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平成 29年度 第６回定例教育委員会会議録 
 

日 時 平成 29年 9月 25日（月） 
開 会 午後 3時 
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 
   給食センター所長       桑田 淑恵 
   生涯学習推進室長       福地 泰弘 
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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5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)子育て支援券助成事業（29年度10月期）について 

(2)平成29年9月議会上程議案について（補正関係） 

(3)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 6 回定例教

育委員会を開会させていただきます。 

本日は、西本天文台公園長、内海図書館長、及び事務局の井土室長補佐 

が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。 

 

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、永井委員を指名させて
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 5回定例教育委員会会議録の承認につきましては、

矢内委員に決定しておりました。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。 

       小中学校の運動会につきましては、委員の皆様にはお世話になりありが 

とうございました。なお、台風の影響により中学校の体育祭が一日延期と 

なりました。小学校は予定通り開催することが出きました。 

すべての運動会・体育祭を見せて頂きましたが、本年度は各学校の特色 

が出ていたのではないかと感じました。 

上月中学校の入場行進では、音楽を一切使わず生徒自らの発声による行 

進を行いました。また、職員とＰＴＡとが一帯となって取り組んだ学校や 

子どもたちが演技の一つとして種目の準備を行った学校など、工夫を凝ら 

した内容でした。子どもたちの応援の仕方なども、先生の指導が細かい所 

まで行き届いていると感じました。 

二つ目ですが、９月は定例議会があり、28年度決算について承認をい 



4 
 

ただきました。教育委員会評価につきましても報告させていただきました 

が、特に問題はございませんでした。 

三つ目は、秋のイベントでございます。9月9日には郡陸上競技大会が 

開催されました。新記録は二つでしたが、年々子どもたちの人数が減る中 

で一生懸命頑張ってくれました。 

なお、10月にはいろいろなイベントが開催されます。また各学校訪問 

も始まります。 

教育委員の皆様にはそれぞれ大変お世話になりますが、どうぞよろしく 

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、生涯学習課長から報告い

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 協議報告事項で報告させていただきます。 

教育推進室長 特にありません。 

給食センター所長 特にありません。 

生涯学習推進室長 ありません。 

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   生涯学習課にお尋ねします。議会で質問のあったスポーツ大会で全国大

会へ出た子どもの氏名を庁舎に掲示していることについての質問ですが、

どういう趣旨ですか。 

生涯学習課長 基本的に全国大会へ出場する選手を庁舎の壁に掲示しております。スポ

ーツで頑張っている子どもたちに対して応援してやってほしいというよ

うな内容のご意見でありました。 

教育課長   議会の一般質問の答弁内容について、三点報告させていただきます。 

       一点目、道徳の教科化の評価の件につきましては、教育長から適切に説

明していただきました。 

       二点目、三日月陣屋表門の移築復原に伴う周辺の整備計画については、

旧三日月町で平成 16年に整備基本構想が作成されているので、それに基
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づいて整備していくと町長から説明がございました。 

三点目、利神城跡の国指定に伴う経済効果につきましては、町全体のプ 

ロジェクトとして取り組んでいくという説明がございました。 

 

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   三日月小学校の運動会と三日月中学校の体育祭に参加しました。 
       子どもたちも一生懸命に取り組んでおり、いい運動会であったと思いま

すが、子どもの数が年々減っているので、もっと地域と一体となった運動

会を考えたらどうかという意見が出ておりました。 
       また三日月地域の場合は、小中連携の運動会も検討してはどうかと思い

ました。ただし、学校側との調整が必要ですが、地域を含め学校側が望む

のであれば、検討してはどうかと考えます。 
教育委員   佐用小学校、利神小学校の運動会は、どちらもいい運動会でした。佐用

小学校の運動会ですが、当日ドローンでの撮影を希望する保護者がいたよ

うですが、お断りしたということです。 
教育委員   上月中学校の入場行進は、音楽ではなく生徒の掛け声で行っていました。

「叫べ 限界を超えるまで」というスローガンの元、常にみんなが大きな

声を出しながら一生懸命行っていました。学校や保護者に対しても大きな

声で感謝の気持ちを伝えたりと、感動的な体育祭でした。 
       上月小学校の運動会ですが、地域と一体となった種目が複数あり、なご

やかな雰囲気で開催されていました。 
教育委員   上津中の体育祭に参加しました。三色に分けたチーム対抗という形で競

いました。中学生らしい迫力のあるいい運動会であったと思います。 
教育長    運動会・体育祭の画像や映像を保護者がＳＮＳへ投稿することがありま

す。一部の学校では注意事項で自粛を呼び掛けていますが、今後は全校統

一して対応する必要があると考えております。 
また、ドローンについても町内で規制はありませんが、運動会当日は危

険を回避する上で自粛を依頼する必要があると考えております。 
教育課長   他にご意見等無いようですので、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) 子育て支援券助成事業ついて（29年 10月期）でございます。 
企画総務室長より説明させていただきます。 
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企画総務室長 7 ページをご覧ください。平成 29 年度子育て支援券助成事業の集計表
でございます。5月期と比較し、対象人数が若干減少しております。また
小学生は 5 月期が児童一人に対して 7,000 円でしたが、10 月期は 8,000
円を支給いたします。 
本年で 3年目を迎えましたが、担当課及び商工会事務局と内容について 

検討を行いました。現在は、就学支援受給者の子どもは副教材費支援の重 
複を避けるという趣旨で、当初から補助対象外となっております。しかし 
ながら、実支援額が子育て支援券の助成額に及ばないという問題がござい 
ます。 
保護者に対する子育て支援という本来の趣旨を鑑み、来年度以降対象者 

の拡充を検討しております。詳細は、後日の教育委員会で協議報告させて 
いただきます。 

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   就学援助の支援額より子育て支援券の方が高いということですか。 
教育長    就学支援の内訳に教材費の助成という区分がありますが、子育て支援券

の方が金額が高くなっているという実態があります。 
教育課長   この件については、検討してご報告させていただきます。 
 
教育課長   次に、(2) 平成 29年度 9月議会上程議案について（補正関係）でござ

います。既に議会で承認していただいておりますが、まとめて報告させて

いただきます。最初に教育課関係を企画総務室長より説明いたします。 
企画総務室長 （別紙により補正予算の説明） 
       （学童保育事業費、利神城跡等国指定推進事業費） 
教育課長   続きまして、生涯学習課分を生涯学習推進室長より説明いたします。 
生涯学習推進室長 （別紙により補正予算の説明） 
       （さよう文化情報センター運営費、保健体育総務運営費、体育館運営費） 
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。 
 
教育課長   では次に、(3) その他でございます。 

最初に、教育課分を企画総務室長より説明いたします。 
企画総務室長 10月24日に開催される近畿市町村教育委員研修大会についてご参加を

お願いいたします。 
       また、12月 17日に利神城跡国指定シンポジウムを別紙のとおり開催い

たします。委員の皆様もご参加をお願いいたします。 
給食センター所長 2学期が始まりましたが、先日食中毒の予防の講習会を全職員が受

講しました。今後も職員が一丸となって頑張っていきたいと思います。 
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教育推進室長 10月 11日の上津中学校学校訪問の際に、委員の皆さんには学校給食を
検食していだきます。 

教育課長   次に生涯学習課から報告してください。 
生涯学習推進室長 （別紙により、10から 11月の予定行事の説明） 
教育課長   説明が終わりました。ご質問等ございましたらお願いします。 
教育委員   利神城跡の国指定日は、官報の告示日となるのですね。 
企画総務室長 そうです。まだ日にちは確定しておりませんが、10 月を想定しており

ます。なお、国指定を記念する横断幕については平福駅に、縦断幕は役場

庁舎に掲示することとしております。 
       また、地元平福及び長谷の地域づくり協議会で、記念ののぼり旗を作成

されると聞いております。 
教育委員   人権啓発映画の自治会への貸し出し状況はわかりますか。 
生涯学習課長 昨年度 10件以上の貸出がありました。 
教育委員   放映機材とともに貸し出してもらえるので、もっと活用してほしいと思

います。 
 
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 6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    慎重審議いただき、ありがとうございました。 

これから学校訪問などいろいろとお世話になりますが、よろしくお願い 

いたします。 

これをもって本日の定例教育委員会を終了させていただきます。 

    

閉会 午後3時55分   
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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10月 25日 

 

教 育 長            

 

署名委員            


