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平成２９年安芸高田市教育委員会会議 ８月定例会（第８回） 会議録 

 

開催日時 平成２９年８月３１日（火）１３時３０分から１５時３８分 

場  所 クリスタルアージョ３階 ３０１研修室 

出席委員 上田隆之、天清一亮、山本博明、亀井聖、金川佳寛               

欠席委員 なし 

傍聴者 １名 

その他出席者 

（説明員） 

永井教育長、土井教育次長、前教育総務課長、柳川学校統合推進室長、児玉学校

教育課長、小椋生涯学習課長、福井生涯学習課調整監、熊野学校教育課指導主事、

内藤教育総務課長補佐（書記） 

開会前 

前教育総務課長 

定刻になりましたので、ただいまから会議を始めていただきたいと思います。

永井教育長のほうで会議を開会し、進行していただきますようお願いします。 

開会 午前１３時３０分 

永井教育長 ただいまから、8 月定例の教育委員会会議を開催いたします。 

永井教育長 始めに私の方から、若干の報告を行います。 

夏季休業も今日までという事になりました。明日からは市内小中学校全てにお

いて 2 学期がスタートいたします。中学校はすでに体育祭等の関係で生徒は学校

の方へ出ておりますが、小学校 13 校、中学校 6 校、全てが明日始業式を行い 2

学期のスタートになります。夏季休業中、児童生徒が安心安全な生活をしてくれ

たという事につきまして、安心していると同時に各学校の事前指導に対し感謝を

しているところです。これまでのところ、児童生徒が亡くなるとか、あるいは、

大きな事件事故に巻き込まれたというような報告は受けていないということで

す。 

併せて、この夏季休業中の大きな出来事と言いましたら、すでに新聞報道等さ

れておりますように、甲田中学校の男子ハンドボール部が、全国中学校選手権大

会において、準優勝という本当に素晴らしい成績を残してくれた事でございます。

100 名足らずの小さな学校で全国 2 位という、これは安芸高田市中学校のみなら

ず市全体にとりましても大きな喜びであると同時に元気が出る出来事でありまし

た。現在、ハンドボール協会を中心に、9 日の体育祭が終わりましたら準優勝の

報告会を計画して頂くということで、準備に取り掛かって頂いておるところでご

ざいます。 

次に、これもまた先般、新聞等で報道されましたが、文部科学省が実施する全

国学力調査と広島県独自の基礎基本調査の結果が公表となりました。昨年度と比

較しまして、とりわけ小学校の方が今年度は少し厳しい結果ということになりま

した。学校現場と一緒になりまして早急に分析を行い、今後の学習指導の改善に

役立てていきたいと考えておるところでございます。この事につきましては後ほ

ど担当課より報告をさせて頂く事としています。 

最後になりますが、本日、監査委員から市長に、平成 28 年度決算審査の意見書

が渡されました。私もその場に同席をさせて頂きましたが、監査委員のまとめの

中で、現在取り組んでおります学校規模適正化につても触れて頂きました。内容

は、「これまで、担当課・担当者が保護者や地域との合意形成を基本に、30 回を

超える会議等を丁寧にしかも熱心に開催をしていただいた事によって、平成 30

年度、八千代地区、甲田地区、そして平成 31 年度、可愛・郷野地区の学校統合が

実現することになった。」「まだ先が見えてない高宮地区、そして今後検討が始ま

る中学校統合についても引き続き保護者、地域との合意形成を大切にし、市内で

学ぶ子ども達にとって、一番有効で適切な規模適正化に努めてもらいたい。」とい

う、大変ありがたい監査委員からの報告を頂いたところでございます。事務局担

当者の皆さんの努力に改めて感謝をしたところでございます。 

以上、若干報告不足のところもありますが、報告とさせて頂きます。 

永井教育長 ただいまの報告にご質疑がございますか。 
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永井教育長 ご質疑がございませんので、これで私からの報告を終わります。 

永井教育長 ここで、議事に入ります前に、本日の議事運営について、お諮りいたします。

本日の会議日程のうち、議案第 33 号「平成 29 年度就学援助費（第 4 号）の認定

について」及び議案第 34 号「平成 30 年度に安芸高田市立小学校及び中学校の特

別支援学級で使用する教科用図書の採択について」、また、専決処分した事案の報

告 報告 1 №1「区域外就学について」は案件の性格上、特定の個人名等のプライ

バシーに関する事項が明らかにされますので、審議は秘密会とし、会議は非公開

としたいと思いますが、この件について、事務局から説明を求めます。 

児玉学校教育課

長 

先ほど提案がありました 3 件のうち、日程第 5 議案第 34 号「平成 30 年度に安

芸高田市立小学校及び中学校の特別支援学級で使用する教科用図書の採択につい

て」非公開とさせて頂きます事につきまして、説明をさせて頂きたいと思います。 

非公開とする提案をさせて頂く理由でございますが、2 点ございます。 

1 点目ですが、前回 8 月 7 日の臨時教育委員会議における「特別の教科道徳の

教科用図書採択」と同様に、「教科書発行者に限らず、外部からのあらゆる働きか

けに左右されることなく静ひつな環境を確保し、採択権者の判断と責任において

公正かつ適正に行うように努める事、教科書採択に係る教育委員会の会議を行う

に際しては、静ひつな審議環境の確保等の観点から検討を行い、会議の公開、非

公開を適切に判断すること。」という文部科学省通知によるということ。 

2 点目といたしまして、特別支援学級で使用する教科用図書につきましては児

童生徒個々の障害の状態により選定採択をするため、特定の個人名等のプライバ

シーに関する事項が明らかにされます。 

以上のことから非公開にする提案をさせていただくものでございます。 

永井教育長 ただいまの、事務局からの説明のとおり、議案第 33 号から報告 1 №1 までは

秘密会とし、会議は非公開とすることにご異議ございませんか。 

委員一同 異議なし。 

永井教育長 異議なしと認め、議案第 33 号及び議案第 34 号、また、専決処分した事案の報

告 報告 1 №1 は秘密会とし、会議は非公開とすることに決定しました。 

永井教育長  これより議事に入ります。 

日程第 1「会期の決定について」を議題とします。お諮りします。会期は本日 1

日間としたいと思いますがこれにご異議ございませんか。 

委員一同 異議なし。 

永井教育長 異議なしと認め、会期は本日 1 日間と決定いたします。 

永井教育長 続いて、日程第 2「会議録署名委員の指名」をおこないます。今回の会議録署

名者には、会議規則第 18 条第 2 項の規定により、山本委員、亀井委員を指名いた

します。会議録が調製されましたら署名方よろしくお願いします。 

永井教育長 これより議案の審議に入ります。 

日程第 3、議案第 32 号「平成 29 年度一般会計【教育費関係】補正予算（第 3

号）について」、提案理由の説明を求めます。 

土井教育次長 議案第 32 号「平成 29 年度一般会計・教育費関係 補正予算・第 3 号について」

提案理由をご説明いたします。本案は、安芸高田市議会 9 月定例会に提案する平

成 29 年度一般会計補正予算のうち、教育費について、5 千 278 万 4 千円を追加補

正するものでございます。補正内容といたしましては、学校校内 LAN の再整備や

学校統合による設計委託、教育委員会が管理している各施設の工事・修繕費の追

加がその主なものであります。なお、詳細につきましては、各課長・室長が説明

をいたします。 

前教育総務課長 《資料に基づいて 9 月補正予算の概要について説明》 

教育総務課 14,507 千円増額 補正後予算 553,327 千円 

柳川学校統合推

進室長 

《資料に基づいて 9 月補正予算の概要について説明》 

教育総務課学校統合推進室 10,200 千円増額 補正後予算 638,368 千円 
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児玉学校教育課

長 

《資料に基づいて 9 月補正予算の概要について説明》 

学校教育課 827 千円増額 補正後予算 98,781 千円 

小椋生涯学習課

長 

《資料に基づいて 9 月補正予算の概要について説明》 

生涯学習課 20,162 千円増額 補正後予算 510,356 千円 

永井教育長 それではこれより質疑に入ります。質疑はありますか。 

上田職務代理 学校教育課の説明で、英語検定は中学の生徒全員が受けるようになったと言わ

れましたが、詳しく説明をお願いします。 

生涯学習課の説明で、著作権料が発生する恐れがあるということで、使用料 3

万円増額とのことですが、どのようなケースでその様なことが生じるのか、これ

までの状況とあわせて説明をお願いします。また、事務機器の再リースをしなく

なって 19 万円が必要になったというような説明でしたでしょうか。はっきり聞き

取れなかったので再度説明をお願いします。 

最後に、学校統合推進室の説明で、色々ご心配頂いて夏休み中も工事をしてい

ただいていますが、進捗状況について教えてください。 

永井教育長 はじめに、英語検定について説明をお願いします。 

児玉学校教育課

長 

英語検定に関わってですが、この事業に関しては、今年度初めての事業という

ことで、予算段階から学校と協議をしながら進めてきたところであります。これ

まで中学校は、英語検定を受ける生徒については、任意で授業時間外に行ってい

ましたが、学校の理解を得まして、授業時間の中で全生徒が受けられるような体

制が整いましたので、この度、全生徒の予算を計上しました。 

永井教育長 よろしいでしょうか。次に生涯学習関係、著作権料の発生、併せて事務機器の

再リースについて説明をお願いします。 

小椋生涯学習課

長 

著作権料の件でご説明いたします。これが発生する恐れがあるのは、10 月に開

催いたしますズーラシアンブラスのクラシックコンサートでございます。当初、

クラシックコンサートという事でしたので著作権の事は考えておりませんでし

た。ですが、中に歌謡曲等、馴染みのある曲を演奏するという情報が入ってまい

りました。これに関しては、著作権を管理しているところから、抜き打ちで請求

がくる可能性があります。かつて、市民合唱祭で坂本九さんの「上を向いて歩こ

う」を歌ったという事が新聞記事に掲載され、著作権料の請求がきたことがあり

ます。そのような事から予算を計上させて頂いたところです。著作権については

以上です。 

福井生涯学習課

調整監 

先ほど説明いたしました事務機器リースの 19 万円につきましては、八千代のフ

ォルテと向原のみらいの輪転機を新しく入れ替えるものです。この２台は両方と

も 9 年を経過するような機器で老朽化しており、この度、9 月にリース契約が満

了となることから、修繕部品も無い状況で保守点検が出来ないという事がわかり

ましたので、この度の補正予算に計上させて頂いています。この輪転機につきま

しては、振興会等でも活用して頂いておりますので、故障によって使えない環境

にならないようこの度の補正をお願いするところであります。以上です。 

上田職務代理 別のものをリースする事になったという事ですね。 

福井調整監 はい。新しい機器でリースするという事です。 

上田職務代理 著作権料については、勉強しなければいけないんですが、市民合唱祭や、舞台

芸能の祭典など辺りも対象になるという事ですか。 

小椋生涯学習課

長 

ここ数年、後から請求されるという事が発生しておりますので、有り得ると思

います。特に新聞報道等で曲目がはっきりした時には、連絡が後から入ってくる
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という状況です。 

上田職務代理者 入場料を取るとか、取らないという事とは関係ありませんね。 

小椋生涯学習課

長 

関係ありません。 

上田職務代理者 分かりました。勉強になりました。 

柳川学校統合推

進室長 

学校統合に関わります工事の進捗状況につきましては、後ほど、報告 2№1 工事

請負契約締結議案と併せて進捗を報告させて頂きます。 

児玉学校教育課

長 

先ほどの英語検定の件で少し誤りがありましたので訂正させて頂きます。今年

度から英検を受けるにあたって、その時間が、これまでは教員の勤務時間外のと

ころで行っていたものを、今年度からは教員の勤務時間の範囲以内で行うという

ことになっております。学校によっては授業時間内にやることもあれば、授業が

終わってから勤務時間内に行う所もあるかと思います。 

永井教育長 その他に、質疑はありませんか。 

金川委員 教育総務課の説明であった、インターネットのプロバイダーの件ですが、元々、

県教委と同じプロバイダーを使っていたという事ですが、最終的に市が管理して

いるあじさいネットに変更になるのですか。また、情報量のことを話されていま

したが、県の方はまだそちらを使っておられるのでしょうから、不具合のあるな

しとか、実際に使って容量が足りず、動画が見られないという事など、その辺の

状況はどうでしょうか。 

前教育総務課長 説明不足で申し訳ございませんでした。平成 28 年度までは、市の部局のネット

環境と同じ環境で不具合は発生してなかったのですが、インターネットの強靭化

ということでこの 4 月末に教育委員会に関しては市の部局とインターネットを分

離して、教育委員会は県教委で使用している平和ネットを利用してインターネッ

ト環境を整備していこうという事になったのですが、元々、平和ネットの環境が

動画を想定したものではないという事で学校の授業で動画を見る場合、動きが悪

い、あるいは動かないという状況が起こり、県教委との協議をさせて頂きました。

協議をする中で、県教委の話しから、今後、セキュリティーの関係でこれ以上の

改善は望めないというような確認ができました。それでは学校現場では授業等に

支障があるという事で、安芸高田市の電算関係と様々な協議を行う中で、市が整

備したあじさいネットを利用する事が良いだろうという事で、今回、補正予算を

計上いたしました。ただ、平和ネットに関しましては、県費職員の旅費や給与関

係の情報のやり取りをしておりますので、年間の使用料も安価な設定になってい

ることから、このまま使用し、授業等で使うインタ―ネットを介したものについ

ては、あじさいネットを利用することで、これまでの速度がキープ出来るのでは

ないかという事で現在その準備を進めているとこでございます。補正予算が整い

ましたら進めていきたいと考えております。 

金川委員 教育委員会事務局は両方使用するということですか。 

前教育総務課長 教育委員会は市長部局と繋がっておりますので、両方ということになります。

基本的には、学校関係が平和ネット、学校と教育委員会との繋がりはもちろんあ

りますが、事務局の職員については市の職員のネット環境も利用するという事に

なります。以上です。 

永井教育長 ほかに、質疑はありませんか。 

永井教育長 ほかに質疑がないようですので、採決します。 

議案第 32 号「平成 29 年度一般会計【教育費関係】補正予算（第 3 号）につい
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て」、ご異議ございませんか。 

教育委員一同 異議なし。 

永井教育長 異議なしと認め、議案第 32 号については、原案のとおりとすることに決定しま

した。 

永井教育長 ここで、先ほどの決定どおり、議案第 33 号及び議案第 34 号、また、報告 1 №

1 は非公開としますので、関係する職員以外は、退席してください。暫時休憩と

いたします。 

永井教育長 以上で、秘密会審議を終わり、これより会議を公開とします。ここで暫時休憩

といたします。 

 説明員入室。（傍聴者なし。） 

永井教育長 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

専決処分した事案の報告 2 事案について、提出者から、提案理由を求めます。 

土井教育次長 安芸高田市教育委員会教育長専決事項に関する規定第 2 条の規定により、教育

長において、今回 2 件の専決処分をいたしましたので、教育委員会会議へ報告し、

その承認を求めるものでございます。なお、内容については、担当課長より説明

をいたします。 

柳川学校統合推

進室長 

《資料に基づき安芸高田市立学校閉校記念事業補助金交付要綱について説明》 

補助金の額は、実支出額又は 50 万円のいずれか少ない額。（1 校当たり 50 万円

が上限） 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

山本委員 説明資料の第 2 条関係補助対象団体で、「補助金交付の対象となる団体は、閉校

する学校の保護者、地域住民、学校職員等をもって組織される団体。各地区の統

合準備委員会で協議の上、実行委員会形式で実施することを想定している」とな

っていますが、実行委員会はもう出来ているのですか。 

柳川学校統合推

進室長 

実行委員会は今段階では、まだ出来ていません。今日この報告をさせて頂いて、

正式になれば、今後それぞれの統合準備委員会の中でこの説明をしていきながら、

それぞれの地区で実行委員会を作って頂くというふうに考えております。 

永井教育長 その他に質疑はありませんか。 

永井教育長 ほかに質疑がないようですので、報告 1 №2「安芸高田市立学校閉校記念事業

補助金交付要綱について」を終わります。 

永井教育長 次に、専決処分した事案の報告 1 №3「通学区域の弾力化の実施に関する要綱

の一部を改正する訓令について」説明を求めます。 

児玉学校教育課

長 

《資料に基づいて説明》 

統合に伴って学校選択できる隣接校について一部改正を行う。 

永井教育長 それではこれより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

永井教育長 ほかに質疑がないようですので報告 1 №3「通学区域の弾力化の実施に関する

要綱の一部を改正する訓令について」を終わります。 

永井教育長 次に、事務事業の報告に移ります。 

報告 2 №1「工事請負契約締結議案について」説明を求めます。 

柳川学校統合推

進室長 

《資料に基づいて説明》 

甲立小学校プール新築工事（平成 30 年 4 月学校統合）の工事請負契約締結議案

について詳細を説明。 

安芸高田市議会の議決が必要となるものは、予定価格が 1 億 5 千万以上の工事。 

本会議の最終日、9 月 28 日（木）に追加議案の上程を行う予定。 
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《統合に係わっての工事の進捗状況について》 

先ほどお尋ねがありました統合に関わっての工事ですが、現在根野小学校既存

校舎改修工事と甲立小学校既存校舎改修工事をそれぞれ工期は平成 30 年 1 月 31

日という事で発注をしております。夏休みを中心に行う工事で、児童に極力影響

がないように工事請負業者の方にも十分配慮をして頂きまして、現在甲立小学校

については、不足教室の増築工事は 7 月 28 日に完成し、引き渡しを受けておりま

す。それから、既存校舎の改修工事につきましても、本日午前中に部分引き渡し

の検査を実施いたしまして、3 階の改修が一部残っていますが、1 階 2 階、あるい

は 2 学期から児童が使用する部分については既にトイレも含めて使用できる状態

になるよう本日午前中に検査を受けたという事でございます。明日からは、ほぼ

通常通り使用して頂く予定になっております。それから根野小学校の方も本日午

後同様に部分引き渡し検査を実施しておりますので、明日からはトイレも含めて

使用できる状況になるといったところでございます。根野小学校の場合も特別支

援学級の改修工事はまだ取り掛かっておりませんので 2 学期を中心に今から工事

を進めてまいります。併せて、発注しております中学校のエアコン設置工事です

が、中学校 6 校中現在 4 校がすでに工事が終了し、使用可能な状態になっており

ます。残る 2 校も 9 月 4 日から 12 日くらいまでには順次使用可能になります。正

式な引き渡しについては 9 月中旬の完成検査終了後という事にはなるのですが、

工事が終わっているということで、試験運転も兼ねて 2 学期から使える事をすで

に学校へも伝えていますので、利用していただければと思っています。工事の進

捗状況については以上でございます。 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

上田職務代理者 予定価格の 194,200,000 円というのは秘密事項ですか。 

柳川学校統合推

進室長 

本工事につきましては先ほど申しましたように、8 月 17 日に公告を行い、工事

の発注内容について予定価格は、194,2000,000 円というのを明記してありますの

で、その点は問題ないと思います。 

永井教育長 ほかに質疑はありませんか。 

永井教育長 ほかに質疑がないようですので報告 2 №1「工事請負契約締結議案について」

併せて統合校の工事の進捗状況等についてを終わります。 

永井教育長 次に、報告 2 №2「平成 29 年度全国学力・学習状況調査等の結果について」報

告をお願いいたします。 

児玉学校教育課

長 

《資料に基づいて結果の速報を説明》 

広島県基礎基本定着状況調査 6 月 13 日実施 小学校 5 年生、中学校 2 年生 

全国学力・学習状況調査 4 月 18 日実施 小学校 6 年生、中学校 3 年生 

熊野指導主事 《教科ごとの大まかな分析結果について説明》 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

永井教育長 質疑がないようですので報告 2 №2「平成 29 年度全国学力・学習状況調査等

の結果について」を終わります。 

永井教育長 次に、報告 2 №3「平成 28 年度小中学校における生徒指導上の諸問題の状況に

ついて」報告をお願いいたします。 

児玉学校教育課

長 

《資料に基づいて説明》 

平成 27 年度と比較し、暴力行為は 2 件減少。いじめの認知件数は増減なし。不

登校児童生徒数は 3 人の減少。 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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永井教育長 質疑がないようですので報告 2 №3「平成 28 年度小中学校における生徒指導上

の諸問題の状況について」を終わります。 

 暫時休憩 

永井教育長 休憩を閉じて会議を再開します。 

永井教育長 次に、報告 2 №4「毛利三兄弟のふるさと講演会について」と№5 「第 14 回ひ

ろしま障害者フライングディスク競技大会 in 安芸たかたについて」の 2 件は、生

涯学習課の案件ですので、一括して報告をお願いいたします。 

小椋生涯学習課

長 

《資料に基づいて説明》 

№4「毛利三兄弟のふるさと講演会について」 

毛利一族の城を読み解く 9 月 16 日（土）13：30～ 

 №5「第 14 回ひろしま障害者フライングディスク競技大会 in 安芸たかたについ

て」 9 月 24 日（日）10 時開会式 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

永井教育長 質疑がないようですので報告 2 №4 及び№5 を終わります。 

永井教育長 続いて、その他の項に入ります。「①当面の行事について」説明を求めます。 

児玉学校教育課

長 

《道徳教科書採択について説明》 

道徳の教科書採択結果及び採択理由 9月 1日の午後からホームページで公表。 

小椋生涯学習課

長 

当面の行事等生涯学習情報について資料提供（8 月 31 日～9 月 30 日）説明。 

永井教育長 その他に何かありますか。 

永井教育長 最後に「②今後の教育委員会会議日程について」事務局の説明を求めます。 

内藤課長補佐  9 月の定例会  9 月 14 日 木曜日 午後 1 時 30 分からを提案。                                                                

永井教育長 9 月の定例会を 9 月 14 日、木曜日、午後 1 時 30 分からでよろしいですか。 

委員一同 異議なし。 

永井教育長  それではこれで、「②今後の教育委員会会議日程について」を終わります。 

永井教育長 その他ありませんか。特段ないようですので、以上をもちまして、8 月定例教

育委員会会議を閉会いたします。長時間にわたってのご審議大変お疲れ様でした。 

閉会  

１５時３８分 


