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４ 議事日程 

日程 案 件 結 果 

 開 会 池町次長 

第１ 委員長あいさつ 小谷委員長 

第２ 署名委員の指名について 中井委員 

第３ 教育長諸報告について 沼教育長 

第４ 付議事項  

 
議案第２０号 平成２７年度教育に関する事務の管理及び執行 

の状況の点検及び評価報告書について 
一部修正可決 

 議案第２１号 真庭市教育委員会公印規則の一部改正について 原案どおり可決 

 議案第２２号 北房統合小学校(仮称)の名称の決定について 原案どおり可決 

第５ 報告事項  

 ①真庭市指定重要文化財｢目木構｣記録調査事業について 承認 

 ②真庭市立幼稚園保育料徴収条例の一部改正について 承認 

第６ その他  

   

   

第７ 閉 会  
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◆午前９時 30分 開会  

５ 議事の大要 

○池町次長 

第９回教育委員会を開会します。 

日程第１委員長挨拶をお願いします。 

○小谷委員長 

日程第２、署名委員の指名については中井委員お願いします。 

日程第３、教育長諸報告についてお願いします。 

○沼教育長 

１番ですが市内の小中学校の状況につきましては、児童生徒・教職員につ

いての事故等の報告は受けていません。１件中学校で生徒指導上の問題があ

ったと聞いていますが、すでに解決しているとの事です。 

８月 26 日(金)から第２学期が始まる学校があります。２学期が始まるま

で元気で過ごして欲しいと思いますし、２学期中も事故、けが等の報告がな

いことを願っています。 

（２）の施設の工事関係ですが、懸案でした遷喬小学校の調理場の改修工事

も８月 25 日に予定どおりに検査が受けられる状態で進んでいるところです。

２学期から給食を草加部小学校・草加部幼稚園の方に提供する準備も着々と

進めています。 

２番ですが、岡山県都市教育長協議会があり、人材育成評価システムにつ

いてと災害時の対応についての情報交換をしてきました。災害時の対応につ

いては、施設利用計画等は多くの市町村で立てられていません。岡山県は災

害が少ないという背景があると思いました。いかなる災害にも対応出来る状

態にしておかないといけないと思いました。 

３番は県の教育委員会幹部の方６名が真庭市教育委員会を訪問されまし

た。真庭市の実情やお願いを約 1時間 30分お話しました。 

４番は叙勲伝達で、文化協会のお世話を積極的にされている、甲本弘道氏

が高齢者叙勲を受けられたので報告します。 

５番は第２次募集の奨学金審査委員会が８月４日にありました。１名の 

応募者がありましたが見送りました。 

６番の給食や学校施設の統合等についてですが、第 11 回北房地域新環境

準備委員会が７月 27 日にありました。第 12 回を８月 29 日に予定していま

す。 

中央図書館につきましては、市民説明会が７月 21 日にありました。本日

午後から高校生の意見を聴く会を設けています。学習室等の設計を説明して

意見があれば取り入れていきたいと思っています。 
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７番は水泳記録会が開催され、三ツ課長・池町次長が出席しました。 

これからの行事ですが、明日は子供参観日で、28 人の参加予定となって

います。民間にもご協力をお願いし、今年はデンソーと東真産業が子供参観

日をしようということで、取り組んでいただけるように聞いています。親が

どんな仕事をしているか見ることがないので、このような機会を是非企業で

も設けてもらいたいと思います。 

教育振興基本計画の策定委員会を来週の月曜日に予定しています。教育大

綱も出来ましたので、総合計画に基づいた教育振興基本計画を本年度中には

策定したいと思います。 

８月 25 日に勝山文化センターで杉田洋教授をお招きしての教育講演会を

計画しています。委員の皆様にも御出席いただけたらと思います。 

○小谷委員長 

何か質問はありませんか。 

○全員 

質問なし 

○小谷委員長 

日程第４の議案検討付議事件に入ります。議案第 20 号 平成 27 年度教 

育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について提案

をお願いします。 

○有元課長 

（別紙資料にて説明） 

○小谷委員長 

中身の説明をいただきましたが、ご意見等ありますか。 

私の方から気づいた点を何点か。まず一点目は、２．文化財の保存活用で、

「市指定史跡高田城総合調査事業」の内容説明のところで、「具体的な取り

組み状況」と「成果と課題」の文章がまったく同じですがこれは転記ミスな

のか、それとも同じ文章で出されているのか。 

○行安課長 

転記ミスです。すみませんでした。 

○小谷委員長 

入れ替えをお願いします。 

もう一点ですが、４．安心・安全で効果的な学習集環境の整備の②耐震化

等（施設の老朽化対応含む）による教育環境整備で、「学校施設の整備」の

評価が「Ｂ」になっているが、まとめの項で『「安全・安心で効果的な学習

環境の整備」ではスクールバス等の運行等は計画どおり実施でき、平成 28

年３月末で小・中学校施設の耐震化は完了しました。』という文言でまとめ
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をされています。岡山市や倉敷市等の大きな市では耐震化が遅れて平成 28

年度にずれ込んでいます。その様な状況を見て、たしかに施設の老朽化対応

は毎年あることなので、ここの項目は他の都市と比べて評価すべきと考え、

「Ａ」評価が適当だと思いますがどうでしょうか。 

○有元課長 

年度当初に示した計画をその通りに出来たという意味で「Ｂ」にしてい 

ますが、「Ａ」で評価をいただければ有難いです。 

○小谷委員長 

みなさん、よろしいか。 

○全員 

異議なし。 

○小谷委員長 

もう一点ですが、学識経験者の意見についてですが、人権教育について 

の意見が出されています。「多様化している人権問題と向き合い、日常的な

生活の中で、より深く理解と定着が進んでいるのか等、今一度振り返りが必

要ではないかと思います。」と宮川さんが指摘されていますが、具体的には

どういった問題点があるのか。 

○有元課長 

具体的な内容まではお聞きしていないですが、基本的には宮川さん自身 

が元々社会福祉協議会の理事をされたり、身体障害者福祉協会会長をされた

り、人権の問題には認識の高い方なので、「活動はしているが実際に市民の

中に入っているか振り返りをちゃんとやるべきではないですか。」という事

と、貧困なども人権に係るのではないかと言われていたので、そういった事

ではないかと思います。「人権の範囲も広くなってきていますよ。」という事

だと思います。 

○小谷委員長 

このような指摘もあるので来年度に向けてどのように改善し、どのように

取り組むかが次の評価に係ってくるのではないでしょうか。 

○行安課長 

そういった意見も出ているので、地元の状況を知ろうということで、８月

の久世地区の人権推進委員会では、真庭の子供と高齢者の状況の勉強会をす

る予定です。 

○小谷委員長 

それに関連して人権のいくつかの問題がありますが、４．家庭・地域にお

ける人権教育の推進という項目の中で、取り組み状況が合併して 10 年過ぎ

たわけですが、推進委員の取り組みの状況が同じことの繰り返しでほとんど
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変化がない。決められたことを消化して行くだけで、少し考えてみる必要が

あると思います。具体的に言うと、ポスター、作文の作品集を発行するとい

うことで、小中高の児童・生徒に人権啓発のポスターや作文の募集をしてい

ますが、昨年度小学校は、ポスターは多いですが人権作文の方が 24校中 10

校しか出ていない。半数を割っている状況なので、来年度は少し方向を考え

ないといけないと案を出しましたら、標語に変えてはとの案が出ました。取

り組みの中で考えていかないといけないと思います。 

○行安課長 

委員長が言われたご意見は、委員からも出ているのですが、先日も広報委

員会を開催しました。作文、標語、ポスターといろいろ出ていますが、それ

がどの様に活動出来ているかという事もあるので、例えば MITで子供たちが

書いた作文を読み上げて、地域の方々に見てもらうとか、こういうポスター

を書きましたというような、戦略的に啓発活動を進めても良いのではないか

という意見も出ているので、目を向けて行こうと考えています。 

○小谷委員長 

もう１件ありますが、学識経験者の徳山前校長の意見で、1つ問題点が指

摘されています。「学校評価制度については時間を要する割りには、有効な

取り組みになっていないと感じています。さらに有効な取り組みにしていく

ための検討はしていこうと思います。」これに付きましては前年度の反省、

来年度に向けて何か考えていましたらお願いします。 

○三ツ課長 

学校評価制度については、制度は法で定まっているので実施をしていま 

すが、これが学校経営の中に PDCA サイクルとして位置づいているかという

ところにもどかしさがあると思います。 

もう一点は、学校評価は評価結果を受けて教育委員会が具体的な支援をす

るのだという事が目標になっていますが、その辺りが事務局としては不十分

なところがあるので、もう一度確認していく必要があると思います。 

もう一点は、コミュニティースクールを全学校でやりましょうと文部科学

省は方針として出しています。これが真庭に馴染むかということは別にして、

外部有識者を入れるとか、そういったことを考えながら活性化をさぐる方向

性もあると思っています。一番感じているのは評価が形式にならず、それが

次年度の学校経営の方針になって具体の実践に結びついていくサイクルの

確立が不十分なので、引き続き学校の方と協議をして指導して行く必要があ

ると思っています。 

 

○小谷委員長 
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他にありませんか。 

もう一件、教育委員会の評価とは課が違うので、どのように考えればよい

かというのが一点あります。小学校入学以前の子供の基本的な生活習慣、躾

の問題について幼児期の躾がきちんと出来ていないと、小学校の教育にきち

んと参加できないと最近よく聞きますが、連携の問題について今日の教育長

の報告の中でこれからの行事の中で一件ありましたが、保育園・こども園・

幼稚園・小学校合同研修会というのがありますが教育委員会が主催ですか。 

○三ツ課長 

これは子育て支援課が主催です。学校教育課は一緒にやっている形です。 

○小谷委員長 

そういった子育て支援課と教育委員会との連携は、教育委員会から外れ 

るからここに出てこないということなんですが、その辺はどの様に扱えば良

いのか。 

○沼教育長 

事務の所掌が違うので、教育といえば教育ですが事務の管理執行状況に 

なると主は子育て支援課ですから、この中に入れるのは、他の分野を取り込

んでしまうという思いもあります。 

○小谷委員長 

小・中連携があり、その後は中・高連携があり、そこまではかなり進ん  

で来ていますが、後、子育ての段階から連携をしていく必要があると思いま

す。特別支援の教育について連携をしておかないとスムーズに小学校に適応

出来ないのではないかと思います。 

○三ツ課長 

連携という点では、学校教育課も所掌事務なので、保育内容や保育は違 

いますが、今３年計画で取り組んでいるのが保育園・幼稚園・こども園・小

学校の接続期のプログラムを作ろうという事で、幼稚園から小学校の段差を

減らすためのアプローチプログラムを５歳児の最後の段階に実施して、小学

校ではスタートプログラムというのをスタートの段階で実施しようと。そう

する為には保育園・幼稚園・こども園・小学校が繋がっていないといけない

ので、今年度は相互の乗り入れの授業参観をしたり、教員同士の交流合同研

修を実施しようとすべての保育園・幼稚園・こども園・小学校に呼びかけて

取り組んでいます。 

来年度プログラムの試案を作って施行するので、完全実施は次の年という

形で行う予定にしています。 
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○沼教育長 

今、指摘された点は非常に大切な事で、真庭市でも取り組んでいるとこ  

ろです。 

○小谷委員長 

そうすると、教育委員会として挙げることは出来ないか。 

○三ツ課長 

校種間の連携のレベルまでは当然こちらの所掌の事務になりますので、 

項目を起こせば何の問題も無く挙げることは出来ます。 

○小谷委員長 

一部修正して承認するという事でよろしいでしょうか。 

○全員 

異議なし 

○小谷委員長 

では、平成 27 年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価報告については平成 28年８月 18日一部修正で決定承認いたします。 

議会等の報告お願いします。 

○小谷委員長 

議案 21 号 真庭市教育委員会公印規則の一部改正について提案お願いし

ます。 

○有元課長 

（別紙資料にて説明） 

○小谷委員長 

何か質問、意見はありますか。 

公印規則の一部改正については承認いただけますか。 

○全員 

異議なし 

○小谷委員長 

真庭市教育委員会公印規則の一部改正について平成 28 年８月 18 日原案 

どおり可決いたします。 

議案 22号北房統合小学校(仮称)の名称の決定について提案願います。 

○有元課長 

（別紙資料にて説明） 

○小谷委員長 

北房統合小学校(仮称)の名称の決定についてご質問、ご意見ありますか。 

11 ページに名称決定までの準備委員会の取り組みについて、公募による

名称の案のまとめ、こども園の名称についても出ています。こども園・小学
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校・中学校との連携、統一が取れるという事もあってするということです。 

これだけの協議を重ねて提案されておりますので、「北房小学校」という

名称でよろしいでしょうか。 

○全員 

異議なし 

○小谷委員長 

漢字で「北房小学校」に原案どおりに決定します。 

○有元課長 

今後のスケジュールについて説明します。本日、小学校名として教育委 

員会の決定をいただきましたので、24 日の文教厚生常任委員会に、教育委

員会として決定したと報告させていただきます。市民に対する公表につきま

しては一斉に公表するということで、広報紙掲載をしようと思っています。

９月号には間に合いませんので、10 月になります。それまでは出来れば控

えておこうと思っていますので、10 月 1 日に解禁という事で公表したいと

思っています。 

当然ではありますが、学校の名称として教育委員会として決定しておりま

すけれど、公の施設の名称として正式に確定するのは学校設置条例の改正が

必要になりますので、設置者である市長から議会へ議案として提案されます。

正式に確定するのは、平成 30 年 3 月の予定ということです。今後は「北房

小学校(仮称)」として統一して使っていきたいと思います。 

○小谷委員長 

今後についても、よろしくお願いします。 

日程第５の報告事項に入ります。①真庭市指定重要文化財「目木構」記  

録調査事業について報告願います。 

○行安課長 

（別紙資料にて説明） 

○小谷委員長 

何かご質問はありますか。 

写真の③④⑤の建物の所有は市ですか。 

○行安課長 

はい、そのとおりです。 

○小谷委員長 

今の時点では報告書を作って、その後の建物をどうするかというのは、後

の問題になりますか。 

○行安課長 

建物の対応については今後、借地料や今まで老人ホームとして中が改造 
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されていたりするので、そういった事を踏まえて検討していくようになりま

す。 

○小谷委員長 

文化財として修復するかどうかは、この後の問題ですか。 

○行安課長 

はい。 

○小谷委員長 

他にはありませんか。 

○全員 

質問なし 

○小谷委員長 

次に、②真庭市立幼稚園保育料徴収条例の一部改正について、報告を受 

けたいと思います。 

○竹中課長 

（別紙資料にて説明） 

○庄司主幹 

（別紙資料にて説明） 

○小谷委員長 

お聞きになりたい点はありますか。 

○池町次長 

父子世帯等への３階層、４階層の保護者世帯、母子世帯等障害児のいる 

世帯については軽減がありますが、父子世帯の場合は該当にならないという

考え方ですか。ひとり親ではないという事ですか。 

○庄司主幹 

ひとり親です。 

○池町次長 

父子世帯でも該当になるという事ですね。 

○竹中課長 

解りにくいので、訂正しておきます。 

○沼教育長 

「父子・母子世帯」か「ひとり親世帯」どちらが良いのか。 

○竹中課長 

この頃では「ひとり親世帯」になっていますので、訂正しておきます。 

○池町次長 

10月からですか。 
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○竹中課長 

10月１日から実施予定で、この９月議会に上程予定です。 

○小谷委員長 

他によろしいか。今現在の保育料の変化があれば、どのような変化があ 

りますか。 

○竹中課長 

変化と言いますか先程説明でありましたように、幼稚園が北房・落合・久

世までにしかなく、それ以北にはありませんので、合併協議の時に保育料は

年額42,000円、月額3,500円にしようと決まりまして、今は全員が月額3,500

円です。今、減免制度もありますので減免の用紙を出していただければ、無

料なり半額なり減額をしていますが、今度この条例がとおりますと、所得に

応じていくらかが決まり、その保育料が適用されます。 

現在、国の方でも非常に大幅な多子世帯の保育料の軽減をしておりまし 

て、この９月議会でも保育園の保育料につきましても幼稚園も含め第３子以

降の負担軽減を計る目的で、第３子以降の子供は所得に関係なく全額無料に

するという事で、これにつきましては保育園も幼稚園も適用されます。 

もうひとつ、低所得の方への負担軽減を図るという事で、３歳・４歳・  

５歳につきましては就学前教育の充実という事で、これに加えまして低所得

の非課税世帯の方についても、無料にすることで準備を進めています。 

○小谷委員長 

今の保育園の保育料の関係はどうなりますか。 

○庄司主幹 

保育園の保育料につきましては、保育時間が違うというのが当然ありま 

す。幼稚園については給食を食べて 1 時 30 分に帰る。保育園であれば通常

６時 30 分までです。一律の比較は言えないですが、だいたい同じ様な階層

について比較を時間単位で考えていくと、幼稚園も保育園もほぼ同じような

負担の額になります。保育園保育料も 18 階層ありますので、それぞれの所

得で変わります。横並びの比較は出来ません。 

○小谷委員長 

認定こども園は満３歳以上の幼稚園利用の利用者負担額については、子 

ども・子育て支援法施行令第４条により階層区分ごとの上限額が規定されて

いて、こども園の中で幼稚園保育料・保育園保育料と２つあるわけですが、

その辺りがよく解らないのですが。 

○竹中課長 

こども園には親の働き方によって、幼稚園部と保育園部がありますが、 

担任の先生や部屋が変わるという事は一切なく、朝の登園は、保育園部の子
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は７時 30分から受け入れをしますし、幼稚園部の子は８時 30分からで給食

を食べて帰る 1 時 30 分までは保育園部の子供と同じように同じ先生で、３

歳児は３歳児の部屋で、４歳児は４歳児の部屋で過ごして、１時 30 分にな

れば迎えに来た保護者と帰ります。 

今、単独の幼稚園で非常に園児が少なくなっていて、こども園化にするこ 

とで等しく就学前の教育が多くの集団の中で受けられるというメリットが

あります。帰りの時間が違うのが一番大きな違いです。 

幼稚園部と単独幼稚園は同じです。ただ、園舎が保育園と同じ所がこども

園で、単独のところが幼稚園ということです。内容につきましては同じです。

真庭のすべての園で就学前の教育が受けられるように保育士、幼稚園教諭も

頑張っています。 

○小谷委員長 

報告事項のその他と第６のその他を含めて何かありますか。 

○有元課長 

平成 28年度９月補正の上程予定の説明をします。 

前回相談させていただいた、小・中学校卒業生への本の贈り物について、

前回決定していただきましたが、真庭市と教育委員会との連名で贈呈する事

業を行いますが、今回新たに「真庭市未来を担う人応援基金事業」という新

しい基金が創設されます。それを活用するキックオフ事業として、位置づけ

られて９月に正式決定します。中学校の卒業生については昨年から贈ってい

る本でという事ですが、小学校の卒業生の本については、出来れば教育委員

会で検討して決定いただければとの話でした。前回話をしました、「10代の

君たちへ」という本ですが、推薦はしていますがよく検討した上で適当な本

を選んで欲しいという話も出ておりますので、また検討いただければと思い

ます。 

それから、勝山中学校の屋体の屋根の改修工事です。結露対策、音響対策

これについても概算設計を行い、予算要求しています。予算査定では了解を

いただいておりますが、金額も概算ですが５千万円程度かかる様なので十分

説明をしてご理解いただけるようにしたいと思います。 

○小谷委員長 

９月の教育委員会は 29日、10月も決めていただければと思います。 

○沼教育長 

27日が良いと思います。 

○小谷委員長 

それでは、27日でよろしいか。 
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○全員 

異議なし。 

○小谷委員長 

では、27日で予定をしておいてください。 

○小谷委員長 

今後の予定で、８月 25 日(木)２時から学校教育センター研修事業の講演

会がありますので、出席していだければと思います。 

○中井委員 

学校訪問の時期は大体いつ頃ですか。 

○事務局 

10月をメインにして調整します。 

○小谷委員長 

これで第９回教育委員会を終わります。 

○委員 

   一同礼 

（午前 11時 10分 閉会） 


