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平成 27年度 第 12回 

 

 

 

宍粟市教育委員会 

 

 

 

 

会  議  録 
                     （要点筆記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時  平成 28年 3月 15日  午前 9時 30分から 

 

場所  宍粟市役所 402会議室 
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第12回（定例）宍粟市教育委員会会議録 

 

１ 開会・閉会の年月日時及び場所 

平成28年3月15日（火） 午前9時30分 ～ 午前10時38分 

兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6 

宍粟市役所 402会議室 

 

２ 会議に出席した者の職氏名 

 

教育委員  西岡章寿  教育長  杉本健三  委員 

弓削ルリコ 委員 田中真人  委員 

金本一二  委員  

  

事務局 

 

３ 開会 

 西岡教育長が開会した。 

 

４ 会議の成立宣言 

 出席者数5名となり、西岡教育長が会議の成立を宣言した。 

 

５ 会議録署名委員の指名 

(1) 署名委員は、西岡教育長の指名により、次のとおり決定された。 

杉本委員 

 

６ 前回会議録の承認 

第11回（定例）宍粟市教育委員会会議録の承認に関する件 

前回の定例教育委員会における協議事項、報告事項の会議録について、教育総務課 澤田課長

が説明し、承認された。 

 

７ 教育長報告 

次の4点について西岡教育長が報告した。 

(1) 市内保育所・幼稚園・小学校の卒業式について 

藤原卓郎  教育部長 椴谷米男  教育部次長 

澤田志保  教育総務課長 志水良和  学校教育課課長 

田村純司  こども未来課課長 田路正幸  社会教育課長 

菊元 学  学校給食センター所長 橋本 徹  教育総務課副課長 

（まちづくり推進部）  

樽本勝弘  市民協働課長 

     

    

   



3 

 

3 月 17 日幼稚園卒園式、3 月 23 日小学校卒業式、3 月 26 日公立保育所卒園式を挙行するの

で、よろしくお願いする。私立認定こども園卒園式は 3月 19日に開催されるので報告する。 

 

(2) 学校規模適性化推進状況について  

一宮北中学校区学校規模適正化については、3 月 5 日に下三方小学校、3 月 6 日に繁盛小学

校・三方小学校の閉校式を行い、それぞれ地域の方々や同窓生の皆さんなど多数の出席をいた

だき、厳粛かつ和やかな雰囲気のなか百四十年あまりの歴史の幕を閉じた。 

また、本日 3月 15日には、新学校でのスムーズな就学にむけた準備のため、第 3回目となる

全児童交流会を開催し、この交流会の児童出席については、実際に徒歩通学とスクールバス通

学による通学練習も兼ねたかたちで実施している。なお、一宮北小学校校舎竣工式・開校式並

びに入学式を 4月 6日に行う予定である。 

次に一宮南中学校区学校規模適正化については、3月 10日開催の正副会長会での新校校名の

選定方法の協議を経ており、明日 3月 16日開催の第 5回協議会で新校の校名が決定の予定であ

る。 

 

(3) 幼保一元化推進状況等について  

波賀中学校区幼保一元化について、地域の委員会が 2 月 9 日に開催され、今後の委員会を来

年度 5月頃に開催する予定となったが、3月 11日の宍粟市議会において、宍粟市立幼稚園設置

条例の一部を改正する条例について、常任委員長報告の後、議員発議による修正議案が提出さ

れ、波賀幼稚園での 3 歳児教育実施が賛成多数で可決された。このことによる教育委員会や市

に対する影響について、人事面・予算面など変更がないか確認しながら対応したいと考えてい

る。なお、修正部分以外の条例改正については原案どおり可決されたので報告する。 

千種中学校区幼保一元化について、今年度開園した ちくさ杉の子こども園の第 2回運営協議

会が 3 月 22 日に開催される予定である。また、2 月 20 日に開催された同こども園の生活発表

会では大変レベルの高い発表をされ、参加の多くの地域・保護者の皆さんから高い評価をいた

だいた。なお、こども園の最初の卒園式は 3月 19日に行われるので報告する。 

 

(4) その他 

2 月 21 日に西播磨地区人権教育研究協議会指定 人権教育実践発表会（社会教育の部・本発

表）が波賀中学校区で開催され、自治会等 3 団体の実践発表や記念講演があり、約 300 人に出

席をいただいた。以上である。 

 

８ 議事 

議事に入る前に、第 23号議案は人事案件であることから非公開にしたいと教育長が説明し、審

議の結果、全員「異議なし」とし、第 23号議案は協議報告事項終了後の非公開審議が決定された。 

 

(1)第24号議案 学校運営協議会を置く学校の指定について 

一宮北中学校区の学校規模適正化の実施に伴い、地域に開かれ地域に支えられた地域総ぐるみ

の学校づくりをめざし、学校の運営に地域住民や保護者の参画が得られるよう、平成27年4月か
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ら設置している学校運営協議会を置く学校の28年度の指定を行うものであることを、学校教育課

志水課長が説明した。 

審議の結果、全員「異議なし」とし決定された。 

 

(2)第25号議案 一宮北中学校区における幼保一元化について 

一宮北中学校区における幼保一元化に係る地域の方向性が決定されたことを受け、今後、具体

の検討を行う協議会設置に向けた取り組みを進めるにあたり、教育委員会の承認を受けようとす

るものであることを こども未来課 田村課長が説明した。 

審議の結果、全員「異議なし」とし決定された。 

 

(3)第26号議案 宍粟市立学校設置条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理に関

する規則について 

一宮北中学校区の学校規模適正化の実施による新学校開設に伴う学校印等の改廃、通学区域の

整理、小学校の通学区域で定めている幼稚園の通園区域等を整理するため関係規則の改正等を行

うものであることを、教育総務課 澤田課長が説明した。 

審議の結果、全員「異議なし」とし決定された。 

 

(4)第27号議案 宍粟市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整理に

関する規則について 

土万幼稚園及び野尻幼稚園の廃止に伴う園印等の廃止、園児定数等の規定の削除、通園区域規

定の削除など、関係規則の改正等を行うものであることを教育総務課 澤田課長が説明し、幼稚

園設置条例一部改正議案に関して、議員提案による修正議案の可決経過については教育部 藤原

部長が説明した。 

審議の結果、全員「異議なし」とし決定された。 

 

(5)第28号議案 宍粟市教育研修所条例施行規則の改正について 

宍粟市教育研修所運営委員会委員に保育所職員等も参画し、研修の充実と研修所機能の強化を

図るため、規則改正を行うものであることを学校教育課 志水課長が説明した。また、教育長よ

り、3月 14日開催の民間保育園も参加の学校園所合同会議において、学校園所パートナーシップ

を継続してスムーズな進級や接続が出来るよう学校園所に確認しており、そのためにも教育研修

所機能強化を図っていきたいと説明があった。 

審議の結果、全員「異議なし」とし決定された。 

 

委員の主な意見及び事務局の説明 

（杉本委員） 

第 24 号議案について、当市は 1 月下旬開催の全国規模のコミュニティ・スクール研究会で発表

するほど、学校運営協議会については県内で先進的な取り組みを進めており、新校である一宮北

小学校での協議会設置は大変意義がある。同小学校は小中併設であり、従前から推進の小中一貫

教育や学校独自の取組を一層進めてもらいたい。また可能であれば、小中のコミスクが一緒にな
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った取り組み、例えば、教委支援のもとでの小中学校、保護者、地域をあげた家庭学習の推進等、

具体的かつ成果のある取り組みになるよう、運営協議会活動の推進をお願いしたい。 

（教育長） 

 より特色ある取組を推進していきたい。 

 

（杉本委員） 

波賀幼稚園における 3 歳児教育について議員発議による修正議案が可決されたが、3 歳児教育

実施についての基本的な考え方については、事務局説明の考え方の通り進めていくべきだと考え

る。 

（教育長） 

教育委員会や市として、人事面・予算面なども含めて影響がないか、十分に確認しながら進め

ていきたい。 

 

９ 協議報告事項 

(1) 学校規模適正化・幼保一元化推進状況について 

資料1「学校規模適正化・幼保一元化推進の状況」により、学校規模適正化について、教育総

務課 澤田課長が、幼保一元化について、こども未来課 田村課長が報告した。 

 

(2)宍粟市学校危機管理マニュアル（避難所開設・運営マニュアル）について 

資料2「学校危機管理マニュアル」等により、学校教育課 志水課長が報告した。 

 

(3) 宍粟市学童保育所要綱の一部改正について 

資料3「宍粟市学童保育所要綱の一部を改正する要綱」により、こども未来課 田村課長が報

告した。 

 

(4) 学校給食における異物混入の状況について 

資料4「平成27年度学校給食センター異物混入状況及び対策」により、学校給食センター 菊

元所長が報告した。 

 

(5) 千種B&G海洋センタープール指定管理者の募集及び今後の予定について 

資料5「千種B&G海洋センタープール指定管理導入スケジュール・予定（案）について」等によ

り、市民協働課 樽本課長が報告した。 

 

(6) 宍粟市スポーツ大会出場奨励金交付要綱の改正について 

資料6「宍粟市スポーツ大会出場奨励金交付要綱の一部を改正する告示新旧対照条文」によ

り、市民協働課 樽本課長が報告した。 

 

（7）その他 

①第11回 宍粟市さつきマラソン大会の参加申込状況について 
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資料7「H28.4.17開催 第11回宍粟市さつきマラソン大会申込数（確定）」により、市民協働

課 樽本課長が報告した。 

 

②平成28年度 学校園所等児童生徒数（見込）について 

資料8「平成28年度 小中学校・幼稚園の在籍者数及びクラス数見込」等により、教育総務課 

澤田課長が報告した。 

 

③一宮北小学校開校式について 

資料9「一宮北小学校竣工式並び開校式について」により、教育総務課 澤田課長が報告し

た。 

 

委員の主な意見及び事務局の説明 

（弓削委員） 

 学校危機管理マニュアル（避難所開設・運営マニュアル）に関連して、避難所の管理運営につ

いては、地域の消防団や自主防災組織とのつながりや連携も重要であり必要性も高いと考えるが

いかにお考えか。 

（学校教育課長） 

 ご意見を活かして考えたい。 

 

（金本委員） 

 災害によっては、避難所である学校自体が災害にあう危険性もあり、あらゆる事態を想定して、

避難所の開設・運営を願いたい。 

（学校教育課長） 

 災害の種類によっては危険性が高いと思われるところに立地している場合も考えられ、あらゆ

る事態を想定して危機管理に取り組んでいきたい。 

（椴谷次長） 

 市が避難所と指定している場所以外で、地域が独自に避難場所、経路を設定しているところも

あり、今後、市としてもその防災対策を考えていく必要があると思われる。 

 

10 次回会議の招集について 

平成 28年 4 月 12 日（火）午後 5 時 15分から、平成 28 年度第 1回宍粟市教育委員会を宍粟市

役所 503会議室で開催すると決定した。 

 

11 閉会 

 杉本委員が閉会した。 

 

 

以上  午前 10時 38分終了 

 


