多可町教育委員会会議録
平成 26 年 4 月 定例会
開催日
場 所
出席者
陪席者

平成 26 日 4 月 25 日（金） 午後 1 時 30 分～
多可町中央公民館 中会議室
門脇きみ子委員長、熊田正博委員長職務代理者、數原誠子委員、藤田裕子委
員、岸原 章教育長
今中教育総務課長、高見こども未来課長、宮原教育総務副課長、伊藤教育総務
課主査

議 案 等
承認第２号
議案第１２号
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議案第１４号
議案第１５号
議案第１６号
議案第１７号
議案第１８号
議案第１９号
議案第２０号
議案第２１号
議案第２２号
議案第２３号
議案第２４号
議案第２５号
協 議
報告事項

件 名
専決処分したものにつき承認を求めることについて
（多可町八千代区小学校統合準備計画設置要綱について）
多可町立幼稚園規則の一部を改正する規則について
多可町立中町幼稚園預かり保育事業の実施要綱を廃止する要綱について
多可町預かり保育指導員等配置要綱を廃止する要綱について
多可町保育所研修対応職員助成金交付要綱を制定する要綱について
多可町立小学校及び中学校の管理運営規則の一部を改正する規則について
多可町就学援助規則の一部を改正する規則について
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
多可町ハートフル学業支援金給付認定基準について
多可町生涯学習推進協議会委員の選出について
多可町社会福祉協議会評議員の推薦について
キッズランドやちよ運営委員の推薦について
多可町「トライやる･ウィーク」推進協議会委員の選出について
平成２６年度学校給食センター運営委員会委員の推薦について
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を改
正する条例について
学校訪問の実施について
(１)各種委員会の報告
(２)教育委員会事務局の報告
平成 2 ６年度全県教育委員会研修会の開催について
平成 2 ６年度兵庫県女性教育委員の会について
定例教育委員会の会議録の公開について
給食センターについて
文化財関係報告書の刊行について
５月の行事予定について
中町幼稚園閉園説明会資料について
家庭教育支援冊子について
その他
(３)次回教育委員会について（案）
平成２６年５月２２日（木）午後１時３０分 ～
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【開 会】
委員長

午後 1 時 30 分開会宣言

【日程第１ 会議録署名委員の指名】
藤田委員と門脇委員長を指名
【日程第２

教育長の報告】

平成２６年度がスタートしました。今年度の新入生は小学生１６４名、中学生２５７名で、全体の人数は小
学生が１１６８名、中学生が７２９名、合わせて１８９７名となり、昨年度に比べて８０名減少しています。
先週末に、参観日及びＰＴＡ総会が実施されました。私は、八千代西小学校に行きました。子どもたちが元
気に活動しており、良いスタートがきれていると感じました。１年生と６年生を見て６年間の成長の大きさを改めて
実感しました。今週末には、中町南小学校と中町中学校に行く予定にしています。
４月２２日に全国学力・学習状況調査が全国一斉に実施され、多可町内の小学校６年生１６４名と中学
校３年生２２１名が受検しましたただ、杉原谷小学校の６年生は前日からインフルエンザによる欠席が多く、２２
日、２３日が学級閉鎖となり、今回は受検できませんでした。
４月２４日の教頭会ですべての教職員に今回の全国学力･学習状況調査の問題を自分でやって見ること
を勧めてほしいと言いました。どういう問題が今、問われているのかを知ることが授業改善につながると思いま
す。結果がきましたら、結果分析委員会を開催し、子どもたちの学力向上に努めていきたいと考えております。
４月２１日に八千代区小学校統合の説明会を八千代西小学校で開催しました。本日２５日の夜には、中
町幼稚園の閉園説明会を中央公民館で行ないます。
春の学校園訪問は、予定表のように、５月１日の加美中学校から６月３日の中町幼稚園まで、１３校園訪
問します。各園約２時間の予定にしております。また、５月２日から９日まででそれぞれの学校園の校長、所長
または園長に対して、今年度の目標管理のヒアリングを予定しております。
最後に机上に配布しております、家庭教育支援冊子ですが、昨年１年かけて現場の先生と教育委員会
事務局が一緒になって作成をいたしました。５歳児から中学校３年生までの学びをより充実させようというねらい
をもって、学年に対応した家庭学習するポイントを、掲載しております。また、最近問題になっておりますインター
ネットやスマートフォン、ラインといったものとどう向き合っていくのかも、取り上げています。今年度は、すべての子
どもたちに配布をしました。来年度以降は新５歳児に配布する予定です。十分活用して頂くために、学級懇談
会でこれをもとに話し合いをもったり、学校と一緒になって啓発していきたいと考えております。
以上、報告といたします。

委員長
委員長
教育長

委員長
教育長

委員長

ありがとうございました。ただ今の報告につきまして、質疑等ございますか。
一つお尋ねします。校長先生に目標管理についてヒアリングを行うということをお聞きし
たのですが，最終的にはどの程度成果があったとかということも、検証されるのでしょう
か。
はい。年間３回、確認する予定です。５月当初に今年度の目標を掲げまして、途中・
最後と、どのくらい目標が達成できたかということで、この部分は十分達成できた。ここ
はまだ不十分であるというように、明らかになるようしております。
ありがとうございます。学校訪問で、各学校の教育目標など、ヒアリングなさったことが
具体的に下におりて、各先生方の具体的な目標につながっているとか、研修にしっか
り結びついているとか等の面は分かるんですね。
委員長が言われましたように、校長一人の目標になっていないかという点が一番大事
なことだと思います。校長が掲げている学校教育目標や重点目標が、すべての先生
に周知徹底されているか、そして達成できたかどうかをどう評価するのか、具体的な評
価方法が定められているかなどについてヒアリングをします。こうしたことを踏まえ、子ど
もたちがどう成長しているかが、秋の訪問時の一番のポイントになるところです。
教育委員は、ヒアリングの場に出ず、秋の学校訪問で見せていただくのですが、学校
の教育目標とどうつながって，子どもたちに対してどのような成果が上がっているのかと
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教育長
委員長

か、問題点があるとかが、私自身の問題なのでしょうが、よく分からないで終わってしま
うようなこともこの 3 年間にはありました。そのあたりを春のヒアリングをなさった後にでも、
私たちにも分かる場を、教育委員会の定例会でも結構ですし、別に設定していただい
ても結構ので、お願いします。そのようなことが分かった上で、秋の学校訪問に行かせ
ていただいた方がありがたいなと、私個人は思います。
委員長が言われるとおりだと思いますので、一番最初の会を実施させていただいた後
で、このような形ですと提示して、見ていただく機会を設けたいと思います。
負担にならない程度で、お願いできたら結構です。ほかにありませんか。

【議案等】
＊日程第 3 承認第２号「専決処分したものにつき承認を求めることについて（多可町八千
代区小学校統合準備計画設置要綱について）」の事務局説明
委員長
委 員
教育長

ただいまの事務局の説明につきまして、何か質疑ございませんか。
体操服等についても、協議する部会が決められているのですね。
総務部会で検討しますが、新入生は今まで着用していたものを使って、買い換える時
から、新しい学校のものということになると思います。
委員長 そうですね。基本的に今あるものは使える間はそれを使って、体が成長して着られなくな
った時点で決められたものに揃えていくということでいいと思います。
委員長 ほかにございませんか。校旗とか校歌も新しくなりますね。時間がかかることですので、
できるだけ早くしていただきたいと思います。タイムスケジュールが大変でお世話かけま
すけど、気持ちよくスタートが切れるようによろしくお願いします。
◎採決後承認
＊日程第 3 議案第 12 号
事務局説明
・質問・意見等なし
◎採決後承認

「多可町立幼稚園規則の一部を改正する規則について」 の

＊日程第 3 議案第 13 号 「多可町立中町幼稚園預かり保育事業の実施要綱を廃止
する要綱について」、議案 14 「多可町預かり保育指導員等配置要綱を廃止する要綱につ
いて」の事務局説明
・質問・意見等なし
◎採決後承認
＊日程第 3 議案第 15 号 「多可町保育所研修対応職員助成金交付要綱を制定する
要綱について」の事務局説明
委員長
委員長
事務局

ただいまの事務局の説明につきまして、ご質疑等ございませんか。
これは来年度の認定こども園開設に向けての新しい事業ですね。中区の３つの私立
保育所の先生方が研修されるということですね。これは３つ施設の先生方がどなたも
受けられるということですか。
それぞれの園の考え方があって、最低 4 人は参加してくださいということを言っておりま
す。研修期間が 20 週ありますので、キッズやちよ・かみ、中町幼稚園、それから兵庫
教育大学付属幼稚園ほかの施設でそれぞれ 4 週間受け入れていただけます。園の
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方針によって割振りして、最低 4 人は参加し勉強していただくことをお願いしております。
委員長 本当を言えば、全員の方が行っていただければいいと思うのですが、行かれた方が自
分だけの研修に終わらないように必ず帰られてから、報告を兼ねて園の方に、研修成
果を周知していただく場を整えていただければ、ありがたいなと思いますが、可能でしょう
か。
事務局 今考えておりますのは、 1 学期に研修に行かれた方については、それぞれの園から 2
名づつを教育委員会が集めまして、研修報告会を実施して研修ニースという形で、
町民の方にも広報しようと検討しております。それから各園では、研修報告会というもの
は実施するようお願いしております。
委員長 大変だと思いますが、お願いします。
◎採決後承認
＊日程第 3 議案第 16 号「多可町立小学校及び中学校の管理運営規則の一部を改正
する規則について」の事務局説明
・質問・意見等なし
◎採決後承認
＊日程第 3 議案第 17 号「多可町就学援助規則の一部を改正する規則について」の事
務局説明
・質問・意見等なし
◎採決後承認
＊日程第 3 議案第 18 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」の事務局説明
委員長 只今の事務局の説明につきまして、ご質疑等ございませんか。
教育長 ちなみに昨年度の援助費の額とは、どうなっていますか。
事務局 消費税相当額の増額となっています。
◎採決後承認
＊日程第 3
務局説明

議案第 19 号「多可町ハートフル学業支援金給付認定基準について」の事

委員長
委 員

ただいまの事務局の説明につきまして、ご質疑等ございませんか。
この支援金は、毎年申請するのですね。そうすれば、昨年と同じ所得額である世帯
が、去年は給付対象となったけれども、今年は対象外になるということもあり得るので
すね。
事務局 そうですね。所得基準もありますが、多くの方はそれ以外の条件で給付を受けられてい
る方ですので。これについては私どもが状況を検討して提案していきますので、チェック
いただきたいと思います。やはり問題であるという点が出てくる場合は、再度検討、ご
審議いただくことがあるものと考えています。
◎採決後承認
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＊日程第 3 議案第 20 号「多可町生涯学習推進協議会委員の選出について」、議案第
21 号「多可町社会福祉協議会評議員の推薦について」、議案第 22 号「キッズランドやちよ
運営委員の推薦について」、議案第 23 号「多可町「トライやる･ウィーク」推進協議会委員の
選出について」、議案第 24 号「平成 26 年度 学校給食センター運営委員会委員の推薦
について」の事務局説明
委員による協議
・多可町生涯学習推進協議会委員
－數原委員
・多可町社会福祉協議会評議員
－熊田委員
・キッズランドやちよ運営委員
－門脇委員
・多可町「トライやる･ウィーク」推進協議会委員－藤田委員
・学校給食センター運営委員会委員
－門脇委員 に決定
＊議案第 25 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
例の一部を改正する条例について」の事務局説明
委員長 ただいまの事務局の説明につきまして、ご質疑等ございませんか。
委 員 人員給とはどのようなものですかね。
事務局 人員給は一人あたりの報酬です。
◎採決後承認
【協議事項】
＊学校訪問の実施について事務局説明
委員長
教育長

委

員

委

員

委

員

委員長

各委員

ただいまの事務局の説明につきまして、ご質疑等ございませんか。
春の学校訪問は、新学期の忙しい時期でもありますので、指導案はなしで、学校ごと
に 2 時間程度で、校長・教頭、主幹教諭等に学校の経営方針や、研究・研修の取
組、生徒指導の取組などについて聞き、転入職員との懇談をした後、施設・設備等
の要修理箇所を見る。そして、新採用教員を中心に、すべての職員の授業を一通り
参観する予定です。委員さんには気になる学校を見てみたいということであれば、対応
させていただきます。
最初は春と秋の 2 回学校訪問をしていましたね。しかしながら、春は忙しい時期で学
校も大変であると思いますね。
合併前には学校数も少なく、日程も込み入っていませんでしたが、合併後は訪問校が
多くなっていますよね。
春は事務局で学校訪問に行っていただき、その結果を委員に伝えていただき、秋の訪
問時に春の状況を確認できるようになっていればいいと思います。
私は春と秋の 2 回学校訪問があるのが当たり前という感覚でいますので、春がないと
いうことを強く感じます。本当は春に訪問して、秋に成果が上がっているなというのがわ
かるというのがいいのでしょうが、 4 月 5 月は学校が非常に多忙であるのもわかります
ので、教育長が委員代表として、事務局と訪問していただければいいと思います。本
当に必要と思われる時には、遠慮なく声をかけていただいたらできる限り対応します。そ
れでは、春の学校訪問は事務局だけで行っていただくということでよろしいでしょうか。
異議なし
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【報告事項】
＊(1)各種委員会の報告について
◎報告等、特になし
＊(2)教育委員会事務局
教育総務課の報告
1.平成 2 ６年度全県教育委員会研修会の開催について
2.平成 2 ６年度兵庫県女性教育委員の会について
3.定例教育委員会の会議録の公開について
4.給食センターについて
5.文化財関係報告書の刊行について
教育長
委

員

3 ．定例教育委員会の会議録については、地元の区長さんからも、もう少し詳しく掲示
してほしいという声が上がっておりますので、もう少し内容が分かる形でホームページで
公開していきたいと考えております。
住民から実際に、議事録はどうですかという声も聞いていますので、よろしくお願いしま
す。

＊こども未来課の報告
1.５月の行事予定について
2.中町幼稚園閉園説明会資料について
3.家庭教育支援冊子について
◎質問・意見等なし
＊(3)次回の教育委員会の日程について
「 5 月 22 日（木） 午後 1 時 30 分開催」に決定
【閉会】
委員長

午後 3 時 47 分閉会宣言

この会議録は、事務局職員が作成したものであるが、真正であることを認め、ここに署名す
る。

平成 26 日４月 25 日

㊞

㊞
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