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令和２年度 第１０回定例教育委員会会議録 

 

日 時 令和２年 12 月 25 日（金） 

開 会 午後１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   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（４人） 

岡本 正  永井 薫  花尾 睦明  岡田 真希子 

 

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 

生涯学習課生涯学習推進室長補佐 春國由起夫 
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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 16 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) 校長会要望への対応について 

(2) 学童保育の募集について 

(3) 第２期佐用町生涯学習推進計画（素案）について 

(4) 令和２年度小中学校卒業式及び令和３年度入学式の対応について 

(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10回定例教育委員会を開会

させて頂きます。 

       なお、協議・報告事項の第２期佐用町生涯学習推進計画（素案）については、

生涯学習推進室長補佐を入室させ説明させますこと、あらかじめ許可をお願いしま

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、岡田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９回定例教育委

員会会議録の承認につきましては、花尾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    今年最後の定例教育委員会となりました。どうぞよろしくお願いします。 

永井委員におかれては、平成 24 年 12 月に就任いただき、12 月 26 日をもって

２期目が満了となります。この度、12 月議会で承認されましたので、引き続き

３期目をよろしくお願いします。 

勝山剛元教育長が秋の叙勲を受けられ、去る、12 月８日に町長と一緒に自宅

を訪問し、伝達をさせていただきました。また、昨年退任されました矢内教育

委員がこの度教育功労賞を受けられ、昨日、私から伝達させていただきました。 

12 月８日、小学校５・６年生の芸術鑑賞会をさよう文化情報センターで実施

しました。感染予防に努めながら、普段触れることのないオーケストラの鑑賞

に、子供たちも楽しんでいたように思います。 

12 月 13 日から 14 日にかけて、小学校は京都・奈良方面に修学旅行に行って

きました。感染が拡大しはじめたころで心配していましたが、欠席者は１人で、

帰ってからも発熱等の話も聞いていません。 
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適応指導教室ですが、11 月 23 日に町保健センターで調理実習を行いました。

参加した２人は、さつま芋の蒸しパンやみそ玉など、楽しく作ったようです。

現在、適応指導教室に通っている４人は全員が中学３年生で、それぞれ進路に

向けて頑張っています。１人は合格が決まり、合格証を私に見せてくれました。

他の３人も進路の方向性は決まっており、そちらに力を注いでいると聞いてい

ます。 

        

教育課長   続きまして、教育課と生涯学習課から主な行事等を報告いたします。 

（12 月・1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。 

（12 月・1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 特にありません。 

 

天文台公園長 12 月 26 日に開催予定のキャンドルナイト 2020 は、多くの来園者を占める京

阪神方面の感染が拡大していますので、主催者の県立大学の判断により中止と

なりました。 

 

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   １月 26 日に、議会が小中連携教育の視察に行かれるのは、議会でも関心が高

まっているということですか。 

 

教育課長   学校規模適正化の推進については、当時、議会でも関心が高く特別委員会を

設置し、調査・研究がなされていました。その後、小学校が一段落し特別委員
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会は解散されましたが、この度、中学校の統合は当面４中学校を維持した上で

小中連携を進めるという町長の施政方針を受け、関心が高まっているものと思

われます。 

 

教育委員   議会の視察に教育委員として同伴することは可能ですか。 

 

教育課長   当初、総務常任委員会の予定が全議員研修に変わり、人数も多くなりますの

で、議会事務局に確認します。 

 

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 教育委員報告でございます。順に報告をお願いします。 

 

教育委員   12 月８日に南光地域の生徒指導協議会がありました。２学期の反省等の話し

がありましたが、特に報告することはありません。 

 

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 16 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   説明を教育推進室長より申し上げます。 

 

教育推進室長 心身に障害のある児童生徒の適正な就学については、第９回定例教育委員会

で審議いただきましたが、うち１人については特別支援学校体験入学後の保護

者の希望を聞いて、再度審議することとなっていました。この度、教育支援委

員会から別添のとおり具申がありましたので審議をお願いします。 
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      （追加分について資料に基づき説明） 

      

教育課長   説明が終わりました。委員の方からご意見、ご質問等がございましたらよろ

しくお願いします。 

 

教育委員   支援員会の具申にあるとおり、特別支援学校中等部への進学が適切であると

思います。 

 

教育課長   他にご意見がないようですので、議案第 16 号 心身に障害のある児童生徒の

適正な就学については、承認と決定いたします。 

       なお、資料は後ほど回収いたします。 

 

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ます。 

       （1）校長会要望の対応についてでございます。教育推進室長より説明を申し

上げます。 

 

教育推進室長 11 月 11 日、佐用町立小中学校校長会より、佐用町教育委員会宛に学校の経

営面及び人事面について別添のとおり要望がありました。 

      （校長会からの要望書について、教育委員会の回答案を説明） 

本日、教育委員会としての回答案が承認いただけましたら、１月 15 日の合同

会議において、教育長より口頭による回答を予定しております。 

 

教育課長   説明が終わりました。ご意見等ございましたらよろしくお願いいたします。 

 

教育委員   学校周辺並びに通学路に防犯カメラの設置を要望されていますが、増設とい

うことですか。学校には防犯カメラの設置はあるのですか。 

 

教育課長   本年度、三日月中学校に１機設置しました。令和３年度の当初予算で、残る

学校分の予算を要求しています。 

 

教育委員   スクールソーシャルワーカーやスクールアシスタントの増員を要望されてい

るようですが、どのくらい必要性があるのですか。 

 

教育推進室長 スクールソーシャルワーカーの２人は、毎週火曜日、各校を回っています。 

       児童生徒だけでなく、保育園児の対応や発達障害の検査など幅広く活動をし
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ていただいております。 

       スクールカウンセラーは県が配置しているもので、５人が週１回各校に入っ

ています。佐用小・中に各１人、上月・南光・三日月地域の小中学校に各１人

が配置されています。 

       カウンセラーから毎月報告書が上がってきますが、支援が必要な児童生徒へ

のカウンセリングや保護者の抱える不安や相談に対応するなど、重要な役割を

担っていただいています。 

 

教育委員   来年度予算は、緊縮財政の中にあっても例年どおり確保できるようですが、

今後は分からないということでしょうか。充実した教育環境が整えられるよう

備品購入などお願いしたい。 

 

教育課長   予算ヒアリングで強力に求めています。特に施設の老朽化が年々進んでいる

ので、修繕費用が嵩んでいく傾向であることを訴え続けております。 

 

教育委員   人事面は、学校数が減ったことで教職員の希望通りにはいかないということ

ですか。 

 

教育推進室長 昨年から、異動希望先を４つ書いてもらっています。中には第４希望になる

方もありますが、説明して納得してもらうことを大前提に調整しています。 

 

教育委員   希望校が集中することはありませんか。 

 

教育長    集中することはありません。 

       希望はあくまで参考にするもので、希望通りに行くものではありません。希

望通りに人事を考えれば、年齢・男女比等のバランスが取れなくなるので、そ

の辺りは考慮しながらになります。 

 

 教育課長   他にご意見が無いようですので、この回答案で回答させていただくというこ

とでご承認ください。 

        続きまして（２）の学童保育の募集について簡単に説明をさせていただきま

す。 

 

企画総務室長 本件については、先月ご協議いただき 12 月議会に上程したもので、最終日

の 18 日に可決されました。 

（学童保育の募集について資料に基づき説明） 



9 

 

 つきましては、１月の就学援助申請の作成時期と併せる必要がありますの

で、本資料の内容で各小学校、保護者へお知らせしたいと考えています。 

 

教育課長   この件についてご意見、ご質問等ありましたらお願いします。 

 

教育委員   保護者の方全員に案内するということですか。 

 

企画総務室長 書類は、現在学童を利用されている世帯に配布するとともに、各学校・保育

園にも申請書を備え付けます。広報は、町ホームページ、防災行政無線等を通

じて周知したいと考えております。 

 

教育課長   他にご意見等無いようですので、次に移ります。 

       （３）第２期佐用町生涯学習推進計画（素案）についてでございます。生涯

学習推進室長補佐より説明を申し上げます。 

 

生涯学習推進室長補佐  第２期佐用町教育生涯学習推進計画（素案）について、資料に添って説明さ

せていただきます。 

        本計画は、生涯学習課の業務の最上位の計画になります。平成 28 年度から 

       ５カ年計画を第１期として計画しましたが、この度、期間が満了することから、 

       来年度から向こう５年間の計画として見直すものです。 

（資料に基づき下記項目について説明） 

・計画の概要、趣旨 

・ライフステージに応じた学習の支援 

・施策の体系 

・施策の展開 

１月 12 日から 26 日までの間、素案を広く公開して意見募集を行います。意見

募集終了後に議会へ報告し、議員の皆さんのご理解を得ながら作成をしていきた

いと思います。意見への回答や計画調整を行いながら、３月初めには町づくり推

進会議で確認していただき、３月末に完成という運びになろうかと思います。素

案につきまして、何か意見等ございましたらお願いします。 

 

教育課長  説明が終わりました。本日資料を配布したところですので、すぐにご意見を出

していただくのも難しいと思います。内容をご確認の上、ご意見等ございました

ら生涯学習課までご連絡頂きたいと思います。 

それでは、次に移ります。 

（４）令和２年度小中学校卒業式及び令和３年度入学式の対応について、教育
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推進室長よりご説明いたします。 

 

教育推進室長 昨年度の卒業式については、小中学校とも臨時休業期間中であったため、全

ての小中学校が感染対策として参加者を卒業生及びその保護者のみとし、来賓へ

の案内は取りやめました。また、入学式についても同様に行い、在校生は教室で

待機しました。 

      今年の卒業式は、中学校が３月 10 日、小学校が３月 23 日、入学式は４月７日

を予定しています。 

      今年の卒業式及び入学式の対応について、委員の皆様のご意見を伺いたいと思

います。 

 

教育課長  先日の校長会で協議した結果、学校側は今年度と同じ対応でも良いのではない

かという意見でした。 

 

教育委員  同じで良いと思います。ただし、今後学校内で感染者が出てきた場合は、その

状況を判断して、場合によっては全員集めるのではなく校長からひとり一人に卒

業証書を手渡しする方法も考えておかないといけないと思います。 

 

教育委員   確かに、そうした対応は安全だと思いますが、子供たちにとっては一生に一度

の卒業式・入学式なので、例年と同じようなことができないとなれば大変可哀そ

うなことだと思います。佐用町は人口も少ないですし、感染についても今のとこ

ろ大きな心配もない中で、本当に何もかも中止にしてしまうのは良いことなのか、

良く考えるべきだと思います。確かに安全面は確保されますけれども、何もかも

中止や規模の縮小というのは、私は、ちょっと違うと考えます。なるべく従来ど

おりに近づけるべきだと思います。 

 

教育課長  今頂いたご意見につきましては、校長会にも諮り協議したいと思います。 

     次に、（５）その他に移ります。各室より何かありましたらお願いします。 

 

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 特にありません。 

 

給食センター長 給食の献立表１月分をお配りしております。13 日にはお正月献立として、
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雑煮や鯛の塩焼きを予定しています。これは県の補助事業で実施する事業で

す。 

        25 日の週は、全国学校給食週間になっております。佐用町では、学校給食

で日本一周と銘打って、各地方の郷土料理を給食として出し、食文化・歴史

を学んでもらえればと考えています。 

 

生涯学習推進室長  特にありません。 

 

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。全体を通して

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    （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     今年最後の教育委員会ということで、ご審議いただきありがとうございま

した。学校の方もコロナの感染対策として３密を避けること、換気を十分に

徹底することで、インフルエンザの感染も全く無いと聞いております。 

        これからまだまだ寒くなりますが、皆様も体に気を付けられて良いお年を

お迎えください。本日は、どうもありがとうございました。 

 

教育課長    次回の定例教育委員会ですが、１月 28 日、午後３時 00 分からとなります

ので出席をお願いします。 

 

 

 

閉会 午後２時 53 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３年１月 28 日 

 

 

               教 育 長    浅 野 博 之     

署名委員    岡 田 真 希 子   


