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平成 30 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３０年１月１１日（木）１３時３０分から１４時５０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、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、児玉学校教育課長、小椋生涯学習

課長、福井調整監、下中教育総務課専門員、熊野学校教育課指導主事、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 １３時３０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催いたします。 

永井教育長 年が明けまして初めての教育委員会会議になります。昨年も教育委員の皆さん

方には大変お世話になりましたが、今年も引き続いてどうかよろしくお願いしま

す。 

年が変わりましたが、前回、12 月 6 日に開催した 12 月の定例教育委員会会議以

降の動きについて、概要を報告させて頂きたいと思います。 

教育委員の皆さん方にも参加を頂きましたが 12 月 14 日には、今年度、第 1 回

になります総合教育会議を開いて頂きました。その時は ICT 教育ということで教

育委員の皆さん方にも貴重なご意見を頂きました。ありがとうございました。そ

れから、学校関係になりますが、12 月 22 日に 2 学期の終業式を終え、年が明けま

して先日 9 日には、3 学期の始業式が行われました。先ほども話に出ておりました

が、学校によってはインフルエンザ等罹患によって、全員揃わない学校もありま

したが、冬休み期間中、小学生、中学生ともに大きな事故、事件に巻き込まれる

ことなく、元気に市内小学校、中学校、幼稚園も含めまして 3 学期を迎えており

ますので、報告をさせて頂きます。また、今回は思いがけない大雪になりまして、

本日、美土里小学校、中学校が、いわゆる通学バスが定刻の時間に動かないとい

うことで、臨時の休校になっております。 

内容が変わりますが、ここに来て嬉しいニュースもいくらか入ってきておりま

す。まず、生涯学習関係でございますが、教育委員会の関係でいいますと、スポ

ーツ推進委員、かつての体育指導委員ですが、ご活躍いただいております、甲田

町の河野正義さん、市長部局の方でも、たくさんの役を受けて頂いていますが、

平成 29 年度、地域文化功労章を受賞されました。すでに県での授賞式が終わって

おります。今後、ご本人様の健康状態をみながら、何らかの形でお祝いができた

らと思っているところであります。 

それから、学校教育関係になりますが、一つは公表が 13 日という事で現在内定

ということで、2、3 日控えておいて頂きたいのですが、教育奨励賞に、これまで

私の記憶ではないことでございますが、教育奨励賞、個人で美土里小学校の末永

教諭、それから学校賞、団体の方で甲田町の小田東小学校と甲田中学校 3 本を同

じ年度に受賞するという本当にありがたいと言いますか、めでたい報告も頂いて

おるところでございます。これは県の教育委員会会議が明日開催をされるという

事で、最終的にはそこで決定され、13 日には公表ということになるようでござい

ます。それからもう一点、これも県の教育委員会の主催ということになりますが、

毎年「ことばの輝きコンクール」という事で作文でありますとか、詩、感想文と

いったようなところで、応募していますが、まだしばらく先という事で詳しい状

況は分かりませんが、最優秀賞が安芸高田市から出るのではないか、という話も

水面下の話として情報を聞いておるところでございます。これにつきまいては、

またはっきりしましたら、ご報告をさせて頂ければと思います。 
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ここ最近という事ではないのですが、色々な厳しい状況の中で、市内学校現場

が頑張ってくれている成果が、一つずつ、また今のような形で出て大変うれしく

思っているところでございます。引き続いて、また、ご支援を頂きながら学校現

場と一体になって取り組みを進めてまいりたいと考えています。 

また、本日は後ほど、詳しいお話をさせて頂こうと思いますが、昨年の 12 月の

総合教育会議に引き続いて ITC に関わる説明といいますか、研修の方をこの教育

委員会会議終了後に受けて頂くということで予定しておりますので、これについ

てもよろしくお願いします。 

以上で私の方からの報告とさせていただきます。 

永井教育長 ただいまの報告にご質疑がございますか。 

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 1 号「障害のある幼児及び児童生徒に係る平成 30 年度

の就学措置について」から、専決処分した事案の報告 1 №2「指定学校の変更につ

いて」までの 5 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１号から報告 1 №2 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 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、山本委員、亀

井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。ここで、先ほどの決定どおり、議案第 1 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。関係職員入室》 

永井教育長 休憩を閉じて、会議を再開します。報告 1 №3「安芸高田市新入学児童学用品費

支給規則について」、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、「安芸高田市新入学児童学用品費支給規則」について専決処分をいた

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、内容については担当課長より説明をいたします。 

前教育総務課長 《資料に基づいて説明》 

・就学援助費における新入学学用品費について、入学前に支給出来るよう規則

を制定。あわせて、金額については、国が示した金額。 

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。 

上田職務代理者 要するに新入学児童学用品費として受けるのは 1 回のみで、市外に転出した場

合は、払い戻しはしてもらわないということですね。 
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前教育総務課長 転出された場合、一旦支給したものを返還してもらうのは非常に難しいという

ことで、転出後の二重支給を防ぐ意味で、すでに当市で支給済みという事を転出

先に連絡するようにします。 

永井教育長 その他に質疑はありませんか。 

永井教育長 ほかに質疑がないようですので、報告 1 №3「安芸高田市新入学児童学用品費支

給規則について」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「遠距離通学支援制度について」

の報告をお願いします。 

前教育総務課長 《資料に基づいて説明》 

新たな「遠距離通学支援」としての制度、内容について説明。（平成 30 年 4 月

から適用） 

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 これから、自転車通学のなかった小学校でも、自転車通学をする子も出てくる

と思いますが、その場合の自転車置き場の整備であるとか、自転車通学に際して

の安全啓発活動についてはどの様に考えておられますか。 

前教育総務課長 自転車通学につきましては、基本的には小学校では自転車通学はしないという

方向性に行きたいのですが、現行、すでに自転車通学が認められている川根小学

校と向原小学校がございますので、ここについては、これまでの取り組みをその

まま尊重して見守っていくということで考えています。最終的には、小学校では

自転車通学が行われない方向で考えています。ただ、実際に自転車通学されてい

る子供さんもおられますので、そこは引き続いて学校の方で、子供たちへの交通

安全の啓発等については努めてまいりたいと考えています。特に今回、自転車置

き場等の整備については考えておりません。 

金川委員 資料では一応、統一したようになっていますが、実際はそうではないというこ

とですか。表では通学距離片道 3 ㎞以上となっているので、どこの学校でも対象

になるように思いますが。 

前教育総務課長 ご指摘頂きましたように、この書き方ではどこも対象になるように受け止めら

れると思います。基本的には、現在は川根小学校、向原小学校のみとなっていま

すので、そういった方向で進めていきたいと思っています。表の書き方を少し考

えさせて下さい。 

永井教育長 啓発等は引き続いて継続していくという事でよろしいですね。 

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 №1「遠距離通学支援制度について」を終

わります。 

永井教育長 続いて、報告 2 №2「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

願いします。 

前教育総務課長 《資料に基づいて説明》 

・各地区統合準備委員会、学校史編纂部会の開催状況 

・施設設備の状況 

・閉校となる学校の跡地活用について 

・スクールバスの運行について 

・校歌について 

・閉校式・開校式の日程及び式次第について 

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。 
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天清委員 スクールバスの件ですが、刈田地区の帰りの乗降などは、どのようになります

か。 

前教育総務課長 基本的には朝乗ったところで降りる形になろうかと思います。 

天清委員 児童クラブへ行く時間がずれるようになりますか。 

前教育総務課長 刈田小の児童クラブへ行く児童は、根野小から刈田小までスクールバスで帰り、

刈田小から児童クラブへ向かうようになります。 

天清委員 児童クラブへは保護者が迎えに行くようになりますね。 

前教育総務課長 児童クラブの迎えについては、保護者がそれぞれ行うことになっていますので、

あくまで、スクールバスについては集合場所で降りて、そこからは徒歩で行くこ

とになります。 

金川委員 学年によって帰る時間が違う場合はどのようになりますか。 

前教育総務課長 基本的には水曜日が早帰りとい形になっていますので、その水曜日につきまし

ては、早い時間帯のバスになると思います。 

永井教育長 若干の違いはあるのですが、下校のバスについては統一して頂くということで、

その間、早く学習等が終わる学年については、学校の方で適切な活動なり、休憩

なりさせてもらうよう話をさせてもらっています。いずれにしてもバスは一便で

すね。 

前教育総務課長 バスは一便です。基本的にはそういった形になります。 

金川委員 学校で対応してもらうのか、児童クラブへ行くのか分からなかったので。 

永井教育長 児童クラブへ行く子は終わったら、それぞれで行きます。 

金川委員 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「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。 

永井教育長 続いて、報告 2 №3「日本遺産申請に伴う取り組みについて」から№5「甲立第

2 号古墳発掘調査状況について」までの 3 件は、生涯学習課の案件ですので、一括

して報告を求めます。 

小椋生涯学習課

長 

《資料に基づいて説明》 

№3 「日本遺産」申請に伴う取り組みについて 

№4  史跡甲立古墳保存活用計画策定状況について 

№5  甲立第 2 号古墳発掘調査状況について 

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なってください。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 №3 から№5 までを終わります。 

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。 

児玉学校教育課長 卒業式、入学式（未決定、協議中）の日程、情報提供。 

小椋生涯学習課長 当面の行事等生涯学習情報について（1 月 11 日～2 月 28 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） 

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。 

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  2 月の定例会  2 月 15 日  木曜日 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。 
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永井教育長 では、2 月の定例の教育委員会議を 2 月 15 日、木曜日の午前 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、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  

 14 時 50 分 

  


