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八千代区統合小学校の名称について

議案第41号

就学援助規則準要保護の認定について

議案第42号

ハートフル学業支援金給付の認定について

６．協議事項
(１)放課後児童健全育成事業について
(２)全国学習・学力状況調査について
(３)教育委員会研修について
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】
①八千代統合小学校の周辺環境整備計画について
②学校給食センターについて
③平成26年度 近畿市町村教育委員研修大会について
④秋季学校訪問について
⑤「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」につい
て
⑥８月定例教育委員会議事録について

【こども未来課】
①八千代区小学校統合準備委員会の経過報告について
②10月の行事予定について
(３)次回教育委員会について
平成２６年１０月２３日（木）午後１時３０分 ～

【開 会】
委員長 午後1時30分開会宣言
天候にも恵まれて、小学校・中学校の運動会・体育祭が無事に終わりました。私は中
学校は加美中学校と八千代中学校の2校、小学校は八千代西小学校に出席しました。
八千代西小学校では、保護者全員がオレンジ色でおそろいのシャツを、一方先生方は
同じシャツで色違いの黄色のシャツを着用されていました。シャツの背中には、地区名
称をもじって「大和魂」と書いてありました。保護者全員・職員全員が同じシャツで運
動会を行うというのは珍しいと思います。そこに子どもたちの運動会をいいものにしよ
うという思いを感じることができました。
また、八千代西小学校は小規模校の良さを活かし、小学生・保護者・祖父母や地域の
方々だけでなく、この小学校を卒業した中学生や幼児も参加していました。地域の方々
がみんなで楽しんで、盛り上げて、まさに地域あげての運動会であると感じました。
テントの中では、「この学校での運動会はもう1回だけになったなあ･･･」と言う声も
聞かれ、何かにつけて、もうすぐこの小学校もなくなるという雰囲気が流れていました
が、決して後向きなイメージでなく、この大和地区の学校の伝統や良いところを次の学
校に繋いでいこうという前向きな気持ちが感じられて、うれしく思いました。私たちも
地域の願いをしっかり受け止めて、新しい八千代区の小学校開校に向けて取り組んでい
かなければならないという思いを強くいたしました。
さて10月は、学校訪問という重要な行事があります。多可町の教育に直に触れる場に
なりますので、気を引き締めて取り組んでいきたいと考えています。
それでは、９月の定例教育委員会を開始いたします。

日程第１ 会議録署名委員の指名
熊田委員と藤田委員を指名

日程第２ 教育長の報告
（１）運動会・体育祭について
小学校・中学校の運動会・体育祭が開催されました。子どもたちがきびきびと活動し
ていました。特に子どもたちが手先を伸ばすことを意識して行った行進は、それぞれの
学校での指導の成果がでたものと考えています。
今後キッズランドかみ、キッズランドやちよ、中町幼稚園、松井小学校の運動会があ
りますので、よろしくお願いします。
（２）子ども見守り隊の情報交換会について
９月11日(木)に子ども見守り隊の情報交換会を実施しました。子ども見守り隊は、そ
れぞれの地区において、子どもの登下校時にお世話になっています。今年からは、各地
区の派出所・駐在所の警察官も出席いただきました。

見守り隊の高齢化が進んでいますが、子どもの安全のためにボランテアで活躍してい
ただいており、本当にありがたいことです。
（３）おじいちゃん・おばあちゃんの子ども絵画展について
9月14日(日）におじいちゃん・おばあちゃんの子ども絵画展表彰式がありました。今
年はちょうど25回目です。作品は昨年より約400点多い、2，693点のの応募があり、特
別賞の25点の表彰を行いました。
審査委員長の来住しげ樹先生から、絵が上手だけではなく、描かれた絵の中におじい
ちゃん・おばあちゃんと子どもの心の交流が感じられるような作品を特別賞として選考
した旨の審査講評をいただきました。
「敬老の日 発祥の町 多可町」として、これからもこの絵画展を通して、お年寄り
を大事にする「敬老精神」の発信に一層の力を入れていきたいと考えています。
なお、この絵画展は、9月26日までガルデン八千代の体育館で開催していますので、
お知り合いに周知していただければ幸いです。
（４）多可町喜寿敬老会について
9月15日(月）には、多可町の喜寿敬老会がありました。今年当町で喜寿を迎えられた
方は237名で、そのうちの106名が会に参加されました。参加され方々は、「生涯現役」
という言葉のとおりお元気で、人生九十年時代の到来を感じました。
余興として、多可少年少女合唱団による敬老の歌「きっとありがとう」の合唱と、中
央公民館播州歌舞伎クラブによる「一谷嫩軍記 熊谷陣屋の段」の題目で播州歌舞伎を
鑑賞していただきました。非常に好評で「良かった」という言葉をたくさんいただきま
した。
（５）瑞宝双光章の叙勲について
９月1８日(木）に、森野道夫先生のお宅を訪問し、「瑞宝双光章」をお渡しました。先
生は、昭和22年(1947)杉原谷中学校に赴任され、昭和63年(1988)に教職40年間の最後
を加美中学校長として終えられました。今年88才の米寿を迎えられましたが、まだまだ
お元気で当時の話をたくさん聞かせていただきました。
（６）子どもの交通事故について
９月1８日(木）午後7時前に中町南小学校4年生の児童が、秋祭りの太鼓の練習に行く
途中、国道を横切る際にトラックにはねられました。加古川の緊急医療センターに搬送
され治療を受けました。児童に幸い脳に異常はないものの、頬の骨折と顎を損傷してお
ります。
当日村の方では区長さんと太鼓の指導者が、練習に来る児童を集めて、交通安全につ
いて指導いただきました。
また小学校では、翌日全校生に道路横断の際の注意など、交通安全についての指導を
徹底したところです。
以上６点、報告させていただきます。

日程第３ 議案等
議案第40号
八千代区統合小学校の名称について
事務局より、八千代区の統合小学校の名称が、統合準備委員会において「八千代小学
校」に決定したことの報告があり、教育委員会においても、｢八千代小学校」名称の承認
を求める議案が提出された。
＊「八千代小学校」の採択を承認

議案第41号
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、後ほど秘密会議で審議

議案第42号
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、後ほど秘密会議で審議

日程第４ 協議事項
(１)放課後児童健全育成事業について
事務局より、平成 27 年 4 月の子ども・子育て支援新制度のスタートに合わせ、放課後
児童健全育成事業(学童保育）において、高学年児童の受け入れについて協議要請が示さ
れた。
また、現在土曜日等の開所時間を 8 時から 7 時半に変更する事案と、午後 6 時半以降
の預かりには 1 回あたり 250 円、1 ヶ月あたり上限 3，000 円を保護者に負担いただく事
案が、今後の検討課題として提示された。
高学年児童等の受け入れについて
委員長
平成 27 年 4 月から高学年児童を受け入れるということですが、申請の締め
切りはいつになりますか。
事務局
放課後児童クラブの入所説明会は、11 月 8 日(土)に開催した後、11 月 10
日(月)から 11 月末まで申込みを受け付ける予定です。また、新年度に入って
からは、途中入所も受付します。
委 員
学童保育を行っている放課後児童クラブは何カ所ありますか。
事務局
5 カ所です。
委 員
現在の指導員は何名おられますか。
事務局
各クラブに主任指導員が 1 人で、指導員が 4~7 人いまして、児童 10~15 名
を 1 人の指導員が担当するように配置しています。
午後 6 時半以降の預かり負担金について
教育長
現状では午後 6 時半以降の預かりについて、250 円の負担を保護者に求め
るという点は、もう少し検討するということですか。
事務局
はい。そういうことです。
委 員
午後 6 時半以降の預かりについて、250 円の負担を保護者に求めるという
点で、町としての収支バランスはどうですか。
事務局
午後 6 時半を超えた場合に保護者に 250 円の負担をお願いする場合、ほと
んどの方が 6 時半までに迎えに来られると思いますので、町に対する収入が
大きく増えることにつながらないと考えています。
委 員
それぞれの家庭の事情を考慮する必要はありますが、町の持ち出しが多い
ということは、無理して家庭で子どもをみている世帯とのバランスがとれて
いないような気がします。それを考慮すると、受益者負担ということで一定
の負担はやむを得ないものと思います。
事務局
平成 27 年 4 月の子ども・子育て支援新制度のスタートに合わせて、保育園
と同じ条件にするべきでないかと議論してきましたが、今回は、放課後児童
クラブに高学年児童の受け入れを、まず進めていきたいと考えています。土
曜日等の開所時間変更と午後 6 時半以降の預かりには 1 回あたり 250 円負担
の事案については、今後保護者へのアンケート調査実施等を含めて検討を進

めていきます。

(２)全国学習・学力状況調査について
事務局より、全国学習・学力状況調査結果について概要説明があった。
委員長
事務局
教育長
委

員

この調査結果については、どのように公表されるのですか。
｢子どもタイムズ｣において、多可町全体の平均正答数と分析結果を公表す
る予定です。
学校ごとの成績公表については、序列化や過度な競争につながる恐れがあ
るため実施しないとしていますが、いかがでしょうか。
学校によって児童数が非常に少ないところもあります。試験を受ける人数
が少ない学校と多い学校を直接比較するようなことは良くないと思います。
学校ごとの成績公表は、メリットはなく、デメリットだけが目立つようにな
ると思いますので、多可町全体の成績公表でいいと思います。

日程５ 報告事項
(１)各種委員会の報告
特になし

(２)教育委員会事務局の報告
【教育総務課】
①八千代統合小学校の周辺環境整備計画について
②学校給食センターについて
③平成26年度 近畿市町村教育委員研修大会について
④秋季学校訪問について
⑤「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」について
⑥８月定例教育委員会議事録について

委員長

事務局
委員長

教育長

①八千代統合小学校の周辺環境整備計画についてですが、この平面図では
1階には3教室分しかとれないようにみえますが、1年生と2年生の２教室ずつ
とることは可能ですか。
現在の特別支援教室を保健室の南側に増改築することによって対応して、
１階で1年生と2年生の２教室ずつ配置する予定です。
財政面が厳しいことは承知していますが、3つの小学校がなくなり1校に統
合するのが、今回の八千代区の小学校統合です。統合小学校が開校してすぐ
に、苦情が出ることがないように、教職員やPTA等の声を十分聞いて新たな
学校の改造に対応し、多くの方に「いい学校になったな」と喜んでもらえる
よう更に努力しなければならないと思います。
住民の皆さん、また区長会からも要望等も聞いております。今ある学校が
なくなって新たにできる学校であるとの認識を持って、町長部局とも十分調
整を進めながら、皆さんが納得できるところに近づけるよう努力していきた
いと考えています。

【こども未来課】
①八千代区小学校統合準備委員会の経過報告について
②10月の行事予定について

(３)次回教育委員会について
「平成26年10月23日（木）午後1時30分 ～」に決定

議案第41号

就学援助規則準要保護の認定について
＊秘密会議で審議後承認

議案第42号

ハートフル学業支援金給付の認定について
＊秘密会議で審議後承認

【閉

会】

委員長

午後４時２０分

閉会宣言

平成26日９月22日
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