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多 可 町 教 育 委 員 会 要 旨 録

平成２７年２月 定例会

１．開催日 平成２７年２月２６日（木） 午後１時30分～

２．場 所 多可町中央公民館 中会議室

３．出席者 委 員 長 門脇 きみ子

委 員 熊田 正博

委 員 數原 誠子

委 員 藤田 裕子

教 育 長 岸原 章

４．陪席者 教育総務課長 今中 明

こども未来課長 高見 英明

こども未来副課長 今中 孝介

こども未来課課長補佐 藤本 志織

教育総務課主査 伊藤 加奈子

教育総務課副課長 宮原 文隆

５．議 案

議案第２号 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の施

行に伴う関係条例の整備等に関する条例について

議案第３号 多可町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条

例の制定について

議案第４号 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の施

行に伴う関係規則の整備に関する規則の一部を改正する規則について

議案第５号 多可町財務規則の一部を改正する規則について

議案第６号 多可町管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則について

議案第７号 多可町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令について
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議案第８号 多可町教育委員会事務専決規程を廃止する訓令について

議案第９号 総合教育会議における事務を教育委員会事務が補助執行することにつ

いて

議案第10号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第11号 多可町小中学校規模適正化基本方針の改正について

議案第12号 地域の学校教育のあり方を考える会設置要綱の一部を改正する要綱に

ついて

議案第13号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

の制定について

議案第14号 多可町立保育所条例の一部を改正する条例について

議案第15号 多可町立幼稚園条例の一部を改正する条例について

議案第16号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

施行規則の制定について

議案第17号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額の減免及び滞

納整理の手続きに関する要綱の制定について

議案第18号 使用料の減免に関する取扱要領の一部を改正する要領について

議案第19号 多可町保育の実施に関する条例施行規則を廃止する規則について

議案第20号 多可町児童福祉法による保育料徴収規則を廃止する規則について

議案第21号 多可町保育料階層区分認定取扱要領の一部を改正する要領について

議案第22号 多可町保育料の減免及び滞納整理の手続きに関する要綱を廃止する要

綱について

議案第23号 多可町つどいの広場事業実施要綱の一部を改正する要綱について

議案第24号 多可町学童保育事業実施要綱の一部を改正する要綱について
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議案第25号 多可町養育支援訪問事業実施要綱の一部を改正する要綱について

議案第26号 多可町立保育所規則の一部を改正する規則について

議案第27号 多可町児童手当事務処理規則の一部を改正する規則について

議案第28号 多可町障害児保育事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱について

議案第29号 多可町多子世帯保育料軽減事業（保育所）実施要綱の一部を改正する

要綱について

議案第30号 多可町経営所得安定対策直接支払推進事業補助金交付要綱の一部を改

正する要綱について

議案第31号 平成27年度 多可町教育方針について

議案第32号 多可町教育委員会事務局組織規則を改正する規則について

議案第33号 「多可町手話言語条例検討委員会」にかかる委員の選出について

６．報告事項

(１)各種委員会・研修会の報告

(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①平成２６年度 3月補正予算について

②平成２７年度 当初予算の概要について

③学校給食センター騒音対策について

④学校園の26年度卒業式及び27年度入学式について

⑤1月定例教育委員会要旨録について

【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

②平成２７年度 当初予算の概要について

③３月の行事予定について(資料P132）

④多可町社会教育委員・教育委員会合同会議の開催について
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(３)次回教育委員会について

平成２７年３月２６日（木）午後１時３０分 ～

(４)その他
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【開 会】

委員長 午後１時30分、あいさつ後開会宣言

日程第１ 会議録署名委員の指名

門脇委員と數原委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）今年度の退職職員について

今年度の3月末で退職される教職員は、定年退職が10名、早期退職は2名の計12名の

予定です。

（２）高等学校の推薦入試について

2月19日(木)に、高等学校の推薦入試と特色選抜入試の合格発表がありました。多可町

の3つの中学校では、合格率が約75％という状況です。今回結果が良くなかった生徒に

ついては、3月12日(木)の一般入試での合格を期待しています。

（３）行事について

①学びの広場、すずかけ学級の発表について

1 月 25 日(日)の東山解放文化祭において、中町中学校の学びの広場、中町北小学校の
すずかけ学級の生徒による発表がありました。いずれもしっかりと発表していました。

②杉原谷小学校と丹波西小学校の交流について

2月6日(金)に通称「小春ロード」と呼ばれる清水坂トンネルの開通を契機として、杉

原谷小学校と丹波市西小学校との交流が行われました。今回は丹波西小学校5年生の児

童が、杉原谷小学校で「孝女 こはる物語」の演劇を披露してくれました。西小学校の

児童は恥ずかしがらずに大きな声で役を演じ、見ている人に感動を与えてくれました。

杉原谷小学校の児童によるリコーダー演奏も良かったです。保護者の参加もたくさんあ

り、これからの相互交流が期待されます。

③子どもふれあいトークについて

同じ 2月6日(金)に、中学生と町長をはじめ町幹部との子どもふれあいトークがありま

した。それぞれの中学校から生徒会の生徒を中心にして、5 名ずつの計 15 名が参加しま
した。多可町の自慢できるところ、多可町に住んでいて困るところや多可町をもっと PR
する方法、また午後 9 時以降は SNS やりません運動についても自分たちの思いをしっか
り述べていました。

今回参加した生徒達がそれぞれの学校の生徒会運営にしっかりと携わっていることが、

発言からわかりました。自分たちの学校や町を良くしたいという思いが伝わってきて、

大変頼もしく感じました。また、学校が生徒のリーダーを育てて、生徒達にいろんな行

事を運営させていることに感心しました。
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④新1年生の集いについて

2月14日(土)に、西脇市民会館で新1年生の集いが開催されました。約 450 名の参加が
あり、多可町からは約 100 名が参加されました。新 1 年生の心構えや特に先生や友達の
話をしっかり聞くことが、賢くなる第 1歩であるという話をさせていただきました。

（４）児童生徒への対応について

委員長の挨拶の中にありました先日の川崎市での中学1年生の生徒が殺害される事件

では、まわりの大人がその子どもの発する信号を察知して、もう一歩踏み込んだ処置が

とれなかったのは残念でなりません。私たちは教育現場においていろいろなことに遭遇

していますが、児童生徒に対して本当に一番大事なところに手が届いているのかを常に

意識し、また反省しながら指導に関わっていきたいと考えています。

以上４点、報告します。

日程第３ 議案等

諸般の事情により、議案順序を入れ替えて審議を実施。以下、次第通りに説明する。

議案第２号 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の施

行に伴う関係条例の整備等に関する条例について

議案第３号 多可町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条

例の制定について

議案第４号 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の施

行に伴う関係規則の整備に関する規則の一部を改正する規則について

議案第５号 多可町財務規則の一部を改正する規則について

議案第６号 多可町管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則について

議案第７号 多可町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令について

議案第８号 多可町教育委員会事務専決規程を廃止する訓令について

事務局より、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が平

成 27年 4月 1日から施行されるに伴う条例・規則等の改正・新設・廃止(議案第 2号
~第 8号）について説明があった。
また、当法律改正に伴って、4 月 1 日から「委員長」がなくなり「新教育長」が誕

生するという体制に速やかに移行するかという点については、町長との協議の結果、

現在の教育長の任期が切れるまで現状の体制のままで対応して、法改正の附則に示さ

れている経過措置の中で運用することの説明がなされた。

委員長：国が法律改正をして実施しようとすることを、法律の経過措置の中で運用しな

ければならないという根拠がすっきりとしないところがあります。

委 員：すでに教育長が教育委員会の先頭に立って、教育行政を進めておられる実態が
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あります。万一の喫緊の事態においては、教育委員との綿密な連携をすること

によって対応していただきたいと思います。

事務局：現在も町長と教育長とは、週 2 回諸問題について協議することになっています
ので、こうした状況を含んで経過措置の中で対応していきたいと考えています。

－審議後承認－

議案第９号 総合教育会議における事務を教育委員会事務局が補助執行することに

ついて

平成27年2月13日(金)に、総合教育会議における事務を首長部局が担当するか如何

について、町長と教育長との間で協議がなされ、教育委員会事務局が補助執行するこ

とで調整がなされたことの説明があり、承認を求めた。

－審議後承認－

議案第10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、後ほど非公開会議で審議

議案第11号 多可町小中学校規模適正化基本方針の改正について

議案第12号 地域の学校教育のあり方を考える会設置要綱の一部を改正する要綱に

ついて

事務局より多可町小中学校規模適正化基本方針の改正内容及びそれに関わる地域

の学校教育のあり方を考える会設置要綱の改正についての説明があった。

委員長：学校の統廃合については、地域から統廃合に対しての反対意見が出るのは当然

のことですが、現に子どもを学校に通わせる保護者、卒業生、地域の方々、地

元の区長さん等それぞれの立場の方々の意見を十分聞いて、地域住民の思いに

沿って進めて検討したことが、現在の八千代区小学校の統合に繋がったものと

思います。これから先も地域の方々の意見を集約しつつ、基本方針に基づいて

進めていただきたいと思います。

－審議後承認－

議案第13号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例
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の制定について

議案第14号 多可町立保育所条例の一部を改正する条例について

議案第15号 多可町立幼稚園条例の一部を改正する条例について

議案第16号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

施行規則の制定について

議案第17号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額の減免及び滞

納整理の手続きに関する要綱の制定について

議案第18号 使用料の減免に関する取扱要領の一部を改正する要領について

議案第19号 多可町保育の実施に関する条例施行規則を廃止する規則について

議案第20号 多可町児童福祉法による保育料徴収規則を廃止する規則について

議案第21号 多可町保育料階層区分認定取扱要領の一部を改正する要領について

議案第22号 多可町保育料の減免及び滞納整理の手続きに関する要綱を廃止する要

綱について

議案第23号 多可町つどいの広場事業実施要綱の一部を改正する要綱について

議案第24号 多可町学童保育事業実施要綱の一部を改正する要綱について

議案第25号 多可町養育支援訪問事業実施要綱の一部を改正する要綱について

議案第26号 多可町立保育所規則の一部を改正する規則について

議案第27号 多可町児童手当事務処理規則の一部を改正する規則について

議案第28号 多可町障害児保育事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱について

議案第29号 多可町多子世帯保育料軽減事業（保育所）実施要綱の一部を改正する

要綱について

議案第30号 多可町経営所得安定対策直接支払推進事業補助金交付要綱の一部を改

正する要綱について

事務局より、4 月から施行される子ども・子育て支援新制度に係る条例・規則等
の改正廃止等の整備について、議案第 13～第 30号を一括しての説明があった。

27 年度の保育料については、新しい制度における保育料の額が国から示されてい
ないので、現行の保育料を据え置く。第 2 子・3 子の保育料軽減制度は継続する。
公立と民間こども園の保育料・給食費・バス代等の額は、同額として調整する案が

示された。

－審議後承認－

議案第31号 平成27年度 多可町教育方針について

教育長より、平成27年度の多可町教育方針及び主要施策（案）の概要について説

明がなされた。

委 員：来年度から中区においては公立の幼稚園がなくなり、民間幼稚園のみとなりま

す。こうした民間幼稚園に対する権限と言いますか、しっかりと幼児教育が実
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施されているかをどのように確認していくのでしょうか。

教育長：ここ３年ほど、私立の保育所も含めて合同の園所長会を開催して、いろいろな

点について協議しています。また、公立と同じように民間保育所に対しても園

訪問を実施して、園の運営や保育の状況等について指導を行っています。

今年度まで園訪問は、事務局だけで対応させていただいていましたが、27 年
度からは教育委員さんにも一緒に参加いただき、必要な指導・助言をお願いし

たいと考えています。

新年度から開園する民間こども園に対しては、町からも大きな補助金・扶助

金を出す予算を組んでいますし、全く権限がないとは考えていません。民間こ

ども園であれ、子どもたちは多可町の子どもたちですので、どんどん関わって

いくべきであると考えています。

また、民間こども園に対しても、公立学校園で行っている保護者に対するア

ンケートを実施して、保護者の意向や思いをくみ取ることを検討しています。

－審議後承認－

議案第32号 多可町教育委員会事務局組織規則を改正する規則について

平成 27年４月 1日より、こども未来課から学校教育課を分け、教育総務課を含め
た３課体制とする教育委員会事務局組織を改編する規則改正について、事務局より

説明がなされた。

委員長：教育委員会事務局が３課体制になるということですが、事務局職員の人数はど

うなるのですか。

教育長：基本的に事務局の人員は変わりません。ただ現状では、幼稚園と保育所関係の

指導主事がいない状況です。来年度以降、民間こども園を訪問して、しっかり

と指導する必要がありますので、幼稚園と保育所関係の指導主事を新たに配置

することをお願いしています。

－審議後承認－

議案第33号 「多可町手話言語条例検討委員会」にかかる委員の選出について

多可町長から「多可町手話言語条例検討委員会」にかかる委員の選出依頼がなさ

れた。

委員間の協議の結果、數原委員が選出された。
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日程第４ 報告事項

(１)各種委員会・研修会の報告

今回は特になし。

(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①平成２６年度 3月補正予算について

3月最終補正について、概要説明。

②平成２７年度 当初予算の概要について

平成 27 年度予算について、新規事業及び 26 年度と比して大きく変更がある事
業等の概要説明。

③学校給食センター騒音対策について

3月後半に施工予定の瑕疵工事工程等について概要説明。

④学校園の26年度卒業式及び27年度入学式について

教育委員と事務局の学校園の26年度卒業式及び27年度入学式の出席について、

説明後最終調整。

⑤1月定例教育委員会要旨録について

1月定例教育委員会要旨録についての最終確認。

【こども未来課から】

①八千代区小学校統合準備委員会の経過報告について

統合後のバス通学で、のぎくバス利用を検討すること等を報告。

②平成２７年度 当初予算の概要について

平成 27 年度予算について、新規事業及び 26 年度と比して大きく変更がある事業
等について概要説明。

③３月の行事予定について

年度末の学校園及び社会教育関係の行事予定について説明。

④多可町社会教育委員・教育委員会合同会議の開催について

3月 13日(金)開催予定の合同会議について説明。

教育長：②平成 27年度予算の関係ですが、この 4月から、３つの民間の認定こども園が
開園する予定ですが、町からどのくらい金額の補助金等が支出される予定であ

るのかを示して下さい。

事務局：認定こども園に障がい児保育事業補助金、一時預かり事業補助金、延長保育促

進事業補助金、病後児保育事業補助金、幼稚園教育研修事業補助金を合わせて

30,369,040 円が補助金として、そして 280,976,000 円が運営扶助費としてが支払
われる予定です。町の負担額は 7,000 万円程度増加しますが、国からの地方交
付税で補填される予定です。
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委員長：④社会教育委員さんとの合同会議ですが、今まであまり社会教育委員活動に触

れることがありませんでしたので、参加して勉強させていただきたいと思いま

す。

(３)次回教育委員会について

平成２７年３月２６日（木）午後１時３０分 ～に決定

(４)その他

①保育士の不足について(こども未来課）の追加報告

キッズランドかみとキッズランドやちよの保育士が 12名退職された。現在 9名
の補充ができたが、依然不足状態が続いているとの説明がなされた。

《非公開会議》

議案第10号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

－非公開会議で審議後、承認－

【閉 会】 委員長 午後５時２０分 閉会宣言
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平成２７年２月２６日

㊞

㊞


