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令和２年度 第９回定例教育委員会会議録 

 

日 時 令和２年 11 月 25 日（水） 

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） 

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（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 

   教育課給食センター所長    山﨑 二郎 

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 15 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) 佐用町学童保育条例及び同施行規則の一部改正について 

(2) 小中一貫教育（鳥取県八頭郡若桜町視察研修報告）について 

(3) 第２回総合教育会議の議題について 

(4) 地方創生臨時交付金について 

(5) その他 

 

 

閉  会 
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開   会 

 

教育課長   定刻になりましたので、ただ今から令和２年度第９回定例教育委員会を

開会させて頂きます。 

        

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ございますが、花尾委員を指名させて

頂きます。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８回定例教

育委員会会議録の承認につきましては、岡本委員に決定しておりましたの

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   続いて、日程３ 教育長報告でございます。 

       

教育長    今年も残すところ１か月余りとなりました。11 月６日には最後の学校

訪問となる学校給食センターと南光小学校を訪問して頂き、ありがとうご

ざいました。自然学校については、南光・三日月小学校が西はりま天文台

公園にて、11 月 18 日から 11 月 20 日までの２泊３日で実施しました。寒

い中でしたが、好天に恵まれ無事終えることができました。 

小学校の連合音楽会が 18 日に実施され、合奏のみとなりましたが、子

どもたちは元気に演奏していました。該当校の保護者のみが入れ替わり鑑

賞することとし、感染防止対策をとりながら実施しました。 

       トライやるウイークが 19・20 日に、実施済みの上津中学校を除く３中

学校で実施されました。清掃活動や研修を行う等２日間に短縮しての活動

となりました。 

       中学校の修学旅行については昨日出発し、明日帰ってくる予定となって

います。佐用中４人・上月中３人・上津中１人の欠席、三日月中について

は全員の参加となっています。兵庫県においては新型コロナウイルスの感

染が拡大しておりますが、他府県においても予断を許さない状況ですので、
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無事帰ってくることを祈っています。 

       本日は議案・審議内容が沢山ありますが、慎重な審議をお願いします。 

 

教育課長   続いて教育課と生涯学習課から主な行事等を報告いたします。 

（11 月・12 月の事業計画、実施状況について説明） 

 次に、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。 

（11 月・12 月の事業計画、実施状況について説明） 

 

教育課長   各室からの報告事項があれば補足をお願いします。 

 

企画総務室長 特にありません。 

 

教育推進室長 12 月 28 日に交流人事面接を予定しています。教育長と岡本委員に出席

頂きますのでよろしくお願いします。 

 

天文台公園長 12 月 26 日にキャンドルナイト 2020 を開催します。毎年開催している

観望会ですが、今年はコロナの関係で観望会と講演を人数制限の上開催す

る予定です。 

 

給食センター所長 特にありません。 

 

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   人権まちづくりフェスタの申し込みはどのような状況ですか。 

 

生涯学習課長 現在 100 人程度の申し込みがあります。コロナの関係もあり、大勢の方

に来ていただくのは難しい状況ですので、可能な方に来て頂けたらと思い

ます。 

 

教育委員   27 日の県警総合災害警備訓練はどこで実施されますか。 
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教育課長   旧利神小学校で実施します。校舎・体育館・グラウンドを利用します。 

 

企画総務室長 近隣の市町と県警・消防署等が合同で訓練を行います。かなり大規模な

訓練になると思います。教育委員会としては避難所開設の役割があります

ので、該当の避難所担当と事務局での情報伝達等が予定されています。 

 

教育課長   他にご意見が無いようですので、次に進めさせて頂きます。 

 

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   11 月 13 日に開催された新任教育委員研修会に参加しました。講演では

播磨町の前教育長のお話を拝聴し、穏やかな口調の中にも教育に対する確

固たる信念や意志の強さを感じました。 

 

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頂きます。 

 

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 15 号 心身に障害のある児童生徒の適正な就学についてを議題

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。教育推進室長より説明いたします。 

 

教育推進室長 10月30日に令和２年度佐用町教育支援委員会を開催しました。14 人の

委員により、15件の事案について審議されました。内容につきましては、

令和３年度の入学・進級に際し、特別支援学級への入級・進級、特別支援

学校への就学が必要と思われる児童・生徒の適正な就学について審議をさ

れました。 

（個人情報を含むため、詳細事項を割愛） 

審議の結果、小学校特別支援学級への入級が妥当と考える者７人、中学

校特別支援学級への入級が妥当と考える者５人、特別支援学校中学部への

進学が妥当と考える者２人、中学校通常学級への転級が妥当と考える者１

人が具申されております。 
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教育課長   説明が終わりました。ご意見、ご質問等ございましたら、よろしくお願

いいたします。 

 

教育委員   佐用小の弱視学級を含め、３学級の新設ということですか。 

 

教育推進室長 南光小は知的学級を廃級し、自閉・情緒学級を新設します。佐用小の弱

視学級は新設で、上津中は３人の自閉・情緒学級の希望者があるので、知

的学級を廃止し、自閉・情緒学級の新設ということになります。 

 

教育委員   具申のあった 15 件は、保護者の希望どおりになっているので検討の機

会がありますが、ここに挙がって来ない、審議されない可能性の子供はい

るのでしょうか。 

 

教育推進室長 保護者・学校・保育園には、１学期が終わった時点で、該当する子供及

びその保護者と十分話し合いをしてくださいと伝えています。夏に教育委

員会と学校・保育園・健康福祉課とヒアリングを行い、このお子さんにつ

いての資料と医師の診断を基に話し合いをした後、資料を揃えて委員会に

かけて頂きます。３学期から来年度にかけて子供の様子を見ていただいて、

特別な支援が必要な園児、児童、生徒については、支援委員会に資料を揃

えられるようにと、学校・園には準備をしていただいています。 

 

教育委員   発達検査について教えてください。平成 27 年度実施の小学１年生の発

達検査は、全員が受けるものですか。 

 

教育推進室長 検査は数種類ありますが、その検査は対象となる子どもに受けてもらっ

ています。 

 

教育長    全員が対象ではありません。先生が気になる子どもの保護者に、発達検

査を受けてみませんかと問いかけ、保護者が同意されれば受けるようにな

ります。中には、理解を得られず拒否される方もいます。 

 

教育課長   他にご意見が無いようですので、15 人の児童・生徒につきましては、

支援委員会の審議結果どおり県へ進達することで承認いただいたという

ことでよろしいでしょうか。 

 

教育委員   はい。 
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日程６ 協議・報告事項 

教育課長   日程６協議、報告事項でございます。まず、（1）の佐用町学童保育条例

及び同施行規則の一部改正についてでございます。企画総務室長より説明

を申し上げます。 

 

企画総務室長 佐用町の学童保育事業につきまして、料金体系・減免制度等の見直しに

係る改正を予定しております。本町の学童保育は、平成 23 年に佐用マリ

ア幼稚園への委託から始まり、概ね 10 年になります。現在は学校の規模

適正化に伴い、各小学校区単位で開設しております。 

（資料に基づき説明） 

具体的な見直しの内容につきましては、現行の月額 8,000 円を基本額の

6,000 円とおやつ代、保険代の実費分に分けた２本建てとし、おやつ代や

傷害保険代等、直接利用者の受益となるものについては、全ての利用者に

負担いただくということです。また利用料の減免については、就学援助の

受給者を対象として統一した基準のもと、減免を行おうというものです。

第２子以降の無料化につきましては、引き続き、基本額について無料とし

たいと考えております。 

改正後の料金体系等につきましては、令和３年度から適用したいと考え

ており、12 月議会に上程する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、ご質問等をお受けしたいと思います。 

 

教育委員   令和元年度の収支額と比較して、改正しても保育料の収支はほぼ変わら

ないとの試算ですね。ちなみに保険料はどの程度のものですか。 

 

企画総務室長 保険料は１人 800 円です。 

       

教育課長   現在は所得区分やひとり親世帯、就学援助等認定を受けた方が減額・減

免されています。どれくらいの方が就学援助の対象となるかによって変わ

りますが、概ね現行どおりか若干プラスになるのではと見込んでおります。 

 

教育委員   改定では、大幅な定員超過とならない限り受入れるとあります。大幅な

定員超過というものはどういったことを想定されていますか。 

 

教育課長   １日の利用人数でいうと定員をオーバーしていないという状況があり

ます。上月学童だけはオーバーする日もありますが、他のところについて
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はオーバーしていないので、この辺りを目安に考えていくべきかと思って

おります。１日の実際の利用者数が定員以上になると、１人 1.65 ㎡の保

育面積の基準が確保できないので、１日の実際の利用者数を勘案して決め

ていってはどうかと思っております。 

 

教育委員   例えば、上月なら 68 人の登録に対して、68 人全員が学童保育に来ると

いうことは無いということですか。 

 

教育課長   全員が利用されることはまずありません。夏休み中は多いのですが、そ

の場合は、去年の上月学童では体育館を第２会場として利用しました。 

 

教育課長   他にご意見等無いようですので、学童保育条例の一部改正につきまして

は、本案にて 12 月議会に上程させて頂きたいと思います。 

 

教育課長   続きまして（2）小中一貫教育（鳥取県八頭郡若桜町視察研修報告）に

ついて教育推進室長より説明します。 

 

教育推進室長 11 月 16 日に鳥取県八頭郡若桜町にあります、若桜町立若桜学園の視察

に行って来ました。教育長を含む７人で訪問し、若桜町の教育委員会２

人と若桜学園学校長に説明を受けました。 

（視察記録に基づき各項目について説明） 

・取組みの経緯 

・小中一貫教育を進めるにあたっての課題 

・９年間を見通した教育理念の立上げ 

・異学年の交流 

・ＰＴＡの組織体制 

・部活動、通学、学校行事について 

        

教育課長   この視察は、これから佐用町が小中連携に力を入れていこうという中で、

その参考に視察をさせて頂きました。決して小中一貫校に絞ったものでは

ありません。当然、課題の中学校統合も並行して検討する必要があると考

えています。 

       先日、コミニティー・スクールのことを少しお話させて頂きましたが、

今日は、その資料を用意しておりますので、生涯学習推進室長より説明さ

せて頂きます。 
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生涯学習推進室長 文部科学省の「コミニティー・スクールのつくり方」という資料に基づ

き簡単に概要を説明させて頂きます。 

（資料に基づき以下の項目について説明） 

・学校運営協議会の設置 

・コミニティー・スクールとは 

・コミニティー・スクールの組織・運営 

西播磨での導入校としまして、姫路市では白鷺小学校・白鷺中学校・四

郷学院・豊富小学校・豊富中学校、赤穂市では全ての小中学校が導入済み

です。宍粟市は、一宮北小学校・波賀小学校・千種小学校・一宮北中学校・

波賀中学校と千種中学校で導入されていると伺っています。 

 

教育課長   視察の件、コミニティー・スクールにつきまして、ご意見ご質問等ござ

いましたらお願いしたいと思います。 

 

教育委員   資料に書かれてあるとおり、2022 年にはコミニティー・スクールを必

ず全市町村で導入しなさいということですか。 

 

生涯学習推進室長 播磨西教育事務所に話を伺うと、2022 年には努力義務ということで全て

の学校で導入してくださいということでした。 

 

教育委員   努力義務ということで、ほぼ実施しないといけないということですね。 

 

生涯学習推進室長 そのようです。以前からこの話はありましたが、法律の改正がなされる

までは努力義務は課せられていませんでした。 

 

教育委員   学校運営協議会を年に何回程度するのですか。 

 

生涯学習推進室長 他では年に３回くらい開催しているようです。６月頃１回目、校長先生

の基本方針を追認した後、２回目・３回目を開かれているようです。 

 

教育委員   2022 年には全小中学校・公立学校で、運営協議会・コミニティー・ス

クールを実施していかないといけないということであれば、準備を進めて

いく必要があるということですね。 

 

教育課長   いずれ、県からも設置要請があると思っています。現在の学校評議委員

会の関係も整理しながら、地域の学校作りを進めるための組織作りが必要
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になるのではと考えています。 

 

教育委員   若桜学園のことについて教えて下さい。義務教育学校にした場合、教職

員の定員が減るということですけれども、若桜学園というのは義務教育学

校ではないのですか。 

 

教育推進室長 校長先生は１人ですが、小中一貫校なので、小学校もあり、中学校もあ

りという形をとられています。 

 

教育委員   小学校があり中学校があるという形で運営していく中で、校長が１人と

いう形なのですか。 

 

教育推進室長 そのようですが、９年間は、４年、３年、２年の教育課程で運用されて

いるということです。 

 

教育委員   教育課程はそうなっているが、設置として小学校と中学校があるという

ことですね。 

 

教育推進室長 そうです。ですので、小学校・中学校の教職員は定員配置されています。 

 

教育委員   県への届出などは、小学校と中学校がきちんとあって、それを運営して

いく中で一貫してやっていくと考えればよいですか。 

 

教育委員   法令の手続き的なことを言えば、若桜町立小学校と中学校が併設されて、

それを対外的にまとめて若桜学園という学校名としての扱いをしている。

ただし校長は、１人体制をとっているということだと受け止めました。 

 

教育課長   他にご意見が無いようですので、次に移りたいと思います。 

 

教育課長   （3）第 2回総合教育会議の議題ですが、先月もご案内しましたように

小中一貫教育についてということで、よろしいでしょうか。 

 

教育委員   はい。 

 

教育課長    次に、（4）の地方創生臨時交付金について説明をさせて頂きます。 

       地方創生臨時交付金とは、本年度、新型コロナウイルス対策のため新た
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に創設されたもので、国全体で３兆円の大型補正が組まれ、全国の自治体

に配分されたものです。佐用町におきましては、第１次・第２次と２回の

配分を受け、その合計額が約５億２千万円となっています。各課から事業

を立案し、国の申請を経て事業実施という形で実施するものです。詳細に

つきましては一覧表にまとめておりますので、資料に基づいて教育課・生

涯学習課に関連したものについて、ご説明いたします。 

（一覧表に基づき下記の項目について説明） 

・ＧＩＧＡスクール関係（タブレット配備、Wi-Fi ルーター購入、遠隔学

習機能強化機器購入、ＧＩＧＡスクールサポーター配置） 

・公立学校衛生備品等整備事業 

・スクールバス車両ウイルス感染防止対策事業 

・給食施設整備事業（排気設備） 

・公立小中学校感染症等対策事業（特別教室空調設備整備） 

・公立学校トイレ洋式化（上津中学校） 

・公立学校熱中症対策事業（カーテン更新） 

・西はりま天文台公園野外活動センター食器消毒保管庫整備事業 

・西はりま天文台公園感染防止対策事業（オゾン発生器設置） 

・公立学校感染症対策事業（網戸設置、ウォータークーラー、空気清浄

機、サーキュレーター等設置） 

次に、生涯学習課関連の事業について生涯学習課長より説明します。 

 

生涯学習課長  生涯学習課関連の事業について説明いたします。 

（一覧表に基づき下記の項目について説明） 

・感染症対策環境整備事業（サーマルカメラ、オゾン空気清浄機、非接

触型体温計等購入） 

・感染症防止対策備品整備事業（サーマルカメラ、アクリル板、天井パ

ネル、マスク、消毒液、非接触型体温計等購入） 

・さよう文化情報センター空調換気機能強化事業（図書館、会議室、事

務所等エアコン整備） 

・さよう文化情報センター等感染症拡大防止対策備品整備事業 

・社会教育、社会体育施設トイレ感染防止対策整備事業 

さよう文化情報センターについては、空調設備の更新工事のため１月

12 日から 24 日まで休館をするという形での対応となります。 

 

教育課長    以上で説明が終わりました。この件についてご質問等ございましたら

お願いいたします。 
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教育委員    コロナ感染の第３波と言われているように、誰が感染してもおかしく

ない状況になってきています。特に中学３年生など、これから入試の大

事な時期になってくると思いますので、学校を休校しないといけないと

いう事態になる可能性もないとは言えません。できる限りオンラインで

授業ができる体制など、教育委員会として支援していただければありが

たいと思います。 

 

教育課長    他にご意見等無いようなので、（5）その他に移ります。各室から説明

申し上げます。 

 

企画総務室長  来年度の会議予定等について情報が入りましたのでお知らせします。 

（県連教育委員会総会、全県夏季研修会、近畿研修大会について紹介） 

 

教育推進室長  来年１月に新年合同研修会を開催します。例年、教育委員の皆さんに

も参加して頂き、助言も頂いておりますのでよろしくお願いします。 

 

天文台公園長  特にありません。 

 

給食センター所長  12 月の献立表をお配りしています。12 月は、免疫力アップを中心に

献立を考えております。22 日には２学期最後の給食になりますが、ク

リスマス献立で豪華な献立を予定しております。 

 

生涯学習推進室長  さよう文化情報センターで開催する催しについて紹介します。 

（人権まちづくりフェスタ・山本唯与志染芸展・山本一力講演会につ

いて紹介） 

 

教育課長    以上で予定しておりました議題について全て終わりました。全体を通 

じて何かご質問、ご意見等ございましたらよろしくお願いします。 

 

教育委員    12 月の総合教育会議の際、小中一貫教育のことと併せて、本日配ら 

れたコミニティー・スクールの資料についても配布されますか。それに 

よっては、このことについての議論も必要になってくると思いますので。 

 

教育課長    配布については検討します。 

 

教育課長    他にご意見等ございませんか。 
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教育委員   （意見なし） 

 

教育課長    ご意見無いようですので、閉会の挨拶を教育長より申し上げます。 

 

教育長     長時間に亘り審議並びに協議頂きありがとうございました。インフル

エンザが流行する時期にもなりましたし、コロナも感染拡大している状

況です。特に龍野健康福祉事務所管内においても増えている状況ですの

で、委員の皆さまにも十分気をつけて頂きたいと思います。 

        本日はお疲れさまでした。 

 

教育課長    次回の定例教育委員会ですが、12 月 25 日、午後１時 30 分からとな

ります。引き続き総合教育会議となりますので出席をお願いします。 

 

閉会 午後５時３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。 

 

令和２年 12 月 25 日 

 

 

               教 育 長   浅 野 博 之     

署名委員   花 尾 睦 明     


