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令和3年1月備前市教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 開催日時  令和3年1月29日（金） 

開会 午後 3 時 28 分    閉会 午後 4 時 50 分 

 

２ 開催場所  備前市役所 5 階 会議室5-2 

 

３ 会議区分  定例会 

 

４ 出席委員 

 

 

 

 

議席番号 職  名 氏  名 出欠 

１ 委   員 永 島 英 夫 出 

２ 委   員 立 花   朗 出 

３ 委   員 髙 取   睦 出 

４ 委   員 小 坂 郁 子 出 

 

５ 出席者 職   名 氏  名 出欠 

 教育長 奥田 泰彦 出 

 教育部長 田原 義大 出 

 教育振興課長 大岩 伸喜 出 

 学校教育課指導係長 瀧口健太郎 出 

 幼児教育課長 波多野靖成 出 

 文化振興課長 畑下 昌代 出 

 社会教育課長 竹林 幸作 出 

 

６ 付議事件   議案等付議事項のとおり 

 

７ 会議状況   議事録のとおり 

傍聴人 なし  非公開 あり 

 

８ 署名委員    3番 髙 取   睦 

 

９ 書  記    教育振興課総務計画係長 難波 広充 

教育振興課総務計画係  草加 成章 

         

10 そ の 他        次回開催日時・場所 

日時  令和3年2月15日（月）午後1時30分 開会 

場所  備前市役所 5階 会議室5-2 

公表版 
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議 案 等 付 議 事 項 

 

区  分 案   件   名 

 

議案第 1号 

 

報告第 1号 

 

報告第 2号 

 

報告第 3号 

 

 

報告第 4号 

 

報告第 5号 

 

報告第 6号 

 

 

令和元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について 

 

三石中学校・吉永中学校統合準備委員会について 

 

スクールバスの事故について 

 

令和３年度全国学力・学習状況調査及び令和3年度岡山県学力・学習状況調査への参

加について 

 

備前市歴史文化総合活用推進協議会設置要綱の制定について 

 

熊沢蕃山創作絵本・紙芝居公募事業について 

 

備前市立図書館整備事業について 

 

 

午後 3 時 28 分 開会 

 

 

教育長 委員の皆様には、令和3年1月教育委員会会議定例会にご出席いただきありがとうござい

ます。 

 それでは、定例会を開会します。ただいまの委員の出席は、全員であります。定足数に達して

おりますので、令和3年1月備前市教育委員会会議定例会を開会いたします。 

それでは、議事に先立って、12月定例教育委員会会議以降の教育行政の概要、政務について報

告いたします。 

12月12日、閑谷学校創学350年・熊沢蕃山没後330年記念「才徳兼備・経世済民 熊沢蕃山の魅

力」フォーラムを開催し、出席しました。パネラーから熊沢蕃山に寄せる熱い思いが伝わってく

るフォーラムとなりました。 

12月15日、中学校統合について説明してほしい旨の要請があり、伊里公民館で行われた説明会

に出席しました。情報が錯綜し、統廃合についての認識の違いから、保護者の中に混乱している
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様子が見られることから、中学校統廃合の経緯や進捗状況等について保護者同士が、共通認識を

もつための説明会でした。 

12月17日、岡山教育事務所と令和2年度末教職員人事について、ヒアリングを行いました。この

人事のねらいは、学校の活性化と人材育成であり、教育水準の向上をめざして全県的な視野に立

って行われるものです。県の人事異動の方針についての説明を受け、備前市の人事上の課題を中

心に意見交換しました。 

12月20日、市民センターで開催された市民ミュージカル「閑谷の森の論語キッズ」を鑑賞しま

した。閑谷学校の歴史や論語を学ぶ物語について子どもたちを含め地域住民40人が熱く演じまし

た。 

12月21日、和気閑谷高等学校学校運営協議会に出席しました。学校経営計画の中間評価、文部

科学省事業の中間報告、進路実績、生徒募集に係る取組等について説明を受け、質疑応答を行い

ました。その後、来年度の学校運営計画策定に向けてグループ協議を行いました。小中校の学校

間、産学官の連携が深まっていることを感じました。 

1月5日、園長会に出席しました。あいさつの中で、まず、感染症対策に取り組んでいる労をね

ぎらいました。次に、コロナ禍で保育活動が制限され計画が十分遂行できなかった部分もある

が、原点に立ち返って保育活動についてじっくり考える機会となり、子どもたちにとって本当に

必要な保育活動が見えてきたのではないかという話をしました。今後子どもの可能性を引き出す

ための活動を園内で協議してほしいことを中心に話しました。 

1月6日、定例校長会を開催しました。あいさつの中で,冒頭、感染症対策にご功労をおかけして

いること、きめ細かな配慮で感染が広がる事態となっていないことに感謝しました。また、コロ

ナ禍の中で見えてきた子どもたちにとって本当に大切なことを見極めてほしいことなどを話しま

した。 

1月7日、市内の小中学校で始業式が行われました。それぞれの学校で学年のまとめや締めくく

りを行う３学期がスタートしました。 

1月10日、備前市成人式を開催しました。7日に1都3県に緊急事態宣言が出されたため、対応に

苦慮しましたが、式典の規模を縮小したり、感染予防対策を徹底したりして開催しました。今年

は、263人の成人が出席し、新成人の節目をお祝いしました。 

1月21日、県教委による市教委訪問がありました。県教委から「第3次晴れの国おかやま生き活

きプランの推進について」「第3次岡山県教育振興基本計画の推進について」の説明があり、学力

向上の取組とＧＩＧＡスクール構想の推進・進捗状況について意見交換を行いました。 
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1月22日、文化財防火訓練を真光寺で実施しました。全国文化財防火運動の一環として、貴重な

文化財を火災、震災等の災害から守るために行うものです。的確で機敏な防火訓練となりまし

た。 

同日、図書館整備方針に係るタウンミーティングを開催しました。市民の参加は12名と少数で

したが、図書館の整備方針について自らの思いを熱心に語り合うことができました。 

以上で報告を終わります。 

それでは、議事に入ります。 

まず、1番の前回定例会会議録の承認ですが、令和2年12月定例会の会議録について、委員の皆

さんでお気づきの点はございませんか。 

教育委員（異議なし） 

教育長 ないようですので、令和2年12月定例会の会議録については承認することとします。 

次に、2番 会議録の署名委員の決定ですが、本日は、3番の髙取委員にお願いいたします。 

次に、3番の教育長報告のうち「生徒指導経過」等に関する部分は、会議規則第15条第1項第4号

及び第6号の規定に基づき、個人に関する情報を含む、会議を公開することにより個人の権利利害

を害するおそれのある事項、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい

支障を生ずるおそれのある事項として、非公開とするよう発議します。 

このことに賛成の委員は挙手願います。 

教育委員 （全員挙手） 

教育長 全会一致により非公開と決定しました。 

それでは、3番、学校及び園の現状報告をいたします。 

非公開該当部分の報告になりますので、非公開とします。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・【 非公開審議 】・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 次に、4番 議案等付議事項について審議を行います。 

 まず、議案第1号 令和元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について、

事務局から説明願います。 

教育振興課長 議案第1号 令和元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に

ついて、報告及び公表したいので、備前市教育委員会の承認を求めるため、備前市教育委員会事

務委任規則第2条第1号の規定により、提案するものです。 
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それでは、別冊の報告書をご覧ください。 

1ページには、点検評価の趣旨、法的根拠を明示しています。 

2ページから5ページには、令和元年度教育委員会の活動状況として、教育委員の就任状況、教

育委員会会議の開催状況、教育委員会会議の審議・報告等の案件、教育委員の活動状況を掲載し

ております。 

6から7ページには、施策の概要と総合計画の施策の体系を掲載しております。 

9から24ページには、本市が行った施策評価に基づき、教育行政の点検・評価及び決算状況等を

掲載しております。 

25ページから28ページには、施策ごとの教育委員の皆様から頂戴した意見を掲載しております。 

最後に29ページから30ページには、学識経験者の意見を掲載しております。 

内容等ご審議いただき、これを公表してよいかお伺いします。 

なお、2月定例備前市議会最終日に報告する予定としておりますので、ご意見等の修正・訂正を

この場であるいは次回までにお願いいたします。以上で簡単ではありますが、説明を終わります。 

教育長 議案第1号の説明が終わりました。何かご質問、ご意見はありませんか。 

教育委員 これは令和元年度の評価ですね。教育委員の意見として、令和2年度の状況を踏まえた

意見も出していますが、これは大丈夫ですか。 

教育振興課長 現状の課題認識ということでよろしいかと思います。 

教育長 ほかにありませんか。 

教育委員（質問なし） 

教育長 ないようですので、議案第1号を承認してよろしいか。 

教育委員（異議なし） 

教育長 異議がないようですので、議案第1号については承認することといたします。 

以上で、議案第1号の審議を終わります。 

次に、報告第1号 三石中学校・吉永中学校統合準備委員会について、事務局から説明願いま

す。 

教育振興課長 報告第1号 三石中学校・吉永中学校統合準備委員会について、ご報告させていた

だきます。 

5ページをお開きください。統合準備委員会の進捗状況についてでありますが、お配りしていま

す資料をご覧ください。これは現在、市のホームページに掲載しています幹事会、各部会の要点

録です。幹事会では、学校名の取り扱いについて、2ページの一番下、「①」、「②」のとおり委
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員から言われており、教育委員会事務局で方針案を出す方向で決定しました。学校名を提案する

際には、比較検討したものを点数化したものを作成し説明することで進めていきたいと考えてお

ります。 

4ページは総務部会ですが、通学方法、学用指定品、学校環境整備について検討しており、近々

制服についてのアンケート調査を実施することになっています。 

6ページは学校部会ですが、令和3年度の事前交流について協議しています。 

7ページから11ページはPTA部会ですが、PTA組織、地域行事への関わり方、PTA行事について協

議しています。 

12ページから13ページは記念事業部会ですが、過去の記念誌、式典なども参考にしながら協議

しています。以上でございます。 

教育長 報告第1号の説明が終わりました。何かご質問、ご意見はありませんか。 

教育委員 校名の取扱いが大変ではないかと思います。ホームページに掲載されていますが、吉

永地区の市民から反応はありましたか。 

教育振興課長 1月18日に幹事会を開催し会議録を承認していただき、1月19日にホームページに

掲載しましたが、伊里地区の方から1件問い合わせがありましたが、その他には問い合わせはあり

ませんでした。 

教育委員 吉永中の校名が変更になると、閉校ということですか。また、統合に伴って校名を変

更する場合、閉校式はするのですか。 

教育振興課長 校名を変えるとすれば、区切りとして閉校式典をして、開校式典を行うのが良い

と思います。 

教育長 もう一つの考え方がありまして、例えば、校名を変えない場合でも一旦閉校し、三石の

生徒が入った統合した新しい中学校、吉永中学校とするという方法もあります。いろいろな事例

がありますので今後協議していかなければなりません。 

教育委員 吉永中学校も閉校式をするなら、検討委員会を設置することになりますか。 

教育振興課長 記念事業部会のような部会を吉永中でも設置することになると思います。 

教育長 三石のように記念誌を作るかどうか、閉校式をするかどうかなど協議をしていかなけれ

ばなりません。 

教育委員 方針として具体的にどのようになるのかよくわからない。 

教育振興課長 どのような障害があるか、長所は何かなど項目を作り、それを点数化し、表で説

明していくように考えています。 
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教育委員 その説明は、地域ですか、保護者ですか、どこの場で説明をするのですか。 

教育振興課長 まずは幹事会で行います。個人としての意見が出しにくいということもあるの

で、教育委員会で校名の取扱いについての方針を出していきます。 

教育長 点数化するというのは、案を出すための資料として、幹事会委員の皆様に説明するため

の根拠となる資料作りを教育委員会がするということです。 

教育委員 感情的なものもあるので、校名の議論は難しい。 

教育部長 さきほどから申し上げています点数化したものとかそういったものについては、委員

の方から説明するのにそういったものが必要なので示してほしいという意見がありましたので、

教育委員会で検討しているということです。 

教育委員 この第1回幹事会の要点録を読むと、最初のあたり良い雰囲気ではないようなんですけ

れど。とっかかりの、吸収統合か、対等統合か、新しい学校をつくっていくとか認識の違いがあ

る。校名についても同じです。三石と吉永で折り合いのつくような議論にならないのではないか

ということが予想される。最初の新しい学校を作っていくんだということをもう少し十分こう徹

底するというか、そういう方向が、なかなか理解が得られないかもしれないが、説明していく必

要があると思います。 

教育部長 2回目の幹事会でご意見をいただきましたが、平行線という形でお互い歩み寄るという

ことがなかなか難しい状況になっております。どうしたらいいかというように陥っていますが、

共通した意見として、統合は子どものために良い学校づくりを一緒やっていきたいんだ、また、

校名のことで子供たちが振り回されるとかは良くないという認識があって、そのことで子供たち

が犠牲になってはいけない、統合にあたってお互いもめたくないというのが、共通した意見でご

ざいます。 

教育長 校名でもめて決着がつかず、統合できなくなるようなことにはしたくないということを

三石の方も吉永の方も言われております。 

教育委員 もちろんそのとおりで、せっかくここまで来て合併という方向性は決まっているの

で、ぜひ折り合いをつけて子供のためにうまくいくように、保護者も地域の方の思いもそうだと

思います。 

教育委員 通学の方法はどうなりますか。 

教育振興課長 自転車、ＪＲでの通学のほか、スクールバスは、基本的には幹線道路を主体に2路

線、2便、部活と普通便を朝晩走らせる予定です。今の備前中と同じような運行を考えています。 

教育長 ほかにありませんか。 
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教育委員（質問なし） 

教育長 ないようですので、報告第1号を終わります。 

次に、報告第2号 スクールバスの事故について、事務局から説明願います。 

教育振興課長 報告第2号 スクールバスの事故について、2件ご報告させていただきます。 

1件目は、令和3年1月15日、午後3時25分頃、備前中からの下校バスで生徒15人が乗っておりまし

たが、久々井から鶴海に抜けるセンターラインのない登りの右カーブで、対向してき普通車と、

スクールバス右後部と相手方の右後部と接触しました。スクールバスは咄嗟に左に避けた際、ガ

ードレールに接触し、ウインカーを破損しました。双方に怪我はありませんでした。警察もよび

状況説明をしており、現在、相手方と示談交渉をしています。しかしながら、先月、令和2年12月

10日にも、ほぼ同じ場所で同じような接触事故がありましたので、保護者の方に事故の報告とお

詫びの文書を送付するとともに、運転手には、同場所を含む山道については危険箇所として慎重

に運行すること、事故を防ぐため「安全速度」で運行すること、対向に当たっては停車してやり

過ごすなど「防衛運転」を徹底すること指示しております。 

2件目は、令和3年1月22日、午後14時頃、伊里共同調理場から吉永小学校への下校便に向かう

際、県道に近道しようと伊里川の橋を通過の折、曲がり切れずガードレールに接触し右後輪前部

の側面を30センチ程度損傷しました。この事故で負傷者等はありませんでした。運転手が往路と

同じ道を通らず『通れるだろう。』と安易に通行したのが要因の一つです。教習を行い「安全運

転」を徹底すること指示しております。以上でございます。 

教育長 報告第2号の説明が終わりました。何かご質問、ご意見はありませんか。 

教育委員（質問なし） 

教育長 ないようですので、報告第2号を終わります。 

次に、報告第3号 令和3年度全国学力・学習状況調査及び令和3年度岡山県学力・学習状況調査

への参加について、事務局から説明願います。 

学校教育課指導係長 報告第3号 令和3年度全国学力・学習状況調査及び令和3年度岡山県学

力・学習状況調査への参加について、ご報告させていただきます。 

8ページをご覧ください。 

令和3年度も、全国学力・学習状況調査 及び 岡山県学力・学習状況調査が実施されます。 

9ページから11ページに全国学力・学習状況調査について、調査の概要をまとめています。令和

3年度調査の変更点として、調査期日が「令和3年5月27日、木曜」となっています。11ページに

は、経年変化分析調査及び保護者に対する調査への参加及び協力に伴う事項についてまとめてい
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ます。令和3年度調査では、日生西小学校が国語、三石中学校が数学において指定されていますの

で、協力することとしています。 

12ページ、13ページには、岡山県学力・学習状況調査について、調査の概要をまとめていま

す。令和3年度調査の変更点は、全国調査の調査期日変更に伴い、同一日である「令和3年5月

27日、木曜」になっています。 

どちらの調査においても、結果をもとに、教育委員会は今後の学校の指導・施策に生かし、学

校は今後の学習指導の資料として活用し充実を図ることを中心に対応していきたいと考えていま

す。以上です。 

教育長 報告第3号の説明が終わりました。何かご質問、ご意見はありませんか。 

教育委員 参加するということで、良いことだと思います。調査・分析をするだけでなく、各校

における結果の活用という点にも十分配慮してやってほしいと思います。 

教育長 ほかにありませんか。 

教育委員（質問なし） 

教育長 ないようですので、報告第3号を終わります。 

次に、報告第4号 備前市歴史文化総合活用推進協議会設置要綱の制定について、事務局から説

明願います。 

文化振興課長 報告第4号 備前市歴史文化総合活用推進協議会設置要綱の制定について、ご報告

させていただきます。 

要綱の内容につきましては、15ページをご覧ください。制定理由といたしましては、市内にあ

る文化財の適切な保護及び積極的な活用を総体的に行うことにより、地域の文化振興等を推進す

るための協議会設置要綱です。 

今後、この協議会の中で、現在策定しております備前市文化財保存活用地域計画について策

定・協議を行って行きたいと思います。 

ここで備前市文化財保存活用地域計画の現在の状況について報告いたします。 

文化庁の補助金である文化芸術振興費補助金、文化遺産総合活用推進事業の文化財保存活用地

域計画書作成事業を活用し、備前市の地域の文化財及びその周辺を総合的に保存・活用を図ると

ともに、地域の文化財の防火体制・防災方針等を確立するため、当初は平成31年度・令和2年度の

2ヶ年計画で「備前市文化財保存活用地域計画」を策定し、認定申請する予定でした。しかし、文

化庁とのヒアリングを進める中で、当初の作業工程から方針が変わり、素案の作成が遅れており

ます。今後、今年度内に素案を作成し、文化庁とのヒアリングを行い、備前市歴史文化総合活用
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推進協議会による協議を進め、来年度中には保存活用地域計画書の作成及び文化庁への認定申請

を行う予定です。以上でございます。 

教育長 報告第4号の説明が終わりました。何かご質問、ご意見はありませんか。 

教育委員 年に何回くらい協議会の開催を想定しているのですか。 

文化振興課長 計画書の策定のため、今年度は1回しか開催できませんが、来年度初めに1回から

2回開催する方向で考えています。 

教育長 ほかにありませんか。 

教育委員（質問なし） 

教育長 ないようですので、報告第4号を終わります。 

次に、報告第5号 熊沢蕃山創作絵本・紙芝居公募事業について、事務局から説明願います。 

文化振興課長 報告第5号 熊沢蕃山創作絵本・紙芝居公募事業について、ご報告させていただき

ます。 

熊沢蕃山顕彰事業創作絵本・紙芝居公募事業について、令和2年8月3日から12月25日までの期間

での応募登録受付は、絵本部門は16件、紙芝居部門は5件で、合計21件の応募がございました。 

作品提出は、令和2年11月2日から令和3年1月29日まで受け付けておりますが、受付は今日現在

で絵本部門は3件、紙芝居部門は2件で、合計5件の提出でございますが、当日消印まで有効ですの

で、ぎりぎりまで作品の応募があると思います。 

今後の審査のスケジュールといたしましては、2月１日の月曜日、事務局より審査員あてに全作

品を複写したものと一次審査表を送付いたします。2月10日水曜日頃を目途に、一次審査を事務局

へ提出してもらいます。2月19日金曜日までに最終審査に出される作品を審査員にお知らせし、審

査員からの各作品へのコメントをまとめます。2月26日金曜日の予定で最終審査を開催し、3月上

旬に審査結果の公表をホームページ等で行い、3月中旬に受賞者へ表彰状、副賞授与となっており

ます。以上でございます。 

教育長 報告第5号の説明が終わりました。何かご質問、ご意見はありませんか。 

教育委員（質問なし） 

教育長 ないようですので、報告第5号を終わります。 

次に、報告第6号 備前市立図書館整備事業について、事務局から説明願います。 

社会教育課長 報告第6号 備前市立図書館整備に係る資料作成についてご報告いたします。 

「図書館整備基本構想」における施設整備の方向性についての比較検討資料をお手元にお配りし

ております。 
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先の委員会では抜粋のみ説明させていただきましたが、現在までの経緯、各ケースにおける平

面図、概算工事費等をまとめたものとなっています。 

1ページに、「事業の背景・目的と経過」として、知識拠点施設としての位置付け、現施設の収

蔵・配架等の問題点等を記載、平成30年からアンケート調査、基本構想策定等を行っています。 

2ページに、基本構想からの抜粋で「基本理念・方針」として基本コンセプト、役割、図書館

像、整備の基本的な考え方などを掲載しています。 

3ページ以降、第1案、既存施設の増改築のA案として、既存施設を図書館とホールの大きく2つ

の機能とするものです。 

4ページから、立面イメージ、各階のイメージカット、各階の改修前と改修後の平面図となって

います。 

18ページが、概算工事費、工期となっています。 

21ページ以降、増改築のB案として、ホールと貸館部分を残し、建物を増築のうえ図書館スペー

スを確保するものです。 

22ページから、立面イメージ、各階のイメージカット、各階の改修前と改修後の平面図となっ

ています。 

36ページが、概算工事費、工期となっています。 

39ページ以降、第3案として、新たに図書館を整備する場合で、備前市の人口規模により目安と

なる図書館規模とした場合での、建物のイメージ図及び平面図となっています。 

48ページが、概算工事費、工期となっています。 

以上、整備方針の検討のための資料となります。 

なお、本資料により既に1月22日にタウンミーティングを実施、2月6日に第2回目を開催するこ

ととしています。 

 その後、タウンミーティング等での意見も参考にしながら、整備事業の方向性が示せればと考

えています。以上でございます。 

教育長 報告第6号の説明が終わりました。何かご質問、ご意見はありませんか。 

 当初は3案の構想がありました。一つは既存の施設を増改築して図書館を整備するというもの、

二つ目は、他の公共施設をリノベーションして図書館に整備するというもの、三つめは新築する

というものでした。その後、リノベーションして図書館にできる既存の公共施設がないというこ

とで、現在ある市民センターを改修増築する案を二つに分けて、一つは貸館を含めて図書館を整

備していく案、もう一つが貸館を残して図書館を整備していく案、いずれの場合もホールは残し
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ていくものです。もう一つが新しい土地を求めて新築するというものです。 

今後どういう方針で行くかを決めるための資料提示であり、市民を対象としたタウンミーティ

ングの資料です。いろいろな意見を入れて、改めて設計ということになります。 

教育委員 要望ですが、市民センターを改修する場合、駐車場の検討を必ず入れてください。駐

車場がないと利用が難しいと思います。 

社会教育課長 市民センターの駐車場55台程度に加え中国銀行前の駐車場があります。改修後も

駐車場の確保が必要と考えています。いくらかでもプラスで整備できればいいなと思っていま

す。 

教育委員 中国銀行前の駐車場はいつも一杯のように思うで、よろしくお願いします。 

教育部長 補足ですが、18ページに市民センターの改築案が出ています。改築は既存施設の改修

も含めて行いますので、費用の中に含まれています。ホールの天井の改築も必要になるので含ま

れた積算になっています。建築から年数がたっており施設が老朽化していますし、改修が迫られ

ておりその費用が入った改修案となっています。 

新築の場合は、48ペーです。上屋のみの積算です。新しく土地を求めることになると、その取

得費用が必要になる課題もあるということも含めて、いろいろ検討していくことになります。 

教育委員 今は図書館単体というのではなくて、それに付随した施設を併設するのが最近の傾向

だと思います。ホールと図書館とか、貸館と図書館、展示室と図書館というように。利用する側

からすると単体では不便です。また、最近大きい車が多いので駐車枠に止めにくいので、このこ

とも含めて駐車場を近くに整備してほしいです。 

教育長 複合施設と駐車場の整備をというご意見ですね。 

教育委員 多目的スペースに机を置くだけでなく、自習できる静かなスペースの検討もお願いし

たい。 

教育委員 受験生、高校生がＪＲを利用して、また家族に車で送ってもらって、瀬戸内市の図書

館を利用していました。市の図書館には静かに勉強できるスペースがない。受験勉強できるよう

なスペースも考えてもらいたいと思います。「教育のまち」を掲げているのですから。 

社会教育課長 カフェや学習スペースを設けるという意見は市民アンケートにもありました。今

回の増改築案Ａ案にもＢ案にも学習スペース等配置できるようにしています。 

教育長 ほかにありませんか。 

教育委員（質問なし） 

教育長 ないようですので、報告第6号を終わります。 
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次に、5番 次回の教育委員会会議の決定ですが、事務局案を説明願います。 

教育振興課長 2月の定例会につきましては、12月の定例会でもお伝えしておりましたが、2月

15日月曜日、午後1時30分から市役所5階会議室で開催することを提案いたします。 

 また、3年月定例会につきましては、3月26日金曜日、午後1時30分から市役所5階会議室で開催

することを提案いたします。 

教育長 それでは、次回定例会は、2月15日月曜日、午後1時30分から市役所5階会議室で開催する

ことで、いかがでしょうか。 

教育委員（異議なし） 

教育長 それでは、次回教育委員会会議定例会は、2月15日月曜日、午後1時30分から市役所5階会

議室で開催いたします。また、3月定例会は、3月26日金曜日の予定とし、会場は市役所5階会議室

で行いたいと思います。 

 3月の中旬に県費教職員の人事異動議案件を持ち回りさせていただきます。日時については電話

等で調整させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

次に、6番 2月の行事予定、共催・後援予定が事務局より提出されています。何か質問はありま

せんか。 

教育長 ほかに行事予定等でありますか。 

文化振興課長 文化振興課よりお知らせします。 

 令和3年1月31日に予定しておりました「備前市論語かるた大会」は、感染予防対策を徹底した

うえでの開催を模索しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、この時期に開

催することは適切でないとの判断から実行委員会で中止の決定をしております。 

 次に、「備前歴史フォーラム2020」につきましても、1月16日、17日の土曜、日曜に開催を予定

しておりましたが、半数以上が県外からの参加であり、講演、報告の時間も長いということから

現状を踏まえ、実行委員長と協議した結果、中止の決定をしております。 

次に、「熊沢蕃山顕彰事業のクラウドファンディング」の状況ですが、当初の募集期間、10月

1日からの12月29日の90日間、目標額を300万円として募集しておりましたが、3分の1ほどしか集

まらなかったので、目標達成に向け、1月31日まで期間延長しておりました。受付終了間近になっ

て目標額300万円を超えることができました。今日現在のホームページ上で326万8千円になってお

ります。皆様の温かいご支援に感謝いたしております。いただきました寄付金につきましては、

今年度の絵本、紙芝居の作品募集、展示品の作成、また来年度の蕃山顕彰事業に活用させていた

だきたいと思っております。 
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次に、お手元に文学賞の冊子を配布しています。今年度、51名が受賞されております。本来な

ら、1月の第3土曜日に表彰式を行う予定にしておりましたが、コロナの関係上こちらも中止して

おります。お手元に配布してございますのでご覧ください。   

次に、チラシとして加子浦歴史文化館で行われます巡回展ですが、1月20日から3月29日まで、

「交易する人々」ということで開催しております。こちらにつきましては、3月6日に「古代の塩

づくり」ということで、土器を使って塩を作ります。申し込み等はございませんので興味があり

ましたらご参加ください。よろしくお願いします。以上です。 

社会教育課長 備前市成人式についてご報告いたします。 

 令和3年備前市成人式につきましては、1月10日、日曜日に開催、備前市の新成人263名に参加い

ただいています。 

当日は、感染症対策として、入場者を限定、座席の間隔を確保したうえで、参加者には事前の

体調管理、当日の検温・マスク着用・消毒等を呼びかけるなどして実施しております。 

 次に、備前市えびす駅伝競走大会について報告いたします。 

 本大会につきましては、実行委員会の主催により2月11日、木曜日の開催に向けて参加チームの

募集など準備を進めてまいりました。 

 しかしながら、新型コロナウィルス感染症の拡大により、岡山県への「医療非常事態宣言」、

全国的な感染症拡大等を受けまして、実行委員会にて改めて協議の結果、残念ながら大会の中止

が決定されています。以上でございます。 

幼児教育課長 令和2年度の卒園式について報告します。 

新型コロナ対策中の卒園式ですが、期日は令和3年3月18日木曜日がこども園、19日金曜日が保

育園です。小中学校と同様で来賓なし、市、市教育委員会からの出席もなしで行います。保護者

の出席も最大2名であり、事前に名簿を作成し検温などを実施したうえで席も指定する予定です。

在園児の参加はなし、卒園児を送る言葉や歌は先撮りしておき、ビデオで上映します。簡素な中

でも親子で、担任の教職員と心あたたまる式を開催できればと、各園それぞれ計画中であります。 

なお、入園式は4月9日金曜日が保育園、13日火曜がこども園です。入園式も卒園式と同じ体制で

行います。 

教育長 例年ですと、卒業式、卒園式、入学式、入園式に教育委員さんにも分担してご臨席いた

だくわけですが、コロナ禍のため、園児、児童、生徒と保護者、そして教職員のみで行うことを

決定しましたのでご了解願いたいと思います。日頃生活を共にしている保護者や教職員の参加で

あれば、大丈夫であろうという考えからです。ご理解いただきたいと思います。 
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教育長 他に事務局から何かありますか。 

ないようですので、委員さんから何かありましたらお願いします。  

教育委員（発言なし） 

教育長 ないようですので、以上で1月の教育委員会会議定例会を閉会します。 

 

 

 

午後 4 時 50 分 閉会 

 

 

 

備前市教育委員会会議規則第16条第2項の規定により、下記に署名する。 

 

 

 

会議録署名委員   教育長 

 

 

委 員 


