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平成２９年安芸高田市教育委員会会議 3 月臨時会（第２回） 会議録 

 

開催日時 平成２９年３月２３日（木）９時３０分から１１時１６分 

場  所 クリスタルアージョ 4 階 402 研究室 

出席委員 上田隆之、天清一亮、永岡サヨ子、山本博明、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、叶丸教育次長、前教育総務課長、児玉学校教育課長、松野生涯

学習課長、大田学校教育指導係主査、内藤教育総務係長 

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、平成２９年第２回臨時の教育委員会会議を開会いたしま

す。 

永井教育長  始めに、私の方から報告をさせていただきます。 

まずは昨日、小学校の卒業式にそれぞれの学校の方に出向いていただき、

告示をしていただきました。大変ありがとうございました。無事終了したと

いう報告と合わせて、13 校すべて、滞りなく良い式が出来たということの

報告を受けています。卒業式に出席できなかった児童が、夕方に両親と学校

へ来てくれて、全職員が残り、そこで卒業証書を渡しました。という事の報

告もありました。思いがすれ違ったりして、当人はもちろんだと思いますが、

保護者、学校もいろいろ苦労してくれたのですが、最後は校舎の方へ向かっ

て、親子で礼をして帰っていかれたということでした。適応指導教室へ通っ

ていた子どもが、3 学期に入って教室に入れたり、一緒に給食を食べること

が出来たりと、色々な活動が一緒にできるようになり、昨日の卒業式は校長

の言葉によると、これまでの苦労や葛藤がうそのように思うくらい、普通に

他の卒業生と同じように式に参列をして、卒業してくれました。と報告も受

けたところです。いずれにしましても 13 校滞りなく、しかも感動的な卒業

式を行ってくれたという事で安心しているところです。お忙しい中、ありが

とうございました。 

それから、これまでも臨時の教育委員会議で報告させてもらいましたが、

先般、新聞にも掲載されましたように平成 29 年度の県費負担教職員の人事

も滞りなく終わったところでございます。ほとんどの人事が大きな問題もな

く終了しましたが、事務職員の採用に係わりまして、自動車免許証がない職

員を美土里へ配置ということになりまして、これについては、今後できるだ

け早急に課題解決に向けて対応していく必要があると考えているところで

す。 

それから市役所職員の内示ですが、明日 24 日午後の予定となっておりま

す。資料を付けておりますが、叶丸教育次長が今年度末を持って退職されま

す。次長については、今回の教育委員会議が最後となろうと思います。長い

間の勤務に対して感謝を申し上げます。 

本日の臨時会は 6 議案と報告が 6 件ございます。少し内容が盛りだくさん

になっておりますので、進行につきましてご協力いただければ大変ありがた

く思います。 

以上で私からの報告を終わらせていただきます。 

永井教育長 ただいまの報告にご質疑がございますか。 

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、ご協議いただきます専決処分した事案の報告１№1「指定学校の
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変更について」及び№2「区域外就学について」の 2 件は、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、報告１№1.及び№2 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 ご異議ございませんので、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、上田委

員、天清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。 

日程第 3、議案第 13 号「安芸高田市奨学金貸付条例施行規則の一部を改

正する規則について」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。 

叶丸教育次長 議案第 13 号「安芸高田市奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則

について」提案理由をご説明いたします。 

本案は、「安芸高田市奨学金貸付条例の一部を改正する条例について」の

議案が、第 1 回市議会定例会において 3 月 17 日に可決されたことを受け、

返還免除にかかる施行規則を一部改正するものでございます。 

なお、議案の詳しい内容については担当課長が説明いたします。 

前教育総務課長 《資料に基づき、議案第 13 号についての一部改正内容を説明。》 

市内在住の間、返還額を免除するための、申請書様式等の改正。 

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 13 号「安芸高田市奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則

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 13 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 13 号について」の審査を終わります。 

永井教育長 続いて、日程第 4、議案第 14 号「安芸高田市教育委員会組織規則の一部

を改正する規則について」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。 

叶丸教育次長 議案第 14 号「安芸高田市教育委員会組織規則の一部を改正する規則につ

いて」提案理由をご説明いたします。 

本案は、平成 29 年度教育委員会における主要事業の効率化と迅速化を図

るため、組織及び事務分掌の見直しを行うものでございます。 

なお、議案の詳しい内容につきましては担当課長が説明いたします。 

前教育総務課

長 

《資料に基づき議案第 14 号についての一部改正内容を説明。》 

教育総務課内に「学校統合推進室」を生涯学習課に「文化財係」を新設する。 
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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。 

永井教育長 質疑がないようなので採決します。 

議案第 14 号「安芸高田市教育委員会組織規制の一部を改正する規則につ

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 14 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 14 号について」の審査を終わります。 

永井教育長 続いて、日程第 5、議案第 15 号「安芸高田市教育委員会職員の職の設置

に関する規則の一部を改正する規則について」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。 

叶丸教育次長 議案第 15 号「安芸高田市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部

を改正する規則について」提案理由をご説明いたします。 

本案は、「安芸高田市教育委員会組織規則」の一部改正が行われたことに

より、新たに室が設置されたことによる職の設置を追加するものでございま

す。 

なお、議案の詳しい内容については担当課長が説明いたします。 

前教育総務課

長 

《資料に基づき、議案第 15 号についての一部改正内容を説明。》 

「室長」を設置。 

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。 

永井教育長  質疑がないようですので、採決します。 

 議案第 15 号「安芸高田市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部

を改正する規則について」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 15 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 15 号について」の審査を終わります。 

永井教育長  続いて、日程第 6、議案第 16 号「安芸高田市教育委員会公印規則の一部

を改正する規則について」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。 

叶丸教育次長  議案第 16 号「安芸高田市教育委員会公印規則の一部を改正する規則につ

いて」提案理由をご説明いたします。 

 本案は、「安芸高田市少年自然の家設置及び管理条例」の廃止が、平成 29

年 4 月 1 日施行されることに伴い、この度、少年自然の家所長印を削除する

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、説明いたします。 

前教育総務課

長 

《資料に基づき、議案第 16 号についての一部改正内容を説明。》 

少年自然の家所長印の削除。 

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。 

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 16 号「安芸高田市教育委員会公印規則の一部を改正する規則につ

いて」は原案のとおりとすることに、ご異議がございませんか。 

委員一同  異議なし。 
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永井教育長 

 

 異議なしと認め、議案第 16 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 16 号について」の審査を終わります。 

永井教育長  続いて、日程第 7、議案第 17 号「安芸高田市立学校に勤務する県費負担

教職員の退職管理に関する規則について」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。 

叶丸教育次長  議案第 17 号「安芸高田市立学校に勤務する県費負担教職員の退職管理に

関する規則について」提案理由をご説明申し上げます。 

 本案は、平成 27 年 4 月 1 日付けで施行された「安芸高田市職員の退職管

理に関する条例」に基づき、安芸高田市立学校に勤務する県費負担教職員を

対象とした規則を定めることについて提案するものでございます。 

 なお、詳しい内容につきましては、担当課長から説明をいたします。 

児玉学校教育

課長 

《資料に基づき、規則の内容を説明。》 

 

永井教育長  それでは、これより質疑に入ります。質疑はありますか。 

上田委員  今、話題になっている文科省の天下りの関係をイメージするような感じで

すが、校長、教頭、事務長にあった職の者が再就職するときに制限があると

いうことですか。 

児玉学校教育

課長 

 市役所の場合は地方公務員法、文部科学省は国家公務員法が根拠になりま

すが、就職先を制限するものではなく、再就職先で元の職場の職員に働きか

けをしたり、あるいは現在、教育委員会の職員であれば、正規のルートでは

なく、別のルートで就職を斡旋するとか、約束させるとか、違法行為に対し

特に 2 年間において、罰則規定が設けられているということです。 

上田委員 例えば今年退職される校長が、こんなことはしてはいけない、という例を

教えてください。 

児玉学校教育

課長 

 例えば、企業等へ再就職して、これまでの地位を利用して不当な営業活動

を行うなどが当てはまると考えます。他にも人事関係で、再就職先を把握し

て、もし疑わしい行為があった場合、市の公平委員会にかけ調査を行い、そ

れに基づいて罰則の対象になるかを判断することが出来るようです。再就職

先を把握し、事務局として管理をするということでございます。 

上田委員 例えば、今年退職した校長が教材会社に就職して、教材を学校へ売って歩

いてはいけないというようなことですか。 

大田学校教育

指導係主査 

 就職をすることは構わないのですが、実際勤務をされて、公平な一般競争

入札等、正規な形で営業活動とかをするのは構わないのですが、働きかけを

して「うちから是非買ってほしい。」とか、これまでの関係を利用してする

行為は禁止するということです。 

永井教育長  審議時間が長くなっていますので、ここで暫時休憩とします。 

 《暫時休憩》 

永井教育長  休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

永井教育長  先ほどの規則について、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なので、採決します。 

 議案第 17 号「安芸高田市立学校に勤務する県費負担教職員の退職管理に

関する規則について」は、原案のとおりとすることに、ご異議ございません

か。 
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委員一同  異議なし。 

永井教育長  異議なしと認め、議案第 17 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 17 号についての審査を終わります。 

永井教育長  続いて、日程第 8、議案第 18 号「平成 29 年度安芸高田市学校教育推進ア

ドバイザーの委嘱について」を議題といたします。 

 提案者から、提案理由の説明を求めます。 

叶丸教育次長 

 

 議案第 18 号「平成 29 年度安芸高田市学校教育推進アドバイザーの委嘱に

ついて」提案理由をご説明申し上げます。 

 本案は、設置要綱に基づき、学校経営や学校の教育内容等について指導及

び助言を行う安芸高田市学校教育推進アドバイザー3名の委嘱について提案

するものでございます。 

 なお、詳しい内容につきましては、担当課長から説明をいたします。 

児玉学校教育

課長 

《資料に基づき委嘱について説明。》 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありますか。 

永井教育長  質疑がないようですので採決します。 

 議案第 18 号「平成 29 年度安芸高田市学校教育推進アドバイザーの委嘱に

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 18 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 18 号の審査を終わります。 

永井教育長  ここで、先ほどの決定どおり、以後の審議については秘密会とし、会議は

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。 

 《暫時休憩。》関係者以外は、退席。 
 

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。 

 《暫時休憩。》説明員入室 

永井教育長 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

永井教育長 事務事業の報告 2 №1「平成 29 年度市費非常勤職員等任用状況について」

の説明を求めます。 

前教育総務課

長 

《資料に基づき、市費非常勤職員の任用について説明。》 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありますか。 

上田委員 非常勤職員一覧表の新規・再任用の欄で、再任用と再任用（新規）とあり

ますが、違いは何かありますか。 

内藤教育総務

係長 

任用の取扱い指針において、再任用の回数は 2 回までと決まっています。

再任用の場合は、勤務評定と面談で再任用が決定されますが、新規扱いの場

合は、一般公募となり、面接を行います。その結果、今年度、また採用が決

まった方は（新規）ということで、再任用（新規）と表記しています。 

上田委員 再度、応募するパターンですね。 

内藤教育総務 新規採用希望者と同じ土台にたって、評価をして、募集人数の枠の中で採
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係長 用していくということです。先に再任用を決定し、その後、新規採用を決め

ます。いつまでも固定した人を任用することは出来ませんので、そういう制

度を設けています。 

上田委員 要するに臨時的にずっと雇用すると、本採用と同じような扱いになるので

再任用（新規）となっていれば、それは続けて雇用ではないよということに

なる訳ですか。 

大田学校教育

指導係主査 

非常勤職員の場合は臨時的任用の立場と違って、空白期間がなくても 1 年

間任用が出来ます。ただ、現在新しい制度ができていて、継続雇用したら本

採用しないといけないということですが、地方公共団体の非常勤職員等は適

用の対象外ということになっています。今後は、市としても民間に準じた制

度の検討はしていくようですが、今の時点では適用外ということ継続雇用の

形態をとっています。教育委員会では任用の取扱い指針を作成し、公平な雇

用に努めています。 

永井教育長 ほか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、事務事業の報告 2 №1「平成 29 年度市

費非常勤職員等任用状況について」を終わります。 

永井教育長 続いて、事務事業の報告 2 №2「平成 29 年度アレルギー対応食の実施に

ついて」の説明を求めます。 

前教育総務課長 《資料に基づき、報告 2 №2 について説明。》 

平成 29 年度申請状況 申請者 57 人 対応決定者 56 人 

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。 

金川委員  申請内容の宗教的配慮というのはどのような物ですか。 

前教育総務課

長 

 宗教上の理由で食べることが出来ない物を対応しています。ここでは、豚

肉が対象です。 

永井教育長 ほか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、事務事業の報告 2 №2「平成 29 年度ア

レルギー対応食の実施について」を終わります。 

永井教育長 続いて、事務事業の報告 2 №3「小中学校児童生徒を対象に実施したアン

ケート調査結果について」の説明を求めます。 

児玉学校教育

課長 

《アンケート結果の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。質疑はありますか。 

永井教育長  質疑がないようですので、事務事業の報告 2 №3「小中学校児童生徒を対

象にしたアンケート調査結果について」を終わります。 

永井教育長 続いて報告 2 №4「安芸高田市少年自然の家閉所後の貸付について」の説明

を求めます。 

松野生涯学習

課長 

《資料に基づき、少年自然の家の貸付などについて説明。》 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありますか。 

質疑がないようですので、事務事業の報告 2 №4「安芸高田市少年自然の

家閉所後の貸付について」を終わります。 

永井教育長 続いて、その他の項に入ります。その他に何かございますか。 

内藤教育総務

係長 

辞令交付式の案内 3 月 31 日、4 月 3 日。 

平成 28 年度退職者・退任者等について説明。 
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永井教育長 続いて、「当面の行事について」説明を求めます。 

松野学校教育

課長 

当面の生涯学習情報（3 月 23 日～4 月 30 日）説明。 

児玉学校教育

課長 

平成 29 年度の歓送迎会の案内（4 月 5 日、18 時 30 分より） 

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。 

内藤教育総務

課係長 

4 月定例会(第４回)を 4 月 11 日、火曜日、午前 13:30 から開催します。 

永井教育長 よろしいでしょうか。 

委員一同 異議なし。 

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、臨時の

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１６分 


