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平成３１年3月 教育委員会要旨録

１．開催日 平成３1年3月25日（月） 午後１時３０分～

２．場 所 多可町役場 大会議室

３．出席者 教 育 長 岸原 章

委 員 藤田 裕子

委 員 熊田 正博

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

教育総務課副課長(学校給食センター所長）

藤本 貴久

学校教育課副課長 藤本 志織

こども未来課副課長 石井 美子

教育総務課主査 伊藤 加奈子

５．議 案

議案第９号 多可町子育て・学校園サポートチーム設置要綱の制定について

議案第１０号 多可町保育所等防犯対策強化整備事業費補助金交付要綱の制定につい

て

議案第１１号 多可町ビジターセンター条例施行規則の一部改正について

議案第１２号 多可町図書館条例施行規則の一部改正について

議案第１３号 多可町教育委員会公印規程の一部改正について

議案第１４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１５号 多可町学校給食費負担金徴収規則の一部改正について
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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３１年度 就学援助の申請について

②学校園の平成３１年度入学・入園式について

③学校施設整備事業

○中学校空調設備整備工事

○小学校空調設備整備工事実施設計

○学校施設（中町北小学校）の使用中止について

④多可町図書館事業について

○４月の行事予定

⑤那珂ふれあい館事業について

○４月の行事予定

⑥教職員の集い

日時：４月２日（火） ９：３０～

場所：ベルディーホール 会議室

⑦２月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①平成３０年度末 多可町立学校教職員人事異動内示について

②平成３１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３１年度 小中学校児童生徒数・クラス数について

④４月の行事予定について

【こども未来課】

①４月の行事予定について
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(３)次回教育委員会について

平成３１年４月２５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

藤田委員と熊田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

(１)第90回多可町議会定例会について

・会 期 3月1日(金)～3月26日(火)

・一般質問 3月18日(月)、19日(火)の２日間

教育委員会関係では、７人の議員から次の質問がありました。

①大山由郎議員 「虐待から子どもの命を守れ」

②藤本一昭議員 「学校給食に地元の食材を活用して地産地消を推進すること」

「乳児・幼児・児童の保護者からの虐待対策について」

③山口邦政議員 「ユニバーサル社会づくり推進について」

④門脇保文議員 「平成 31年度予算について
10月より国の政策に伴い保育料の無償化を？」

⑤門脇教藏議員 「多可町白川教育生活支援基金の使途について」

⑥加門寛治議員 「子育て環境の充実とは。県内他市町と比較して、多可町ならで

はの政策はあるのか。」

⑦日原茂樹議員 「教員の長時間勤務は解消できるのか。」

(２)新 1年生のつどいについて
3月3日(日)に、神戸新聞社主催で西脇市民会館において新1年生のつどいがありま

した。多可町からは40人、西脇市からは82人の子どもが参加しました。

(３)うれしの学園生涯大学修了式について

3月5日(火)に、嬉野台生涯教育センターでうれしの学園生涯大学修了式が行われ

ました。多可町の修了生は3人で、現在10人が在園されています。

(４)小中学校、キッズランドの卒業式、卒園式について

中学校が3月9日(土)、小学校が3月20日(水)、キッズランドが3月22日(金)に卒業

式、卒園式でした。中学校は198人、小学校は180人が卒業しました。

(５)教職員異動内示について

管理職については3月19日(火)、一般職員については3月20日(水)に内示しました。

(６)事務局職員異動内示について

多可町役場職員については、3月22日(金)に異動内示がありました。

以上、6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。
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教育長集約 ないようですので、次に移ります。

日程第３

議案第９号 多可町子育て・学校園サポートチーム設置要綱の制定について

事務局：問題行動や不登校等で、学校園だけでは解決できない、家庭環境など様々問題が要

因となったケースが最近増えています。そういった問題に対応するために、専門的機

関や関係機関と連携するサポートチームの設置要綱を制定します。この4月から学校

教育課に週1回、月曜日はスクールソーシャルワーカーに、火曜日は臨床心理士に勤

務いただきます。こうした専門家も交え、チームで問題解決にあたります。また、必

要に応じて弁護士とも連携して支援を行います。学校からの法律的な問題については、

来年度から多可町の顧問弁護士に相談ができる体制をとっていきます。サポートチー

ムは、虐待防止チーム、発達支援チーム、生徒指導チームで構成し、必要に応じ連携

して業務を行います。

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。

教育長集約 質疑等ないようですので、議案第9号を原案通り可決いたします。

議案第10号 多可町保育所等防犯対策強化整備事業費補助金交付要綱の制定につい

て

事務局：町内の保育所や認定こども園において安全対策強化のためにフェンス等の設置や電

子錠や防犯カメラの設置に要する費用に対して補助を行うためのものです。負担割合

は国庫1/2、町1/4、事業者1/4、補助対象経費が30万円以上で、非常通報装置・防

犯カメラの設置等の補助金交付上限額は90万円となります。施行期日は平成31年4月

1日です。

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、議案第10号を原案通り可決いたします。

議案第11号 多可町ビジターセンター条例施行規則の一部改正について

事務局：ビジターセンターは、那珂ふれあい館のことで、その休館日を変更するため、施

行規則の改正を行うものです。従前は、毎月第3日曜日及び祝日を休館していまし

たが、全日曜日及び祝日を開館いたします。平成31年6月1日から施行します。

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。

教育長集約 質疑等ないようですので、議案第11号を原案通り可決いたします。

議案第12号 多可町図書館条例施行規則の一部改正について
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事務局：議案第11号と同じく図書館の休館日を変更するための規則改正です。図書館は

すでに日曜日はすべて開館していますが、祝日は現在、休館しています。今回の改

正で、祝日も開館日とします。さらに、加美図書室と八千代図書室には、加美・八

千代プラザにコインベンダー式複写機が設置されており、図書を自ら複写されるこ

とがありますが、著作権の問題がありますので、複写の際には館長の確認を受ける

ことといたしました。また両図書室の開館開始時間をコミュニティープラザの開館

に合わせ30分早めました。それから館内整理日を指定していましたが、図書館で調

整して別途行っていますので、今回の改正で削除しました。

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。

委 員：このコインベンダー式複写機は、図書館には設置されているのでしょうか。

事務局：図書館にはありません。

委 員：複写が不適切であれば、複写物はもらえないということですね。

事務局：はい、そうなります。

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12号を原案通り可決いたします。

議案第13号 多可町教育委員会公印規程の一部改正について

事務局：この4月にキッズランドが民営化するにあたり、現在、公印規程に定めておりま

す幼稚園長の印、幼稚園の印、保育園長の印、キッズランド所長の印を削除するも

のです。

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、議案第13号を原案通り可決いたします。

議案第14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

事務局：31年度の準要保護認定基準については、所得基準額を改正しています。昨今、

全国で「子どもの貧困対策」が取り組まれており、多可町においても、この所得基

準を緩和することにより、より多くの児童生徒がより良い学校生活が送れる環境を

整え、「多可町で子育てして良かった」「多可町で学んで良かった」「多可町に住ん

でよかった」と実感していただけるような体制づくりを進めていきます。昨年 10月
に生活保護基準が改正されていますが、その影響を受けないよう、昨年度の所得基

準額を下回らない基準額となっています。また新入学学用品費の入学前早期支給を

次年度も引き続き実施します。併せて昨年度までは、申請には、援助対象となるこ

とを証明する添付書類を必要としていましたが、閲覧同意をいただくことにより、

一部証明書の添付を省略し、保護者の負担軽減を図ります。

また31年度の就学援助費の額ですが、要保護児童生徒援助費国庫補助金予算の額

としており、その額がそれぞれ50円程度増額になっており、それに合わせています。

新入学学用品は、小学校・中学校とも１０．０００円増額しています。

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。
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教育長集約 質疑等ないようですので、議案第14号を原案通り可決いたします。

議案第15号 多可町学校給食費負担金徴収規則の一部改正について

事務局：学校給食費の改定に伴い、多可町学校給食費負担金徴収規則を改正するものです。

平成26年に改定をして以来、5年ぶりの改定となります。パン、牛乳、米等の値上が

りや学校栄養摂取基準が改定もあり、献立の工夫だけでは対応できなくなりました。

給食運営委員会で協議、承認いただき、各学校の保護者への説明会も開催いたしまし

た。1食あたり20円、月額では200円の値上げになります。

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。

委 員：小学校に勤務する職員と中学校に勤務する職員の給食費に差があるのはどうしてで

しょうか。

事務局：小学校と中学校では提供される量に違いがあります。

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15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

＊岩田委員

・3月6日(水) 多可町文化会館運営連絡協議会

平成30年度のベルディーホール自主事業、多可町文化連盟関連事業、ホール

稼働率等について

(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①平成31年度 就学援助の申請について

一部証明書等の添付を不要とするため、申請書を改正し、閲覧同意の欄を設置。

②学校園の平成31年度入学・入園式について

出席予定者の確認等

③学校施設整備事業

○中学校空調設備整備工事

・各学校と調整しながら、仮設計画や室外機の基礎工事を進めているところ。

○小学校空調設備整備工事実施設計

・図面が上がり、各学校と確認作業中。

○学校施設（中町北小学校）の使用中止について

・体育館使用中止・・7月15日～9月1日（工事進捗状況により前後する可能性あり）

中町北小学校南校舎老朽改修工事及び空調設備工事のため
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④多可町図書館事業について

○4月の行事予定

・おはなし会等

⑤那珂ふれあい館事業について

○4月の行事予定

・体験イベント、歴史出前講座等

⑥教職員の集い

日時：4月2日（火） 9：30～(開始時間変更)

場所：ベルディーホール 会議室

⑦２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】

①平成30年度末 多可町立学校教職員人事異動内示について

・管理職については4月1日(月)、一般職員については4月8日(月)頃に新聞掲載予定

②平成31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

・校区外就学 2件(2名）

・区域外就学 1件(1名）

・他市町小中学校への進学 2件(2名）

③平成31年度 小中学校児童生徒数・クラス数について

・小学校 923名 中学校563名

④4月の行事予定について

・小中学校始業式 4月8日(月)

・小中学校入学式 4月9日(火)

・全国学力・学習状況調査、多可町学力調査 4月18日(木)

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。

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。

【こども未来課】

①4月の行事予定について

開園式 認定こども園キッズランドかみ 4月6日(土)

認定こども園キッズランドやちよ 4月8日(月)
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入園式 中区こども園3園(来賓招待なし) 4月6日(土)

認定こども園キッズランドかみ、キッズランドやちよ 4月8日(月)

多可町子ども会育成連絡協議会総会 4月13日(土)

第1回たかっこフェスタ 5月3日(祝)

（こどもまつりと子育てフェスティバルを合同開催）

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

平成31年4月25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。

委 員：告辞がなくなりましたが、それによって校長先生のことばや PTA 会長のことば
が非常に際立った感じがして良かったと思いました。

委 員：よく練習をして、大変気持ちのこもった、子どもたちも保護者も感動、感激され

た卒業式、卒園式でした。

教育長集約 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。

【閉 会】 教育長 午後3時15分 閉会宣言


