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令和２年度 第６回定例教育委員会会議録 
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 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） 

岡本 正  永井 薫  花尾 睦明  岡田 真希子 

 

応召しなかった教育委員（０人） 

 

会議に出席した教育委員（３人） 

岡本 正  永井 薫  花尾 睦明   

 

会議に欠席した教育委員（１人） 

 岡田 真希子 

 

 

傍聴者（１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  吉田 美恵 

   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２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 議案審議 

     議案第 11 号 令和２年度教育委員会評価（令和元年度実績）について 

 

日 程６ 協議・報告事項 

(1) 学校における新型コロナウイルス感染症対策マニュアルについて 

(2)  学校における新型コロナウイルス感染及びその対応について 

(3) ＧＩＧＡスクール構想の進捗状況について 

(4) 利神城跡応急対策工事の進捗状況について 

(5)  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、ただ今から令和２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、岡田委員におかれましては所用のため欠 

席の報告を受けております。また、給食センター所長につきましては、急

遽、公務のため欠席させていただきますことご了承ください。 

なお、傍聴の方には、傍聴中守らなければならない事項を遵守していた

だきますようお願いします。 

それでは、会議日程に基づき会議を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、花尾委員を指名させて

いただきます。よろしくお願いします。 

 

教育委員   はい。 

 

日程２ 会議録の承認 

教育課長   日程２ 会議録署名委員の承認でございます。令和２年度第５回定例教

育委員会会議録の署名につきましては、岡田委員に決定しておりましたが、

本日欠席のため後日手続きをさせていただきます。 

 

日程３ 教育長報告 

教育課長   続いて、日程３ 教育長報告でございます。 

       

教育長    小・中学校とも短い夏休みが終わり、17 日から２学期がスタートしま

した。始業式におきましては病欠４人、自己都合による欠席 1人、不登校

４人ありましたが、他の子どもたちは例年と変わらず登校しておりました。

適応指導教室に登校している生徒２人についても来ていましたので、学校

への復帰に向けて頑張っています。 

新聞報道等で既にご承知の事と思いますが、中学校生徒１人がコロナウ

イルスに感染したということで、急遽、町当局・関係機関と連携を取りな

がら、消毒作業や臨時休業の措置を取りました。今のところ幸いにも感染

拡大にはつながっていませんが、経過観察の状況にあります。いよいよ佐

用町からも感染者が出たということで、昨日、臨時の校長会を開催し、再

度感染防止に向けた取組の徹底を周知したところです。全国的にも感染の

状況も落ち着いていないので、佐用町においてもイベント等の中止であっ
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たり、他市町では姫路市をはじめ修学旅行の中止が発表されたりと、学校

行事についても検討が必要となっています。佐用町の修学旅行につきまし

ては、中学校が 11 月、小学校が 12 月の実施を予定していますので、もう

少し様子を見ながら、また感染状況の推移を見ながら検討していきたいと

考えています。 

       各校１台ずつ非接触型の体温計を配備していましたが、この度全 45 ク

ラス分の準備ができましたので各校へ配布しました。健康観察にも十分役

立ててもらえるものと思います。できる限り体調不良の子どもたちを早期

に発見し、速やかな対応ができる体制を維持していきたいと考えています。 

 

教育課長   続いて教育課と生涯学習課から主な行事予定を報告いたします。 

（８月・９月の事業計画、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 生涯学習課から主な行事予定を報告いたします。 

（８月・９月の事業計画、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 特にありません。 

 

天文台公園長 ８月 12 日に開催を予定していましたスターダスト 2020 ですが、近畿圏

でのコロナウイルス感染者が増大したこともあり中止としました。自然学

校の受け入れについては、コロナの関係で１学期の受け入れはありません

でした。姫路市の小学校の受け入れが９月８日にありますが、これが今年

初めてになります。 

 

生涯学習推進室長 特にありません。 

 

教育課長   以上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

したらよろしくお願いします。 

 

教育委員   コロナ感染の報告がありましたが、罹患者の状況についてはどうなって

いますか。 
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教育課長   中学生を含む２人の感染者が出ています。どちらも入院されているとの

ことですが、この後の協議・報告事項の際に詳細についてご説明します。 

 

教育課長   他にご意見が無いようですので、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   日程４ 教育委員報告に入ります。順に報告をお願いします。 

 

教育委員   図書館協議会について報告します。４月から町内限定で電話予約による

図書の貸し出しを行っていましたが、５月 19 日より町民及び町内に在

学・在勤の方も借りられるようになりました。６月 25 日からは制限を解

除して全ての方が借りられるようになっていますが、視聴覚ブースでの視

聴等は密を避けるため利用できなかったり、貸し出し袋が感染拡大防止の

ため利用できなかったりしています。空気清浄機２台を設置されましたの

で館内の感染防止に役立っていると思います。返却された書籍等について

は、しっかりと除菌作業を行っているとのことです。三日月支所について

は現在改修作業中のため図書室の利用はできません。また、図書館システ

ムの再構築のため９月中旬から月末まで数日間休館されるとのことです。 

 

教育課長   他に報告事項・ご意見が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   続いて日程５ 議案審議に移ります。議案第 11 号 令和２年度教育委

員会評価（令和元年度実績）についてを議題とさせていただきます。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。概要について教育長より説明願います。 

 

教育長    ３人の有識者の外部評価委員による令和元年度実績の評価を行ってい

ただきました。 

第２期教育振興基本計画に基づく最後の評価になります。全ての項目に

ついて確認をして頂いたらおわかりになると思いますが、全体的に見ると

昨年と同様、概ねＢ評価になっています。若干Ａ評価からＢ評価になって

いるもの、Ｂ評価のまま変わらずというのが大半を占めるのですが、これ
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は実施できなかったからというわけではなく、ほぼ目標どおりの達成率と

なっているものがＢ評価となります。Ａ評価のものは新しく取り組んだこ

とによる評価で、Ｂ評価が大半を占めるということは、大半が目標を達成

しているということになります。毎年新しい項目に取り組めば良いという

ことではなく、新しく変えた項目においては様子を見て改善点を見つけ出

し、改善しながらその後取り組む形をとっていければと考えています。概

要については以上ですが、評価の詳細については資料をご確認ください。 

        

教育課長   説明が終わりました。ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

教育委員   防災無線を利用した下校放送の項目がＣ評価からＢ評価になっていま

すが、下校放送の実施はありましたか。 

 

教育長    全ての学校が実施していませんが、実施している学校はあります。 

 

教育委員   一昨年は実施できていなかったからＣ評価だったということですか。 

 

教育課長   各学校での評価点の積み上げになりますので、点数の累積で基準の評価

点にわずかに満たなかったのでＣ評価となっていたようです。一昨年が全

く実施できていなかったということではありません。 

 

教育委員   Ｂ評価は目標を達成しているという認識で良いですか。 

 

教育課長   そうです。 

 

教育委員   教育委員会評価については議会に提出されます。議員の方も何回も目に

されていることなので理解はされると思いますが、Ｂ評価というのは目標

を達成しているということを、誤解のないように説明をお願いします。 

 

教育委員   問題行動、不登校傾向の児童生徒の早期発見・早期指導・未然防止の項

目について、30 年度・令和元年度ともにＡ評価となっていますが、昨年

度と比較して問題行動や不登校傾向の児童生徒の事案数が減ったという

解釈でよろしいか。 

 

教育推進室長 早期発見・早期指導になりますので、むしろ事案数は増えたことになり

ます。小さなことでも見逃さないよう、学校で注意を払いながらみてもら
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っていますので、学校からの報告は年々増えてきています。そういう部分

でＡ評価になっています。 

 

教育委員   しっかりと目配りし指導している。ちょっとした異変も見逃さないよう

に注意を払って対応しているということですね。 

 

教育課長   先生方の問題意識が高くなり、少しの兆候も見逃さないように対応して

いただいている結果だと思います。 

 

教育委員   大変いい傾向ではあるので、議会においてもその辺りを詳しく説明し、

状況の改善に努めて頂いていることをお話しいただきたい。 

 

教育委員   評価については各学校で行い、その積み上げた結果が項目ごとの評価に

なっているという認識でよろしいか。 

 

教育課長   仰る通りです。各学校で評価点を記入し、各項目の積み上げの総計が大

項目の評価となります。 

 

教育委員   評価を行う時期としては、いつ頃実施されていますか。 

 

企画総務室長 毎年５月に実施しています。 

 

教育委員   令和２年の評価は、この５月に元年度の実績について評価をしたという

ことですね。 

 

教育課長   そうです。この評価については毎年報告させていただいているので、割

愛させていただいている部分も多いですが、評価基準というものを設けて

各先生方に評価してもらっています。 

       （評価基準の項目・点数・概要について説明） 

 

教育課長   他にご意見、ご質問等ございませんか。 

 

教育委員   （意見なし） 

 

教育課長   他にご意見等が無いようですので、議案第 11 号 令和２年度教育委員会

評価（令和元年度実績）については承認とさせていただきます。この書類
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につきましては、９月の定例議会初日に報告させていただきます。 

 

日 程６ 協議・報告事項 

教育課長   日程６ 協議・報告事項に入らせていただきたいと思います。(1)学校

における新型コロナウイルス感染症対策マニュアルについて、教育推進室

長より説明いたします。 

 

教育推進室長 別添の資料をご覧ください。７月の定例教育員会でお伝えしておりまし

た対応マニュアルについて、校長会と協議しながら作成しました。このマ

ニュアルについては国・県の通知等を基に、学校において留意すべき事項

をまとめています。 

       （資料に基づき説明） 

 

教育課長   説明が終わりました。ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

教育委員   このマニュアルについては学校へ既に配布されていますか。 

 

教育推進室長 次回の校長会の際に配布予定です。 

 

教育委員   非接触型の体温計については各学校・各クラス分の配備ができたと仰っ

ていましたが、朝の健康管理について、始業前に担任がクラス全員のチェ

ックをするようになるのですか。 

 

教育課長   基本的には家庭で朝測ったものを検温カードに記入し、担任に見せます。

ただ、途中で体調を崩したりした場合、すぐに測れるようにと配備したも

のです。 

 

教育委員   換気についてですが、特別教室を含め全ての教室に換気扇は付いていま

すか。 

 

教育課長   付いています。 

 

教育委員   夏場はエアコンを入れて、換気扇を回すか窓を開けて換気するというこ

とになりますね。 

 

教育課長   学校により対応は変わってくると思いますが、換気については徹底して
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対応いただいています。 

 

教育委員   常に窓を開けているということですか、それとも、例えば 30 分おきに

開放するということですか。 

 

教育長    理想は 30 分おきに開放すれば換気も十分できますが、冷暖房の効果も

ありますので、対角線上に窓を開けるなど、効率的な換気をするようにな

ります。インフルエンザの流行期なども換気について実施していましたの

で、夏場・冬場に限らず対応してもらっています。 

 

教育委員   今朝の新聞に、スーパーコンピューターでの飛沫拡散のシミュレーショ

ンが掲載されていましたが、布マスクにしろ特殊なマスクにしろ、７割か

ら８割は効果があると出ていました。子どもたちが使うマスクは毎日洗濯

したり、交換したりしているものなのですか。以前、給食当番などは同じ

マスクを１週間はそのまま使っていたように思いますが。 

 

教育長    使い捨てのマスクはもちろん、手作りマスクを使っている子どもが結構

いるようです。その都度交換や洗濯しているとは思います。 

 

教育委員   この時期にも体育の授業は行われていますか。 

 

教育課長   やっています。 

 

教育委員   通常なら夏休み期間中で体育の授業はやっていませんが、この暑い時期

に運動をするとなると熱中症のリスクが高まると思いますが、どのように

工夫されていますか。 

 

教育課長   学校毎の判断になりますが、体育の授業を全くしないということはでき

ませんので、熱中症対策のために時数を減らすとか、人と接触するような

授業内容のものは後半に回すなどの工夫はされています。 

 

教育委員   冷水器の設置は完了しましたか。 

 

教育課長   最初に希望があった佐用小学校・上津中学校については設置が完了して

います。その他の学校については既に１台は設置がありますが、追加希望

の学校についてはこれから見積入札等を行い、順次設置していきます。 
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教育委員   各教室には消毒液などの設置はありますか。個別指導の際など、子ども

の傍で補助をしたり指導をしたりすることがありますが、密な距離で接す

るようになると思いますので、そのような場合はどういった対応を考えて

いますか。 

 

教育推進室長 手指用の消毒液は教室の入り口に設置しております。授業の中で個別指

導が必要な場面というのは出てきますが、その都度消毒するということは

難しいと思いますので、先生方にはなるべく接する時間が長時間にならな

いように意識して対応いただけたらと考えます。 

 

教育委員   消毒用のアルコールなど十分に確保してあるのですか。 

 

教育課長   基本的に学校内では手洗いを推奨しています。学校へは教育委員会から

消毒用アルコールを配布していますので、今のところ対応できています。 

 

教育委員   クラスで１人でも感染者が出た場合、学級閉鎖という処置になりますか。 

 

教育課長   原則、同じ空間を共有しているということで学級閉鎖になります。 

 

教育委員   検査をして、検査結果が出るまでは学級閉鎖になるということですか。 

 

教育課長   検査をするということは濃厚接触者になりますので、結果が陰性であっ

ても２週間の経過観察の期間が必要になります。 

 

教育課長   他にご意見、ご質問等ございませんか。 

 

教育委員   （意見なし） 

 

教育課長   他にご意見等が無いようですので、本件についてはご承認いただいたも

のとして処理させていただきます。 

 

教育課長   続いて、(2)学校における新型コロナウイルス感染及びその対応につい

てに移りたいと思います。本件については、町内の中学生が新型コロナウ

イルスに感染した経緯・経過・対応についての報告でございます。感染者

及び家族の個人情報が含まれる報告となりますので、佐用町教育委員会会
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議規則第７条に基づきまして、非公開として進めさせていただきたいと考

えておりますが、みなさんのご意見をお伺いいたします。 

教育委員   （全員賛成の声） 

 

教育課長   みなさま賛成のご意見ですので、この報告につきましては非公開といた

します。申し訳ございませんが、傍聴人の方におかれましては報告が終わ

るまで退席願います。 

 

       （傍聴人退席） 

 

教育課長   この度の経緯について概要を説明させていただきます。 

       （個人情報を含むため、詳細内容の記載を割愛) 

       （説明・報告に関して質疑応答） 

 

教育課長   他にご意見等が無いようなので、この件についての報告は終了とさせて

いただきます。傍聴人の方に再度入室していただき会議を進めます。 

 

（傍聴人入室） 

 

教育課長   傍聴人の方には長い時間お待たせして申し訳ありませんでしたが、これ

より会議を公開として進めて行きます。 

 

教育課長   (3)ＧＩＧＡスクール構想の進捗状況についてに移ります。企画総務室

長より説明いたします。 

 

企画総務室長 前回の定例教育委員会にもご説明いたしましたが、1 人１台のタブレッ

ト端末の整備については、県の共同調達により納入業者が決定しておりま

す。この度ご説明しますのは、学校内のネットワーク整備事業についてで、

８月 17 日を期限とした見積入札を行い、扶桑電通株式会社に決定しまし

たのでご報告させていただきます。今後のスケジュールに関しては、明日

８月 26 日に打ち合わせを行う予定としております。 

 

教育課長   説明が終わりました。ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

教育委員   （意見なし） 
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教育課長   ご意見が無いようなので、次に進めさせていただきます。(4)利神城跡

応急対策工事の進捗状況について、企画総務室長より説明いたします。 

 

企画総務室長 「史跡利神城跡重要文化財等防災施設整備事業」という正式名になりま

すが、本日午前に指名競争入札が行われ業者が決定しました。この後仮契

約を結び、議会承認を得て本契約となります。３か年の計画で、本年度は

初年度として、物資搬送のモノレールの設置や柵の設置などを進めて行き

ます。工事の進捗に関してはその都度報告させていただきます。 

 

教育課長   説明が終わりました。ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

教育委員   (意見無し) 

 

教育課長   ご意見が無いようなので、次に進めさせていただきます。(5)その他に

ついてに移る前に、項目として計上しておりませんが、９月補正に上程す

る内容について追加して説明させていただきます。 

小学校、中学校ともに学習指導員講師謝金を計上しております。また佐

用中学校外壁及び屋根防水大規模改修工事設計監理費を計上しています。

それぞれについて、担当室長より説明いたします。 

 

教育推進室長 新型コロナウイルス感染症対策の学習指導員配置事業ということで、国

からの 100％補助事業に取り組みます。小学校に対して６人、内訳として

佐用小１人、上月小２人、南光小１人、三日月小２人、中学校に対しては

三日月中に１人の学習指導員を８月３日から来年３月 19 日までの期間配

置し、週９時間以内で来ていただいた時間に合わせて講師謝金を支払いま

す。内容としては、学習内容の定着を図るためのきめ細やかな学習指導と

いうことで、授業中や放課後に個別指導をしていただくようになります。 

 

企画総務室長 佐用中学校につきましては壁などが非常に傷んでおり、応急的な対策が

必要になってきます。町長と協議し、９月議会の中で外壁及び屋根防水大

規模改修工事設計監理費の補正予算を計上します。令和３年度には大規模

改修工事を実施する予定としています。 

 

教育課長   説明が終わりました。ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

教育委員   今回の補正で設計監理費を計上するほどの大規模な改修工事になると
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いうことですね。 

 

企画総務室長 今後 15 年以上は現状の校舎をもたせるための改修を行うということで、

大規模改修となります。 

 

教育課長   壁に亀裂が入り、その亀裂がどこまで入り込んでいるのか調査する必要

があります。足場を組んで調査し、状態が悪いところは叩いて落としたり、

薬剤注入で補強したりする工事になります。また屋根の防水も悪くなって

いますので防水工事も行うようになります。 

 

教育委員   どこまで直せばいいかというところもありますが、そこまで大規模な改

修が必要ということですか。 

 

教育課長   町長と協議する中で、最低でも 15 年はもたせるようにしたいとの考え

から、今回の大規模改修を計画することとなりました。 

 

教育委員   学習指導員については今学校に配置している非常勤講師が兼務すると

いうことですか。 

 

教育推進室長 兼務の方が７人中５人で、新規の方が２人です。 

 

教育課長   他にご意見・ご質問はございませんか。 

 

教育委員   （意見なし） 

 

教育課長   ご意見が無いようですので、（5）その他に移ります。それぞれの室から

報告事項等ありましたらお願いします。 

 

企画総務室長 女性教育委員の方が対象となっていました「令和２年度 中・西播磨地

区女性教育委員研修会」につきましては中止となりました。また「夏季教

育委員会研修」につきましても中止になりましたこと報告します。 

 

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。 
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教育課長   給食センターからのお知らせとしまして献立表を付けております。現在

の給食センターが稼働してから 10 周年ということで、９月３日には 10 年

前の給食を再現したメニューとなっています。 

 

生涯学習課長 お手元に令和２年度新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付

金事業の取りまとめ表をお配りしています。概要について説明します。 

        （資料に基づき説明） 

        生涯学習課所管の対象事業として約１億１千万程度が今年度の事業費

となります。 

 

生涯学習推進室長 生涯学習課が主催するイベントについてご紹介します。（野坂勇作原画

巡回展・男女共同参画セミナー・人権ふれあいシネマについて紹介） 

 

教育課長   それでは、予定しておりました協議事項については、全て終わりました。 

      全体を通して何かご質問などありましたらお願いします。 

 

教育委員   小学校・中学校の運動会・体育祭についての出席についてはどうなりま

すか。 

 

教育課長   いつもですと、町長・議長が出席して挨拶をしておりましたが、こうい

った状況でありますので、町長も出席を見合わせたいと先日の校長会で申

し上げたところ、学校においても来賓の案内はしない方向で進めようと検

討されておりました。委員のみなさまへの案内は無いものと思います。 

 

教育委員   私の子どもの通っている学校では、保護者の観覧も無しということで進

められています。広報担当の保護者のみが参加して写真やビデオ撮影を行

うのみとなっているようです。 

 

教育課長   どの学校でも同じような取組になるのではないかと思いますので、近々

保護者には詳細な連絡があると思いますが、来賓の方への出席の案内はし

ないようです。 

 

教育課長    その他、全体を通して何かご質問などありましたらお願いします。 

 

教育委員   （意見・質問なし） 
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教育課長   ご意見等無いようですので、閉会の挨拶を教育長より申し上げます。 

 

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。協議の中で

出ましたＧＩＧＡスクール構想につきましてはコロナの関係で、できるだ

け早く使用できるよう整備を進めて行きたいと思います。また、利神城跡

の応急対策工事につきましても、長年の検討課題でありましたがようやく

着手することができます。地元の思いもありますので、少しずつではあり

ますが整備が進められることになります。また時機を見て進捗状況などお

知らせしたいと思います。 

       本日はありがとうございました。 

 

教育課長   次回の日程について、９月 25 日に予定しておりますのでよろしくお願

いします。本日はお疲れ様でした。 

 

閉会 午後５時６分   
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