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平成 29年度 第３回定例教育委員会会議録 
 

日 時 平成 29年 6月 26日（月） 
開 会 午前 9時 30分 
会議場 役場 3階 301会議室 

 
 佐用町教育委員会 
教育長   平田 秀三 

 
応召した教育委員（4名） 
塚﨑博行  矢内正敏  永井 薫  岡本 正 

 
応召しなかった教育委員（0名） 

 
会議に出席した教育委員（4人） 
塚﨑博行  矢内正敏  永井 薫  岡本 正 

 
会議に欠席した教育委員（0人） 

  
 
傍聴者（０名） 

  
 

議事に関係した事務局職員 
教育課長           谷口 俊廣 
生涯学習課長         服部 憲靖 
教育課企画総務室長      服部 吉純 

   教育課教育推進室長      大野 公嗣 
   西はりま天文台公園長     西本 和彦 
   教育課給食センター所長    桑田 淑恵 
   教育課企画総務室長補佐    井土 達也 
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議事日程 

開  会  

 

日 程１ 会議録署名委員の指名 

 

日 程２ 会議録の承認（平成29年度第2回定例教育委員会） 

 

日 程３ 教育長報告 

 

日 程４ 教育委員報告 

 

日 程５ 協議・報告事項 

(1) 平成29年度佐用町教育委員会事務事業点検及び評価に係る対象事 

務の選定について 

(2) 学校教育用パソコン等導入事業について 

(3) 平成29年度文化財関係事業について 

(4) その他 

 

閉  会 
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開   会 

 

教育課長   失礼します。本日は佐用町教育委員会傍聴人規則第 2 条に基づく傍聴の

手続がございません。定刻となりましたので、ただ今から平成 29 年度第 3 回定

例教育委員会を開会させていただきます。 

それでは、会議日程に基づいて進めさせていただきます。 

 

日程１ 会議録署名委員の指名 

教育課長   日程 1 会議録署名委員の指名でございますが、岡本委員を指名させて
いただきます。よろしいでしょうか。 

教育委員   承知しました。 
 

日程２ 会議録の承認 

教育課長   次に日程 2 会議録の承認でございます。 
       前回、29 年度第 2 回定例教育委員会会議録の承認につきましては、永

井委員に決定しておりました。どうぞよろしくお願いいたします。 
教育委員   了解しました。 
 

日程３ 教育長報告 
教育課長   続きまして日程 3 教育長報告です。 

教育長お願いいたします。 
教育長    失礼いたします。 

       昨日の学校管理職試験では、慎重審議いただきありがとうございました。

二次試験の面接は、7月7日に予定しておりますので、よろしくお願いい

たします。また、本日より、今年度の学校訪問が始まります。ご多忙の事

とは存じますが、各学校を見ていただき、お気づきの点をご指導いただき

たいと思います。 

        さて、前回の教育委員会以降の報告をさせていただきます。 

        小学校における自然学校、中学校におけるトライやるウィークは無事

に終了いたしました。自然学校では落雷に見舞われるなどのアクシデン

トがございましたが、幸い事故等はありませんでした。自然を体験でき

る機会になったのではないかと思います。 

        6月町議会においては、一般質問で中学校の部活動のあり方等について

質問がありました。これまでも精一杯の対応をしてきており、今後も対

応したい旨の答弁をさせていただいておりますことを報告いたします。 

        また、利神城跡等の文化財指定につきましては、6月 16日に国の文化
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審議会において指定することが決定され、すでにマスコミ報道があった

ところです。これをスタート地点ととらえ、関係各課とともに、利活用

を考えてまいります。埋蔵文化財の調査年報には、今後、利神城特集を

連載してまいりたいと考えております。また、12月17日には、利神城に

ついてのシンポジウムを計画しておりますので、委員のみなさまにもご

協力をお願いいたします。 

        なお、学校関係については、大きな問題はございませんことを報告さ

せていただきます。 

        最後になりましたが、塚﨑委員が出版された図書「三方里山のさんぽ」

を寄贈いただきました。本当にありがとうございます。 

それでは、本日もよろしくお願いいたします。 

 

教育課長   次に行事報告ですが、教育長及び教育委員の皆様に関連する事業等を中

心に報告させていただきます。また主要事業などにつきましては、各室長

から報告させていただきます。 

 では、教育課の内容についてご説明いたします。 

教育課長   （別紙教育課関係行事（予定）に基づき報告） 

   続いて、生涯学習課関連行事につきまして、生涯学習課長から説明い

たします。 

生涯学習課長 （別紙生涯学習課関係行事（予定）に基づき報告） 

教育課長   報告が終わりました。それでは、各課の関連主要事業につきまして、

説明項目がありましたら各室長からお願いします。 

企画総務室長 特にございません。 

教育推進室長 特にございません。 

給食センター所長 1学期の給食は 7月 19日で終了します。本日は、委員のみなさま

にご試食いただきますが、ご意見等をいただきますようにお願いいたしま

す。 

西はりま天文台公園長 1学期の自然学校は全て終了しました。教育長報告の中に落雷

の話がありましたが、その影響で望遠鏡「なゆた」が故障しており、復

旧は7月末になる予定です。 

教育課長   委員の皆様からご意見等がございましたら、お願いいたします。 

無いようですので、次に進めさせていただきます。 

 

日程４ 教育委員報告 

教育課長   続いて日程４ 教育委員報告に入ります。 
       順に報告をお願いいたします。 
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教育委員   トライやるの事業所訪問を行いましたが、作業の際に不器用な生徒を見

ていると、日常生活における経験の不足を感じました。一方で、事業所の

方の的確な指導により、良い学習ができていると感じました。 
教育委員   佐用中学校は、46 名の生徒がトライやるに参加しておりました。5 か

所の事業所訪問を行いましたが、あいさつもきちっとできておりました。

複数校の生徒がお世話になっている事業所でも、うまく対応できていまし

た。商店では、実施が平日の昼間のために、来客対応ができなかったのが

残念でした。 
       また、消防団員研修会において、奈良県の防災教育を紹介いただきまし

た。そこでは、すべての学校で防災教育を推進されているようですので、

参考にしたいと思いました。 
教育委員   トライやるの事業所訪問に先生と行かせていただきました。生徒たちの

意見は、楽しい、もっとやりたいとの感想が多かったです。良い経験がで

きていると感じました。 
教育委員   トライやる終了後の体験発表を参観しました。発表を通じて 1 年生は、

来年の準備ができていると感じました。生徒たちの意見には作業所の人の

チームプレーの良さや安全管理が素晴らしかった等の感想がありました。

充実した良い体験ができていると感じました。一方で、来年以降、受け入

れ事業所の確保が課題です。 
教育長    トライやるでは、事業所の協力を得て実施できておりますが、事業所の

負担も多いという意見を多くいただいています。その中でも、小学校につ

いては、卒業して 1年という事もあり、生徒たちが職業体験と感じにくい
面がありますので、事業所から除かせていただきたいと考えておりますが、

他に受け入れ事業所が無かったり、生徒に問題等があったりする場合は、

小学校にお願いしないといけないと考えています。天文台についても、夜

の活動が中心であることから、前回の教育委員会では、相応しくないとの

意見も頂戴しているところです。 
天文台公園長 具体的な活動スケジュールは天文台において作成していますが、午後か

ら 21時までとしておりました。その関係からか、ここ 2年間の希望者は
ございませんでした。 

教育長    トライやるの活動において、生徒たちに午後から夜にかけての活動をさ

せることが相応しいとは考えられません。生徒の送迎もタクシー等を手配

したり、保護者の方にお願いしたりしております。活動内容の見直し等考

えていただきたいと思います。 
教育委員   トライやるでの経験から、将来の職業を選択する例があると思います。 
教育委員   逆に、将来の夢があり、トライやるでその職業体験ができるという効果
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もあります。そういったことから、非常に貴重な体験の機会であると思い

ます。 
教育課長   他にご意見等ございませんか。無いようですので、次に進めさせていた

だきます。 
 

日程 5 協議・報告事項 
教育課長   次に日程 5、協議・報告事項に入ります。 

(1) 平成 29年度佐用町教育委員会事務事業点検及び評価に係る対象事
務の選定についてでございます。前回の教育委員会では、全体のスケジュ

ール、外部評価委員の交替等基本的な事項について協議いただきましたが、

今回は規則に基づき、選定事務を教育委員会で決定していただこうとする

ものです。 
（資料に基づき説明） 
本年度は、教育振興基本計画に掲げる 25項目、68施策、266事業の全
てについて実施したいと考えておりますので、ご承認をお願いしたいと

思います。 
ご質問等ございませんか。 
無いようですので、ご承認とさせていただきます。 
 
次に、(2) 学校教育用パソコン等導入事業についてでございます。企
画総務室長より説明をお願いします。 

企画総務室長 本年度、実施しております内容について、担当より説明させます。 
企画総務室長補佐 （資料に基づき説明） 
教育課長   説明が終わりました。ご質疑等ございましたらお願いいたします。 
教育委員   デジタル教科書の導入について、中学校の国語が入っていないのはなぜ

でしょうか。指導者の方針によるとは思いますが、古典の発音等では効果

があると思います。 
企画総務室長補佐 導入教科の選定については、学校及び教育研究所と協議して選定し

ており、最終的に希望のあった教科を採用しております。今回導入しよう

としているデジタル教科書は、買取ではなく、1年ごとに契約してコンテ
ンツを使用するものですので、使っていただきながら、毎年教科の見直し

をすることが可能ですので、柔軟に対応していきたいと考えております。 
教育委員   一斉メールのシステムについてですが、携帯電話を所持していない保護

者もあると思います。情報弱者への連絡が疎かにならないか懸念されます。 
企画総務室長補佐 保護者への連絡方法は、現在決められている防災行政無線や電話連

絡網を基本とし、それを補完する新たな連絡手段として整備するものです。 
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教育長    仕事中に携帯電話等を所持されていない保護者の方も多くあると思い

ますので、一斉メールありきではなく、第 3、第 4の連絡手段として考え
ております。学校によっては、すでに別のシステムで一斉メールを運用さ

れているところもありましたが、今回、すべての学校に導入し、かつ、シ

ステムを統一しようとするものです。 
また、送信メールの内容は、校長会で決定し、各校で統一することとし

ており、校長の決裁を受けて送信することとします。 
教育委員   メールの送信先を拡大し、地域住民を含む希望者が受信できるようにす

れば、下校時の見守り等に役立つと思います。 
教育課長   一斉メールは、学校から保護者への連絡手段を補完するものであります

ので、保護者以外への情報発信は、情報管理上相応しくないため、実施で

きません。 
教育委員   メールアドレス等個人情報の管理を十分にお願いします。 
教育委員   学校訪問の際に、最近は板書が弱くなっているとの意見を多く聞きま

す。デジタル教科書の導入により、さらに拍車をかける結果にならない

か懸念されます。 
企画総務室長補佐 逆に、学校からは、板書のための黒板のスペースを十分に確保す

るように依頼されております。投影しない時はスクリーンを簡単に収納

できますので、黒板の全面を使用することができます。また、スクリー

ンへの投影中も電子黒板機能への切り替えにより、スクリーンに板書す

ることが可能です。 
教育課長   色々とご意見をいただいておりますが、運用方法については校長会で検

討中のため、決定しましたらご報告させていただきたいと思います。今回、

初めての導入でございますので、運用が始まり、問題点等ございましたら、

随時ご報告させていただきたいと思います。 
       それでは、次に進ませていただきます。 
 

(3) 平成 29年度文化財関係事業についてでございます。 
企画総務室長より説明いたします。 

企画総務室長 利神城跡等の文化財指定につきましては、冒頭の教育長報告にもありま

したとおり、6 月 16 日に文部科学省文化審議会より答申があり、新聞等
マスコミ報道がなされたところです。マスコミ報道により来訪者の増加が

予想されますが、ご承知のとおり城跡の石垣等は危険な状態であるため、

入山を規制する看板及びバリケードを登山道入口に設置しております。今

後は、大臣による指定の告示をもって、正式に指定されることとなります

が、これを受け、シンポジウムを 12 月 17 日に開催する計画をしており
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ます。詳細が決まりましたらご報告させていただきます。 
       また、指定後は、利神城跡等保存活用計画の策定を行うこととなり、併

せて、平福の町並みを含めた広範囲について、全庁的に地域創生プロジェ

クトに取り組んでいく予定としております。 
       三日月藩乃井野陣屋表門移築復原事業につきましては、用地取得に関し

ては、地権者から内諾をいただいております。現在は、物件補償費の積算

を行っているところで、用地取得に向けた事務を進めております。表門解

体から復原までの工事は、調査・設計も含めて一括発注することとし、8
月に入札を行う予定です。 

教育課長   以上、説明が終わりました。ご意見、ご質問等ございましたらお願いい

たします。 
教育委員   利神城跡には入山規制がかかっているとの事ですが、ドローンの飛行に

ついて制限はありますか。 
企画総務室長 ドローンの規制は行っておりませんが、危険性等が認められれば対策し

ないといけないと考えています。 
教育課長   他にございませんか。 
 
       無いようですので、次に(4) その他に入ります。最初に教育課関係に

ついて企画総務室長から報告をさせていただきます。 
企画総務室長 学童保育について、夏季休業中のアルバイトを近隣の大学を中心に募集

しておりますが、応募が少ない状況です。委員のみなさまにも該当者が

あるようでしたら、お知らせください。 
       次に、中・西播磨教育委員理事会及び研修会の案内がありました。8月

8日に予定されておりますので、出席方お願いいたします。 
教育課長   続いて教育推進室長から報告させていただきます。 
教育推進室長 お配りしております「研究所だより」のとおり、本年度の夏季講座を予

定しておりますので報告させていただきます。 
       また、この後の三河小学校の学校訪問では、給食も摂っていただきます

のでよろしくお願いいたします。 
教育課長   次に、生涯学習課からお願いします。 
生涯学習課長 文化情報センターのトイレ改修工事工程表をお配りしておりますが、順

調に進捗しておりますことを報告いたします。 
教育課長   その他、全体を通じてご意見等ございましたらお願いいたします。 

   無いようですので、以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 
これで、第 3回定例教育委員会を閉会いたします。最後に閉会の言葉を
平田教育長、お願いいたします。 
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閉    会 

教育長    長時間にわたり、慎重審議いただき、ありがとうございました。 

       この後、三河小学校の学校訪問につきまして、よろしくお願いいたしま

す。 

これをもって第3回定例教育委員会を終了させていただきます。 

    

閉会 午前11時00分   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐用町教育委員会会議規則第16条の規定によりここに署名する。 

 

平成29年7月 24日 

 

教 育 長  平田 秀三 

署名委員  岡本  正 


