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令和3年3月備前市教育委員会定例会会議録 

 

 

１ 開催日時  令和3年3月26日（金） 

開会 午後 1 時 30 分    閉会 午後 2 時 46 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 

 学校教育課長 岩井 典昭 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 あり  非公開 あり 

 

８ 署名委員    1番 永 島 英 夫 

 

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4月19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 9号 

 

議案第10号 

 

議案第11号 

 

議案第12号 

 

協議第 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 

 

報告第 7号 

 

 

地方自治法第180条の2の規定により委任する事務の変更について 

 

備前市教育委員会事務委任規則の一部を改正する規則の制定について 

 

備前市教育委員会申請書等の押印の省略に関する規則の制定について 

 

教育委員会事務局職員等の任免について 

 

備前市立図書館整備事業について 

 

三石中学校・吉永中学校統合準備委員会について 

 

備前市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規程の制定について 

 

備前市私立保育園廃園補助金交付要綱を廃止する要綱の制定について 

 

備前市一時保育事業実施要綱の一部を改正する要綱の制定について 

 

熊沢蕃山顕彰推進会議について 

 

熊沢蕃山創作絵本・紙芝居公募事業について 

 

備前市文化財保存活用地域計画について 

 

 

 

午後 1 時 30 分 開会 

 

 

教育長 委員の皆様には、令和3年3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3月備前市教育委員会会議定例会を開会いたします。 

本日の教育委員会会議に傍聴を希望されている方がおられます。 

備前市教育委員会会議規則第15条の規定により、会議は公開することになっており、教育長の
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許可をもって傍聴を認めることとします。なお、議事・発言内容に係る委員会の協議は、申し合

わせに沿って行います。 

それでは、傍聴人の入室並びに会議の傍聴を許可いたします。 

 

（傍聴人入室） 

 

委員並びに出席職員、そして、傍聴者に申し上げます。 

教育委員会会議の議事等会議は、人事、争訟のほか、市議会の議決を経るべき事項の原案、個

人・団体情報を公開することで権利利害に影響を及ぼすおそれのある事項、例示いたしますと、

問題行動や児童生徒指導上の案件などにあっては、委員会の議決をもって非公開といたします。 

非公開審議の事例は、かなり繁雑にありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 

委員会会議規則及び委員会申し合わせにより、議事内容や発言内容に関する指摘は、あらかじめ

分かる場合は、教育長から発議し、そうでない場合は、発言途中であっても、委員並びに出席職

員からの発言を認めますので、教育長にその旨を告げていただき、私から発議するなど所要の手

続きを行いたいと思います。 

なお、会議を非公開とする旨の議決があった場合、休憩中の委員会協議などの場合は、傍聴人

は職員の案内に従い、速やかに退室していただきますようお願い申し上げます。 

非公開審議又は休憩中の委員会協議が終了し次第、あらためて入室を認め、ご案内いたします。 

以上よろしく申し上げます。 

それでは、議事に先立って、2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、資

料をもとに報告いたします。 

教育行政の概要、政務についてですが、 

2月16日、定例校長会を開催しました。冒頭のあいさつで、最終面談と人事ヒアリングを総括す

るとともに、今後、数値で測れる認知能力だけでなく、数値で測れない非認知能力の育成にも力

を入れてほしいこと等を話しました。 

2月24日、令和3年2月議会定例会が3月24日までの日程で開会しました。 

3月2日、片上高校で卒業式が行われ、卒業生7名が巣立っていきました。 

3月3日～5日、10名の議員から教育行政に関して一般質問を受けました。主なものとして、図書

館整備、スポーツ振興計画、中学校の統廃合、GIGAスクール構想、学校の防災体制の構築等につ

いての質問でした。 
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3月10日、熊沢蕃山創作絵本・紙芝居作品募集に係る最終審査結果の記者発表を行いました。応

募数は、絵本部門で5件、紙芝居部門で4件でした。最終審査で、絵本部門で山谷和子さんの「天

と人と 岡山賢人伝熊沢蕃山の物語」が最優秀賞を、紙芝居部門でアハルテケさんの「蕃山 知

の旅」が優秀賞を受賞しました。絵本部門最優秀賞受賞の山谷さんと会場とをリモートで結び、

喜びを分かち合いました。 

3月12日、市内の中学校で卒業式が行われました。5中学校合わせて186名の生徒が成長した姿を

見せ、巣立っていきました。 

3月13日、旧閑谷学校で開催された、楷の木賞表彰式に出席しました。楷の木賞は、市民の主体

的な学びを促進するため、人づくり政策の一環として設けられたものです。今年度は、地域貢献

賞1団体1個人、スポーツ賞1個人、芸術文化賞1団体、学び賞3団体が表彰されました。大賞は、長

年にわたるけん玉による子どもたちの健全育成の取組が評価された、西川政典さんが受賞されま

した。 

3月15日、令和2年度末人事異動の一般人事の内示を行いました。今年度は、8名の先生が退職、

11名の先生が市外へ転出します。また、市外から11名の先生を迎え、市内異動は6名です。なお、

新採用の先生方を9名迎えることになりました。 

3月16日、歴史文化総合活用推進協議会を開催しました。委員の皆様から備前市文化財保存活用

地域計画（素案）について様々な意見をいただきました。 

3月18日、交通安全対策協議会へ出席しました。交通事故の発生状況の報告を受け、春の交通安

全県民運動実施計画について協議しました。 

同日、市内の認定こども園で卒園式が行われました。市内8認定こども園で187名の子どもたち

が小学校への期待を胸に卒園しました。 

3月19日、令和2年度末人事異動の管理職への内示を行いました。今年度末、校長3名、教頭2名

の総勢5名の管理職が退職します。また、昇任関係では、校長1名、教頭5名、主幹教諭1名です。 

同日、市内の保育園で卒園式が行われました。市内2保育園で16名の子どもたちが小学校への期

待を胸に卒園しました。 

同日、統合準備委員会を開催しました。 

3月22日、三石出張所・公民館の竣工式、三石ふれあいセンター開所式・落成式を開催しまし

た。鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造の平屋建ての複合施設です。三石地区の新たなシンボルが

できました。 

同日、寄付案件が2件ありました。1件は、株式会社ヨータイから吉永認定こども園へ卓球台2台
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とラケットの寄贈です。もう1件は、こくみん共済から市内のこども園、保育園へボール100個の

寄贈です。有意義に使わせていただくとともに、園児の運動への関心を高めることにつながれば

と思います。 

3月23日、市内の小学校で卒業式が行われました。市内10小学校で217名の児童が中学校への進

学に夢と期待をもち小学校を後にしました。 

同日、瀬戸法人会から寄付の目録贈呈がありました。社会科の学習に役立ててほしいというこ

とで、税金の仕組みを収めたDVDを各小中学校に新年度配布する予定です。 

3月24日、令和3年2月議会定例会が閉会しました。補正予算、一般会計予算が原案通り可決され

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3年2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3年2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、1番の永島委員にお願いいたします。 

ここで、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として、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、また、本日追加でお配りしました議案第12号「教育

委員会事務局職員等の任免について」は、会議規則第15条第1号の規定に基づき、人事に関するこ

ととして非公開とするよう発議します。 

 また、申し合わせにより、議案第12号「教育委員会事務局職員等の任免について」は、「生徒

指導経過」等に関する部分に引き続き、審議いたします。 

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。 

傍聴人は退席をお願いします。 
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・・・・・・・・・・・・・・・【 非公開審議 】・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

（傍聴人入室） 

 

教育長 引き続き、4番 議案等付議事項について審議を行います。 

 議案第9号 地方自治法第180条の2の規定により委任する事務の変更について、事務局から説明

願います。 

教育振興課長 議案第9号 地方自治法第180条の2の規定により委任する事務の変更について、ご

説明いたします。 

備前市長の職務権限に属する事務の一部を備前市教育委員会に委任する規則の一部改正につい

て、市長部局より意見を求められているものです。新旧対照表の5ページから6ページをお開きく

ださい。 

改正の目的は事務の効率化を図るもので、同規模の他市の状況を参考に市長部局が改正するも

のです。改正点は、1件当たりの委任金額を増額するとともに所掌事務の規定整備をしています。 

以上でございます。 

教育長 議案第9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 見直しの件には賛成です。教育委員会以外に他の部局も含めて見直すということでし

ょうか。 

教育振興課長 市長部局も同様に改正するもので、それに伴い協議が来ているところでございま

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9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9号については承認することといたします。 

以上で、議案第9号の審議を終わります。 

次に、議案第10号 備前市教育委員会事務委任規則の一部を改正する規則の制定について、事

務局から説明願います。 
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教育振興課長 議案第10号 備前市教育委員会事務委任規則の一部を改正する規則の制定につい

て、ご説明いたします。 

先程の備前市長の職務権限に属する事務の一部を備前市教育委員会に委任する規則の一部改正

が承認されたことにから、備前市教育委員会事務委任規則の一部改正を行うものです。新旧対照

表の9ページをお開きください。 

改正の目的は事務の効率化を図るもので、改正点は、1件当たりの委任金額を増額するとともに

所掌事務の規定整備をしています。以上でございます。 

教育長 議案第10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、議案第10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10号については承認することといたします。 

以上で、議案第10号の審議を終わります。 

次に、議案第11号 備前市教育委員会申請書等の押印の省略に関する規則の制定について、事

務局から説明願います。 

教育振興課長 議案第11号 備前市教育委員会申請書等の押印の省略に関する規則の制定につい

て、ご説明いたします。 

10ページから11ページをお開きください。 

デジタル時代を見据えたデジタルガバメントの実現に向けて、市においても、行政手続きの簡

素化を推進し、市民の負担の軽減と利便性の向上を目的に押印の見直しについて検討してきまし

た。この度、備前市押印見直しガイドラインが策定されたことから、教育委員会においてもガイ

ドラインに準じて事務を進めるため備前市教育委員会申請書等の押印の省略に関する規則を制定

するものです。以上でございます。 

教育長 議案第11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、議案第11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11号については承認することといたします。 

以上で、議案第11号の審議を終わります。 

次に、協議案件の追加がございます。 
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協議第1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 本日、追加提案しました図書館整備事業についてご協議いたします。 

別途配付の資料をご覧ください。 

本件につきましては、昨年度策定した「図書館整備基本構想」に基づき、本年度、整備方針の

比較検討資料を策定、先の委員会において冊子を配布させていただいています。 

今回は、資料として整備ケース比較表、タウンミーティング意見集計表を添付しています。比

較表は、増改築2案、新築案それぞれについての費用、面積、蔵書数となっています。次に、タウ

ンミーティングでの意見として、どのケースが良いかとその理由を掲載していますが、賛成数と

しては増改築案の総数と新築案とは同数となっています。2枚目には、ケースごとに図書館に欲し

い機能に対する意見を掲載しています。 

こうした資料をもとに、市執行部内で先日方向性を協議いただいた結果、配布資料の整備方針

（案）にありますように、「図書館整備については、基本的に既存施設（市民センター）の増改

築により対応する。なお、増改築の内容（規模や付帯機能）については、公民館機能の確保の観

点から、市が計画している他施設との調整を図りながら、詳細を決定する。また、整備時期につ

いては、他施設の整備状況及び市の財政計画等を総合的に勘案のうえ、今後決定する。」ことと

しています。 

方針（案）提案にあたっての考慮事項は、「現在地での整備が可能である。（新たな用地等を

必要としない）市民センター改修との同時施工が可能である。（全体的な整備経費が比較的抑え

られる）複合施設のため管理経費の面で有利となる。」 

また、新施設整備の場合、「建設用地の確保が必要となる。市民センターの改修が別途必要と

なる。単独施設の場合は新たな管理経費が必要となる。」といったことがあげられます。 

内容としては以上でございますが、ご協議をお願いいたします。 

教育長 協議第1号の説明が終わりました。何か質問はありませんか。 

教育委員 費用のことですが、既存施設の市民センターの増改築で対応するとありますが、A案と

B案があると思いますが、どちらに近い感じですか。方向性は出ていますか。 

社会教育課長 説明にありましたように、増改築の内容、規模や付帯機能につきましては、公民

館の貸館機能をどこまで維持するのか、ということが問題となってきます。他の施設の整備状況

を見ながら調整を図っていくということになりますので、現時点でA案とかB案のどちらに近いと

いうことは、はっきりと申し上げられません。この間で調整をしていくということになると思い

ます。 
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教育長 A案かB案のどちらでいくかわからないが、方向性として現在の市民センターの増改築で

対応したらどうかという結論になったようです。 

教育委員 A案かB案でというのが基本的な方向ですが、先般も申し上げましたが、駐車場の問題

はどうなりましたか。 

社会教育課長 A案、B案いずれにしましても駐車台数につきましては、現行の駐車台数は最低確

保するという計画はしております。現時点では新たな用地取得等の予定はありません。具体的な

計画が上がった中ではそうした検討が必要と思っています。 

教育委員 整備方針案の最後の行に、「整備時期については、他施設の整備状況及び市の財政計

画等を総合的に勘案のうえ、今後決定する」とありますが、整備時期の見通しがあれば教えてく

ださい。 

社会教育課長 他の施設の整備時期もはっきりしていませんし、財政状況等も勘案してというこ

とになりますので、今の時点では具体的な時期は申し上げられないということです。 

教育長 ほかにありませんか。 

教育委員（質問なし） 

教育長 質問がないようですので、整備方針について、教育委員会として承認するかどうか、委

員の皆さんで協議をお願いします。 

教育委員（意見なし） 

教育長 御意見等ないようですので、もう一度整備方針を読ましていただきます。 

「図書館整備については、基本的に既存施設、市民センターの増改築により対応する。なお、

増改築の内容、規模や付帯施設については、公民館機能の確保の観点から、市が計画している他

施設との調整を図りながら、詳細を決定する。整備時期については、他施設の整備状況及び市の

財政計画等を総合的に勘案のうえ、今後決定する」 

以上ですが、備前市立図書館整備事業の整備方針については提案のとおり決定してよろしい

か。 

教育委員（異議なし） 

教育長 異議がないようですので、協議第1号については、提案のとおり整備方針を決定すること

とします。 

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
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だきます。12ページをお開きください。 

統合準備委員会についてですが、1月18日の第2回幹事会で、学校名の取り扱いについて、幹事

会の中での発言、意見について個人に責任を負わせない形を考えて欲しいということで、教育委

員会が学校名についての方針案を示すということで了承されました。 

そのため2月5日に開催された第3回幹事会において、学校名を新しい校名、吉永中学校、三石中

学校の3つを候補で評点表に基づき評価した結果、統合後の学校名は「吉永中学校」として新たな

スタートを切るという案を教育委員会が提案しました。 

その方針案を受け、統合を円滑に進めるために、賛成か反対かはっきりさせたいという思いか

ら、三石統合準備委員会が学校名「吉永中学校」を受け入れて統合を円満に進めるか、学校名

「吉永中学校」を受け入れることができないので統合を白紙にするか、という二者択一の投票を

小学校、中学校の保護者を対象に行いました。投票に当たって、事前に三石統合準備委員会が作

成した資料を配布し、さらに今回お配りしている資料により教育委員会も出席して3回保護者の方

に説明会を行いました。投票結果は賛成32票、反対35票でした。内訳は中学校で賛成19票、反対

11票、小学校で賛成13票、反対24票で2件投票していません。 

三石統合準備委員会は、三石の保護者としては、教育委員会が示した提案は受け入れられない

ということで3月19日に開催された第2回統合準備委員会で、この計画を白紙に戻すことを提案さ

れました。吉永の委員にもその提案が了承されるとともに統合準備委員会で了承されたことを教

育委員会会議に諮り、備前市立中学校再編整備実施計画、2校統合計画を最終的にどのようにする

かについて協議、検討していただくことにも了承されました。 

4月の定例会で協議をお願いすることになりますのでご承知おきください。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。 

三石の統合準備委員会が新しい校名を受け入れるかどうかについて、投票を実施したというこ

とですが、この経緯経過について補足説明がありましたらお願いします。 

教育振興課長 2月5日に教育委員会が示しました、「吉永中学校」という名前で新たなスタート

を切るということについて、反対の方もおられるということで、円滑に統合を進めるために是非

とも投票を実施するということで、統合準備委員会の委員長の方が申し出られまして、投票を行

いました。その結果が今の状況でございます。 

教育委員 投票の結果は僅差だと思いますが、白紙になるということで、賛成した人は納得され

ているのでしょうか。 

教育振興課長 三石の統合準備委員会が投票を行うにあたって、事前にこの投票結果が、一票で
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も多ければその方向にするということで、意思確認したのちに進めております。それを教育委員

会に提案するということで投票を行っておりますので、僅差ではありますが、三石統合準備委員

会の委員の皆様は、この数字ではなかなか進めていけないということで、最終的に判断されて、

このたびの統合準備委員会に提案されたところです。 

 吉永の委員さんもその時にはおられましたが、それについては何も意見はありませんでした。

三石統合準備委員会の意見を尊重するという形で了承されました。 

教育長 三石へ3回教育委員会が説明に行ったということですが、その時の雰囲気、様子を説明で

きる範囲でお願いします。 

教育振興課長 吉永中学校という名前が、対等な統合ということではありますが、実際には吸収

されるという思いが強いということと、準備期間が短いということ。準備期間につきましても延

びるということもありますということで説明させていただきましたが、それも含めての投票結果

になっております。 

教育委員 投票結果から、この統合については白紙に戻すと。1年先送り、スケジュール等を延ば

して統合準備を進めていくという方向も考えられる余地があるのか。現在もこの結果をもとに白

紙に戻すという意見なので、教育委員会会議の方で最終的に4月に検討してほしいということです

ね。 

教育振興課長 三石統合準備委員会としては、この結果をもとにこれ以上進めていくことができ

ないということを意思表示されておりますので、4月にはこの2校統合計画について、最終的にど

のようにするか、決定をしていただきたいと思っております。 

教育委員 子どもたちのために統合をするという話を聞いて、徐々に進んできたと思うんです

が、子どもたちは、統合して人数の多い学校で勉強してそこを卒業して高校への進学をイメージ

に入れているのではないでしょうか。保護者の投票で決まったということですが、子どもたちの

気持ちを踏まえて投票されたのでしょうね。 

教育振興課長 そこも含めて、この統合がなくなった場合のお話もし、全て説明会で話をしたの

ちの投票ですので、賛否が僅差ですが、一票でも多い方の意見で進めていくということを理解の

上で投票されましたので、意見は尊重したいと考えています。 

教育委員 投票で決まったということで、これが白紙に戻って、新たに次のステップといいます

か、これが1年先、2年先になるのかわかりませんが、一番大事なのは、子どもたちの気持ち、そ

のケアとか、少数でも頑張れるのか、また統合の方向に向いていくのか、皆さんで考えながらや

っていかないといけないと思います。三石、吉永の保護者の方もこういう僅差になって二つに分
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かれたかもわかりませんが、次のステップに向かって、市内の中学校が良い方向に行くように、

皆さんとやっていければというのが今の気持ちです。 

教育長 投票の結果を受けて、三石の保護者の方々の意思は投票結果に表れています。吉永の保

護者の方々の受け止めということで、統合準備委員会ではご意見は出なかったのですが、幹事会

で出た意見で、紹介できるようなことがあればお願いします。 

教育振興課長 この三石との統合がなくなっても部活動での協力についてはよろしくお願いしま

すということをおっしゃられていました。あと、吉永の委員の方で、三石地区が賛成と反対で二

分されることを危惧しておられました。ただ、三石の子どもたちに対しては協力して行ってくだ

さるということで、今まで統合準備委員会で築き上げてきた保護者との面識を大切に、今後とも

よろしくお願いしますということをおっしゃられていました。 

教育長 本日、教育委員会事務局が提供しました資料、校名決定に係る経緯とか、三石地区の保

護者の意向、幹事会や統合準備委員会での協議内容など、お知らせできる範囲でお知らせしてお

ります。それぞれの地域の状況等を踏まえて、次回教育委員会会議までに、委員の皆様、各自で

お考えをまとめいただきたいと思います。 

次回会議で協議したうえで、中学校再編整備実施計画、2校統合の取扱について、最終的に方針

決定をしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

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1号を終わります。 

次に、報告第2号 備前市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規程の制定につい

て、事務局から説明願います。 

教育振興課長 報告第2号 備前市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規程の制定に

ついて、ご報告させていただきます。 

新旧対照表の18ページから24ページをお開きください。備前市教育委員会事務委任規則の一部

を改正する規則の制定に伴い、必要となる備前市教育委員会事務局事務決裁規程の一部改正を行

うものです。改正の目的は事務の効率化を図るもので、改正点は、1件当たりの委任金額を増額す

るとともに所掌事務の規定整備をしています。以上でございます。 

 

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。 
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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2号を終わります。 

次に、報告第3号 備前市私立保育園廃園補助金交付要綱を廃止する要綱の制定について、事務

局から説明願います。 

幼児教育課長 報告第3号 備前市私立保育園廃園補助金交付要綱を廃止する要綱の制定について、

ご報告いたします。 

資料の26ページをご覧下さい。旧備前市の時代から教育委員会に引き継がれた補助金の中で、

福祉行政の円滑な推進を図るため、設置された私立保育園の廃園後も取り壊しの経費を最高で

1,000万円まで、その1/2の500万円まで補助する要綱がありますが、私立保育園は今年度のプレー

パークが建設する予算など私立の認可保育園には国庫補助が2/3あり、市からも1/12補助が出る有

利な予算があります。 

また、保育園の運営も国・県・市の補助金で運営されるため、廃園後の取り壊しの補助は行財

政改革の一環で、この度廃止することとしたものです。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（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 備前市一時保育事業実施要綱の一部を改正する要綱の制定について、事務局

から説明願います。 

幼児教育課長 報告第4号 備前市一時保育事業実施要綱の一部を改正する要綱の制定について、

28ページをご覧ください。 

 待機児童対策の一環として、病院内保育、認可外保育、子育てＮＰＯの一時預かりの各保育料

の援助を行っていますが、昨年度から最も利用が多いのが伊部、日生、吉永の認定こども園で行

っている一時保育です。給食・おやつ付きで何時間利用しても1日2,000円ですが、令和3年度から

4時間以内1,000円の利用規定を追加いたします。これは入園保留になっている乳幼児の傾向とし

て、求職中の方、育児休暇中の方、半日パートの方が多いこともあり、時間調整すれば実質値下

げになるため、待機児童の受け入れを行ないやすくするものです。 

 また、要項中の「日生保育園」を「日生認定こども園」に改めることを合わせて改正いたしま

した。以上です。 

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（質問なし） 
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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 熊沢蕃山顕彰推進会議について、事務局から説明願います。 

文化振興課長 令和3年2月22日月曜日に開催されました第3回熊沢蕃山顕彰会議について報告いた

します。35ページをご覧ください。 

今年度の熊沢顕彰事業の実績・経過報告についてですが、まず、加子浦歴史文化館で行われた

「閑谷学校創学350年記念巡回展」では、76日間で延べ504人の来館者がありました。 

次に、熊沢蕃山顕彰保存会主催による「熊澤蕃山先生没後330年記念展」を備前市市民センター

で3日間開催し、延べ405人の来場者がありました。 

次に、「蕃山～方谷サミット in 閑谷学校」が、11月28日土曜日、閑谷学校プレイホールで開

催され、95人の参加者がありました。 

次に、閑谷学校創学350年を記念して行われた事業で「才徳兼備・経世済民 熊沢蕃山の魅力フ

ォーラム」を、12月12日土曜日、備前市市民センターで開催し、69人の参加者がありました。 

次に、クラウドファンディングについて、目標金額300万円で寄附募集を開始し、86件で

3,398,000円の寄附を集めることができました。 

36ページをご覧ください。展示品等作成についてですが、年表と足跡のパネルについては、

11月～12月に行われた蕃山関連事業に間に合うように完成させており、熊沢蕃山の自画像を中心

とした掛軸の複製も作成しております。これらに加え、現在、蕃山が備前市に残したものをメイ

ンに、池田家文庫の絵図に関連画像等を落として紹介するパネルの作成を行っているところです。 

これら作成したものについては、今後、蕃山関連の企画展示での貸し出しや、市の文化施設での

展示を行っていきます。 

37ページをご覧ください。 

創作絵本・紙芝居の公募についてですが、応募登録は絵本部門16件、紙芝居部門は5件でした。

その後作品提出は、絵本部門5件、紙芝居部門4件でした。応募登録者のうち、作品提出ができな

かった理由として、仕事の都合等により仕上げることができなかった、納得できるものができな

かったなど、様々でした。公募事業の最終審査報告につきましては、報告第6号で報告いたします。 

 事業実績について、委員さんから「たくさんの事業ができたと思います」、「資料もたくさん

集まり、蕃山をよく知らない人に知っていただけた」などの意見がありました。 

次に、来年度以降の事業計画についてですが、事務局より、論語かるたや公募事業の創作絵本

や紙芝居、改訂版のマンガなどを用いて、熊沢蕃山がどんな人物でどんなことをやってきたのか、

蕃山の教えが現代のＳＤＧｓにどれだけ繋がりがあるのかを、総合学習や出前授業を実施して、
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地域や地域の子供たちに伝えていくような取り組みを今後進めていきたいと提案いたしました。 

また、来年度事業のマンガ「熊沢蕃山」の改訂版の製作については、作者である「さいわい

徹」先生に備前市と熊沢蕃山のかかわりをクローズアップしたものを、現在のマンガに追加し制

作していく予定ですと報告いたしました。 

事業計画での委員からの提案として、「地域や学校教育を巻き込んでＳＤＧｓと蕃山との関連

を踏まえた出前授業は良いと思う」、「今年で終わるのではなく、継続して何かを企画していく

べき」などの意見がありました。報告は以上です。 

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 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6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。 

 熊沢蕃山の創作絵本・紙芝居の作品募集につきましては、応募登録は絵本部門で16件、紙芝居

部門で5件ございました。作品提出は絵本部門で5件、紙芝居部門で4件ございました。2月26日に

最終審査を行い、受賞作品が決定いたしました。最終審査結果につきましては、39ページをご覧

ください。 

 絵本部門につきましては、最優秀賞は、「天と人と 岡山賢人伝 熊沢蕃山の物語」を制作され

ました、山谷 和子さん、千葉県・50代の方でございます。 

また、優秀賞は該当なし、特別賞は3点でございます。 

紙芝居部門につきましては、最優秀賞は該当なし。優秀賞は、「蕃山 知の旅」を制作されまし

た、ペンネーム、アハルテケさん、青森県・20代以下の方でございます。 

また、特別賞は１点でございます。 

 令和3年3月10日、水曜日の16時から、市役所3階大会議室で最終審査の結果発表を行いました。 

絵本部門の最優秀賞受賞者の山谷さんからはテレビ電話により喜びの声をいただきました。また、 

審査結果につきましては、ホームページでも公表しております。なお、表彰等につきましては、 

受賞者が全国におられることから表彰式は実施せず、最優秀賞受賞者には表彰状と賞金10万円を、 

優秀賞受賞者には表彰状と賞金2万円を、特別賞受賞者には表彰状と備前市ブランド認定商品等を 

送付しております。以上です。 

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。 
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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6号を終わります。 

次に、報告第7号 備前市文化財保存活用地域計画について、事務局から説明願います。 

文化振興課長 報告第7号 備前市文化財保存活用地域計画について、ご報告させていただきます。 

 備前市では歴史文化基本構想を平成26年3月に策定しており、当初は平成31年度から2ヶ年計画

で「備前市文化財保存活用地域計画」を作成予定でした。しかしながら、令和2年9月の文化庁と

のヒアリングにより、当初の作業工程から方針が変わるなど、現在素案作成の作業が遅れており

ます。 

配布しておりますA3カラーの「文化財保存活用地域計画」のチラシには、地域計画の概要や流

れなどが記載されております。 

従来では指定などの措置をとり、個別に保存・活用を進めてきましたが、地域計画の作成によ

り、関連する文化財などを総合的・一体的に扱い、行政や市民、民間との関係を密にして、多様

に活用しながら残していく体制に替えていくことが可能となります。 

地域計画の指針では、各市町村において取り組んでいく目標や取り組みの具体的な内容を記載

した、文化財の保存・活用に関する基本的なアクションプランであり、地域に所在する未指定文

化財を含めた多様な文化財を総合的に調査・把握したうえで、まちづくりや観光などの他の行政

分野とも連携し、総合的に文化財の保存・活用を進めていくための枠組みであると、定義されて

います。また、作成の際には、パブリックコメント等により住民意見の反映が必要ですし、協議

会を設置して多様な関係者の意見を踏まえることが望ましいとなっております。 

地域計画作成のメリットとしては、中・長期的な方針や具体的な事業の可視化による計画的な

行政運営や関連団体等との連携強化、補助率加算などの国庫補助事業における優遇などがありま

す。 

先日の3月16日に第1回備前市歴史文化総合活用推進協議会を開催し、現時点で素案を作成した

ものを、委員の皆様から備前市の歴史文化や地域の実情を踏まえた上で、様々なご意見をいただ

きました。 

今後のスケジュールについては、41ページをご覧ください。3月16日に開催した協議会よりご意

見をいただいたものを踏まえ、県や文化庁からの指摘事項を追記しながら、素案の修正作業を行

い、再度、県や文化庁の担当者とヒアリング等実施していく予定です。令和3年6月中を目途に素

案を固めて、7月上旬に第2回の協議会を実施、その後、8月にパブリックコメントの募集、9月に

素案完成後、文化財調査官への照会を行い、11月に認定申請、12月の認定を目指して進めていき
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たいと思います。以上です。 

教育長 報告第7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7号を終わります。 

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 4月の定例会につきましては、2月の定例会でもお伝えしておりましたが、4月19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、5月定例会につきましては、5月21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、4月19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、4月19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、5月定例会は、5月21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。 

 次に、その他で事務局から何かありますか。 

学校教育課長 学校教育課より卒業式について報告させていただきます。 

卒業式については、片上高等学校 3月2日火曜日、中学校5校 12日金曜日、小学校10校 23日

火曜日に実施し、感染症対策のため、来賓の方をお招きすることはできませんでしたが、温かく

送り出すことができました。 

感染症対策としては、普段行っている消毒等に加え、ご家族や在校生の参加を制限し間隔を確

保したり、呼びかけや歌唱を削減・短縮したりするなど、学校規模、施設規模に応じて対応しま

した。なお、本日、小・中学校は修了式を迎え、学年末・学年始め休業に入りました。以上です。 

幼児教育課長 卒園式の報告をいたします。3月18日に市内認定こども園8園、187人、3月19日に

市内保育園2園、16人、合計203人が無事卒園いたしました。市長、教育委員会からはメッセージ

の掲示を行い、各園30分から式後行事を含め50分前後で、在園児はビデオメッセージや事前のお

別れ会で当日参加を見合わせ、保護者の出席も制限し、来賓なしで3密を防ぎながらの式でしたが、

簡素な中でもあたたかい温かい式を行うことができました。 

社会教育課長 三石地区公民館外整備事業についてご報告いたします。 

お手元にリーフレットを配布しています。 
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本年度整備を進めていました三石地区出張所・公民館等施設につきましては、予定どおり工事

が完了、3月22日月曜日に竣工式及び開所式・落成式を実施いたしました。 

 なお、公募により施設の愛称は「三石ふれあいセンター」としています。 

 施設の延床面積は742.68㎡で、公民館機能として、事務室、交流フロア、多目的ホール、会議

室、和室、調理室、また出張所部分として、事務室、貸事務所を備えています。 

 また、消防機庫・待機所を併設しています。 

 現在、順次、引っ越し作業及び情報関連工事等を実施中で、出張所業務は29日月曜日から、公

民館業務は4月1日木曜日から開始することとしています。以上でございます。 

文化振興課長 「近世日本の教育遺産群を世界遺産に」と題した本をお配りしています。 

これは令和3年3月に世界遺産フォーラムを水戸市で開催する予定で刊行しましたが、コロナの影

響でフォーラムが来年度に延期なっています。本はできておりまして、皆さんにお読みいただき

たいと思いましてお配りしています。世界遺産登録の最前線で活躍されてきた先生方の執筆によ

るものです。第4章では、水戸市、足利市、日田市、備前市の職員や専門委員の方々による「教育

遺産の魅力と世界遺産登録への取り組み」についても紹介されていますので、ご一読ください。 

 次に、企画展 生誕100年記念「藤原審爾 遺る言葉」のチラシですが、2月25日から3月31日が

備前市歴史民俗資料館で、4月7日から5月10日は備前市加子浦歴史文化館で開催しておりますので

よろしくお願いいたします。 

 次に、「VIVRE」という雑誌ですが、備前市加子浦歴史文化館で来週までですが、「交易する

人々―日生の島々」の企画展のパンフレットとして発行しています。発掘調査の内容とか、出土

品がわかりやすく伝わるように雑誌のような形で作成しています。今後どの企画展で出すかとい

うのはわかりませんが、企画展が終わった後でも何かの機会に取り出して読んでいただけるよう

にという思いから作成したものです。以上です。 

教育委員 藤原審爾の企画展は、備前市歴史民俗資料館でしているものと同じものを加子浦歴史

文化館でもするということですね。 

文化振興課長 そうです。 

教育委員 入学式や入園式の予定を教えてください。 

教育長 4月8日が保育園入園式、4月9日が中学校入学式、4月12日が小学校入学式、4月13日がこ

ども園入園式です。 

教育長 他にはないようですので、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） 
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教育長 ないようですので、以上で3月の教育委員会会議定例会を閉会します。 

 

 

 

午後 2 時 46 分 閉会 
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