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平成２９年安芸高田市教育委員会会議 3 月定例会（第 3 回） 会議録 

 

開催日時 平成２９年３月１０日（金） １４時００分から１５時３０分 

場  所 クリスタルアージョ 2 階 202 研究室 

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、熊野学校教育課指導主事、内藤教育総務係長 

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１４時００分 

永井教育長 ただいまから、３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、私の方から報告をさせていただきます。 

本日午前中、市内 6 中学校の卒業証書授与式が挙行されました。教育委員

の皆さん方にはそれぞれの中学校に出向いていただき告示等、大変ありがと

うございました。担当から報告を少し聞きましたが、6 中学校とも混乱なく、

それぞれ素晴らしい厳粛な式をしてくれたようです。本当にありがとうござ

いました。 

先月の教育委員会会議でもお話をさせていただいたところですが、県費負

担教職員の定期人事異動の日程が決まりました。16 日夕方 4 時以降が校長

内示、17 日の 4 時以降が本人内示ということになりました。議会の最終日

が 17 日になっております。16 日に県費の定期人事異動に係わる臨時の教育

委員会議を開催し、17 日の議会最終日後、事務局の組織改正等の臨時教育

委員会議を持たしていただくよう考えています。17 日の議会の最終日の承

認が得られないと、教育委員さん方にもお諮りできないということもありま

すので、大変お忙しくされている中申し訳ないのですが、ご協力よろしくお

願いします。 

それから、本日 17 時半から臨時の小中学校の校長会を持たしていただく

事にしております。内容は大きくは二点あります。一点は市内小中学校もメ

ンタル面で、病気休暇等に入る職員が増えてきております。その職員の復職

等の対応に係わって、危機管理意識ということで、校長と意識統一をはかり

たいと思っています。それからもう一点は、組織的な生徒指導体制の確立と

いうことで、確認をしたいと思っています。本日のような儀式的行事の形の

中では、さすが中学生ですので、その場にふさわしい態度や言動がとれます

が、平素の学校生活になると、ちょっと心配な面がでてきております。ここ

一週間の内で、小学校 1 校、中学校 2 校、保護者会を開いて子どもたちの気

になる言動について、保護者に状況を説明し保護者としての協力依頼をお願

いしなければいけないというような状況が出ております。その時、多くの場

合、組織的というか、職員全員でその事の解決にあたるということになりに

くい面がり、最近でいいますと、生徒指導主事あたりの一部の対応の中で解

決を遅らせたり、結果として混乱が大きくなったりし、気になっているとこ

ろです。今年度も残りわずかですが、全職員で組織的な対応をし、今年度を

締めくくり、来年度へ繋げていくことで、意識統一をしたいと思っていると

ころです。最近、職員も孤立感を感じていたりし、一人では持ち堪えられず、

結果としてストレス面で体調を崩すという傾向が本市の場合も例外ではな

いと思いますので、そのあたりの確認や校長との意識統一をはかりたいとい

うふうに考えているところであります。 

以上で私の方からの報告を終わらせていただきます。 
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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、議案第 10 号「障害のある幼児及び児童に係る

平成 29 年度の就学措置について」及び議案第 11 号「指定学校の変更につい

て」また、専決処分した事案の報告 1 №１「指定学校の変更について」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、議案第 10 及び、議案第 11 号、また、専決処分した報告

1 №1 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、天清委

員、永岡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 8 号「安芸高田市立小中学校児童生徒通学費補助金支給

規則の一部を改正する規則について」及び議案第 9 号「安芸高田市立小中学

校児童生徒通学証交付要綱の制定について」は、関連する議案ですので、一

括して提出者から、提案理由の説明を求めます。 

叶丸教育次長 議案第 8 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の一部

を改正する規則について」提出理由をご説明いたします。 

本案は、小中学校に通学する遠距離通学者に対し、定期券などの通学補助

を行っていますが、この度、定期券の発行が終了となる路線が出るため、そ

の該当学校の補助部分を削除するものでございます。 

次に議案第 9 号「安芸高田市立小中学校児童生徒通学証交付要綱の制定」

について、提案理由をご説明いたします。 

本案は、路線バスを利用して小中学校に通学する遠距離通学者で、定期券

の発行が終了となる路線を利用する者を対象に、通学証を交付することと

し、その交付に関し必要な事項をこの度、定めるものでございます。 

議案の詳しい内容については担当課長が説明いたします。 

前教育総務課長 《資料に基づき、議案第 8 号、議案第 9 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。 

山本委員 通学証と定期券の違いは何ですか。路線バスも 4 月から変わるのですか。 

例えば、54 号線を備北バスが走らなくなるということですか。 

前教育総務課長 簡単にいいますと、これまで備北交通が運行しておりましたが、その備北

交通が地元業者に変わったということで、路線が変わったということではご

ざいません。備北交通の窓口で発行していた定期券の発行事務が、地元業者

に変わったということで、その発行業務の事務をする者が地元業者にいない

ので、定期券の発行が出来なくなりました。そこで、定期券を通行証という
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ことで、教育委員会で発行し、定期券の代りに使ってもらい、教育委員会は

その定期券相当分をバス事業者にお支払いすることになります。 

つまり、今までの定期券が通学証に代わるだけで、特に路線が変わったと

いうことではありません。 

永井教育長 よろしいでしょうか。ほかに質疑はありますか。 

金川委員 通学証ですが、どのような様式で、どのような素材でできていますか。1

年間使う子もいるので、1 年間の使用に耐えうる物ですか。 

前教育総務課

長 

様式については資料（様式第 2 号）に掲載させていただいています。当然、

雨等にも耐えうるようラミネートした形で、一年を通して使える通学証を発

行させていただくよう予定しております。 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。 

上田委員 通学証様式のただし書きに、「登校日の通学に限り有効」と書いてありま

すが、今までの定期券もそうだったのですか。例えば夏休みにプールへ行く

ときには使えなかったのですか。 

内藤教育総務

係長 

夏休みの取り扱いですが、今まで旧町単位で統一がされていないので、例

えば船佐小学校では、半年間の定期券を交付していました。定期券ですので

当然、その期間は乗れます。ただし、夏休みのプールで利用した実績はない

と聞いています。甲立小でいえば、夏休み等の学校が指定している登校日に

使える定期券を交付しています。今回は、現行の制度にあわせた通学証を発

行し、平成 30 年度に制度を統一した通学証に切り替えていく予定です。現

時点では、登校日に利用されているのがほとんどと聞いています。 

永井教育長 平成 30 年度に向けて市内統一を考えているということでいいですね。 

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それぞれ議案ごとに採決します。 

議案第 8 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 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、議案第 9 について採決します。 

議案第 9 号「安芸高田市立小中学校児童生徒通学証交付要綱の制定につい

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 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。 

以上で、議案第 8 号及び議案第 9 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 10 号から報告１№1 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 
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永井教育長 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

専決処分した事案の報告 1 №2「安芸高田市英語検定公費負担事業実施要

綱の制定について」説明を求めます。 

児玉学校教育

課長 

《資料に基づき、報告 1 №2 について説明。》 

年に１回、検定料を公費負担する。 

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 英検は級によって受験料が違いますか。英検は各学校で受けるのですか。 

児玉学校教育

課長 

個人でも申し込ができますし、団体申込みも可能です。団体申込みをした

場合は少し受験料が安くなります。級が上がるにしたがって受験料も高くな

っていきます。 

金川委員 場所についてはどうですか。 

児玉学校教育

課長 

公費負担を受ける場合は団体申込みをした場合にしておりますので、学校

で受けるように計画しています。 

永井教育長 団体申込みが認められたらその学校で受けられて、個人の場合は,指定場

所が決められると思います。 

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、報告 1 №2 を終わります。 

永井教育長 続いて、専決処分した事案の報告 1 №3「安芸高田市教育介助員に関する

配置要綱の一部改正について」と№4「安芸高田市教育介助員配置基準の一

部改正について」の 2 件は、学校教育課の関連する案件ですので、一括して

説明を求めます。 

児玉学校教育

課長 

 《資料の基づき、報告 1 №3 及び№4 について説明。》 

来年度、幼稚園の教育介助員の配置を見込んでいる。 

永井教育長 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。 

山本委員 改正後の要綱の第 5 条で「学校の園長」という表現は正しいのですか。 

児玉学校教育

課長 

学校の園長という表現は学校教育法上、幼稚園も学校と規定されています

ので、小学校、中学校、幼稚園すべて含めて学校という表現にしています。 

永井教育長 ほかに質疑はありませんか。 

永井教育長 質疑がないようですので、報告 1 №3 及び№4 を終わります。 

永井教育長 事務事業に報告 2 №1「児童生徒の携帯電は等の使用の状況について」説

明を求めます。 

児玉学校教育課長 《資料に基づき、報告 2 №1 について説明。》 

永井教育長 ご質疑はありませんか。 

金川委員 質問ではないのですが、携帯電話の所持率が低年齢化してきていて、今、

問題になっている SNS の怖さというものを保護者が低年齢の時から伝えて

いかないといけないと考えています。私たちも伝えていくということに力を

入れていかなければいけないと思いましたので、一言いわせてもらいまし

た。 

永井教育長 ありがとうございます。先ほど、児玉課長も言いましたが、文教厚生常任

委員会の所管事務調査で、委員の皆さんと質疑応答する中で、「持ってはい

けないと指導する時代は過ぎ、リスクの指導と、普及した時代の中で、無菌

状態で子どもを守るということは難しいので、周りに色々な危険な情報等あ

る中で自分をきちんと律していく、そういう教育も今後は必要になってくる
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と考えている。」というような意味の答弁をさせていただいたところです。 

学校は、外部講師を招へいしたり、児童・生徒だけでなく PTA の研修でと

か、積極的に研修の機会は設けてくれているのですが、今以上の中身の充実

した、自分をきちんと律していける、そういう教育を徹底していかなければ

いけないと感じているところです。 

天清委員 アンケートの回収率はどのくらいですか。 

児玉学校教育

課長 

教育委員会が依頼し各学校で調査していますので、その日に欠席がない限

りは全員が行っています。 

天清委員 家庭でのルールや約束を強調していきたいと思います。 

上田委員 学校の仕事が増えるばかりではあるのですが、スマートフォンとか携帯電

話の恐ろしさをしっかり教えていかなければいけないと思います。 

永井教育長 お話いただいた意見も含めて、参考にさせていただきながら、いずれにし

ても子ども達が被害に遭わないように、自分をきちんと律していけるよう

な、そこへ繋がるような指導を充実していかなければいけないと考えている

ところです。校長会や生徒指導主事の研修会等通じ、徹底をしていきたいと

思います。 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。 

山本委員 「携帯電話・スマートフォンをどのようなことに使っていますか。」とい

う問いで、「学習・勉強」という回答がありますが、「インターネットでの検

索」以外でどのように「学習・勉強」で使うのか教えてください。 

児玉学校教育

課長 

これは複数回答も可能となっている質問ですので、多分に重複はしている

と思います。「学習・勉強」という事でいえば、インターネットを使って調

べ学習をするということもありますし、単純に電卓機能を使う場合もあるか

もしれません。子どもが学習面で使っているという事であれば、「学習・勉

強」という回答で、学習以外であれば、「インターネットでの検索」という

回答になっていると思います。 

永井教育長 ほかに質問葉ありますか。 

永井教育長 ほかに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、№2「平成 28 年度市総合学力調査の結果について」説明を求めま

す。 

熊野学校教育

課指導主事 

《資料に基づき、報告 2№2 について説明。》 

永井教育長 質疑に入ります。質疑はありますか。 

上田委員 中学校 1 年生は、この子達が小学校時代はどのような成績を取っていまし

たか。 

熊野指導主事 資料「同一集団学力推移について」で説明。 

上田委員 上がった教科と下がった教科があるのですね。 

熊野学校教育

課指導主事 

中学校 1 学年で説明すると、国語と社会については上がった、もしくは当

程度ですが、数学と理科は下がっているというところです。 

天清委員 どの学年も１学年前の偏差値ですね。 

熊野学校指導

主事 

はい。そうです。 

上田委員 中学生になったから悪くなったというわけではないですね。 

熊野学校教育 必ずしも急に悪くなったのではないのですが、数学、理科が落ち込んでい
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課指導主事 る要因を、学校教育課で話しあったところ、例えば、数学は積み上げの教科

なので、小学校から中学校へのつなぎが上手くいっていないことにより、こ

の様な結果が出ているのではないかと、少し整理をしているところでありま

す。 

永井教育長 ほかに質疑がありますか。 

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、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 

「平成 28 年度各小中学校研修会等、参観に係るアンケート集約について」

説明。 

前教育総務課

長 

「教育委員会事務局の組織及び事務分掌の見直しについて」現状を説明。 

松野生涯学習

課長 

 「当面の行事等生涯学習情報について（3 月 10 日～4 月 30 日）」説明。 

児玉学校教育

課長 

教育委員会の歓送迎会の案内。 

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「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

課係長 

3 月の臨時会（第 1 回）案 3 月 16 日 木曜日 午後 1：30 から 

3 月の臨時会 (第 2 回) 第 1 案 3 月 21 日 火曜日 午後 1:30 から 

                     第 2 案 3 月 23 日 木曜日 午前 9:30 から 

4 月定例会(第４回) 案 4 月 13 日 木曜日 午前 9:30 からを提案 

永井教育長 3 月の臨時会（第 1 回）3 月 16 日でよろしいでしょうか。 

委員 よろしいです。 

永井教育長 3 月の臨時会（第 2 回）委員の皆さん方、1 案はどうですか。 

天清委員 第 2 案でお願いします。 

永井教育長 では、3 月臨時会は、1 回目を 1 案の 3 月 16 日木曜日 午後 1:30 から、

第 2 回目を 2 案の 3 月 23 日木曜日 午前 9：30 から開催いたします。4 月

定例会については再度次回提案させていただきます。 

それではこれで、「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、3 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  

１５時３０分 


