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平成 30 年安芸高田市教育委員会会議 ６月定例会（第６回） 会議録 

 

開催日時 平成３０年６月１３日（水）９時３０分から１１時３０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 なし 

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、佐々木学

校教育課長、小椋生涯学習課長、福井生涯学習課調整監、川尻生涯学習課長補佐、

佐々木給食センター副所長、下中教育総務課専門員、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 午後９時３０分 

永井教育長 ただいまから、6 月定例の教育委員会会議を開催いたします。 

永井教育長 はじめに、報告という事でございますが、今日はお礼も含めて 3 点ほどお話を

させていただこうと思います。 

1 点目は学校訪問についてでございます。教育委員の皆さま方、ご承知頂いてお

りますように、今年度から若干、学校訪問の形を変えさせて頂きました。事務局

の中でもちょっと混乱があったようなのですが、大きくは 2 回訪問頂ければとい

うふうに思っております。今はその第 1 回目という事で、原則、お住まい頂いて

おります地域の学校へ事務局が出向いた時に、時間が取れましたら同席をして頂

き、以前の様な授業参観等はせずに、校長、教頭、そして、事務長が所属してい

る学校については、事務長にも都合がつけば出席を依頼しておりますが、新年度

スタートしての学校の様子でありますとか、要望、悩み等について、短時間の中

で聞かせて頂くという形をとっております。これが第 1 回目の訪問になります。

第 2 回目は、これまででしたら、ゆっくり授業を参観いただくというのが、出来

にくい様な訪問の形をとっておりましたので、今年度から第 2 回目につきまして

は、安芸高田市の指導主事はもちろんですが、県やあるいは、大学の講師等を招

へいした様な形で、学校が授業研究を行う時に、ご案内をさせて頂きますので、

都合がつきましたら 1 時間、授業をじっくり参観を頂き、その後の、それぞれの

学校の授業改善に向けた研究協議にも参加を頂いて、その学校の様子をより深く

詳しく捉えていただき、お気づき頂いたことを事務局の方へお返し頂き、それぞ

れの学校に対する指導、助言に活かしていければというふうに考えておるところ

であります。既に、いくらか学校訪問させて頂き、該当の教育委員の皆さん方に

はご足労おかけしますがよろしくお願いいたします。今のところ、順調にスター

トして、特に良かったなと思いますのは、施設、設備等に関わって要望を出して

頂くのですが、事務局がフットワークよく動いてくれまして、知らない間に対応

しました、というような、すぐ出来ることから動いてもらっているという状もあ

ったりして、お互いにとって、良かったという形に、今のところなっているので

はないかと捉えておるところでございます。 

2 点目は、6 月 4 日に、今年度は少し時期をはやめて開催をしてくれました校長

会主催の市長を囲む会でございます。市長の方から、せっかくなので 1 時間ほど、

校長に話がしたいということでありました。教頭、事務長も、都合がつく者は参

加するようにということで、参加をしてくれました。市長の思いはお聞きいただ

きましたように、学校教育の充実、学力向上のための ITC 教育ということで、市

政全般についての話から入って頂いたのですが、これも、これまでにない取り組

みということで、校長会の方も非常に好意的に受け止めてくれております。事務

局と市長の思いがうまくかみ合うよう ITC 教育を様々な形で前に進めたいと考え

ておるところでございます。 
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それから、最後 3 点目になりますが、今週始めから 6 月定例議会がスタートを

しております。一般質問が明後日、金曜日、それから週が明けまして 18 日月曜日

2 日間に渡って行われますが、今回、教育委員会に関わりましては、4 人の議員の

方から質問が出ております。15 日金曜日が新田議員と山根議員、18 日月曜日が芦

田議員と熊高議員という 4 名の方からの質問が出ておりますので、今、その対応

の方、取り組みを進めておるところでございます。 

以上簡単な報告ではございますが、私の方からの報告を終わらせて頂きます。 

永井教育長 ただいまの報告にご質疑がございますか。 

委員一同 質疑なし。 

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、天清委員、山

本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 これより議案の審査に入ります。 

永井教育長 日程第 3、議案第 25 号「平成 30 年度安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会委員

の委嘱及び任命について」を議題といたします。 

提出者から、提案理由の説明を求めます。 

土井教育次長 議案第 25 号「平成 30 年度安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱及

び任命について」提案理由をご説明いたします。 

本案は、安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会等に関する条例第 4 条第 2 項の

規定により、関係行政機関の職員及び関係団体を代表する者のうちから、委員を

委嘱又は任命することについて提案するものでございます。 

なお、議案の詳しい内容につきましては、担当課長が説明をいたします。 

佐々木学校教育

課長 

〈資料に基づいて説明〉 

 15 名を任命し委嘱（留任 10 名、新任 4 名、保留 1 名については決定後、7 月の

教育委員会会議で報告） 

 任期：平成 30 年 6 月 13 日～平成 31 年 3 月 31 日まで。 

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。 

金川委員  任期についてですが 6 月 13 日から 3 月 31 日となっていますが、1 年間ではない

ということですか。 

佐々木学校教育

課長 

 安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会等に関する条例では、委員の任期につい

ては具体的には書いてないのですが、委員の委嘱、任命の日から当該年度の 3 月

31 日までとなっています。 

金川委員  任期が 1 年間でないということは、委員不在の時期があるのではないかと思い

まして。その辺りはいかがでしょうか。 

永井教育長  少し整理をさせてもらうということでよろしいでしょうか。 

土井教育次長  本日、提案させて頂いています議案が承認されますと、行政的には、本日付で

任命行為をさせて頂くということになります。ということで、13 日から、年度末

までというふうに条例で謳っておりますので、年度末の末日は条例で決められた 3

月 31 日、いわゆる任命の始期が 6 月 13 日というのは、本日の議案期日後に任命
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の手続きに入りますので、承認をいただければ本日からとなります。ここでは任

期はそのような形にさせて頂いているということでご理解いただければと思いま

す。 

永井教育長  金川委員のご質問は、4 月 1 日から 6 月 12 日までが、委員不在になるのではな

いかというご質問ですので、そこは至急整理をさせてもらえませんか。 

金川委員  お願いします。 

上田職務代理  後任が決まるまでは、前任者が引き継がなければいけないという組織もありま

すね。 

永井教育長  ただいまの質疑については、答弁させて頂いたことプラス、早急に空白期間が

無いような形で整理をさせて頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

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採決します。 

 ただ今、ご質問頂いたことの整理も含めまして、議案第 25 号「平成 30 年度安

芸高田市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱及び任命について」は、原案のと

おりとすることに、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 25 号については、原案のとおりとすることに決定しま

した。 

 以上で「議案第 25 について」の審査を終わります。 

永井教育長  続いて、日程第 4、議案第 26 号「平成 30 年度安芸高田市いじめ問題対策委員会

委員の委嘱及び任命について」を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

土井教育次長  議案第 26 号「平成 30 年度安芸高田市いじめ問題対策委員会委員の委嘱及び任

命について」提案理由をご説明いたします。 

 本案は、安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会等に関する条例第 8 条第 2 項の

規定により、学識経験のある者、その他教育委員会が必要と認める者のうちから、

委員を委嘱又は任命することについて提案するものでございます。 

 なお、議案の詳しい内容につきましては、担当課長が説明をいたします。 

佐々木学校教育

課長 

〈資料に基づいて説明〉 

 11 名任命し委嘱 

 任期：平成 30 年 6 月 13 日～平成 31 年 3 月 31 日まで。 

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採決します。 

 議案第 26 号「平成 30 年度安芸高田市いじめ問題対策委員会委員の委嘱及び任

命について」は、原案のとおり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 26 号については、原案のとおりとすることに決定しま

した。以上で「議案第 26 号について」の審査を終わります。 

永井教育長  続いて、専決処分した事案の報告 2 事案について、提出者から、提案理由の説

明を求めます。 

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、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、議案の詳しい内容につきましては、担当
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課長が説明をいたします。 

佐々木学校教育

課長 

 〈資料に基づいて説明〉 

 報告 1 №1 平成 31 年度に安芸高田市立小学校で使用する教科用図書及び中学

校で使用する『特別の教科 道徳』に係る教科用図書の選定について 

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 1 №1 を終わります。 

永井教育長  続いて報告 1 №2 「安芸高田市立中学校運動部活動外部指導者派遣事業実施要

領の制定について」説明を求めます。 

佐々木学校教育

課長 

〈資料に基づいて説明〉 

 №2 安芸高田市立中学校運動部活動外部指導者派遣事業実施要領の制定につい

て 

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  配置校と、今の状況ついて、お聞かせ下さい。 

佐々木学校教育

課長 

 今現在、各学校でも、この外部指導者に該当する方はいらっしゃると思います

が、実施要領は今月から適応させて頂きたいと思います。これから、改めて学校

に照会をかけて、この要綱に係わるものについては、これから整理をさせて頂き

たいと思います。 

永井教育長  よろしいでしょうか。その他に、質疑はありませんか。 

上田職務代理者  謝金についてですが、1 回あたり 1,000 円とする。とありますが、4 のその他の

項に校内研修会を実施する、とあります。研修会等へ出て頂いた時は、謝金の対

象になりますか。 

佐々木学校教育

課長 

 具体的には 1 回あたりの指導時間を 1 時間以上とするとあります。これの校内

研修を実施するということは、部活指導の前後の時間を使っての打合せ等で、そ

の為にわざわざ学校に来てもらうというのではなく、部活の指導に併せての協議

ということで考えています。 

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 2 №1 を終わります。 

永井教育長  続いて、事務事業の報告 2 №1「安芸高田市奨学金審査会の報告について」説明

を求めます。 

前学校教育課長  〈資料に基づいて説明〉 

奨学金の目的、貸付及び返還状況、滞納状況、平成 30 年度安芸高田市奨学金審

査会について。 

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 №1 を終わります。 

永井教育長  続いて、№2「安芸高田市給食センターの運営状況について」説明を求めます。 

前教育総務課長 〈資料に基づいて説明〉 

 給食センター運営状況について詳細を説明。 

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。 

上田職務代理者  お礼を含めてなのですが、安芸高田市給食センターは、きちんとした運営をし

て頂いていて、大変ありがたいと思います。今後へ向けて、あるいは、現在のご

苦労な点があれば、お聞かせ下さい。 

前教育総務課長  先ほどの説明のところでも、少し触れさせて頂いたのですが、給食費について

いろいろ議論していますが、特にここ 2 年あまり、冬場の急激な気温の低下が原

因で、野菜が高騰して、献立のやりくりに苦慮している状況にあります。県内の
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給食費の状況等調査させて頂きながら、少し給食費のアップも考えなければいけ

ない時期なのかと考えておりますので、近隣の市町の状況など参考にさせてもら

いながら、今後、検討して進めていきたいと考えております。栄養士の方が献立

に非常に苦慮しておりますので、そこが一番の課題というふうに捉えております。 

上田職務代理者  確かに、10 万円あまりの繰越では、何が起こるか分からないので、心配ですね。 

前教育総務課長  実際には、集めた金額より支出の方が多く、繰越金等で穴埋めしたという状況

もありますので、こういった状況を打破する為にも、見直しを行って行く必要が

あるのかというふうに考えています。 

永井教育長  その他に、質疑はありませんか。 

山本委員  4 ページの月別の残食量のグラフですが、月によってばらつきがありますが、理

由が分かればお聞かせください。 

前教育総務課長  まず、8 月の残食量が少ないというのは、これは夏休み期間中になりますので、

小学生、中学生の給食がなく、保育所の給食のみとなりますので、夏休みが大き

く影響していると思います。この残食量については、年 2 回の量の見直しを行っ

ていますので、少しあまりが多いようなところであれば、量を加減させて頂きな

がら、調整していきたいと思います。 

永井教育長  その他に、質疑はありますか。 

永井教育長  ほかに質疑がないようですので、№2 を終わります。 

永井教育長  続いて、№3「平成 31 年度小学校使用教科書（「特別の教科 道徳」を除く）・

平成 31 年度中学校使用教科用図書「特別の教科 道徳」採択事業計画について」

説明を求めます。 

佐々木学校教育課長 〈資料に基づいて説明〉 

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、№3 を終わります。 

永井教育長  続いて、№4「平成 30 年度安芸高田市外国語教育充実プロジェクトについて説

明を求めます。 

佐々木学校教育

課長 

〈資料に基づいて説明〉 

 各学校の外国語活動、外国語科の授業を、学校教育推進アドバイザーが参観し、

授業づくりについての指導・助言を行う。 

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。 

上田職務代理  資料に小学生は新教材の活用を基本とする。とありますが、新教材とは何です

か。新しく教材が入ったということですか。 

佐々木学校教育課長  後ほど、整理して回答させて下さい。 

永井教育長  その他に、質疑はありませんか。 

金川委員  訪問回数は年に 2 回、原則として学期に 1 回とするということは、これは、2

学期と 3 学期ということですか。 

佐々木学校教育

課長 

 原則として、学期に 1 回でございますが、1 学期、2 学期ということもあります、

それから 2 学期、3 学期ということもあるかと思います。1 回目に行って頂いて、

授業参観、指導をして頂き、期間を空けて 2 回目を行って頂いて、指導内容をど

のように授業に取り入れたりしているかという確認を含めて、期間を空けて訪問

して頂こうと思います。 

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、№4 を終わります。 

永井教育長  続いて、№5「平成 30 年度安芸高田市学力向上戦略推進プロジェクトについて」
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説明を求めます。 

佐々木学校教育

課長 

〈資料に基づいて説明〉 

 平成 30 年度学校教育課指導主事等による学校訪問指導（終日訪問）実施要領に

基づいて実施する。 

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、№5 を終わります。 

永井教育長  1 時間を過ぎましたので、ここで暫時休憩といたします。 

  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  先ほど、外国語教育に関わっての質疑について、佐々木学校教育課長、回答を

お願いします。 

佐々木学校教育

課長 

 資料に記載してある「小学校は新教材の活用を基本とする。」という部分につい

て「新教材」とは何かというご質問ですが、昨年度使用した 5、6 年生の旧教材と

今年度使用する 5、6 年生向けと 3、4 年生向けの新教材があります。基本的には、

新教材を使用しますが、移行期間であるため、旧教材も合わせて活用して授業を

行っていくということです。 

永井教育長  移行期間中ということで、新しい教材を使ってという意味のようです。よろし

いでしょうか。 

永井教育長  続いて、№6「安芸高田市部活動指導員について」説明を求めます。 

佐々木学校教育課長 〈資料に基づいて説明〉 

佐々木学校教育

課長 

〈口頭で説明〉 

今年度 4 月より新たに部活動指導員を配置。具体的な役割として、部活動の技

術指導、大会や練習試合等の引率、指導内容や生徒の様子等に関する担当教員と

の連携など。働き方改革の一環の意味合いもある。 

高宮中柔道部、甲田中野球部に配置し、部活動休養日を除いて、平日は 2 時間、

週休日は 3 時間、週 11 時間を基本とする。 

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  先ほどの報告 1 №2 の部活動外部指導者と、今の説明の部活動指導員との兼ね

合いといいますか、違いはどうなのですか。 

佐々木学校教育

課長 

 外部指導者については、学校長からの要望ということもありますが、通常のク

ラブ活動での指導で、週の指導時間のきまりはありません。ところが、この部活

動指導員につきましては、大会や練習試合の引率とか、ベンチに入っての指導等、

また、指導時間のきまりもあります。 

永井教育長  補足しますと、外部指導者は 1 人では、原則指導できない決まりになっており、

従って大会の規模にもよりますが、1 人でベンチに入って指導出来ないことになっ

ています。しかし、今、課長が説明しました部活動指導員は、校長の許可があれ

ば、大会の引率も出来ますし、ベンチに入って采配も振るえるという、大きく言

えば 1 人で指導が出来るのが部活動指導員で、顧問の指導や助言に基づいて一緒

に指導するのが外部指導者という事だろうと思います。但し、今回も部活動指導

員が活動してくれていますが、例えば、5 月の連休等に県外の練習試合に行く場合、

そのあたりの保障をどうするのかというのは、未整理です。これは、現状でよく

やっていることなのですが、保護者の方から負担金を集めて、部活動指導員の旅

費等に充てるということが、配置されている学校ではやられているようです。今

後、整理しなければいけないことは出てくると思いますが、部活動指導員はあく
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までも校長の許可があれば単独といいますか、1 人でベンチに入って采配を振るう

ことも可能になったというふうに捉えていただければと思います。 

上田職務代理  中体連関係のルール、規則でも、そのような指導者は認めているのですか。 

永井教育長  はい、出来るように改正されています。しかし、外部指導員については、認め

られてないということなのです。 

永井教育長  よろしいでしょうか。それでは、№6 を終わります。 

永井教育長  続いて、№7「平成 30 年度安芸高田市成人式の開催について」から№10「映画

『嘘八百』上映会の開催について」までの 4 件は、生涯学習課の案件ですので、

一括して説明を求めます。 

小椋生涯学習課

長 

 〈資料に基づいて説明〉 

№7「平成 30 年年度安芸高田市成人式の開催について」 

№8「平成 30 年度安芸高田市青少年海外派遣事業について」 

川尻課長補佐 №9「甲立第 2.3 号古墳確認調査の実施について」 

小椋生涯学習課長 №10「映画『嘘八百』上映会の開催について」 

永井教育長  それでは、これより質疑に入ります。まず、№7「平成 30 年安芸高田市成人式

の開催について」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、№7 を終わります。 

永井教育長  続いて、№8「平成 30 年度安芸高田市青少年海外派遣事業について」質疑はあ

りませんか。 

山本委員  選考が大変だったと思いますが、抽選に漏れた生徒 2 人は何年生ですか。もう 1

点、八千代中からの応募はなかったのですか。 

小椋生涯学習課

長 

 抽選に漏れた 2 人は 2 年生です。八千代中からの申し込みはございませんでし

た。 

永井教育長  もう一つ補足ですが、昨年度、抽選に漏れた生徒で、今年度応募してくれた 3

年生については、優先的にということで、全員参加できるように配慮しておりま

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、№8 を終わります。 

永井教育長  続いて、№9 「甲立第 2.3 号古墳確認調査の実施について」質疑はありません

か。 

山本委員  資料の 1 ページのところで、石室がすでに破壊、石取りされた状態と考えられ

るとありますが、誰かが掘った後ということなのですか。 

永井教育長  併せて、今後の見通しについて、もう少し補足が出来れば、お願いします。 

川尻生涯学習課

長補佐 

 今、山本委員からご質問いただいたのは、3 号古墳の方ですが、2 号は先ほど申

しました通り、多少規模の大きな古墳だったのですが、3 号については、小さな土

盛り状だったのですが、そこにトレンチというのを入れますと、石が散乱した状

況で出てきます。形から見て、おそらく石室の中の石を倒したようなそんな状況

だろうと調査結果が出ています。石取りというのは、おそらく天井の石、蓋の様

な石があるのですが、それはかなり大きい平石を使いますので、古墳によくあり

がちな石を取って転用するという、周りはお墓もかなり多いですから、その様な

ところで使われているのではないかという予想です。 

今後ですが、この古墳については、一応、今年度で調査を終えて、来年度は報

報告書を作りまして、追加指定の可能性が高いと聞いておりますので、将来的な

甲立古墳の整備と絡めて、この二つの古墳を有機的にどのように繋げて見せるか
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といったところを、今年度、計画を作る中で含めていかなければならないという

ことで、そういった事を確かめるための調査であった訳ですが、また一つ重要な

ものが出たということで、将来は追加指定を視野に甲立古墳の整備と同様に、そ

の中に含めて行くという流れで進めていきたいと考えています。 

永井教育長  よろしいでしょうか。№9 を終わります。 

小椋生涯学習課長  続いて№10「映画『嘘八百』上映会の開催について」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、生涯学習課に係わる 4 点を終わります。 

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。 

小椋生涯学習課長 当面の行事等生涯学習情報について（6 月 13 日～7 月 3 日）説明。 

永井教育長 ただ今の行事については、よろしいでしょうか。その他に何かありませんか。 

柳川室長 愛郷小学校（可愛・郷野）「校章デザイン」投票結果について。 

佐々木学校教育

課長 

・平成 30 年度 安芸高田市内小中学校 研究公開校及び市教委参加体制につい

て。 

・前回の質問、「小中学校行事への、保護者、地域の参加者数の数値目標の児童

数かけ 2.1 生徒数かけ 2.2 の数字の根拠は何か」については、第 2 次安芸高田市

総合計画作成時に、平成 25 年度の実績に基づいてこの指標を設定している。 

永井教育長 ただ今の 2 件に関わって、質疑はありませんか。 

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 7 月の定例会 1 案 7 月 13 日 金曜日 午前 9 時 00 分からを提案         

2 案 7 月 12 日 木曜日 午前 9 時 00 分からを提案                                                    

永井教育長 いかがでしょうか。 

委員一同 1 案でよいです。 

永井教育長 では、7 月の定例の教育委員会議を 7 月 13 日 金曜日の午前 9 時からといたし

ます。全体を通して何かありますか。 

内藤課長補佐 平成 30 年度、教育要覧について。 

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、臨時教育委

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  

１１時３０分 


