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平成 29年度 第７回定例教育委員会会議録 
 

日 時 平成 29年 10月 25日（水） 
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 
企画総務室長         服部 吉純 

   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 
   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6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6号 心身に障害のある児童・生徒の適正な就学について 

 

日 程６ 協議・報告事項 

     (1)全国学力・学習調査結果について 

(2)利神城跡国指定史跡告示について 

(3)その他 

 

閉  会 
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開   会 

 

教育課長   定刻となりましたので、ただ今から平成 29 年度第 7 回定例教育委員会を開

会させていただきます。 

教育委員のみなさまにおかれましては、昨日の近畿市町村教育委員会研修

大会、本日午後からの学校訪問と連日お世話になりますがよろしくお願いいた

します。本日は、給食センターの桑田所長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、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、平成 29年度第 6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。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。 

       先ほどもありましたが、昨日、和歌山県で開催されました近畿市町村教

育委員会研修大会へご参加いただきありがとうございました。 

       さて、利神城跡の国指定史跡につきましては、10月13日に国において

告示され、正式決定いたしました。これを受けて、役場庁舎へ懸垂幕を、

平福駅に横断幕を、平福及び長谷地域づくり協議会では国指定史跡を祝う

のぼりを設置したところでございます。今後は、保存と活用のための計画

を策定していくこととなりますので、引き続きご協力をお願いいたします。 

       各学校においては、学校訪問を始め、研究会、研修会を実施しておりま

す。事務局からは指導主事が全ての行事に参加しておりますが、ようやく
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各学校の特色が見られるようになってきたように感じております。また、

この夏に整備したICT機器ですが、各校において積極的に活用していただ

いております。なお、今後予定されている研究会等についてお知らせさせ

ていただきます。今年度から来年度にかけて西人教を南光小学校及び上津

中学校を中心に行います。その後 31から 32年度に三日月地域、33から

34年度に利神小学校を中心に実施する計画です。30から31年度にかけて

は、西播磨の社会科の研究会を利神小学校で実施します。31から32年度

にかけては、西播磨の生活科、総合の研究会が佐用小学校で開催される予

定です。32年度からは、学習指導要領の改訂に伴う授業形態が確立されま

す。翌33から34年度は三日月小学校で書写を、南光小学校で特活を、上

月小学校で食育を、三河小学校でへき地研をそれぞれ予定しております。

来年度以降は、毎年度、西播大会や県大会など大きな研究会が開催される

予定となっております。 

       次に、教職員の勤務状況についてですが、継続中の病気休暇が1名と今

月 19日から 1名が看護休暇を取得しておりますことを報告させていただ

きます。 

       最後に、今月29から30日にかけて、佐用郡小中学校美術展が開催され

ますので、ぜひご観覧ください。 

       本日もたくさんの議事と行事が入っておりますが、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   （別紙教育委員会・事務局事務事業予定に基づき報告） 

   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 （別紙教育委員会・事務局事務事業予定に基づき報告） 

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 先ほどもありましたが、10月13日に利神城跡の国指定史跡の告示がご

ざいました。10月23日から27日にかけて各学校の平成30年度予算ヒア

リングを実施しております。また、11月24日の定例教育委員会の開会時

間ですが、午後から行事があるため、10時からに変更させていただきま

すのでよろしくお願いいたします。 
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教育推進室長 11月 9日に学校・家庭・地域スタートアッププログラムが利神小学校

で開催されます。 

天文台公園長 今年度は、本園で13校が自然学校を実施する予定となっておりますが、

10月30日からの自然学校で、本年度分は終了いたします。 

生涯学習推進室長 ありません。 

図書館長   ありません。 

教育課長   以上で報告が終わりましたが、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   学校・家庭・地域スタートアッププログラムの概要を教えてください。 

教育推進室長 県から派遣される講師により、小学校と地域との連携についての研修会

を行います。学校、ＰＴＡ、地域から参加していただき、年度内にもう1

回開催する予定です。 

教育委員   教育課長が随行した町議会の行政視察の結果について教えてください。 

教育課長   福井県大野市への議員視察に随行いたしました。越前大野城の麓では、

電柱の地下埋設や道路の美装化が実施されていました。町並みの環境保全

のために年間 1億円をかけて管理を法人に委託されているという事もあ

り、清掃が行き届いていると感じました。 

教育委員   佐用中学校で天文台公園での野外活動を計画していたが、自然学校との

日程調整ができずに実施できなかったと聞きました。町内の学校の活動が

実施できるように配慮していただきたいと思います。 

天文台公園長 来年度は、予め自然学校を入れない期間を設けて、町内の中学校の日程

を入れるように配慮いたします。 

 

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   特にありません。 
教育委員   特にありません。 
教育委員   利神小学校の読書参観日に訪問しましたが、保護者の私語は一切なく、

色々な読み聞かせが行われました。家に帰ってからも、家庭の中でその出

来事について色々な話ができたのではないかと思います。 
       また、中・西播磨地区女性教育委員研修では、たつの市の中央学校給食

センターの視察を行いました。4千食に対応できる大きな施設で試食をさ
せていただきましたが、佐用町と同様に地域の食材を使っておられます。

佐用町では麦ごはんですが、たつの市は市内産の白米との事です。その後、

たつの市初の女性校長からお話を聞かせていただきましたが、地域を題材
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とした英語かるたを ALT と作ったり、赤とんぼをテーマに学習を進めた
りと、地域・郷土学習を実施されているとの事でした。また、龍野歴史文

化資料館では学芸員からの丁寧な説明を受け、大変有意義な研修会でした。 
教育委員   特にありません。 
 

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 6号 心身に障害のある児童・生徒の適正な就学について、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   議案の内容について、教育推進室長より説明をさせていただきます。 
教育推進室長 佐用町教育支援委員会より具申のあった資料に基づき、説明させていた

だきます。なお、本資料につきましては、会議終了後に回収させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

       佐用町教育支援委員会は10月18日に開催されました。委員数は15名

であり、該当する児童・生徒9名について審議されました。 

 （資料に基づき説明・個人情報を含むため詳細内容の記載を割愛） 
教育課長   以上、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   学級の新設にあたり、県の認可の見込みはどうですか。 
教育推進室長 12 月にヒアリングが実施される予定です。本日の結果に基づき、申請

したいと考えております。 
教育委員   子どもたちに応じた措置をお願いしたいところですが、区分の多様化に

よる学級の新設がすべて認可されるか心配です。 
教育長    子どもたちの環境や症状、保護者の考え方等は様々ですが、一人ひとり

に適切に対応してまいりたいと考えております。 
教育委員   学級の新設や廃止の状況はどうなりますか。 
教育推進室長 廃止は 3学級で、新設が 4学級となっております。 
教育委員   学級の新設が認可されなかった場合の措置は、どのようになるのですか。 
教育長    保護者との相談のうえで、学級の設置してある学校へ行くか、指定校の

通常学級へ行くか、決定することになると思います。 
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、本議案は具申のとおり承認することとしてよろしい

か。 
教育委員   異議ありません。 
教育課長   ありがとうございます。本議案は承認とさせていただきます。 
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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) 全国学力・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 8 ページをご覧ください。平成 29 年度全国学力・学習状況調査の分析
結果に基づき、ご説明させていただきます。 
（資料に基づき説明） 
 今後の学校における指導の重点項目につきましては、8月 25日に教員全
員の参加により開催した教育講演会で周知しております。 

教育課長   以上、説明が終わりました。ご意見等ございましたらお願いいたします。 
教育委員   家庭へのよびかけについてですが、広報紙への掲載だけでは周知されに

くいと思います。 
教育推進室長 現在、教育研究所で作成中の「学習の手引き」を配布する予定にしてお

ります。 
教育委員   PTA総会や参観日に周知されると、効果が高いと思います。 
教育委員   「無回答」の理由について、分からないのか、時間が無いのか、テスト

に慣れていないために出題に対する回答方法が分からないのか等理由の

把握が必要と思います。特に、時間不足で無回答の場合は正確な学力が把

握できませんので、時間配分等の指導が必要であると思います。 
教育委員   佐用町は児童・生徒数が少ないため、安易に平均で比較するのは良くな

いと思います。数が少ないからこそ、各学校において個々の子どもたちに

ついて結果を分析することは可能ですので、実施していただき、次の指導

に活かしていただきたいと思います。 
教育委員   全国平均との比較の表現において、プラスマイナス 3ポイントまでは同

等とみなすなどのルールはどうなっていますか。 
教育長    本年度よりプラスマイナスをせず、「上回っている」「下回っている」な

どの表現としております。一部、「若干」の表現がありますが、これは 1
ポイント未満の場合を示しています。 

       なお、近年は、中学校の学力が全国平均と比較して向上しています。 
       また、先ほどご意見を頂戴しましたが、個々の児童・生徒に対して分析

を進めており、その結果に基づいて学習支援ツールを活用して、学力の向

上に努めています。 
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。 
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教育課長   次に、(2) 利神城跡国指定史跡告示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 先ほども報告させていただきましたとおり、10月 13日に国において指
定の告示がなされました。これを受け、啓発の横断幕やのぼりの設置を行

っており、12月 17日には記念シンポジウムを開催します。 
       また、今後は、保存活用計画の策定に向けて策定委員会を設置し、来年

2月頃に第 1回の委員会開催を目途に現在準備を進めております。 
教育課長   利神城跡の国史跡指定に併せて、町内各所にある有形無形文化資源を活

用した「佐用の歴史と文化を磨く未来伝承プロジェクト」に取り組む旨を

これまでご報告させていただいておりますが、この度、国の地方創生交付

金事業の決定を受けましたので、12月補正予算を計上し、平成 31年度に
かけて事業に取り組む予定としております。 

       以上、説明が終わりました。ご意見やご質問等ございませんか。 
教育委員   利神城跡の保存活用計画策定委員会の委員は決定しているのですか。 
教育課長   委員の候補者案は事務局において選定しておりますが、各委員への打診

はこれから行う予定としております。また、女性委員の選任を検討してお

ります。 
この件につきましては、進捗に合わせて随時ご報告させていただきます

ので、次に進めさせていただきます。 
 
教育課長   (3) その他でございます。 

各室長より説明いたします。 
企画総務室長 三日月藩乃井野陣屋表門移築復原工事の進捗についてご報告させてい

ただきます。地権者の 2名の方と土地売買及び物件補償契約を締結し、す
でに物件の除却が完了しておりますので、今後、発掘調査を経て造成工事

に着手いたします。表門の解体工事及び調査も同時に進めております。 
       また、26 日には陣屋保存整備委員会を開催し、将来の活用に向けた外

構設計の確認や完成後の維持管理の依頼について打ち合わせをしたいと

考えております。 
天文台公園長 2017 年度後期イベントのご案内のチラシを配布させていただいており

ますので、よろしくお願いいたします。 
生涯学習推進室長 さよう文化祭のプログラムを配布させていただいておりますので

ご確認ください。また、11月 9日にスピカホールで中学校音楽鑑賞会を、
11月 16から 19日に佐用郡美術展、11月 25日に人権まちづくりフェス
タさようをさよう文化情報センターで、11月 26日にスピカホールで清流
の郷音楽祭を予定しております。 
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図書館長   12月 3日 10時から「ならしてみよう空き缶と木で作る弦楽器」を建築
士の岡本進一さんを招いて開催いたします。 

教育課長   以上、報告が終わりました。ご質問等ございましたらお願いします。 
教育委員   表門について、先週、現地を訪問した際に解体は完了していましたが、

調査はどこでされているのですか。 
企画総務室長 請負業者の㈱西嶋工務店南光支店で調査しております。 
教育委員   工事完了後の維持管理については地元で行うとの事ですが、地元との合

意はできていますか。 
企画総務室長 復原場所の選定時に、地元から維持管理については積極的に協力するの

で現計画位置にしてほしいとの要望を受けておりますので、それに基づい

て依頼したいと考えており、正副会長会では了承を得ております。 
教育課長   他に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。 
 
教育課長   ご意見等無いようですので、以上で本日予定しておりました議事は全て

終了いたしました。これで、第 7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。 

午後から学校訪問をお願いしておりますが、閉会後、協議させていただ

きたい事項がございますので、引き続き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11月 24日 

 

教 育 長            

 

署名委員            


