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平成 30 年安芸高田市教育委員会会議 2 月定例会（第 2 回） 会議録 

 

開催日時 平成３０年２月１５日（木）９時３０分から１２時２０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 １名 

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、熊野学校教育課指導主事、下中専門

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 ９時３０分 

永井教育長 ただいまから、2 月定例の教育委員会会議を開催いたします。 

永井教育長 始めに私の方から若干の報告をさせて頂きます。 

1 月 11 日が前回の定例教育委員会会議の開会でしたが、その間さまざま行事等

ありました。主だったものについて報告をさせて頂こうと思います。 

まず、学校関係でございますが、1 月 31 日に今年度の生徒議会が開会されまし

た。今年度は甲田中学校が担当でございましたが、事前指導を含めて、生徒の頑

張りの中で、本当にすばらしい、非常にいい生徒議会にして頂いたと思っており

ます。取り分け、前回の向原中学校あたりから、ずいぶん変わってきていると感

じていますが、質問が極めて準備が周到にされておりまして、何を尋ねようとし

ているのか、どういう答えを執行部から引き出そうとしているのか、という所が

担当の職員の指導を含めて、非常に良く準備がされておりました。特に感心した

のは、長い質問を用意し、8 人が質問に立ってくれましたが、どの生徒もまず読み

違えた箇所がなく、相当練習といいますか、準備をしてくれており、生徒議会と

いえども非常に緊張した中で答弁をさせて頂くことが出来ました。来年度は是非、

教育委員の皆様方にもご案内をさせて頂いて、ぜひこの生徒議会を傍聴いただけ

ればと反省もしたところでございます。 

それから 2 月 9 日に平成 29 年度の広島県教育奨励賞の授賞式がありましたが、

個人の部で美土里小学校の末永教諭、それから団体ということで甲田町の小田東

小学校、そして甲田中学校の 1 個人 2 団体、今年度、教育奨励賞を受賞すること

が出来ました。つい先日、市長の方へもこの事を報告してくれたところでござい

ます。 

併せて平成 27 年度から学びの変革アクションプランということで、美土里小学

校がパイロット校、小田東小学校、美土里中学校が実践校ということで、3 校中心

にしながら、市内 19 校の小中学校が平成 30 年度から本格実施になります。学び

の変革ということに伴う課題、発見、解決学習、問題解決学習ということで、授

業改善に取り組んできてくれまして、一昨日を持ちまして、市内関係職員が集ま

っての研修会が終了したところでございます。県教委の方も非常に評価をしてく

れていまして、平成 30 年度からの小中学校の学びの変革に伴う授業改善、課題発

見解決学習に向けての取り組み、実践に弾みがつけばよいと願っておるところで

ございます。 

生涯学習関係で申しますと、計 5 回の会議を持って頂きましたが、先般、甲立

古墳に関わります保存活用計画の策定委員会が終了いたしました。今、冊子に向

けての作業に取り組んで頂いているところでございますが、非常にいい内容に出

来上がっているということを担当者からも説明を受けておるところでございま

す。この保存活用計画に基づきまして、来年度から整備基本計画ということで、

関係の史跡範囲の土地の買い上げ等を中心にしまして、具体的な整備に入ってい

くことになろうかと考えておるところであります。 
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また、もう一つ、安芸高田市文化芸術振興計画ということで、今、素案が出来

上がりましたが、これについては、まだまだ中身等、精査するところがあります。

この文化芸術振興計画をきちんと創りあげて、安芸高田市の今後の文化芸術振興

の拠りどころになればと考えているところでございます。 

簡単ですが 1 月の定例教育委員会議以降の主だった動き等について報告をさせ

て頂きました。 

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 10 号「平成 29 年度就学援助費（新入学児童学用品費）

の認定について」から、議案第 13 号「指定学校の変更について」までの 4 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、議案第 10 号から議案第 13 号までの 4 件は秘密会とし、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 異議なしと認め、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、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。 

 日程第 3、議案第 4 号「平成 29 年度一般会計【教育費関係】補正予算（第 6 号）

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 4 号「平成 29 年度一般会計・教育費関係・補正予算第 6 号について」提

案理由をご説明いたします。 

 本案は、安芸高田市議会 2 月定例会に提案する平成 29 年度一般会計補正予算の

うち、教育費について、27,222 千円を減額補正するものでございます。 

 主な内容としましては、事業費の実績見込みによる予算整理を行うものでござ

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。 

前教育総務課長 〈補正状況について資料に基づいて説明〉 

 教育総務課関係 6,275 千円の減額 

柳川学校統合推

進室長 

〈補正状況について資料に基づいて説明〉 

 教育総務課学校統合推進室関係 5,149 千円の減額 

児玉学校教育課

長 

〈補正状況について資料に基づいて説明〉 

 学校教育課関係 4,144 千円の減額 

小椋生涯学習課

長 

〈補正状況について資料に基づいて説明〉 

生涯学習課関係 11,654 千円の減額 

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。 

山本委員  小中学校管理費の中の施設、設備等管理整備事業費ですが、中学校に比べて小



3 

 

学校の補正額が多いようですが、これは学校数に関係しますか。もう一点、高熱

水費も小学校の方が多いようですが、これは寒冷時期との関係がありますか。 

内藤教育総務課

長補佐 

 小中学校の需用費のボリュームについてですが、小学校は 13 校運営していまし

て、中学校は 6 校ですので、それで倍違うのがまずひとつ、それと、この度、燃

料費について増額補正していますが、これは灯油代、重油代となりますが、美土

里小学校は、生涯学習センターまなびの燃料も含めて重油代を一緒に支払をして

いる関係で、特に小学校がこの度増えている要因の一つと考えています。併せて

水道等の破裂も小学校の方が多く、様々なものがやはり 13 校という校数の多さ

等々で膨れ上がっていると考えられます。 

山本委員  小学校は水道の破裂等が結構あったということですね。 

内藤教育総務課

長補佐 

 はい。そうです。 

永井教育長  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採決します。 

 議案第 4 号「平成 29 年度一般会計【教育費関係】補正予算（第 6 号）について」

ご異議ごあいませんか。 

永井教育長  異議なしと認め、議案第 4 号については、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、日程第 4、議案第 5「平成 30 年度一般会計【教育費関係】当初予算に

ついて」、提案理由の説明を求めます。 

土井教育次長  議案第 5 号「平成 30 年度一般会計・教育費関係・当初予算について」提案理由

をご説明いたします。 

 本案は、平成 30 年 安芸高田市議会 第 1 回定例会に提案する平成 30 年度一般

会計・当初予算のうち、教育費について、18 億 2,345 万 3 千円を計上するもので

あります。 

 議案の詳しい内容につきましては、各担当課長から説明をいたしますが、その

前に私の方から、お手元にお配りしています、平成 30 年度・安芸高田市当初予算

資料【教育費関係資料】で市全体の当初予算の概要を説明させて頂きます。 

土井教育次長  〈資料に基づいて説明〉 

 平成 29 年度当初予算 33,462,301 千円 

 平成 30 年度当初予算 31,991,163 千円  1,471,138 千円の減額。 

前教育総務課長 〈資料に基づいて説明〉【教育総務課関係】 

 平成 29 年度予算額 525,520 千円 

 平成 30 年度予算額 641,035 千円  115,515 千円の増額、対前年比 122％ 

（主な内容として） 

・遠距離通学に伴うスクールバスの運行業務。 

・小学校のエアコン整備（統合校以外の全小学校） 

・電子黒板、タブレット端末の導入 

・定住者奨学金返済免除制度 

・旧吉田給食センターの解体費用等 

柳川室長 〈資料に基づいて説明〉【学校統合推進室関係】 

 平成 29 年度予算額 628,168 千円 

 平成 30 年度予算額 280,231 千円 347,937 千円の減額、対前年比 44.6％ 

（主な内容として） 

・委員謝礼（高宮地区も含む） 
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・統合校の閉校記念学校史の製本代等 

・工事管理費用 

・閉校、開校記念行事等の費用等 

児玉学校教育課

長 

〈資料に基づいて説明〉【学校教育課関係】 

平成 29 年度予算額 97,154 千円 

 平成 30 年度予算額 95,009 千円 2,145 千円の減額、対前年比 97.8％ 

（主な内容として） 

・中学校の部活動指導員の配置 

・英語教育の強化、国際教育の推進（外国語指導助手派遣） 

・森の学校プロジェクト事業 

・生徒指導支援の非常勤職員の派遣等 

小椋生涯学習課

長 

〈資料に基づいて説明〉【生涯学習課関係】 

 平成 29 年度予算額 489,180 千円 

 平成 30 年度予算額 519,485 千円 30,305 千円の増加、対前年比 106.2％ 

（主な内容として） 

・地域未来塾事業、ブックスタート事業 

・高宮 B＆G プール、美土里 B＆G 体育館工事（補助金内定） 

・甲立古墳の保存整備等 

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。 

金川委員  中学校の部活動指導員配置の 1,008 千円はどの位の規模を想定しての金額なの

かということと、もう一点、学校規模適正化の単独事業 11,200 千円の単独事業は

どの様な内容のものですか。 

児玉学校教育課

長 

 中学校部活動指導員の配置ですが、この事業は国の制度を活用して県の補助金

を得て実施する事業です。県の方から、まだ補助要綱等示されていないのですが、

口頭で示されているのは、補助対象となるのが、時間あたり 1,600 円、週あたり 6

時間の 35 週、これが一人分で一応 3 名分ということで 1,008 千円を計上していま

す。ある程度の責任を持って指導して頂く訳ですが、その割には少し少ないと思

われるところもあるのですが、財政が厳しい中、今、示されている補助対象分と

いうことで予算を計上しています。 

柳川統合推進室

長 

 工事費全体といたしましては 258,992 千円なのですが、内訳として国庫補助金

が 246,492 千円、これは文部科学省の補助を受けて行う校舎の改修工事に当たり

ます。単独事業といいますのは、国庫補助以外の安芸高田市の財源で行う事業と

いうことで、来年度予定していますのは、校舎裏の雑種地の舗装工事、こちらは

補助を受けられませんので、一応、単独事業という部分で計上しています。 

永井教育長 その他に、質疑はありませんか。 

上田職務代理者  ICT 支援員を一応、終了するということですが、終了の経緯、それに代わって、

今後、学校はどの様にサポートしていくのかということと、もう一点、地域未来

塾に大変期待していますが、今年度の目標としては、全小学校で実施ということ

があったと思います。今後の評価目標や指標があればお聞かせください。 

児玉学校教育課

長 

 ICT 支援員ですが、学校に電子黒板等が初めて入るということで、教育委員会と

しても現場で本当に使ってもらえるものかどうかという不安もあり、そういった

ところを支援する為に、実際学校へ行って技術的な指導であるとか、授業での効

果的な使い方について支援をしてきました。現在の ICT 支援員は教員の免許を持

っていますが、特に ICT の専門家という訳ではございませんでした。先ほども申

しましたように、学校が最初に使う上での動機付けや基本的な支援を 2 年間、本
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当によくやってくれたと思います。今後必要になってくるのは、以前プレゼンを

見て頂いたと思いますが、より高度な支援ができる支援員が必要だと思います。

今配置をしている支援員ということでいけば、当初の目的は達成したと思ってお

ります。来年度、具体的な支援という形の予算はない訳ですが、今後のことにつ

いては、調査、研究を進めながら進めていきたいと思っております。 

小椋生涯学習課

長 

 未来塾の今後の評価、もしくは指標についてですが、現在、この年度末に向け

てアンケート調査を実施するように考えています。受講者本人、保護者、学校、

この 3 者に対してアンケート調査を考えています。内容としては、自分が計画し

て自分が学習していくという意欲の部分が付いてきたかどうかということがアン

ケートの主な問いかけになろうかと思います。本人がどう思うか、保護者がどう

思うか、担任の先生がどう思うか、参加者全体として校長先生がどういうふうに

見られるかということをデータとして収集していきます。未来塾では、テストの

点数が上がることが第 1 の目標ではございません。子供の意欲の向上が目標です。

参加している子供が、「勉強する事が楽しい。」というのが本来だと思います。で

すがどうしてもみなさん求められるのが、点数的な評価、客観的な評価だと思い

ます。これに向けましては、学校教育課とも協力して進めてまいりますが、安芸

高田市の共通学力調査の点数につきましては、調査を入れて参加者がどの様な変

化が起こったかというのは見ていこうと考えています。今、やっている 5、6 年が

中学校にあがる前のトレーニング期間という考えで、家庭学習の意識づけという

ことからも、この事業の存続はぜひお願いしたいと考えております。 

永井教育長  その他に、質疑はありませんか。 

天清委員  各学校の交流事業で宿泊体験事業があったと思いますが、吉田の宿泊施設がな

くなり他市町へ行って宿泊体験をしたのだと思います。統合前でありますから、

特に統合する学校の子供たちが交流するのはとても意味がある事だと思います。

統合が進んで、平成 30 年度はどの様な計画があり、どの様な予算措置がされてい

るかお聞かせください。 

児玉学校教育課

長 

 県の方で始まった、山、海、島、宿泊体験事業があります。小学校 5 年生を対

象とした 3 泊 4 日の事業ですが、県の補助金はなくなった訳ですが、来年度につ

きましても同様にすべての学校が参加する 3 泊 4 日の宿泊体験学習できるように

予算措置はしています。宿泊場所につきましては、安芸高田市内の施設がなくな

りましたので、今年度と同様に小学校であれば三瓶の施設を中心に宿泊するよう

計画しております。今後、ふるさと学習ということもありますので、市内での活

動も視野に入れながら、続けていきたいと思いますが、来年度につきましては三

瓶になっております。 

天清委員  小学校で他の学校と合同でということはありますか。単独ですか。 

児玉学校教育課

長 

 統合になりましたので、甲田については甲田小学校、八千代については八千代

小学校になりますが、教育委員会のスタンスとしましては、経費面のこともあり

ますので、なるべく連合でと言い方をしておりますが、統合する学校につきまし

ては、連合での事業計画になっております。 

永井教育長  その他に、質疑はありませんか。 

山本委員  生徒指導推進事業で生徒指導支援員の配置とありますが、これは事務局に支援

員を配置して学校で生徒指導の支援をしていくものだと思いますが、具体的な動

きというのはどのようになりますか。 

児玉学校教育課

長 

 具体的な動きでございますが、これまでは家庭教育支援員は適応指導教室に配

置し、電話であるとか、学校を巡回して、学校の相談も受けながら時には保護者
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と直に色々な支援をしてもらった訳ですが、一定程度の落ち着きが学校に出てき

たと思います。成果の部分だと思います。この機会に更に学校に対する支援とい

う意味で事務局に配置して学校に生徒指導の支援をしたいと思っております。大

小様々な課題をそれぞれ学校は抱えている訳ですが、その辺り学校を訪問し、管

理職や生徒指導主事等との相談といったものを考えています。 

永井教育長  その他に、質疑はありませんか。 

上田職務代理者  予算額に対する質問ではないのですが、お願いを含めて申しあげると、特別支

援教育推進事業に関わると思いますが、今、一人ひとりの子供の状況を細かく見

ていくということで、学校も努力してくれているし、教育委員会も支援をしても

らっていると思いますが、マスコミ等、いろんなところで、以前は見逃してしま

っていた子供の状況を細かく見ていく、例えば発達障害等につきましても以前は

細やかな支援が出来なかったことから、子供の特徴をとらえて指導していこうと

いうことで、先生方にしっかり見てもらっていますが、子供を見ていく上で、支

援教育を直接担当する先生だけでなく、学校全体で子供を見るという、その様な

見方、ちょっと立ち止まって子供の行動を見てやって、それにどう支援をしてい

くか、どう考えていくか、という気持ちを持つ先生が増えていく、そうしなけれ

ばいけないという意識のある学校現場になればと思っています。子供の多様な見

方が出来ることを、校長会、支援学級の先生の研修会、他の業務主任の会等、色々

な場面で言っていかなければいけないのではないかと思います。近年、色々な子

供に対応していくのは、ますます重要だと感じます。よろしくお願いしたいと思

います。 

永井教育長  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採決します。 

 議案第 5 号「平成 30 年度一般会計【教育費関係】当初予算について」ご異議ご

ざいませんか。 

永井教育長  異議なしと認め、議案第 5 号については原案のとおりとすることに決定しまし

た。 

 《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  続いて日程第 5、議案第 6 号「安芸高田市立小中学校児童生徒通学費補助金支給

規則を廃止する規則について」提案理由の説明を求めます。 

土井教育次長  議案第 6 号「安芸高田市立小中学校児童生徒通学費補助金支給規則を廃止する

規則について」提案理由をご説明いたします。 

 本案は、旧町単位で不均衡な制度となっている遠距離通学補助金の見直しを行

い、新たな「遠距離通学支援」としての制度を、平成 30 年 4 月から施行するため、

現行の規則を廃止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、担当課長がご説明をいたします。 

前総務課長 〈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 6 号「安芸高田市立小中学校児童生徒通学費補助金支給規則を廃止する

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 6 号については原案のとおりとすることに決定しまし
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た。 

永井教育長  続いて、日程第 6、議案第 7 号「安芸高田市立小中学校の管理及び学校教育法の

実施に関する規則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 7 号「安芸高田市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

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、学校が新しい職員体制になる 4 月 1 日から一学期の始業式までに一定

の準備期間を確保し、より充実した態勢で新年度を迎えることを目的として、小・

中学校の休業日等の日程を改正するものです。 

 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。 

児玉学校教育課

長 

〈資料に基づいて説明〉 

・学年始休業日 4 月 1 日から 4 月 5 日までを 4 月 1 日から 4 月 7 日までに改正 

・夏季休業日 7 月 21 日から 8 月 31 日までを 7 月 21 日から 8 月 29 日までに改正 

永井教育長  それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

上田職務代理者  大変いい改正の仕方だと思いますが、全国情勢といいますか、安芸高田市の状

況から考えられたということですね。 

児玉学校教育課

長 

 県内の方ではこの様な例はあまりないのですが、全国的にみると、横浜市であ

るとか、いくらかこの様にされている所が見られます。 

永井教育長  もう一点、補足しますと、今もそうなのですが、これから初任者がどんどん採

用になって増えてくると予想されますが、県が実施します第 1 回の初任者研修が

だいたい 3 日位に終日開催されます。そうなってきますと、特に小学校あたりは、

なかなか、校内での職員会議等が十分取れないまま、入学式、始業式になる年が

でてくるという課題が学校現場からもあったりして、今回の改正をさせて頂いた

ということでございます。 

永井教育長  他に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 7 号「安芸高田市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

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 7 号については、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、日程第 7、議案第 8 号「安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について」、提案理由の説明を

求めます。 

土井教育次長  議案第 8 号「安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例について」提案理由をご説明いたします。 

 本案は、非常勤特別職として「生徒指導支援員」、「部活動支援員」、家庭学習支

援コーデイネーター」を条例に加え、報酬の額等について規定するものでござい

ます。 

 なお、本案は条例の改正でございますので、本会議で議決の後、市議会に上程

することとなります。 

 続きまして、議案の詳しい内容を担当課長が説明いたします。 

児玉学校教育課

長 

〈資料に基づいて説明〉 

小椋生涯学習課 〈資料に基づいて説明〉 
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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。 

上田職務代理者  救急補助員が左の表には載っていませんが廃止になりましたか。 

土井教育次長  これは消防本部の関係ですが、今回、この非常勤の改正部分には、今ご指摘頂

きましたように救急補助員が載っていますが、これを削除するという改正内容も

含まれています。直接教育委員会と関係がない部分でございます。 

永井教育長  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。 

 議案第 8 号「安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例について」、ご異議ございませんか。 

委員一同 意義なし。 

永井教育長  異議なしと認め、議案第 8 号については、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、日程第 8、議案第 9 号「安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例の

一部を改正する条例について」、提案理由の説明を求めます。 

土井教育次長  議案第 9 号「安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例の一部を改正する条

例について」提案理由をご説明いたします。 

 本案は、平成 30 年 4 月の小学校統合に伴い、閉校する各学校の体育館を社会体

育施設として管理し、現在使用されていない社会体育施設の廃止と、管理を行う

者を現状に合わせて整理するため、所要の改正を行うものでございます。 

 議案の詳しい内容につきましては小椋生涯学習課長から説明をいたします。 

小椋生涯学習課

長 

 〈資料に基づいて説明〉 

・新たに旧刈田小学校体育館、旧小田小学校体育館、旧小田東小学校体育館を社

会体育施設として管理する。 

・安芸高田市吉田丹比グランド、安芸高田市大浜運動公園を廃止、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採決します。 

 議案第 9 号「安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例の一部を改正する条

例について」、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 9 号については、原案のとおりとすることに決定しま

した。 

永井教育長  ここで、先ほどの決定どおり、議案第 10 号から議案第 13 号までは非公開とし

ますので、関係する職員以外は、退出してください。暫時休憩とします。 

 《暫時休憩 関係者以外は退席》 

 《傍聴者退席 １名》 

永井教育長 

 

以上で、秘密会審議を終わり、これより会議を非公開とします。ここで、暫時

休憩といたします。 

 《暫時休憩》 

 《傍聴者入室なし》 

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 先決処分した事案の報告 1№1「安芸高田市小中学校遠距離通学児童生徒通学支

援に関する要綱の制定について」提案者から、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
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長において、「安芸高田市立小中学校遠距離通学児童生徒通学支援に関する要綱の

制定」について、専決処分いたしましたので、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、内容につきましては、担当課長より説明いたします。 

内藤課長補佐 〈資料に基づいて説明〉 

 要綱の説明。 

 ・通学支援の対象者の統一 小学校 自宅から学校 片道 3ｋｍ以上 

             中学校 自宅から学校 片道 6ｋｍ以上 

 ・支援内容の統一    通学費補助・通学証交付・スクールバス運行 

亀井委員  資料 3 ページの第 5 条の（２）自転車の通学に要する経費 ア小学校の児童に

あっては月額 300 円（8 月分を除く。）とありますが、8 月分を除くというのは、

先ほどの議案第 7 号の「安芸高田市小中学校の管理及び学校教育法の実施に関す

る規則の一部を改正する規則について」の中で、夏休みが 8 月 29 日までとなって

いますので、小学校においても 8 月の末から 2 学期が始まる可能性もある訳です

ね、この時に 8 月分を除くというのを入れておく方がいいのか、入れておくと規

制されるという意味で、私は入れない方いいのではないかと感じましたがいかが

でしょう。 

内藤教育総務課

長補佐 

 確かに 8 月という言葉が出てくると、8 月は 30 日から 2 学期が始まるのでどう

なるのかと思われると思いますが、ここの部分は、延べ単位で 11 月分を支払うと

いうことにしていこうという考えです。詳細の書き方について、内部で協議をし

て改正が必要であれば改正をかけていきたいと思います。 

永井教育長  ほかに質疑がありまあせんか。 

金川委員  現在 6 キロ未満でも自転車通学をしている子もいますが、補助がなくても、許

可をもらえば自転車通学をしてもいいという受け取り方でいいですか。 

内藤教育総務課

長補佐 

 はい。その通りです。中学生においては 6 キロ未満の子でも自転車通学を学校

で許可されている子もいます。ヘルメットについては、距離に関係なく交通安全

の観点から千円ほど、ヘルメットの補助をしておりますので、ご活用いただけれ

ばと思います。併せてバスについても、例えば 6 キロ以上ではないと乗れないと

いうことではありません。この規定に基づいた方々にお金の制度の支援をしてい

くという内容になっています。 

永井教育長  その他に、質疑はありませんか。 

永井教育長  他に質疑がないようですので報告 1 №1「安芸高田市立小中学校遠距離通学児童

生徒通学支援に関する要綱の制定について」を終わります。 

永井教育長  次に、事務事業の報告に移ります。 

 報告 2 №1「学校規模適正化推進事業に係る報告について」の報告をお願いいた

します。 

柳川学校統合推

進室長 

〈資料に基づいて説明〉 

・各地区統合準備委員会、学校史編纂部会開催状況等について。 

・スクールバス乗車予行練習、徒歩通学予行練習の状況について。 

・校歌について。 

・閉校式、開校式の日程、参加予定人数、等について。 

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「学校規模適正化推進事業に係る報告につい

て」を終わります。 
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永井教育ちょう 続いて、報告 2 №2「平成 30 年度【学校の働き方改革】の取組について」報告

をお願いいたします。 

児玉学校教育課

長 

〈資料に基づいて説明〉 

今年度より実施の部活動休養日の設定、夏季一斉閉庁の実施に加え、新規として、

勤務時間外における留守番電話機能の運用（開校日の午後 6 時から翌日 7 時 30 分

まで及び休業日）、部活動指導員の配置の取組を実施。 

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「平成 30 年度【学校の働き方改革】の取組

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（2 月 15 日～3 月 31 日）説明。 

児玉学校教育課

長 

平成 29 年度各種表彰・コンクール等の入賞状況（県レベル以上）を資料提供 

永井教育長 ただ今の報告について、何か質疑はありませんか。 

委員一同 質疑なし。 

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  3 月の定例会  3 月 9 日  金曜日 午前 9 時 30 分からを提案。                                                                

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 では、3 月の定例の教育委員会議を 3 月 9 日、金曜日の午前 9 時 30 分からとし

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、2 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  

 12 時 20 分 

  


