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平成 29年度 第 10回定例教育委員会会議録 
 

日 時 平成 30年 1月 25日（木） 
開 会 午後 2時 55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 

   西はりま天文台公園長     西本 和彦 
   給食センター所長       桑田 淑恵 
   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 



2 
 

 

 

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9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10号 佐用町利神城跡等調査委員会要綱を廃止する要綱について 

議案第11号 利神城跡保存活用計画策定委員会設置要綱の制定について 

 

日 程６ 協議・報告事項 

     (1) 佐用町立小中学校子育て支援助成要綱の一部を改正する要綱につい 

       て 

(2) 佐用町義務教育就学支援補助要綱の一部を改正する要綱について 

(3) 利神城跡保存活用計画策定委員（教育委員）の選任について 

(4) 平成29年度卒業式及び平成30年度入学式への出席について 

(5) その他 

 

閉  会 
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開   会 

 

教育課長   定刻前ではございますが、みなさまお揃いで、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ので、ただ今から平成 29

年度第 10 回定例教育委員会を開会させていただきます。 

本日は、大野教育推進室長が所用により欠席させていただいております。 

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、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 9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。 

       ご多忙の中ご出席いただきありがとうございます。永井委員におかれま

しては、午前中の図書館協議会に引き続きとなり、お疲れ様でございます。

また、去る 1月 12日には、教育委員会校長会合同会議にご出席いただき

ありがとうございました。 

       さて、3学期に入ってから、西播磨各地でインフルエンザによる学級閉

鎖の情報が届いているところですが、本町においても、とうとう本日午後

から三日月中学校の2年生及び3年生が7名ずつり患し、28日まで学級閉

鎖することとなりました。他の学校でもり患している児童や生徒が少数で

すがあります。今週末には子ども会駅伝大会が計画されていることもあり、

今後、町内全域で流行するのではないかと心配しております。 

       先週から保育園訪問を実施しておりますが、6～7月の訪問時と比較し

て、計算やかるたなどに意欲的に取り組むなど、特に年長児の成長が著し

いと感じました。 
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       学校関係では、来年度の人事に向けての校長会を開催しました。来週か

ら各校長から意見具申をいただく予定にしております。 

       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） 

   21日の子ども体験くらぶのスノボ教室は、雪不足により中止しました。

また、一覧表に欠落しておりますが、本日午前中に開催した図書館協議会

には、永井委員にご出席いただきました。 

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 2月 27日の行事予定にあります利神城跡保存活用計画策定委員会には

教育長に出席いただきますので、修正をお願いいたします。 

天文台公園長 1月 31日に皆既月食があることから、特別観望会を開催します。皆既

月食は、9時51分から11時8分までの間ですので、観望会は12時30分

まで予定しております。 

給食センター長 昨日の24日から30日までの学校給食週間に合わせて、献立にいつも

以上に地元食材を取り入れています。また、29日には、食材を納入して

いただいている野菜生産グループに対して、栽培方法等について研修会

を予定しております。 

生涯学習推進室長 特にありません。 

図書館長   2月 27日から 3月 9日にかけて、照明工事のため臨時休館させていた

だきますが、例年 4月に実施しています館内整理をこの閉館期間中に併

せて実施したいと考えております。 

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。 

教育長    3月の行事予定になりますが、5日に三河の子供歌舞伎の伝達式が行わ

れると聞いております。 

教育課長   他に無いようですので、次に進めさせていただきます。 
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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   本日、午前中に図書館協議会に出席しました。佐用町子ども読書推進計

画の検討が主な議題でしたが、非常に多くの意見が出されました。来月の

定例教育委員会に計画書が上程される予定です。 
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。 
       本日の会議開催のご案内には、議題として教育研究所運営規則の制定等

を掲げておりましたが、もう少し検討が必要なため、3月の定例会で審議
していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
それでは、議案第 10号 佐用町利神城跡等調査委員会要綱を廃止する

要綱について、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、企画総務室長より説明をさせていただきます。 
企画総務室長 利神城跡等調査委員会は、利神城跡の国指定に向けての調査報告書を作

成するための委員会でしたが、国指定となったことから本委員会での所期

の目的が達成されたため、廃止しようとするものでございます。 

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。 
       ご意見等無いようですので、本議案は承認としてよろしいか。 
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。 
 
教育課長   次に、議案第 11号 利神城跡保存活用計画策定委員会設置要綱の制定

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、企画総務室長より説明をさせていただきます。 

企画総務室長 国指定史跡利神城跡の保存活用計画を策定するための委員会を設置し

ようとするものです。 

      （要綱（案）に基づき説明） 

      （19頁、委員会構成（案）に基づき説明） 
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       事務局は、教育課のほか、まちづくりの観点から企画防災課と観光振興

の観点から商工観光課の3課体制としております。また、コンサルタント

は、利神城跡保存活用計画策定業務の委託先である㈱都市景観設計でござ

います。 

教育課長   以上、説明が終わりました。ご意見等お願いいたします。 
       ご意見等無いようですので、本議案は承認としてよろしいか。 
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。 
 

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) 佐用町立小中学校子育て支援助成要綱の一部を改正する要綱につ
いてでございます。 
企画総務室長より説明させていただきます。 

企画総務室長 11頁をご覧ください。現要綱では、「就学困難な児童及び生徒に係る就
学奨励についての国の援助に関する法律」等に基づき、すでに助成を受け

ている受給者は、本要綱の助成対象外と規定されていますが、子育て世帯

に対しては均等に助成することが望ましいため、それらの方を助成の対象

にしようとするものでございます。 
      （改正（案）に基づき説明） 
教育課長   以上、説明が終わりました。本要綱は、町の要綱ですので、協議・報告

事項とさせていただいております。ご意見等ございましたらお願いいたし

ます。 
教育委員   良いことだと思いますが、これにより新たに何人が対象となりますか。 
企画総務室長 今年度の人数になりますが、準要保護児童生徒は小学生 27名、中学生

16 名です。また、次の議題の範ちゅうですが、特別支援学校は小学部 3
名、中学部 5名で、合計 51名が新たに対象となります。なお、現在の助
成対象者は 1,041名です。 

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。 
 
教育課長   次に、(2) 佐用町義務教育就学支援補助要綱の一部を改正する要綱につ

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 13 頁に町議会への議案書案を掲載しておりますが、要綱の改正は、議

会の議決事項ではありませんので、この頁を削除していただきますように

お願いいたします。 
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       本要綱の改正は、(1) 佐用町立小中学校子育て支援助成要綱の一部を改
正する要綱で説明させていただいた内容と同じ趣旨で、町外の特別支援学

校に通学する児童・生徒の保護者を助成の対象にしようとするものでござ

います。 
      （改正（案）に基づき説明） 
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。 

無いようですので、次に進めさせていただきます。 
 
教育課長   次に、(3) 利神城跡保存活用計画策定委員（教育委員）の選任について

でございます。18、19頁をご覧ください。先ほど、議案第 11号の中で説
明させていただいた委員会に、教育委員会委員から 1名を互選いただきた
いと思います。委員会の役割については、18頁をご覧ください。 

      （資料に基づき説明） 
       なお、第 1回の委員会は 2月 27日に予定しております。 
教育長    事務局も 3 課で部局を超えて全庁的に取り組もうとしているところで

ございます。地元委員については、各団体から報告をいただいているとこ

ろですが、教育委員さんの中から 1名を互選していただくにあたり、専門
委員の水島先生と公募委員（女性）を除いてすべて男性となっております

ので、女性の教育委員さんに出ていただけないかと考えております。 
教育委員   男女共同参画の観点では、委員会等の男女比は半々が理想と言われてお

り、少なくとも 3分の 1は女性の委員が望ましいと思いますので、永井委
員にお願いできればと思います。 

教育委員   利神城に関しては、あまり知識が無いため適さないと思います。 
教育長    各種団体から女性委員に出ていただきたいと期待しておりましたが、全

て男性となってしまいました。女性の方の意見も必要ですので、是非、お

願いしたいと思います。 
教育委員   予想していない展開で困惑しております。教育委員として委員会に出席

する自信がありません。 
教育長    事務局としてもサポートさせていただきますので、何とかお願いできな

いでしょうか。 
教育課長   他の委員のみなさんから推薦の声もございますので、永井委員さんに受

けていただけないでしょうか。 
教育委員   分かりました。 
教育長    第 1 回委員会は定例教育委員会の翌日に計画しておりますので連日と

なりますが、よろしくお願いいたします。 
教育課長   ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 
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       それでは、次に進めさせていただきます。 
       (4) 平成29年度卒業式及び平成30年度入学式への出席についてでござ

います。委員みなさんの出席について、20頁に案を掲載しております。 

      （資料に基づき説明） 

      （協議の結果、別紙案の小学校卒業式について、佐用小学校に塚﨑委員、

利神小学校に岡本委員、上月小学校に平田教育長、南光小学校に谷口課長、

三河小学校に永井委員、三日月小学校に矢内委員にそれぞれ変更する。） 
教育課長   以上で、分担が決まりましたので、よろしくお願いいたします。後ほど、

変更した資料を配布させていただきます。 
       それでは、次に進めさせていただきます。 
 
教育課長   (5) その他でございます。 

はじめに、西はりま天文台公園より説明いたします。 
西はりま天文台公園長 西はりま天文台施設トイレ改修工事について報告させていた

だきます。グループ棟以外の和式トイレの洋式化及び洗浄便座への交換を

行う工事請負契約を㈱福元水道設備と締結し、3 月 23 日を工期としてお
ります。 

教育課長   次に、生涯学習課から説明いたします。 
生涯学習課長 さよう文化情報センター図書館等照明設備 LED化工事について、別紙

工程表のとおり実施します。町民プール大規模改修工事は、予定どおり順

調に進捗しております。 
教育課長   次第に記載しております事項は以上ですが、三日月藩乃井野陣屋表門移

転復原工事の進捗について、企画総務室長から報告します。 
企画総務室長 先月の定例教育委員会において進捗状況を報告させていただいたとこ

ろですが、私自身が最近現地確認をしておりませんが、担当からは年度内

の完成に向けて工事進行中であるとの報告を受けています。 
教育委員   本日、現地では、クレーンで大屋根を上棟されていました。 
教育長    昨日の時点では、足場の設置を確認しております。年度内の完成に向け

て順調に工事は進んでおります。 
図書館長   お手元にチラシを配布しておりますが、播磨科学公園都市圏域定住自立

圏連携事業による電子図書館の運用が 1月 13日から開始されております。
貸出期間は 2週間で、1回に 5冊まで同時に借りることができます。 

教育課長   以上で全ての報告が終わりました。 
       全体を通してご意見やご質問はございませんか。 
       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 10回定例教育委員会を閉会いたします。 
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なお、次回第 11 回定例教育委員会についてですが、議案が多いため開
会時間を繰り上げて 13時 30分から開会させていただきたいと思いますの
でよろしくお願いいたします。 
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4時18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30年2月 26日 

 

教 育 長    平田秀三  

 

署名委員   永井 薫   


