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令和元年度 第９回定例教育委員会会議録 

 

日 時 令和元年 11 月 26 日（火） 

開 会 午後 3時 00 分 

会議場 役場３階 301 会議室 

 

 佐用町教育委員会 

教育長   浅野 博之 

 

応召した教育委員（４人） 

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人） 

 

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人） 

  

 

議事に関係した事務局職員 

教育課長           宇多 雅弘 

生涯学習課長         安東 文裕 

教育課企画総務室長      大下 順世 

   教育課教育推進室長      大野 公嗣 

   教育課西はりま天文台公園長  西本 和彦 

   生涯学習課生涯学習推進室長  内海 義文 

教育課企画総務室長補佐    寺田 良和 
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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 

     令和元年度第８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１２号 令和元年度要保護・準要保護世帯の認定について 

      

日 程６ 協議・報告事項 

(1) 第３期佐用町教育振興基本計画(案)について 

(2) 学校規模適正化協議会等の進捗状況について 

(3) 学童保育について 

(4) その他 

 

閉  会 
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開   会 

 

教育課長   失礼します。定刻がまいりましたので、ただ今から令和元年度第９回定

例教育委員会を開会させて頂きます。給食センターの笹谷所長につきまし

ては出張のため欠席しております。 

それでは、会議日程に基づき会議を進めさせて頂きます。 

 

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すが、永井委員を指名させて頂きます。 

 

教育委員   はい。 

 

日程２ 会議録の承認 

教育課長   日程２ 会議録の承認ですが、令和元度第８回定例教育委員会会議録の

承認については、矢内委員に決定しておりますのでよろしくお願いします。 

 

教育委員   はい。 

 

日程３ 教育長報告 

教育課長   日程３ 教育長報告です。教育長よりお願いします。 

 

教育長    11 月も終わりに近づきました。11 月初めには、利神小学校での社会科

の研究発表会を皮切りに色々な行事があり、学校訪問につきましても、佐

用小学校を最後に無事終了しました。お忙しい中ご参加頂きましてありが

とうございました。学校行事においては、小学校・中学校の音楽会も無事

終わりまして、大きな行事としてはほぼ終了しました。小学校・中学校と

も特に大きな問題等はないと聞いておりますので、落ち着いた学校生活が

過ごせているものと思っております。中学校は今週末より期末テストが予

定されておりますし、小学校は 12 月に校内マラソン大会がありますので、

それに向けた練習を頑張っていると聞いております。 

本年度、町では６人の新任教員がおり、６人とも初任研（初任者研修）

として授業をすることになりました。町の初任研では２人が該当し、11 月

21 日に上月小学校で授業研究を実施、11 月 28 日には上津中学校で授業研

究の予定となっています。本日は県の初任研ということで、三日月小学校

で授業研究が実施されており、４人が県の初任研に取り組みます。新人教

員が６人とも初任研に臨むというのは珍しいことではありますが、やる気
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をもって取り組んでもらっています。 

学童保育につきまして、佐用地域ではマリア幼稚園に委託しているわけ

ですが、学童を担当する幼稚園教諭も人数が少なく、放課後の時間を割い

て教材研究をする時間が取れないため、幼児教育に支障を来してきている

ということで、今年度限りで学童保育を辞めたいとの申し出がありました。

今後、佐用地域の学童保育についてどうするのかということで検討してお

り、詳細についてこの後説明させて頂きます。 

 

教育課長   教育課と生涯学習課から主な行事予定について報告させて頂きます。 

（11 月・12 月の教育課事業計画、実施状況について説明） 

 続いて、生涯学習課より説明いたします。 

 

生涯学習課長 （11 月・12 月の生涯学習課事業計画、実施状況について説明） 

 

教育課長   これ以外に、各室からの報告事項があればお願いします。 

 

企画総務室長 特にありません。 

 

教育推進室長 １月の行事予定になりますが、例年実施している定例校長会との合同会

議を１月 10 日に予定しておりますので、よろしくお願いします。 

 

天文台公園長 12 月 21 日に毎年恒例の、星の都のキャンドルナイト 2019 と題した催

しを計画しています。大観望会・天文講演会・工作教室などを企画してい

ます。ろうそくによるライトアップで、天文台を幻想的な雰囲気にしよう

という計画です。是非ご来園ください。 

 

生涯学習推進室長 特にありません。 

 

教育課長   報告が終わりました。委員のみなさまからご意見・ご質問がありました

らお願いします。 

 

教育委員   （意見なし） 

 

日程４ 教育委員報告 

教育課長   日程４ 教育委員報告です。順に報告をお願いします。 
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教育委員   11 月 14 日に開催された、兵庫県初任教育委員研修での内容についてお

知らせします。１点目は前小野市教育長の教育委員会の改革等についての

お話です。なぜ教育委員会の改革が必要だったのか、小野検定を始めたき

っかけは何だったのか、東北大学の川島教授との出会いや脳トレを取り入

れてきた経緯などについて興味深く聞いてきました。２点目は教育委員会

の近畿大会研修会についてですが、来年・再来年と兵庫県が事務局になり

ます。令和２年度は 11 月 10 日に東北大学の川島隆太教授を招いての講演

に決定しました。開催場所につきましては現在調整中とのことです。また、

翌日には川島教授が小野市で講演されるということです。小野市での講演

会については、小野市だけでなく他市町の教育委員の希望があれば参加可

能かどうかという質問がありましたが、受け入れ可能だとのことでしたの

で、機会があれば参加してはどうか思いましたので報告します。 

 

教育委員   先週５日間に亘り、消防大学校へ団長研修ということで行ってきました。

佐用から参加しているということも関係したのかはわかりませんが、災害

対策や危機管理の話の中で、佐用町の水害について触れられていました。

阪神淡路大震災の話に始まり、水害や自然災害の話になると、10 年前の

大水害の際の町の対応、住民の対応、それを受けてどういった行動を行っ

たか等の内容になりました。10 年経った現在はどうなっているのか等の

意見を求められ、意見を出していく中で我々も忘れかけているのかなと感

じました。昨年の 7 月豪雨の際にも、河川改修のお陰で越水しなくて良か

ったなとか、大した被害が無くて良かったなとか、そういう思いにしかな

らなくなってきたのも事実だと思います。 

       阪神淡路大震災から 20 年以上、佐用町の大水害から 10 年以上経過し、

みなさんの記憶が薄れてきていますので、今後、語り継いでいかないとい

けないと感じました。昨年度は利神小学校が、今年度は佐用小学校が、水

害を振り返って地域の人に話を聞き、それを次に繋ごうという学習をして

くれています。10 年以上前の出来事なので、学習をする子どもたちの記

憶には無いと思いますが、自分の命を守る方法だとか、避難する行動を考

えるといった、次に繋げる学習を大切にしてくれていると思います。消防

大学校の所長も水害の時には佐用に応援に来てくれていたようで、機会が

ある度に佐用にも訪れ、講演などの際には度々話題に出して頂いているよ

うです。町外の方にも関わらず、佐用のことを思って頂いている方もいら

っしゃいます。特に、佐用に住む我々は忘れず、次の代に繋いでいかない

といけないと実感して帰ってきました。 
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教育委員   上月小学校のオープンスクールに知人２人と参加しました。２年生の漢

字の書き順の授業で、電子黒板やプロジェクターを利用したものだったの

ですが、現在の授業風景に、自分の小学生時代と比べて非常に驚いていま

した。特別支援学級の子どもとの交流授業でもありましたが、非常に丁寧

な対応で授業されていたので感心していました。 

 

教育委員   三河小学校と南光小学校のオープンスクールに参加しました。子どもた

ちは学校訪問の時と同じ、落ち着いて一生懸命学習していましたし、先生

方も熱心に指導されていました。 

        

日程５ 議案審議 

教育課長   続いて日程５ 議案審議に移ります。 

       議案第１２号 令和元年度要保護・準要保護世帯の認定についてを議題

とします。事務局より議案を朗読いたします。 

 

企画総務室長補佐 （議案書朗読） 

 

教育課長   朗読が終わりました。企画総務室長より議案について説明をいたします。 

 

企画総務室長 令和元年度要保護・準要保護世帯の認定について、新たに申請のあった

２件について審議をお願いするものです。 

（議案について資料に基づき説明） 

（個人情報を含むため、詳細内容の記載を割愛） 

（審議の結果、２件の申請を認定とする） 

 

教育課長   この資料につきましては個人情報を含むため、会議終了後回収させて頂

きます。 

 

日程６ 協議・報告事項 

教育課長   日程６ 協議・報告事項に移ります。(１)第３期佐用町教育振興基本計

画(案)についてでございます。教育推進室長より説明をいたします。 

 

教育推進室長 別添「夢ある教育 きらめきプラン」をご覧ください。９月 25 日に第

１回目の策定委員会を開催し、計画骨子の提案を行っております。お配り

している資料につきましては、12 月６日に開催予定の第２回策定委員会

に提案する計画(案)となっています。今回の改定については、昨年２月に
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改訂された県の「第３期ひょうご教育創造プラン・兵庫県教育基本計画」

の構成を参考としています。 

      （概要について説明） 

       この資料につきましては、策定委員のみなさまに送付し、目を通して頂

いた上で、12 月６日開催の第２回策定委員会にて検討することとしてい

ます。検討結果につきましては、12 月 26 日開催の佐用町総合教育会議で

報告させて頂きます。教育委員のみなさまにも、それまでにご一読の上、

総合教育会議でご意見を頂きますようお願いいたします。 

 

教育課長   説明が終わりました。本日初めてこの資料をお渡ししましたので、この

場でご意見を頂くことは考えておりません。資料を持ち帰って頂いて、12

月 26 日の総合教育会議の際にご意見等頂けたらと思っております。基本

的なところでお聞きになりたいことがございましたらお願いします。 

 

教育委員   策定委員会は何回開催されますか。 

 

教育推進室長 全体で４回から５回を予定しています。次回でどれだけ修正や追加があ

るのかによって、開催回数も変動してくると思います。 

 

教育委員   今の計画(案)で、完成度はどのくらいのパーセンテージになりますか。 

 

教育推進室長 前回は計画(案)を提案していませんので、完成度としてはわかりません。

２回目の策定委員会から検討が始まるという形になります。 

 

教育課長   この資料については既に各策定委員のみなさまにお配りし、見て頂いて

いる状況です。 

 

教育委員   資料を見る中で、昭和・平成・令和の元号表記がありますが、可能であ

れば括弧書きで西暦表記をし、年代や年数の流れがわかりやすいようにし

て頂きたい。 

 

教育課長   他にご意見等ございますか。 

 

教育委員   箇条書きの番号表記が①、②、③と連番になっています。項目数が多い

場合は良いのですが、項目が１つしかない場合も①と表記するのがルール

になりますか。 
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教育推進室長 表記のルールについては確認します。 

 

教育委員   教育関係者ではわかる言葉も、一般の方が見た時にわからないものもあ

ります。第２期計画にも注釈があったので、注釈を記載するようにお願い

します。 

 

教育推進室長 今回の資料には付けていませんが、完成品には巻末に掲載するよう考え

ています。 

 

教育委員   第１期目の計画では、注釈が下段に記載されていたと記憶しています。

紙面に余裕があるのであれば、初めて出てくるページの下段に記載する方

が、巻末にまとめるよりも見やすいと思います。 

 

教育委員   本文中では、西暦の後に括弧書きで元号表記になっている箇所もありま

す。一冊の計画書の中に、西暦と元号の表記のバラツキがあるのはおかし

いので、統一した方が良いと思います。 

 

教育課長   元号表記の後に括弧書きで西暦表記とさせて頂くということでよろし

いでしょうか。 

 

教育委員   （はい） 

 

教育課長   では、お持ち帰り頂きじっくりと目を通して頂いた上で、ご意見を頂戴

しますようよろしくお願いします。続きまして、(２)学校規模適正化協議

会等の進捗状況について報告いたします。 

佐用小学校・利神小学校区の規模適正化協議会については、11 月 11 日

に第 3回目の協議会を行い、協議を終了しました。南光小学校・三河小学

校区の規模適正化協議会は 10 月 29 日に第 3回目の協議会を行い、こちら

も協議が終了しました。いずれも 3 回の協議会で終了しました。内容につ

きましては、両協議会とも地域部会・ＰＴＡ部会・学校部会の３つの部会

を構成し、それぞれ独自に検討を重ねていただきました。その部会で出た

方針を協議会に提案し、承認していただきました。 

（地域部会の承認事項等について説明） 

（ＰＴＡ部会の承認事項等について説明） 

（学校部会の承認事項等について説明） 

       今後の日程につきましては、統合校との交流授業、交流行事を計画し、
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実施していきます。制服採寸については利神小・三河小とも 11 月・12 月

中に計画しております。閉校行事につきましては利神小が３月 24 日、三

河小が３月 23 日にそれぞれ閉校式典を計画していますので、２日間に亘

りますが教育委員のみなさまには全員出席をお願いします。閉校記念事業

として、利神小が記念講演・三河小が発表会を計画しています。離任式に

ついては利神・三河小とも旧体育館で実施の予定です。 

       また、スクールバス購入につきましては 12 月に入札を行います。スク

ールバスの運行につきましては運行路線も増えることから、運行委託の入

札を１月に予定しています。 

学校改修計画等についてですが、佐用小・南光小それぞれから要望のあ

った修繕箇所について随時修繕等を行っています。 

何かご質問等ございましたらお願いします。 

 

教育委員   閉校式典には今の 6 年生、つまり卒業生も参加しますか。 

 

教育課長   両校とも卒業生は参加します。利神小学校については卒業式の翌日にな

りますが、現在の在校生すべてを参加させてあげたいとの思いもあり、そ

のように計画しているようです。 

 

教育委員   記念誌を作られると聞いているが、両校とも作成されますか。 

 

教育課長   どちらの学校も、ＰＴＡの役員や自治会の役員などで実行委員会を組織

され、記念誌を作成されます。現在、資料集め等をされています。 

 

教育委員   学校が閉校になった際に、記念碑のようなものは作られますか。閉校に

なったところで設置されているのも見かけますが。 

 

教育課長   特に予定はしていないと思いますが、統合に係る予算も交付しています

ので、その予算内で可能であれば設置を考えても良いかもわかりません。 

他に、ご意見・ご質問がありましたらお願いします。 

 

教育委員   （意見なし） 

 

教育課長   続きまして、(３)学童保育について報告いたします。教育長から話があ

りましたように、佐用地区の学童保育について、委託先のマリア幼稚園か

ら今季限りでお断りしたい旨連絡がありました。 
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10 月 30 日にマリア幼稚園の園長・副園長、事業母体の学校法人兵庫カ

トリック学園から２人がこの件について要望に来られました。 

（マリア幼稚園からの要望内容説明） 

（経過・協議内容等について説明） 

       マリア幼稚園からの意見書や協議した内容を町長に伝えたところ、来年

度以降の実施は難しいとの判断から、来春から町の直営での実施を考える

ことになりました。開催場所につきましては、なるべく佐用小学校の近隣

が良いだろうということで、第 1候補として町長から提案がありましたの

が、町民プール内の多目的ホールです。生涯学習課にも協力をお願いし、

開設するのであればその方向で進むように考えています。併せて、きっち

りと定員を設けて実施するようにとの指示も受けています。 

       年明けには募集を開始しますが、定員を設けた上で、募集人員を上回る

場合はお断りをすることとし募集を行いたいと考えますが、教育委員のみ

なさまのご意見をお伺いしたく提案いたします。 

 

教育委員   以前、多目的ホールは教育委員会の会議等で利用させてもらっていたと

思いますが、今はそれほど利用が無いのですか。 

 

教育長    学校で使うとすれば、室内のクラブ活動として卓球などで利用していま

したが、今はあまり利用がありません。 

 

教育委員   マリア幼稚園からの意見書の中に、施設の利用については使っても良い

との表現がありますが、使うことも考えたのですか。 

 

教育課長   学童保育に携わることはないが、施設について利用は可能だとのお話で

した。直営で運営するのに、施設だけ借りるのも条件的に複雑になるので、

利用しないということになりました。 

 

教育委員   定員をオーバーした場合にはお断りすることになると思いますが、きち

んと家庭の状況などを調査して、断る理由をはっきりさせないと、誤解や

反発があると思われます。その点はきっちりとしていただきたい。 

 

教育委員   定員を決めるとなると、施設の規模や機器の整備状況なども関係してく

ると思いますが、何か基準がありますか。 

 

教育課長   それぞれ広さに応じて定員数が決まってきます。一人当たりの面積基準
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が 1.65 ㎡で、それを施設の広さから割り戻して定員を設定しています。

町民プールの多目的ホールで換算すると、70 人から 80 人が定員になりま

すが、事務机・他の機材等の占める面積で狭くなることから、50 人程度

の定員になろうかと考えています。 

       現在佐用学童に通う児童数を見ると、平成 30 年度実績として、登校日

に通う児童が平均 10.2 人、春休みが平均 14 人、夏休みが平均 23.2 人、

冬休みが平均 12.2 人と登録者 57 人に対して、他の学童保育に比べ少ない

状況です。ただ、利神小が統合する４月以降は増える可能性が当然考えら

れます。 

 

教育委員   登録数は多いが、通う児童が少ないということは、家で面倒を見る家庭

が多いということですか。 

 

教育課長   様々なケースがあると思いますが、概ねそうだと思います。 

 

教育委員   受け入れ人数が多ければ、スタッフを集めるのにも体制を整えるのにも

苦労すると思うので、50 人規模ぐらいが妥当とは思います。 

 

教育委員   上月学童は常に多いと聞いています。夏休みなどは 60 人ほど来る日も

あるようで、スタッフも忙しく大変だと思います。 

 

教育長    佐用小は習い事に行く子どもも多いので、曜日によっては全く利用しな

い子どももいると思います。 

 

教育委員   町民プールに通う子どもと、学童保育に通う子どもと混在するようにな

るのではないかと懸念されますが、何かその対処は考えられますか。 

 

企画総務室長 プールに通う子どもは正面玄関から、学童に通う子どもは横からと入口

を分けようと考えています。 

 

教育委員   トイレの利用については、同じ場所を使うようになるので難しいとは思

いますが、ルールを決めて実施するように考えなくてはいけないと思いま

す。学童の迎えにはプールの駐車場で混雑しないよう、他の場所に迎えに

来てもらうようにするなどの工夫が必要だと思います。 

 

生涯学習課長 プールの駐車場についてはプール利用者以外にはお断りしていますの
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で、学童の送り迎えに使われると大変混雑します。普段でも５時を過ぎる

と駐車場がいっぱいになる場合が多いので、小学校の駐車場などを利用し

てもらえるようにお願いします。 

 

教育長    校舎裏を通って送り迎えをしてもらったら良いと思います。学童の子ど

もがプールに遊びに行ったりしないよう、その逆も無いようにきちんと分

けられるようにしないといけないとは思います。 

 

教育委員   夜間の照明だとか、危険な箇所が無いかなどの確認は必要になってくる

と思います。 

 

教育長    校舎裏にはセンサーライト等の照明もありますので、夜間真っ暗になる

ということは無いと思います。また学校からプールまでは大きな段差や側

溝もないので、危険性は少ないと思います。 

 

教育委員   町民プール以外の候補はありませんか。 

 

教育課長   第２案としては、佐用保育園が考えられますが、部屋を確保することが

難しいと思います。子育て支援センターに大きな部屋はありますが、そこ

はママプラザが開設されますので共有で使うのも難しいです。もう一つは

学校の空き教室を利用する案ですが、統合して空き教室も無くなりました

ので、学校内での開設は難しいと思います。 

 

教育委員   放課後だけならママプラザのところも使えそうだが、夏休みや冬休みの

長期の休み期間中は、時間が重なるので無理だと思うし、他に候補となる

ようなところは条件的に難しいということですね。 

 

教育長    今更新しい施設を作ることはできないので、既存の活用できるところを

考えれば、プールの多目的ホールを使う案に落ち着いたということです。 

 

教育課長   他にご意見ございませんか。 

 

教育委員   （意見なし) 

 

教育課長   佐用学童保育につきましては、ご説明いたしました方向で進めさせてい

ただきますのでご了承ください。続きまして、(４)その他に移ります。各
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室長より報告いたします。 

 

企画総務室長 （市町村教育委員会研究協議会について説明。不参加の確認。） 

 

教育推進室長 特にありません。 

 

天文台公園長 特にありません。 

 

生涯学習推進室長 12 月以降の行事・イベントについてお知らせします。 

       （奥村愛ヴァイオリンコンサート）紹介 

       （さようマラソン＆ウォーク）紹介 

（小学校芸術鑑賞会）紹介 

（佐用郡吹奏楽演奏会）紹介 

（子ども体験くらぶ）紹介 

 

教育課長    予定しておりました協議事項は全て終わりましたが、全体を通して、

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

教育委員    （意見なし） 

 

教育課長    ご意見が無いようですので、本日の会議はこれをもって終了となりま

す。閉会の挨拶を教育長より申し上げます。 

 

教育長     慎重審議頂きましてありがとうございました。次回の定例教育委員会

までに、第３期佐用町教育振興基本計画(案)に目を通していただきまし

て、ご意見等いただきますようお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

教育課長    それでは次回の日程についてですが、12 月 26 日木曜日、午後１時 30

分から予定していますのでよろしくお願いします。 

本日はお疲れさまでした。 

 

閉会 午後４時 25 分  
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