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平成２９年安芸高田市教育委員会会議 １月定例会（第１回） 会議録 

 

開催日時 平成２９年１月１３日（金）午後３時００分から午後５時２０分 

場  所 クリスタルアージョ３階 視聴覚室 

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、川尻生涯学習課課長補佐、森岡生涯学習課社会教育係長、柳川教

育総務課学校施設係長、内藤教育総務係長（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３時００分 

永井教育長 ただいまから、１月定例の教育委員会会議を開会いたします。 

永井教育長  始めに、私の方から若干の報告をさせていただきます。 

その前に、新しい年を迎えまして約２週間が早いもので過ぎようとしてい

ますが、教育委員の皆様方、昨年も 1 年間大変お世話になりました。ありが

とうございました。今年も課題山積ですが、事務局一丸となって、この課題

の解決に向けて取り組みの方、進めて行く所存でございます。引き続いて、

ご指導ご支援をよろしくお願いします。 

本日は、多くの協議、報告事項を用意させていただいておりますが、私の

方からは 12 月議会の報告、それから 29 年度予算に関わり、教育委員会関係

の取り組みを報告させて頂こうと思います。 

まず昨年の 12 月議会ですが、教育委員会の関係でいいますと、英語教育

あたりに関わっての質問があり、今後の課題と思っています。学校規模適正

化については、事務局の勢力的な取り組みにより、質問は出ておりません。 

気にかけています、小学生、中学生の学力向上に関わって、以前報告もさ

せて頂きました様に、昨年度でみると、中学校の英語科の点数が、以前、県

内において非常に高いレベルにあったものが、ここ数年、年々下がってきて

いる状況です。昨日、次長、前課長が市長の方へも説明に行ってくれました

が、市長の方からも、英語の学力の点数が下がっている事に関わっての、厳

しい指摘もあったというふうに報告を受けております。何点か要因を分析し

ておりますが、今後更に分析を行い、29 年度予算において英語科の学力・

学力テストの結果の向上に向けての対応をしていく必要があろうかと考え

ております。 

それから、本日は、平成 29 年度予算について事務局の方から現時点での

報告、説明をさせて頂く事にしております。これは事務局職員の方で協議を

重ねてくれまして、これまで、予算関係については、教育委員の皆様方に十

分意見を言っていただくという状況になかなか結びつかない段階での次年

度の予算報告という事になっておりましたが、そのあたり少しでも教育委員

さん方のご意見を反映できたらという事で、今年度はこの時期、例年より少

し早いですが、現在事務局が取り組んでいる状況について説明をさせて頂き

ますので、委員の皆様方の忌憚のないご意見をお聞かせいただければと考え

ております。 

本日は後の会も予定をさせていただいております。よろしくお願いいたし

ます。簡単ですが以上で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。 
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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 №2「区域外就学に

ついて」№3「指定学校の変更について」№4「通学区域の弾力化による学校

選択の辞退について」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 №2 から№4 までは秘密会と

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。 

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１号「安芸高田市立図書館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１号安芸高田市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則につ

いて、次のとおり提案理由をご説明いたします。 

本案は、市立図書館の移動図書館車、サービスの停止、及びインターネッ

トコーナーの廃止等に伴う図書館条例施行規則の一部改正でございます。 

なお、議案の詳しい内容につきましては、担当課長がご説明をいたします。 

松野生涯学習

課長 

資料に基づき一部改正内容を説明。 

〈改正する規則〉 

安芸高田市立図書館条例施行規則（平成１６年教育委員会規則第２７号） 

〈改正内容〉 

・移動図書館車による定期的な巡回サービスの停止。 

・代替サービスとして「郵送等による貸出」サービスの充実。 

・インターネットコーナーの廃止。など 

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１号「安芸高田市立図書館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 異議なし 

永井教育長 異議なしと認め、議案第１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１号について」の審査を終わります。 

永井教育長 協議１「平成 29 年度教育費関係予算要求状況について」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 協議１、平成 29 年度教育関係予算要求状況について、ご説明いたします。 

平成 29 年度教育関係費予算要求の柱といたしましては、教育環境の整備、

学力の向上、甲立古墳保存活用、施設の配置・適正化の４点でございます。  
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教育環境の整備つきましては学校規模適正化において、平成 30 年４月１日

統合予定の八千代小学校、甲田小学校の施設整備、そして新規の取り組みと

いたしまして、中学校の普通教室へのエアコン設置を進めるものでございま

す。 

次に学力の向上につきましては広島県内トップレベルの学力をつけるこ

とを目標に掲げ、学習補助員、教育介助員などの配置、そして重点的取り組

みといたしまして、新規に英語力強化の取り組みを進めるものでございま

す。これらの取り組みによりまして、児童、生徒の学力の向上を図ることは

もちろんのことでございますが、子育て世代の大きな関心事であります、子

供の教育の充実を図ることにより若者定住施策との連携をはかっていきた

いと考えております。 

次に甲立古墳保存活用につきましては、甲立古墳保存活用計画の作成を進

め、史跡の保存及び安芸高田市の宝としての魅力アップの取り組みを進める

ものでございます。 

次に施設の配置・適正化につきまして施設の長寿命化の取り組み、及び施

設の廃止、譲渡への取り組みを進めるものでございます。 

平成 29 年度当初予算の要求状況表をお配りしていますのでご覧いただけ

ればと思います。教育費は総額で 1,741,198 千円、平成 28 年度に比較しま

すと、額で約 405,721 千円、率では 30.4 パーセントの要求増となっており

ます。要因といたしましては学校規模適正化推進事業、及び先ほど新たな事

業と申しましたが、中学校へのエアコン設置に係ります予算要求増が主なも

のでございます。 

なお、平成 29 年度当初予算要求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 

協議１ 平成 29 年度教育費関係予算要求状況について、教育総務課関係

について資料に沿って説明。 

教育総務課  要求額 1,153,640 千円 対前年 434,927 千円増。 

児玉学校教育

課長 

協議１ 平成 29 年度教育費関係予算要求状況について、学校教育課関係

について資料に沿って説明。 

学校教育課  要求額 102,751 千円 対前年 △7,573 千円減。 

松野生涯学習

課長 

協議１ 平成 29 年度教育費関係予算要求状況について、生涯学習関係に

ついて資料に沿って説明。 

 生涯学習課  要求額 484,807 千円 対前年比 △21,633 千円減。 

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。 

上田委員 エアコンの設置については、冷暖房をやるのですか。それとも夏だけの活

用になるのですか。もう一点、幼稚園管理運営事業費が 4,211 千円減額にな

っていますが、どういう事が減額になったのかという二点をお願いします。 

前教育総務課

長 

エアコン設置に関しまして、冷暖房用を設置し、冷房を基本使用として考

えています。暖房につきましては、既存の暖房施設もあるため、ランニング

コストの事を考えると、既存のものを使う方が電気代も安くあがるという状

況にあります。学校によっては、すでに暖房機器が老朽化して使えなくなっ

ている状況の所もありますので、一部エアコンを使うという事も考えていく

必要もあるかと思っています。ただ、出来るだけブルーヒーター等を使いな

がら補助的に使うという状況になろうかと思います。基本的には、エアコン

については冷房を中心にということになろうかと思います。 
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児玉学校教育

課長 

幼稚園管理運営事業費の 4,211 千円の減額ですが、平成 27 年まで正規職

員 2 名体制でした。28 年度から 1 名増員になり 3 名体制になりました。28

年度の当初予算の段階では人事異動を反映していないため、非常勤職員 2 名

分の予算を計上していました。29 年度予算では、正規職員 3 名体制という

事で非常勤職員分を計上していませんので、その部分が減額になっていま

す。 

上田委員 人員に動きがあるという事ではないですね。 

児玉学校教育課長 はい。 

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。 

山本委員 平成 29 年度当初予算の要求状況で、企画振興部長査定までは済んでいる

という事で、この後は、副市長・市長査定に入るという事になると思います

が、ほぼこの中身で決まるということでしょうか。 

叶丸教育次長  ご指摘がありましたように、今、提出している資料につきましては、企画

振興部長査定までを受けたものを一覧表にさせていただいております。この

後、副市長、市長査定の中で、いくらか政策的な予算の変更は出てくると思

われますが、事業の大きな内容の変更という事ではなく、予算付けの変更で

政策部分を上乗せという事になろうかと思います。 

永井教育長 よろしいでしょうか。他にご質疑がございますか。 

山本委員 全体的には市の予算は減額傾向にあるのですか。そうした時に、教育関係

予算で学校規模適正化は大きな事業なので、それを除いた、その他の予算は、

前年度に比べて増減の傾向はどのようになっているか、分かれば教えてくだ

さい。 

叶丸教育次長 政策的な部分や学校統合などを除いた教育費予算の増減についてですが、

H29 年度予算は、財政課より、平成 28 年度当初予算から７%減額の予算編成

方針が示されました。昨年度は全費目ではなかったのですが、30%減額とか

なり大きな目標を課せられて、学校等へも無理をお願いしながら、この間、

組んできております。今年度も心配をしておりましたが、全体的に、７％の

削減目標の指導を受けました。ただ、先ほど言いましたように、前年度 30%

と大幅な削減を行っており、既にぎりぎりの状況ですので、この度は、７％

の目標を達成できていない状況での予算組みをさせていただいています。 

永井教育長 よろしいでしょうか。他にご質疑がございますか。 

永岡委員 社会教育施設維持管理費の高宮田園パラッツォトイレ改修工事では、全て

洋式のトイレになるのですか。 

松野生涯学習

課長 

結論からいえば和式トイレは残ります。市長からは全て洋式にという声も

上がっていましたが、そうすると全面改装する必要性があり、工事費も倍の

費用がかかることになります。今、現実的な考え方としては、２つの和式ブ

ースを１つの洋式トイレにするというイメージです。トイレ全体の数は減り

ますが、今の利用状況から考えれば何とか運営できるのではないかと考えて

います。奇数の場合、１つは和式が残るという形になると思います。 

永井教育長 よろしいでしょうか。他にご質疑がございますか。 

金川委員 学校教育課の英語の英検３級の習得率を増やしていこうという話が先ほ

どでていましたが、一方で生涯学習課では、英会話教室中１の英検４級の習

得を目標と書いてありますが、これは４級をステップとして３級を受ける者

を増やそうという思いなのか、それとも３級を習得する生徒を増やすもので
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あれば、３級もここで指導できる様な格好のものがあった方が、関連性があ

っていいのではないかと思ったのですが、どうお考えですか。 

児玉学校教育

課長 

英検３級は中学３学年時での目標という事になります。中学校で言えば２

級を取る子供もいますが、平均的なところで３級を目標にしたいと思ってい

ます。これは国、県レベルでも同じように目標を掲げておりまして、国の方

では大きく 50%という目標を出していますが、当面、本市としては 35%を目

標にしたいと思っています。５級から受けていく事になりますので、対象は

１年生からで、５級、4 級とステップアップしていくというように考えてい

ます。 

永井教育長 補足がありますか。 

松野生涯学習

課長 

生涯学習課では４級取得を目標に掲げている訳ですが、それは３級取得目

標のベースになる、ステップアップという形で考えています。特に、国際交

流事業の中で派遣事業を行っていますが、派遣事業に参加する生徒のほとん

どが２年生です。１年生の時に４級を取得してくれた子供が２年生になった

時に派遣事業に参加してくれればというような流れを考えています。このよ

うな理由により１年生のうちに４級取得を目標にしています。 

金川委員 ４級を目標にするということですが、４級以上を取得して更に上を目指す

生徒もここで一緒に学ぶ事も出来るのでしょうか。 

松野生涯学習

課長 

基本的に中学生に対する社会教育における講座については、年間を通じて

の講座というのは、クラブ活動の関係もあり非常に難しく、参加率の低い講

座と言われる部分もあります。年３回開催予定ですが、受験時期に合わせる

形で短期間で講座が組めるように考えているところです。 

永井教育長 したがって４級以上を目指したい子供が参加する事は可能なのかという

事についてはどうですか。 

松野生涯学習課長 それは全く問題ないところであります。 

永井教育長 よろしいでしょうか。他にご質疑がございますか。 

天清委員 学校規模適正化推進事業で、放課後児童クラブの施設面については、教育

委員会の管轄ではないですか。 

前教育総務課

長 

放課後児童クラブの件につきましては、統合準備委員会の総務部会での協

議の中で、閉校になった場合に、その児童クラブを残すかどうかの議論をさ

せていただいています。ただ、所管は子育て支援課になりますので、単独で

建てるという事になれば、今後は子育て支援課が中心となって建設を行って

いくという形になろうかと思います。 

永井教育長 よろしいでしょうか。他にご質疑がございますか。 

上田委員 学校統合に係わって、甲田小学校プールの新設の進捗状況はどのようにな

っていますか。 

前教育総務課長 平成 30 年に統合します甲田小学校のプールの建設ということですが、当

初、準備委員会等での協議の中では、現在ある基幹集落センターの位置にプ

ールを新設したらどうかというご意見を頂いておりまいた。協議を行う中

で、地域住民の皆さんのご意見等、プールについては、学校施設は学校施設

内に造るのが良いのではないかというご意見もあり、検討を進めた結果、現

在の甲立小学校のグランド内にプールを建設する予定で実施設計を進めて

いるところでございます。場所は、現在増築を行っている五龍山寄りの位置

の学校施設内にプールを建設するという事で現在進めております。 
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永井教育長 よろしいでしょうか。 

永井教育長 その他に質疑はありませんか。ほかに質疑がないようですので、協議１「平

成 29 年度教育費関係予算要状況について」を終わります。 

永井教育長 ここで、25 分まで休憩といたします。 

 《暫時休憩。》 

永井教育長 会議を再開します。 

永井教育長 続いて、専決処分した事案の報告 4 事案について、提出者から、提案理由

の説明を求めます。 

叶丸教育次長  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

まして教育長において、今回４件の専決処分いたしましたので、教育委員会

議へ報告し、その承認を求めるものでございます。なお、内容につきまして

は担当課長よりご説明をいたします。 

児玉学校教育

課長 

報告№１「平成 28 年度安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱

について」秋田雅朝委員に 12 月 22 日付で委嘱をいたしました。 

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。 

委員  質疑なし。 

永井教育長  ほかにご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  ここで、先ほどの決定どおり、報告１№2 から№4 までの 3 件は秘密会と

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。 

事務事業の報告 2 №1「府中町における自殺事案を踏まえた対応につい

て」から№2「中学校部活動休養日について」の 2 件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、2 件の報告について説明》 

報告 2 №１「府中町における自殺事案を踏まえた対応について」 

1 月 5 日に臨時校長会を招集し、周知を図るとともに、再発防止に向けて

本市での取り組みを再度確認。 

№2「中学校部活動休養日について」 

県立で部活動に関する休養日について、方針が示された。国からのガイド

ライン等も踏まえながら今後検討していく。 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。ただ今の 2 件の報告について質疑は

ありませんか。 

天清委員 №2 の中学校部活動休養日についてですが、部活動の活動日には全ての顧

問の先生が来ておられるのでしょうか。休日はどのような状況になっている

のでしょうか。 

児玉学校教育

課長 

 土日においても、部活動という時間帯とスポーツ少年団という時間帯とが

あります。基本的に部活動の部分は学校の活動になりますので、顧問は必ず

いると思います。部によってはスポーツ少年団であっても、顧問の先生にい

てもらいたいという考え方もあると思います。今回、部活動の休養日等の方
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針を改めて示すことにあたっては、先ほど申しましたように、スポーツ少年

団の協力等も、今後必要になってくるかと思います。体育協会、スポーツ少

年団との理解と協力を得ながら進めて行く必要があるかと考えています。 

天清委員 学校としては部を強くしたいという思いがあり、意欲のある顧問の先生が

出て指導される訳ですが、もっと休みにやって欲しいというところもあるか

もしれません。教育委員会としてどう指導をしていけばいいか、大変難しい

問題だと考えます。社会体育の力を借りていかないと強くならないのではな

いでしょうか。しっかり勉強してやっていかなければいけないと思います。 

永井教育長 今現在の段階では国、県の方針に沿った学校現場への指導を教育委員会と

しても考えております。先般も中学校の校長と意見交換を行いましたが、先

ほど、児玉課長も申しましたが、安芸高田市の場合は、なかなか学校教育活

動とスポーツ少年団活動との住み分けというのがはっきりしていない状況

の部分が残っております。部活に取り組んでいる生徒やその生徒の保護者の

要請等によって、スポーツ少年団の活動に位置づけておりながら、結果的に

は学校の教員が土曜も日曜も連続して出て、ほとんど年間休む日がなく部活

に対応している実態もあるようです。行き過ぎた活動というのは、生徒にも

いい影響を与えないということと、それに関わる教職員も過重労働になると

いうことの中で、方針が示されました。先ほど、児玉課長がいいましたよう

に、現在、6 中学校の内、高宮中学校が水曜日を部活なしにしています。こ

れは、20 年、30 年も歴史があるという事ではないのですが、10 年近くにな

ると聞いております。その背景というのは、やはり一部加熱して、普通日で

も 20 時、21 時まで残して練習するというような状況があり、それが次の日

などに影響したり、バランスを崩すということで、全ての部活で水曜日をな

くしていったというような経緯があるということでした。 

今後、中学校を中心に検討をしていくということになりますが、分かりや

すくいうと、月曜日から金曜日までで、どこか一日、今の状況によると水曜

日に決定をするのが一番多いかと思います。あと、土曜、日曜日、どちらか

また一日を休みにする。ただし、中体連の関係等で土日に出た場合は、次の

週のどこかで一日休みを入れる。などが考えられます。このことは、高校と

の絡みもでてきますが、県立も本気でこの方針を踏まえた形でやっていこう

という、今段階は流れになっているようです。これまでは、拘束力がなかな

かありませんでしたので、実際には県立あたりは、その方針が厳守されてい

なかったのですが、今回は、国、県の方針を踏襲した形で、取組んでいく方

向にあると聞きました。 

市教委としましては、独自方針を作成するには、はっきりした根拠を持っ

ておかないと説得力を欠きますので、今段階、国、県の流れを受けて、取り

分け広島県教育委員会の方針に基づいた指導をしていくのが一番、混乱が少

ないかと考えているところではあります。 

永井教育長 ほかに、ご質疑・ご意見はありませんか。 

永井教育長 ほかに質疑がないようですので報告 2 №1 及び№2 を終わります。 

永井教育長 続いて、№3「青少年教育事業 [地域未来塾]の実施についてから№7「映

画 [海よりもまだ深く]上映会の開催について」までの 5 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。 

松野生涯学習

課長 

《資料に基づき、5 件の報告について説明》 

・報告 2 №3「青少年教育事業[地域未来塾]の実施について」 
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 今年度は初年度であることから、モデルケースとして吉田小学校の高学年

児童を対象として考えている。 

・№4「安芸高田少年自然の家の状況について」 

 平成 29 年 4 月から利用停止。今後、備品等の整理を行っていく。 

・№5「図書館運営事業 ブッツクスタートの実地状況について」 

 8 月 26 日第 1 回目実施以後、12 月まで計 5 回開催。77 名に配付。 

・№6「第１回国史跡甲立保存活用計画策定委員会議事録について」 

 平成 28 年 12 月 22 日開催。第 2 回を 3 月上旬開催予定。 

№7「映画[海よりもまだ深く]上映会の開催について」 

平成 29 年 2 月 19 日（日）14：00～クリスタルアージョ 

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 №3 から№７を終わります。 

永井教育長  続いて、その他の項にはいります。「①当面の行事等について」説明を求

めます。 

児玉学校教育

課長 

 《資料に基づき、「平成 28 年度各種表彰・コンクール等の入賞状況（県レ

ベル以上）」を説明。》 

松野生涯学習

課長 

 当面の行事等生涯学習情報について（1 月 13 日～2 月 28 日）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。 

内藤係長 2 月の定例会 第 1 案 2 月 16 日 木曜日 10：00 から  

第 2 案  2 月 10 日 金曜日 10:00 からを提案。 

永井教育長 委員の皆さん方、1 案はどうですか。 

委員 よろしいです。 

永井教育長 では、1 案の 2 月 16 日木曜日 10:00 から 2 月の定例会を開催いたします。 

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、1 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 

午後５時２０分 


