２5日（金） 午後１時３０分～

２．場 所 多可町役場 特別会議室

３．出席者 教 育 長 岸原 章

委 員 熊田 正博

委 員 藤田 裕子

委 員 岩田 光代

委 員 安藤 和志

４．倍席者 教育総務課長 宮原 文隆

学校教育課長 足立 徳昭

こども未来課長 今中 孝介

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１号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

承認第２号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について

（平成３０年１０月～１２月）

承認第３号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

議案第１号 多可町子育てふれあいセンター条例の制定について

議案第２号 多可町子育てふれあいセンター条例施行規則の制定について

議案第３号 多可町特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

議案第４号 旧八千代北小学校跡地等活用検討委員会委員の選出について

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
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【教育総務課】

①教育総務課管轄の事業等進捗状況について

②就学援助

○新入学学用品準備費の入学前支給について

③学校給食センター運営事業

○学校給食費の改定について

■保護者説明会

日時：平成３１年１月３１日（木） 19：30～

場所：中コミュニティプラザ（旧中央公民館）

■ＰＴＡ役員会での説明

１月１１日（金） 杉原谷小学校より随時実施

○防災献立について

１月１７日（木）に提供

④学校園の３０年度卒業式及び３１年度入学式について

⑤多可町図書館事業について

○２月の行事予定

⑥那珂ふれあい館事業について

○２月の行事予定

⑦１２月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①２月の行事予定について

【こども未来課】

①平成３１年度 教育・保育施設入園申込状況について

②平成３１年度 学童保育入所申込状況について

③２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３１年２月２８日（木）午後１時３０分 ～

(４)その他
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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

岩田委員と安藤委員を指名

日程第２ 教育長の報告

(１)インフルエンザの流行について

先週から学校園において、インフルエンザが流行しています。先週は八千代小学

校６年生が学年閉鎖、中町南小学校４年月組が学級閉鎖をし、今週に入って中町北

小学校３年生、６年生、そして松井小学校４年生が学年閉鎖をしました。現在、学

年閉鎖、学級閉鎖はありませんが，本日は小学校27名、中学校12名の児童生徒が、

キッズランドとこども園の23名の園児がインフルエンザにかかっている状況です。

それぞれの学校園とも校園医と十分連携を取りながら、子どもや教職員の健康管理

にあたっています。今後大きな流行がないことを願っています。また、今週末から

寒波の予報が出ていますので、今日も教頭会において、土日に行事を持つ学校園に

ついては十分安全管理に配慮して実施するよう指示をしたところです。

(２)学校評価について

3学期となり、本年度のまとめの時期を迎えました。それぞれの学校で、保護者

や子どもたちのアンケート結果も踏まえて教職員による自己評価をし、それを基に

学校評議員等で学校関係者評価を実施します。

学校評価は、今年度の取組を評価して、次年度につなげていくものです。評価の

ための評価にならないように、今年の学校の成果と課題をはっきりさせ、保護者や

地域の皆さんに公表いたします。

(３)1月17日について

平成7年1月17日に阪神淡路大震災が起こりました。あれから24年が経過し、今

年もそれぞれの地域や学校で催しが行われました。兵庫県では1月17日を「ひょう

ご安全の日」として、いつまでもこの震災の経験と教訓を忘れることなく、安全安

心な地域づくり、社会づくりを進めています。多可町の小中学校でも防災学習や避

難訓練等を実施しました。また、当日は非常食として備蓄をしていたアルファ米の

五目御飯、それに豚汁と缶詰を使った給食を実施しました。

(４)来年度予算について

1月15日と21日に予算査定があり、教育総務課、学校教育課、こども未来課の来

年度の計画とそれに必要な予算の要求をしたところです。この後、２次査定をして、

議会に上程という流れです。財政的に非常に苦しい時期ですが、「子育てするなら

多可町」ということを十分に踏まえて、予算を要求しています。上程する内容がま

とまりましたら、報告いたします。
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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。

教育長集約 ないようですので、次に移ります。

日程第３

承認第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

承認第2号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について(平成30年10月～12月)

事務局：平成30年度10月から12月までに多可町教育委員会後援名義の申請は10件、共催と

して人権啓発協議会の1件の計11件の申請があり、すべて承認をさせていただきまし

た。内容や団体名については別紙資料のとおりです。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、承認第2号を原案通り可決いたします。

承認第３号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

＊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１号 多可町子育てふれあいセンター条例の制定について

議案第２号 多可町子育てふれあいセンター条例施行規則の制定について

教育長：関連がありますので、一括での審議としたいと思います。

事務局：平成31年4月1日から公私連携によるキッズランドの運営がスタートするため、

多可町キッズランド条例を同日付けで廃止します。現在、子育てふれあいセンター

の施設はキッズランドやちよの敷地内にあるため、子育てふれあいセンターはこの

多可町キッズランド条例で規定しています。この条例の廃止に伴い、新たに条例を

制定する必要が生じたため、多可町子育てふれあいセンター条例を制定します。

第2条で名称及び位置を定めていますが、昨年11月にアスパル内にオープンした

アスパルキッズとより連携を図るために、子育てふれあいセンターを旧中町幼稚園

に移転します。

続いての多可町子育てふれあいセンター条例施行規則では、子育てふれあいセン

ターの管理運営について、必要な事項を定めています。

休館日を土曜日及び日曜日としています。現在、土曜日を月2回自由開放として
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開館をしていますが、31年4月からは土曜日の自由開放を止め、毎週日曜日に開館

するため、準備を進めているところです。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、質疑等ございませんか。

教育長：なければ私から。先ほどの休館日ですが、31年4月からはどうなるのですか。

事務局：施行規則上は土曜日及び日曜日を休館とさせていただき、31年度については試験

的に日曜日を毎週開館します。その状況を見て、日曜日の利用が多ければ、翌年の４

月から日曜日を開館として、施行規則を変更する予定です。

教育長：他に質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、議案第１号及び議案第２号を原案通り可決いたしま

す。

議案第３号 多可町特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

事務局：現在、多可町立学校医等の報酬は、兵庫県立学校医の報酬額を準用しています。

その兵庫県立学校医の報酬額が改定されたことを受け、それに準じて、多可町立学

校医等の報酬額を改正するものです。歯科医・耳鼻咽喉科医・眼科医ともに現行 1
校当たりの基本給の173,000円を1,000円ずつ増額し、174,000円に改めます。人

員給の1人当たり474円については変更ありません。内科医については基本給219,0

00円、人員給474円に管理手当30,000円がついていますが、こちらについては変

更ありません。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、議案第3号を原案通り可決いたします。

議案第４号 旧八千代北小学校跡地等活用検討委員会委員の選出について

事務局：旧八千代北小学校跡地等活用検討委員会を立ち上げるため、多可町長より委員推

薦の依頼がありました。現在の審議会等の教育委員会推薦委員は別紙のとおりです。

事務局としては熊田委員にお願いしたいと思います。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、質疑等ございませんか。熊田委員にお願

いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

委 員：はい。

教育長集約 それでは、旧八千代北小学校跡地等活用検討委員会委員は、熊田委員にお願い

します。

日程第４ 報告事項

(１)各種委員会の報告

今回は報告なし
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(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①教育総務課管轄の事業等進捗状況について

○空調設備について

中学校空調設備工事・・先週入札により業者決定。夏までには間に合う見込み

小学校空調設備設計・・設計委託業者決定。今後、各設計業者が学校に出向き

設計を進めていく。その後、工事入札となる。

②就学援助

○新入学学用品準備費の入学前支給について

・援助対象は、通常の就学援助の対象とほぼ一緒。生活保護費受給世帯について

は生活保護費の方から支給されるため、この対象から除外。

＊新小学1年生・・昨年11月に実施した入学時健診等で、保護者にこの制度につ

いて説明、周知。

・1月中にキッズランドやこども園を通じチラシ、申請書配布

予定。多可町内の園に通われていない家庭は郵送。

・支給額は50,600円(昨年度より10,000円増）

＊新中学1年生・・既に各小学校にチラシ等配布済み。

・就学援助受給者は誓約書兼同意書のみ提出。

・支給額は57,400円(昨年度より10,000円増）

・支給時期は3月11日を予定。2月の定例教育員会での承認後では事務処理上、

間に合わないため、専決処分での処理としたい。

教育長：専決処分とさせていただくことでよろしいでしょうか。

委 員：はい。

③学校給食センター運営事業

○学校給食費の改定について

■保護者説明会

日時：平成31年1月31日(木) 19：30～

場所：中コミュニティプラザ（旧中央公民館）

■ PTA役員会での説明
1月11日(金) 杉原谷小学校より随時実施

・3月広報にも掲載予定

○防災献立について

1月17日(木)に提供

・教育委員会管理職も給食センターで試食。

④学校園の30年度卒業式及び31年度入学式について



- 8 -

・出席いただく委員について、事務局作成の素案で検討。

・告辞ではなく、お祝いの言葉とし、町長部局、教育委員、教育委員会事務局の

うちの 1名が述べることとしたい。

教育長：告辞はなしということでよろしいでしょうか。

委 員：はい。

⑤多可町図書館事業について

○2月の行事予定

⑥那珂ふれあい館事業について

○2月の行事予定

⑦12月定例教育委員会要旨録について

教育長：ただいまの教育総務課の報告につきまして、質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、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】

①2月の行事予定について

・多可町ふるさとキャリア教育「こども未来塾」

中町中・・・2月5日(火)

講師 足立織物(株) 足立美由希氏

加美中・・・2月4日(月)

講師 サカモトメタル(株) 坂本規文氏

八千代中・・1月23日(水)

講師 足立織物(株) 足立美由希氏

・新庁舎見学

2月4日(月)、2月6日(水) 各小学校

教育長：ただいまの学校教育課の報告につきまして、質疑等ございませんか。

委 員：新庁舎見学ですが、八千代小だけが3年生で他の学校は6年生となっています。

何か意図があるのでしょうか。

事務局：3年生はその地域の学習、6年生は公民の学習をしていますので、見学会につい

ては授業の一環として3年生か6年生をと、各学校にお願いしました。

教育長：他に質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、学校教育課からの報告を終了しまして、次にこども

未来課からの報告に移ります。
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【こども未来課】

①平成31年度 教育・保育施設入園申込状況について

・概ね第 1希望の園に入所していただける見込み
・前年度より全体で23人ほど減だが、0～2歳の申し込みは相変わらず多い。

0歳児では、平成27年度では約2割が入園。平成31年度では36％と倍増。
・1月末から2月にかけ、各園で入園説明会開催。

②平成31年度 学童保育入所申込状況について

・申込者数は、ほぼ前年と同数。夏休み期間中においてはかなりの人数となるた

め、1年から3年生を優先的に受け入れ、4年生以上については待っていただく可

能性も。

③２月の行事予定について

キッズランド運営委員会、子ども・子育て会議、地域に学ぶ体験学習事業

④おもしろ算数・数学講座について

・1月5日(土)実施。参加者数74人。

⑤平成31年度開園式・入園式・保護者会総会について

・入園説明会は全保護者対象で入園のしおり、調整事項、運営方針などを説明。

教育長：ただいまのこども未来課の報告につきまして、質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、こども未来課からの報告を終了しまして、次に移り

ます。

(３)次回教育委員会について

○定例教育委員会

と き：平成31年2月28日(木)午後1時30分 ～

(４)その他

教育長；それでは次にその他に入りますが、事務局も含め何かありますか。

教育長集約 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1号 多可町就学援助規則準要保護の認定について
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＊非公開会議において審議後、承認第1号は異議がないものと認め原案通り可

決しました。

承認第3号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

＊非公開会議において審議後、承認第3号は異議がないものと認め原案通り可

決しました。

【閉 会】 教育長 午後3時05分 閉会宣言


