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平成 29年度 第５回定例教育委員会会議録 
 

日 時 平成 29年 8月 25日（金） 
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 
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 
   生涯学習推進室長       福地 泰弘 
   図書館長           内海 義文 
   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4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 議案審議 

     議案第4号 平成29年度教育委員会評価（平成28年度実績）について 

議案第5号 平成30年度使用小・中学校教科用図書の採択について 

 

日 程６ 協議・報告事項 

     (1)平成29年度学力学習調査結果について 

(2)三日月藩陣屋表門移築復原工事について 

(3)利神城跡保存活用計画の策定等について 

(4)災害発生時の応急仮設住宅建設予定地の変更等について 

(5)その他 

 

閉  会 
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開   会 

 

教育課長   失礼します。定刻となりましたので、ただ今から平成 29 年度第 5 回定例教

育委員会を開会させていただきます。本日は、生涯学習課長が入札の立ち会

いのため、欠席させていただいております。また、企画総務室長も同様に入札

の立ち会いに出ておりますが、終了次第、会議に出席させていただきますので

よろしくお願いいたします。給食センター所長につきましては、所用により欠席

させていただいております。 

なお、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は

ございません。 

それでは、会議日程に基づいて進めさせていただきますが、本日は議題が

多いうえ、会議終了後に学童保育所の訪問を予定しておりますので、円滑な議

事進行にご協力をお願いいたします。 

 

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、矢内委員を指名させて
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、平成 29年度第 4回定例教育委員会会議録の承認につきましては、

塚﨑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。 

        朝早くからお集まりいただきありがとうございます。教育課長が申しま

したとおり、定例会終了後に学童保育訪問、午後からは教育講演会と盛り

だくさんの一日となりますが、よろしくお願いいたします。 

        さて、8月22日に神戸市で開催された全県教育委員会研修会にご参加い

ただきありがとうございました。その際の講演に学校の協働化についての

話がありましたが、本町におきましては、利神小学校区において地域づく

り協議会等との協働を模索しはじめたところです。 
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        次に、夏季休業中における学校からの事件や事故の報告は入っておりま

せん。夏季休業中の教員研修は、教育研修所の主催により盛りだくさんの

内容を実施しております。昨日もICTに関する研修会が開催されましたが、

この分野におきましては、各校にソフトウェア等を使いこなせるスペシャ

リストを養成し、そのスペシャリストが各校で他の先生に指導するように

したいと考えております。 

        一方、子どもたちに対しては、多種多様な体験教室等が開催されました。

教育委員会で開催したイングリッシュキャンプや各種体験教室のほか、消

防署でも開催していただきました。参加している子どもたちの顔はいきい

きとしており、楽しんでいました。 

        8月20日には上郡町で西人教が開催されましたが、三日月中学校が兵人

教へ選出され、参加することに決定いたしました。 

        中体連の各種目における西播大会、県大会が開催され、生徒たちは頑張

ってくれました。残念ながら、町内の学校から全国大会への出場はありま

せんでしたが、区域外就学をしている町内の生徒が全国大会に出場したと

聞いております。 

最後になりますが、教育委員会評価が外部委員さんのお力添えでまとま

りました。後ほど、議案においてご審議いただきますのでよろしくお願い

いたします。 

暑い日がまだまだ続いておりますが、健康に留意していただき、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、生涯学習推進室長から説

明いたします。 

生涯学習推進室長 （別紙生涯学習課関係行事（予定）に基づき報告） 

       8月 3日の子ども体験クラブ（スナッグゴルフ・囲碁ボール）及び 18

日のパソコン教室は参加者が無かったため中止させていただきました。 

       また、27日に開催する人権講演会では、塚﨑委員にご講演いただきま

す。 

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。 
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教育推進室長 特にございません。 

西はりま天文台公園長 8月12日にスターダスト2017inさようを開催いたしました。 

過去の反省から、駐車場整理に係る警備員を多く配置しておりましたが、

結果的に昨年度より来場者が減少したため、渋滞も発生せずに無事に終え

ることができました。来場者は約3,000人です。また、キラリマルシェや

野菜の直販は好評でした。 

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。 

教育委員   生涯学習課からの報告で、子ども体験クラブを多く開催されたとの事で

すが、その中で参加者が無いために開催を中止した行事があるとの報告が

ありました。夏休み期間中は地域行事も含めたくさんの行事があるため行

事が重なって参加できないケースもあると思いますが、参加者の無かった

原因は分析されていますか。 

生涯学習推進室長 同じニュースポーツの体験クラブを開催しましたが、アジャタやキ

ンボールは多くの参加がありました。スナッグゴルフや囲碁ボールの方が

易しいため参加しやすいと考えておりましたが、課内で相談しても理由は

全く不明です。 

教育委員   スナッグゴルフや囲碁ボールは馴染みが無いからでしょうか。 

教育長    スナッグゴルフに関しては、そのセット一式をジョイックスゴルフクラ

ブから約半数の小学校に寄贈いただき、講習会も開催されました。囲碁ボ

ールも講習会を実施した経緯がありますので、知らないことは無いと思い

ます。 

教育委員   パソコン教室に関してはいかがですか。 

生涯学習推進室長 元々参加者の少ない教室ですが、主催団体の啓発に不備があったか

も分かりません。 

教育長    一方で、ワン！ダフル介助犬の参加者は非常に多かったです。 

図書館長   夏休みの自由研究としての目的もあってか、親子連れでの参加が多かっ

たです。 

教育課長   他にございませんか。 

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。 
教育委員   三日月地域の保小中管理職研修に参加しました。元々各施設が一つずつ

という事もあり連携は深いと思いますが、今後とも教育目標を定めること

や公開授業等さらに交流の活性化を進めることを確認しました。 
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       また、教育委員として選出されているまちづくり推進協議会に出席しま

した。本会に関する議事等があれば、その都度報告させていただきます。 
教育委員   特にありません。 
教育委員   上月地域の管理職研修会に参加しました。その中で、片親や再婚家庭の

割合が高いことや家庭教育に課題があるなどの意見交換が行われました。

また、部活動を理由に指定校変更をしている生徒について、送迎は保護者

の責任で行うことが条件であるにも関わらず、鉄道のダイヤが合わない時

の対応に苦慮されているとのお話がありました。 
       また、図書館協議会に出席しました。定住自立圏構想に基づき 10月か

ら 2市 2町で図書館連携が強化され、12月から電子図書が導入されると
の事です。 

教育委員   南光地域の管理職研修に参加しました。保育園から、保育方針が保護者

の教育方針と相違しているので退園したとの報告を受けました。保護者の

考え方が多様化していく中において、小学校以降の対応が心配です。 
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 議案審議 
教育課長   次に日程 5、議案審議に入ります。 

議案第 4 号 平成 29 年度教育委員会評価（平成 28年度実績）につい
て議題といたします。 
事務局より議案書を朗読いたします。 

企画総務室長補佐  議案書の朗読 
教育課長   事前に評価書をお送りさせていただいておりますが、その内容について

教育長より説明をさせていただきます。 
教育長     失礼いたします。別紙「教育委員会評価報告書」の内容について説明

させていただきます。各評価項目に従い、事務局で取りまとめたものに対

して、評価委員のみなさまに意見を頂戴しました。 
（別紙、教育委員会評価報告書に基づき説明） 
以上でございます。 

教育課長   議案に対する説明が終わりました。 
ご質問等ございましたらお願いいたします。 

教育委員   評価書の中で、「学年・教科別・基本事項系統表の作成」がＣ評価にな

っていますが、これらを作成していないという事でしょうか。 
教育長    学校現場で基本となる事項ですので、作成していない所はありません。 
教育課長   本評価は、学校から出された評価点数をそのまま採用しております。 
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教育委員   子どもたちの実態に合わせた個別計画を作成していないため、厳しく評

価しているのではないでしょうか。 
教育長    委員のおっしゃる通りと思います。評価は、各学校の採点を単純に積み

上げた結果です。 
教育委員   取組・事業名の表現が大まかなため、自己評価による採点に差が出るの

ではないでしょうか。表現を変えた方が良いと思います。 
教育課長   教育振興基本計画に基づく取組・事業名としておりますので、計画の見

直しに合わせて、文言等の見直しを行いたいと思います。 
教育委員   ほっとルームとの連携がＣ評価になっています。昨年度の実績は 1中学

校の生徒 1 人でしたので該当しない学校の評価が低いのは当然と思いま
すが、該当しない学校は評価の対象としないなど、評価方法の見直しが必

要ではないかと思います。 
教育委員   通級が多ければ評価が上がるのかという事になりますので、評価方法の

見直しは必要だと思います。 
教育長    委員のみなさんのおっしゃる通りで、評価方法を見直す必要があると思

いますので、今後、検討していきます。 
教育委員   郷土学習や行事の評価が低いため、今後、改善に繋げていただきたいと

思います。また、子育て支援施策は、経済的な支援に目が行きがちになり

ますので、ソフト面での支援を評価すべきと思います。 
教育委員   報告書の教育委員会の活動状況の中で、開催場所の記載が誤っています。 
教育課長   修正させていただき、町議会に提出させていただきます。また、修正し

たものを公表させていただきます。 
   他に、いろいろとご意見もお有りの事と思いますが、教育委員会評価に

ついては、議案のとおりとしてよろしいでしょうか。 
教育委員   異議ありません。 
教育課長   それでは、議案のとおり承認とさせていただきます。 
 
教育課長   次に、議案第 5号 平成 30年度使用小・中学校教科用図書の採択につ

いてを議題といたします。 
事務局より議案書を朗読いたします。 

企画総務室長補佐  議案書の朗読 
教育課長   それでは、内容について担当より説明させていただきます。 
企画総務室長補佐 特別支援学級に係る一般図書の採択についてですが、対象は小学校

1 校、中学校 1 校です。特別支援学級があるが採択の希望の無い学校は、
検定本を使用することとなります。 

      （別紙に基づき説明） 
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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   特別支援学級における教科書選定は、対象となる子どもに合わせて充分

に検討していただきたいと思います。また、学年を下げた教科書を使用す

ることもあると思いますが、一般図書の給与という制度が充実しています

ので、その子に合ったより良い教科書を与えていただきたいと思います。 
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、本議案は認定という事でよろしいか。 
教育委員   異議ありません。 
教育課長   それでは、本議案は認定とさせていただきます。 
 

日程 6 協議・報告事項 
教育課長   次に日程 6、協議・報告事項に入ります。 

(1) 平成 29年度学力学習調査結果についてでございます。 
教育推進室長より説明させていただきます。 

教育推進室長 本年度の全国学力学習調査結果の通知がありました。これを受け、本町

の分析を行いました。その結果を別紙にまとめておりますのでご覧くださ

い。なお、分析結果は午後からの講演会で詳しく説明させていただきます

が、全体的に本町の学力は向上していると思われます。この結果を受け、

指導の重点項目等を定めましたので、併せて午後からの講演会で説明させ

ていただきます。 
教育課長   概要報告が終わりました。ご質疑等ございましたらお願いします。 
 
教育課長   ご意見等無いようですので、次に、(2) 三日月藩乃井野陣屋表門移築

復原工事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 先ほど、本工事に係る入札が行われ、税抜 44,500,000 円で西嶋工務店

南光支店が落札しました。工期は来年 3月末としております。 
       用地取得については、地権者等との基本的な合意は終えており、物件補

償の調査を進めております。調査が完了しましたら、用地取得と物件補償

とを一括して地権者と契約したいと考えております。 
       また、三日月藩乃井野陣屋保存整備委員会が今月 31日に開催されます

ので、進捗状況と今後の予定を報告します。 
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   工期が来年 3月末との事ですが、本工事の契約はどこまでの範囲ですか。 
企画総務室長 表門の解体から調査、用地造成を含めた移築復原工事までの全てです。

ただし、進捗によっては翌年度に繰り越す場合がございます。 
教育課長   本契約は、現在の表門を解体し、復原現場の埋蔵文化財調査を行った後
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に復原工事を行うこととしておりますので、各工種の進捗により工期の見

直しが必要になる場合がございます。 
 
教育課長   次に、(3) 利神城跡保存活用計画の策定等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 国指定の官報への告示が 10月頃に行われる想定で事務を進めておりま

すが、指定後に必要となる保存活用計画の策定に向けて、9月町議会にお
いて計画策定業務委託料の補正予算を上程する予定としております。国指

定を記念した横断幕等の経費も補正計上いたします。 
また計画策定にあたっては、計画策定委員会を設置して行いますが、策

定委員会に係る補正予算は 12月に上程したいと考えております。 
教育課長   説明が終わりました。ご意見等ございましたらお願いします。 
       本事業は、非常に長期にわたるものでございますので、逐次、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。 

 
教育課長   (4) 災害発生時の応急仮設住宅建設予定地の変更等についてでござい

ます。本件につきましては、防災担当課である企画防災課防災対策室の尾

崎係長より説明させていただきます。 
防災対策室係長 失礼いたします。まず、1点目といたしまして、地域防災計画に定め

られている災害発生時の応急仮設住宅建設予定地の変更についてでござ

います。対象は 2カ所あり、1カ所目は、佐用小学校グラウンドから佐用
中学校グラウンドへの変更です。佐用小学校のグラウンドは狭小なため、

広大な佐用中学校グラウンドに変更することにより、学校再開への影響を

少なくすることができ、また、佐用中学校グラウンドは土砂災害や浸水の

危険が想定されていない点を考慮いたしました。もう 1カ所は、上月中学
校グラウンドから上月小学校グラウンドへの変更です。上月中学校グラウ

ンドは、調整池機能を有しており、また、土砂災害警戒区域に指定されて

いることを考慮いたしました。閉校となった学校のグラウンドも検討しま

したが、土砂災害警戒区域や浸水想定区域に入っていることから不適と判

断しました。 
       今後の予定ですが、本日ご了解をいただきますと、防災会議に諮り、地

域防災計画を変更します。 
       次に、2点目といたしまして、原子力災害に係る広域避難の受け入れに

ついてでございます。 
現在福井県嶺南地域には 15基もの原子力発電所があり、これらの緊急
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時防護措置を準備する区域は福井、滋賀、京都の 3府県にまたがります。  
これらの区域の住民の広域避難先が関西広域連合において調整され、佐

用町では、京都府綾部市の奥上林地区の 324世帯 598人を上月体育館で受
け入れすることとなっております。 

       以上でございます。 
教育課長   この件に関して、ご意見やご質問等ございませんか。 
教育委員   特にありません。 
 
教育課長   それでは次に、(5) その他に入らせていただきます。 

はじめに教育課から報告させていただきます。 
企画総務室長より報告します。 

企画総務室長 中・西播磨地区女性教育委員研修会についてでございます。10月 18日
にたつの市で開催されますので、永井委員よろしくお願いいたします。 

       次に、平成 29年度近畿市町村教育委員会研修大会についてでございま
す。10月 24日に昨年度と同様、和歌山県紀の川市での開催が予定されて
おりますので参加につきましてよろしくお願いいたします。 

教育課長   9月議会において、事務局職員の交通事故の和解について専決処分の報
告をさせていただきますので、報告させていただきます。 

      （口頭にて報告） 
   次に、生涯学習課より報告させていただきます。 

生涯学習推進室長 本日実施した入札結果について、報告させていただきます。 
       外壁やトイレの改修等を行うふれあい町民プール大規模改修工事は、税

込 31,320,000 円で阿山建設が落札しました。また、防水工事等を行う西
山会館改修工事は、税込 4,860,000円で繁延建築が落札しました。 

       また、今後の行事予定として、佐用風土コンサートを 9月 16日に、観
月の夕べを 10月 4日にそれぞれ計画しております。 

 
教育課長   以上、本日予定しておりました議事は全て終了いたしました。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、これで、第 5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。 

 
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、上月学童保育を訪問していただき、午後からは教育講演会にご 

参加いただきますので、よろしくお願いいたします。 
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これをもって第5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   
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