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平成 30 年安芸高田市教育委員会会議 5 月定例会（第５回） 会議録 

 

開催日時 平成３０年５月２３日（水）９時３０分から１１時０５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、熊野学校教育課指導主

事、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、5 月定例の教育委員会会議を開催いたします。 

永井教育長 本日は雨の中、定例教育委員会会議へご出席いただき、大変ありがとうござい

ます。 

また、先般 20 日の日曜日には、市内 8 小学校が運動会を開催してくれました。

教育委員の皆さまにおかれましては、大変お忙しい中、それぞれの担当区の学校

の方に出向いて頂き、応援をして頂きまして大変ありがとうございます。校長の

報告を聞く限りでは、開催した全ての学校が、保護者、地域の皆さんから好評を

得たという報告を聞いております。とりわけ、甲田町の甲田小学校、八千代町の

八千代小学校につきましては、統合して初めての運動会という事で、校長はじめ

職員は大変気分を遣いながら準備をしてくれたようですが、この 2 つの学校にお

きましても、人数が多くなって良い運動会をやってもらったと評価を頂いたとい

う事で、私たち教育委員会も安心すると同時に大変喜んでいるところであります。 

また。まもなく 6 月議会が始まります。6 月 11 日、月曜日が初日という事で聞

いておりますが、この 6 月議会で、かなりの議員さんから教育委員関係の質問が

出されるようです。現在、次長を中心にそれぞれ準備を進めてくれておるところ

であります。これもまた詳細が分かりましたら、もう少し丁寧な報告をさせて頂

こうと思っているところであります。     

簡単ではございますが、報告に替えさせて頂きます。ここから座って進行させ

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。 

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 ここで、議事に入る前に、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 19 号「平成 30 年度一般会計【教育費関係】補正予算

（第 1 号）について」及び議案第 22 号「平成 31 年度に安芸高田市立小学校及び

中学校で使用する教科用図書の採択に係る選定委員及び調査員の委嘱について」、

議案第 23 号「障害のある児童に係る平成 30 年度の就学措置につて」また、議案

第 24 号「平成 30 年度就学援助費（第 1 号）の認定について」は、市議会への提

案予定であること。また、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、議案第 19 号及び、議案第 22 号から議案第 24 号までは、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
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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、金川委員、上

田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 20 号「安芸高田市奨学金審査会委員の委嘱について」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 20 号「安芸高田市奨学金審査会委員の委嘱について」提案理由をご説明

いたします。 

本案は、平成 30 年 5 月 31 日をもって任期満了となる安芸高田市奨学金審査会

委員について、安芸高田市奨学金貸付条例第 4 条に基づき、委嘱を提案するもの

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。 

前教育総務課長 〈資料に基づいて説明〉 

任期：平成 30 年 6 月 1 日～平成 32 年 5 月 31 日（2 年） 

新任 5 名 再任 5 名 

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 20 号「安芸高田市奨学金審査会委員の委嘱について」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 20 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 20 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 21 号「平成 31 年度に安芸高田市立小学校及び中学校

で使用する教科用図書の採択基本方針ついて」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 21 号「平成 31 年度に安芸高田市立小学校及び中学校で使用する教科用

図書の採択基本方針について」提案理由をご説明いたします。 

 本案は、平成 31 年度に安芸高田市立小学校及び中学校で使用する教科書の採択

基本方針の策定について提案させていただくものでございます。 

 平成 30 年度は小学校において使用する教科用図書の内「特別の教科 道徳」を

除く教科用図書の採択及び平成 31 年度から全面実施されます中学校の「特別の教

科 道徳」の教科用図書の採択年度となっています。 

 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〉 

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 21 号「平成 31 年度に安芸高田市立小学校及び中学校で使用する教科用

図書の採択基本方針について」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 21 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 21 号について」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、議案第 22 号から議案第 24 号まで、及び、議案

第 19 号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》関係職員入室。 

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  それでは、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。 

永井教育長  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。 

永井教育長  それでは、専決処分した事案の報告 1 №1「社会教育委員の委嘱について」及び

№2「スポーツ推進委員の委嘱について」の 2 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〉 

社会教育委員委嘱 新任 3 名、再任 10 名 計 13 名 

 スポーツ推進委員委嘱 新任 9 名 再任 39 名(男性 33 名、女性 15 名)計 48 名 

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。 

上田職務代理者  名簿に記載されている委員さんについて異議があって申しあげるのではなく、

むしろ安心したという思いがあるのですが、先ほどの奨学金審査会委員の委嘱に

ついての説明の時に、健康上の理由で辞退された委員さんが、ただ今説明頂いた

社会教育委員、スポーツ推進委員の方は再任ということで、ご承諾いただいてい

るようですが、そのあたりいかがですか。 

小椋生涯学習課

長 

 はい。ご承知頂いております通り、健康上の理由ということで、昨年、入院さ

れたりしまして、私どもも心配しておりましたが、車いすを使ってでも会議に参

加されるという本人の希望があり、委員も快く承諾いただきました。そういう経

緯で委嘱をしました。 

永井教育長  よろしいでしょうか。 

上田職務代理者  はい。よく分かりました。 

永井教育長  そのほかに、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 1 №1 及び№2 を終わります。 

永井教育課長  続いて、事務事業の報告 2 №1「学校規模適正化推進事業に係る報告について」

説明を求めます。 

柳川室長 〈資料に基づいて説明〉 

・平成 30 年度事業推進方針 ・地区別進捗状況等 

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、報告 2 №2【平成 30 年度「安芸高田協育」の推進リーフレットについ



4 

 

て】説明を求めます。 

佐々木学校教育

課長 

 平成 30 年度版のリーフレットについて、改訂した部分の詳細について担当者の

方から説明をします。 

熊野指導主事  リーフレットの改定した部分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  大変立派な資料を作って頂き、学校を中心とした教育の指導に当たって頂いて

おり大変感謝申しあげます。ただ、心配なのは、主体的な学習、主体的な取り組

みを子供に求めておりますが、学校が教育委員会に頼りすぎて、教育委員会が指

導するとおりにすればいいとか、教育委員会に依存になってもいけないと思って

いますので、学校は、学校としての主体を持ちながら指導し、運営をしていって

もらいたいという思いもあります。 

熊野指導主事  今、ご指摘がありましたように、本年度はやはり、学びの変革の全県展開とい

うこともありますので、各校にこのように、安芸高田市が大事にしている授業づ

くりなり、学校づくりについてお示しさせてい頂きましたので、あとはここを各

校議論されながら、先生方がどう咀嚼して自分達の授業に取り込むかという事に

なります。今、各校では、子供たちにとってこの部分が大事なので、まず 4 月は

ここを取り入れよう、次の 5 月はこの部分を取り入れようというふうに、各校で

議論をして頂いて、大事な部分に重点を置いて頂きながら学校づくりを進めても

らっているところです。今後の指導にも活かしていきたいと思います。ありがと

うございました。 

永井教育長  そのほかに、質疑はありますか。 

山本委員  安芸高田協育の基本理念の中で、夢と志を持つということが基本になり、目標

になると思います。そのあたりを、学校でもしっかり指導して、将来に夢や目標

を持っている児童生徒の割合が出来るだけ高くなればいいと思います。ただ、漠

然とした夢ではなく、しっかりした根拠のある夢を持つようになったら、日々の

活動が違ってくるのではないかと思います。 

もう一点は質問ですが、家庭・地域に信頼される学校づくりですが、数値目標

の児童数かけ 2.1 人、生徒数かけ 2.2 人（小中学校行事への保護者・地域の参加

者数の数値目標）の 2.1、2.2 という数字はどの様な意味なのですか。 

熊野指導主事  ご意見ありがとうございます。 

質問の 2.1 と 2.2 の数字に関しましては、今、把握出来る資料を持ち合わせて

いませんので、後日、返答させて頂きたいと思います。 

山本委員  はい。分かりました。 

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 №2 を終わります。 

永井教育長  続いて、報告 2 №3「学校留守番電話導入後の状況について」説明を求めます。 

佐々木学校教育

課長 

〈資料に基づいて調査結果の説明〉 

 概ね導入に効果があるとの回答。 

 ・時間外であることの認識が高まり件数が減少してきている。 

 ・勤務終了時間の意識づけができるようになり、学校間の連絡件数も減少した 

 ・欠席等の連絡等も留守番電話解除の午前 7 時 30 分ではなく、午前 8 時以降に

かかる件数が増えている等。 

金川委員  効果及び改善点等で「来校者の増加」とありますが、これは、留守番電話にな

っているための苦情での来校ということではないですね。 
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佐々木学校教育

課長 

 苦情とかそういう来校者ではなく、留守番電話にメッセージを残すより、直接

話をするという形での来校者が増えたということです。 

永井教育長  その他に、質疑はありませんか。 

永井教育長  他に質疑がないようですので報告 2 №3 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（5 月 23 日～6 月 30 日）説明。 

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 6 月の定例会 1 案 6 月 13 日 水曜日 午前 9 時 30 分からを提案         

2 案 6 月 20 日 水曜日 午前 9 時 30 分からを提案                                                    

永井教育長 いかがでしょうか。 

委員一同 1 案でいいです。 

永井教育長 では、6 月の定例の教育委員会議を 6 月 13 日 水曜日の午前 9 時 30 分からとい

たします。全体を通して何かありますか。 

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０５分 


