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平成２９年安芸高田市教育委員会会議 4 月定例会（第 4 回） 会議録 

 

開催日時 平成２９年４月１１日（火）１５時００分から１６時３６分 

場  所 クリスタルアージョ４階 ４02 研修室 

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、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、福井調整監、川尻生涯学習課長補佐、森

岡生涯学習係長、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１５時００分 

永井教育長 ただいまから、4 月定例の教育委員会会議を開催いたします。 

永井教育長 平成 29 年になってからは、定例の会議は 4 回目の会議ということになり

ますが、年度でいいますと、初めての定例教育委員会議になろうかと思いま

す。後ほど人事報告もありますが、教育委員会議へ出席する事務局職員の顔

ぶれも少し変わりました。平成 29 年度も事務局職員一同、新しい体制で精

一杯頑張っていこうと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

今回は特に報告ということではございませんが、3月末から 4月のこの間、

小学校、中学校、幼稚園を中心とした卒業・卒園式、入学・入園式等にご出

席を頂き告示等述べていただきました。大変ありがとうございました。今年

度の定期人事異動を持ちまいて、校長をはじめ、かなりの職員の異動があっ

た学校もありますが、いずれの小中学校、幼稚園等も落ち着いた状況の中で

入学式の方、挙行してくれたと受け止めておるところであります。吉田中学

校の方で課題がありましたが、この件につきましては、この会終了後、教育

長室で現況を少しお話させて頂こうと思っているところであります。 

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。本日の会議日程のうち、専決処分した事案の報告 1 №8「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、専決処分した事案の報告 1 №8 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、永岡委

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。 
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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 19 号「安芸高田市子どものための教育・保育に関する利

用者負担等を定める条例における安芸高田市立幼稚園の利用者負担等を定

める規則の一部を改正する規則」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 19 号「安芸高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担

等を定める条例における安芸高田市立幼稚園の利用者負担等を定める規則

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、平成 29 年 4 月 1 日付けで、「児童福祉法等の一部を改正する法律」

が施行されたことに伴い改正するもので、同法第 43 条の 2 において、「情緒

障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に名称変更されたことから、

文言の整理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、担当課長から説明をいたします。 

前教育総務課長 《資料に基づき議案第 19 号についての一部改正内容を説明》 

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 19 号「安芸高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担

等を定める条例における安芸高田市立幼稚園の利用者負担等を定める規則

の一部を改正する規則」について、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 19 号につきましては、原案のとおりとすること

に決定しました。 

永井教育長 続いて、専決処分した事案の報告、8 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 8 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、各担当課長より説明いたします。 

永井教育長 専決処分した事案の報告 1 №1「平成 29 年度安芸高田市教育委員会職員

の人事異動について」の説明を求めます。 

前教育総務課長 《資料に基づき、平成 29 年度教育委員会職員の人事異動について説明。》 

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、報告 1 №1「平成 29 年度安芸高田市教育委員

会職員の人事異動について」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 №2「安芸高田市教育委員会事務決裁規

程の一部改正について」の説明を求めます。 

前教育総務課長 《資料に基づき、教育委員会事務決裁規程の一部改正について説明。》 

室長が設置されたことによる決裁の追加等。 

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、№2「安芸高田市教育委員会事務決裁規定の一

部改正について」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「安芸高田市教育委員会所管施設の

使用料減免規定の一部改正について」の説明を求めます。 

小椋生涯学習課長 《資料に基づき、所管施設の使用料減免規定の一部改正について説明。》 

少年自然の家の文言削除。 
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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 質疑がないようですので、№3「安芸高田市教育委員会所管施設の使用料

減免規定の一部改正について」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 №4「安芸高田市青少年海外派遣事業

実施要綱の一部改正について」の説明を求めます。 

小椋生涯学習課長 《資料に基づき、青少年海外派遣事業実施要綱の一部改正について説明。》 

参加負担金 120,000 円から 150,000 円に改正。 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありますか。 

天清委員 税金や添乗員分で一人あたり 3 万円ほど増えるということですが、添乗員

分は頭割りになると思いますが、何人の予定ですか。 

小椋生涯学習課長 参加予定は 20 名です。 

永井教育長 添乗員を同行させることになった経緯と、どこからどこまで添乗員を今年

度から新たに同行してもらうか、補足説明をお願いします。 

森岡生涯学習

係長 

まずは一点目の添乗員を同行させるに至った経緯です。こちらにつきまし

ては、テロなど昨今の様々な事案を検討していくなかで、保護者や昨年度同

行した中学校の引率者から話を聞き、不慣れな状態で 20 名の生徒を引率す

るということについて危機管理的な対策をとる必要があるという意見を頂

きました。今回検討した結果、旅行業者による添乗を手配したものでござい

ます。添乗の内容ですが、昨年度と同様に福岡空港からシンガポールのチャ

ンギ空港を経由しニュージーランドのクライストチャーチの方へ入国いた

します。問題となるのは、福岡空港からチャンギ国際空港での乗継までが引

率者を含め不安な点でございます。クライストチャーチに入りましたら、ニ

ュージーランドの受け入れ校の職員の方が待っていますので、福岡空港から

シンガポールまでについて添乗を行うということで決定いたしました。その

ことによりまして渡航中の安全の確保、及び経費面でも安価な設定ができる

ということでこのような選択を取っております。   

税につきましては、税制改正ということなのですが、ニュージーランドが

税制改正を行いまして、これまでは短期の留学生、いわゆるホームスティに

ついては、税をかけていなかったということなのですが、実は昨年度からこ

の制度が入りまして、昨年度については、安芸高田が入国をする直前に制度

改正が行われたということで、ダーフィールド校のご厚意でご負担いただい

たという経緯がありました。今年度につきましては、こちらの予算も含めて

手配が可能であろうということで依頼がありまして、今年度からは宿泊料に

匹敵するもだと思いますが、個人負担をお願いを出来ないかということでこ

のような決定をしています。 

永井教育長 姉妹提携の学校への委託料は年額いくらでしたか。 

森岡生涯学習係長 48 万円です。 

永井教育長 昨年度は事業実施直前だったので、委託料の 48 万円の中で対応をしても

らったことをご理解いただければと思います。それから、説明がありました

ように、添乗員というのは、これまでは 2 名の引率を、学校職員、もしくは

教育委員さんや教育委員会事務局職員を含めて 2 名で行っていましたが、今

年度からは、福岡空港からシンガポールのチャンギ空港までの往復を旅行業

者の方に添乗をお願いして、特にシンガポールのチャンギ空港での最大 7 時

間くらいの待ち時間中の安全対策をよりとったということでご理解をいた

だければと思います。募集が 20 名ということの説明があったと思います。
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それを踏まえていただいて何かご質問等がありますか。 

上田委員 第 2 号の（略）はシンガポールのことですか。そちらの方は改正なしです

か。 

永井教育長 シンガポールの現状の補足説明をお願いできますか。 

森岡生涯学習

係長 

シンガポールの現在の状況ですが、平成 27 年度より派遣及び受入は中止

の状態となっております。こちらの主な理由ですが、相手校からの申し入れ

によるものでありまして、メイフラワー校という学校になるのですが、ご担

当の方の交代などにより、受入事業や派遣事業の見直しをされ、安芸高田市

については、当面の間、交流を見送るという決断をされておられます。ただ

姉妹校提携については、そのままの状態となっております。こういったケー

スは岡山県の鏡野町も同じような状況でして、鏡野町におかれましても別な

学校を探されたり、色々と苦慮されておられる状況でございます。今のとこ

ろ安芸高田におきましては、ニュージーランドとの交流があるというところ

で、現在はニュージーランドとの交流を主に行っている状況であります。 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。 

永井教育長 質疑がないようですので、№4「安芸高田市青少年海外派遣事業実施要綱

の一部改正について」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 №5「平成 29 年度安芸高田市学校評議

委員の委嘱について」と№6「平成 29 年度安芸高田市学校関係者評価委員の

委嘱について」は、学校教育課の案件ですので、一括して説明を求めます。 

児玉学校教育

課長 

《資料に基づき、平成 29 年安芸高田市学校評議委員の委嘱について及び

平成 29 年度安芸高田市学校関係者評価委員の委嘱について説明。》 

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、報告 1 №5 及び№6 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 №7「安芸高田市学力向上戦略の改定に

ついて」の説明を求めます。 

児玉学校教育課長 《資料に基づき、安芸高田市学力戦略の改定について説明。》 

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、№7「安芸高田市学力向上戦略の改定につて」

を終わります。 

永井教育長  ここで、先ほどの決定どおり、報告 1 №8 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。 

次に事務事業の報告に移ります。報告 2 №1「平成 29 年度教育委員会組

織機構並びに事務分掌について」の報告をお願いいたします。 

前教育総務課長 《資料に基づき、報告 2 №1 について説明。》 

前教育総務課長→児玉学校教育課長→小椋生涯学習課長 

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「平成 29 年度教育委員会の組織機
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構並びに事務分掌について」を終わります。 

永井教育長 次に、報告 2 №2「学校規模適正化推進事業の進捗状況について」の報告

をお願いいたします。 

柳川学校統合

推進室長 

《資料に基づき、報告 2 №2 について説明。》 

各地区の開催状況、施設整備の進捗状況、H29 年度の取り組み 

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「学校規模適正化推進事業の進捗状

況について」を終わります。 

永井教育長  次に、報告 2№3「平成 29 年度学力・学習状況調査について」から、№7

「リーフレット（平成 29 年度・安芸高田協育の推進）について」までの 5

件は、学校教育課の案件ですので一括して、報告をお願いいたします。 

児玉学校教育課長 《資料に基づき、報告 2 №3 から、№7 について説明。》 

NO.3 平成 29 年度全国学力・学習状況調査について 

NO.4 平成 29 年度安芸高田市家庭教育支援員活動計画について 

NO.5 平成 29 年度安芸高田市ＩＣＴ支援員活動計画について 

NO.6 平成 28 年度安芸高田市いじめ問題対策委員会の内容について 

NO.7 リーフレット「平成 29 年度『安芸高田協育』の推進」について 

永井教育長  それでは、これより質疑に入ります。なお、質疑は、案件名を指定して行

ってください。質疑はありますか。 

永井教育長  リーフレットの改正については、学校文化の構築の 4 つの中に具体例を挙

げていますが、少し文言を整理しています。それから第 2 次安芸高田教育振

興基本計画の中の説明の欄に、これまでは片かなを使っていましたが、国、

県もほとんどこれを今使わない状況になってきましたので、そういう文言を

整理して、新しく説明を加えたということ、更には、安芸高市学力向上戦略

の授業づくりスローガン、「あ・き・た・か・た」の 5 点を掲げているので

すが、今年度は 5 つの中の重点ということで、新たに「愛情のある授業をつ

くります」ということと「対話し、学び合える集団を育てる授業をつくりま

す」ということと、「考えが深まる授業をつくります」ということ、これを

重点として入れたということが変更になっております。併せてご覧いただけ

ればと思います。 

上田委員  リーフレットはどこに配るのですか。 

児玉学校教育

課長 

各学校、議会議員、健全育成の役員、保護者等に配布します。 

永井教育長  ほかに質疑はありますか。 

ほかに質疑がないようですので、№3 から、№7 を終わります。 

永井教育長  次に、報告 2 №8「県史跡 松尾城跡について」の報告をお願いいたしま

す。 

小椋生涯学習課長 《資料に基づき、報告 2 №8 について説明。》 

新たに確認した松尾城跡について説明。 

川尻生涯学習

課長補佐 

《資料に基づき、報告 2 №8 について補足説明。》 

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。 

天清委員 秋本さんが作図をかいている、この範囲にあるのですね。 

川尻生涯学習  はい。そうです。 
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課長補佐 

永井教育長  新たな発見の規模になったら、先般の甲立古墳のように国史跡に相当する

規模の城になるということなのですか。 

川尻生涯学習

課長補佐 

 はい。時期の問題が少しあるのですが、何段階かに分かれると、郡山城も

そうなのですが、一時期に大きくなったのではなくて、徐々に大きくなって

いっていますので、もしもこれが全部古い段階でこのくらい大きいものであ

れば、日本でも有数のものになります。ですから時期がある程度分かれば判

断がつくと思います。 

永井教育長 その他、質疑がありますか。 

永井教育長 要するにまだこれは、あまり言わない方がいいのですか。広報に載ったら

そこで公になるという捉えでよいですか。 

川尻生涯学習

課長補佐 

今月の 26 日に市長の定例会見で発表するよう指示を受けており、オープ

ンになりますので、これから検証していくという情報として発表する予定で

す。地元にもまだ伝えていないので手順を踏みながら公表までにやっていき

たいと思います。 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。ほかに質疑がないようですので、№8「県史城 

松尾城跡について」を終わります。 

永井教育長 続いて、その他の項に入ります。「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（4 月 16 日～5 月 31 日）説明。 

児玉学校教育課長 平成 29 年度安芸高田市教育委員学校訪問日程について説明。 

永井教育長 その他に何かございませんか。 

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。 

内藤教育総務

課長補佐 

4 月の臨時会 案１ 4 月 28 日 金曜日 午後 4 時から 

5 月定例会   案 1   5 月 23 日 火曜日 午前 9 時 30 分から 

永井教育長 4 月の臨時会を 4 月 28 日、金曜日、午後 4 時から、5 月の定例会を 5 月

23 日、火曜日、午前 9 時 30 分からでよろしいですか。 

委員一同 よろしいです。 

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、4 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  

１６ 時 ３６分 


