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平成 30 年安芸高田市教育委員会会議 臨時会（第３回） 会議録 

 

開催日時 平成３０年４月２７日（金）９時３５分から１０時１５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、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が、

その前に事務局から報告をさせていただきます。 

先ほど、市長室におきまして、山本博明委員、ならびに、金川佳寛委員に市長

から、教育委員の任命書が交付されまして、平成 30 年 4 月 28 日から平成 34 年 4

月 27 日までの 4 年間を任期とし、引き続き教育委員としてお願いさせて頂くこと

になりました。どうかよろしくお願いいたします。 

ここで、お二人よりひと言ずつご挨拶をお願いしたいと思います。 

山本委員 先ほど市長から任命書を頂いて、身が引き締まる思いがしておるところであり

ます。今日を区切りとして、明日からしっかり研修や勉強をして頑張りたいと思

います。今後ともよろしくお願いいたします。 

金川委員 先ほど、市長、副市長の方からお言葉を頂きまして、任命書を頂きました。ま

た、市長からは色々なお話を聞かせて頂き、色々な目線から物事を見るというの

は大切だという事を学びながら 4 年間頑張っていこうと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いします。 

前教育総務課長 ありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、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３５分 

永井教育長 ただいまから、臨時の教育委員会会議を開催いたします。 

永井教育長 先ほどありましたように、お二人の教育委員の方におかれましては、辞令交付

がなされたという事で、他の教育委員さんを含めて、また引き続いてどうかよろ

しくお願いいたします。 

先般 20 日には、例年より少し遅くなったのですが、教育総務課が幹事を務めて

頂きまして、教育委員会事務局の歓送迎会を実施して頂きました。教育委員の皆

様方にも大変お忙しい中ご出席頂きましてありがとうございました。この会にお

いて春の人事異動での顔ぶれを確認して頂いたのではないかと思います。 

一昨日、都市教育長会が福山市で開催をされました。県教育長に就任された平

川教育長から講話もありましたが、大きく 3 点ということでお話をされました。 

1 点目は、今年度から県内小中学校義務教育、それから県立高校合わせて全県展

開となる、学びの変革に係わる、課題、発見解決学習。国が言っております、新

しい学習指導要領でより具体的な展開になってまいります、主体的・対話的で深

い学び。という、これまでの教育の在り方が、また一つ大きく転換するという時

期を迎える中、広島県では、学びの変革の取り組みとして、大崎上島町に叡智学

園という学校が今、建設中で、それが広島県の一つの取り組みの象徴となればと

いうことで、精一杯頑張ろうという事のお話がありました。 

２点目は、セーフティネットという言い方をされましたが、横浜で公立中学校

の校長を 8 年された経験に基づいて、公立学校は子供を選べない、ということは、

色々な子供が学校にやって来る、それを痛い程思い知らされた経験から、小中学

生の自ら命を絶つ子供たちが非常に増えている中で、公立学校へ通ってくる子供

たちが学ぶということに対する希望を失わないような、そういう教育を展開して
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もらいたいという事のお話がありました。差別解消法が施行され、「合理的配慮」

という言葉が使われていますが、県の平川教育長の考えの中には、その合理的配

慮という事があり、事例として、不登校の子供たちへの関わり方の話をされまし

た。平川教育長が横浜の公立中学校の校長時代取り組まれたことは、子供たちに

主体性を持たせるというのはどういうことなのかということで、学校へ来にくく

なっている子供たちに対しては徹底して子供達自らに判断させるということで、

朝、学校へ出て来る時間を子供に決めさせる、帰る時間を子供に決めさせる、出

てきた 2 時間だったり、4 時間だったり、子供一人一人違う訳ですが、その時間で

何を学習するかということも含めて子供に決めさせる、子供の主体的に判断した

ことが実現可能なように教職員がそこへ関わっていくという取り組みをされて、2

校目の大規模校では、就任された時に 30 人の不登校の子供がいたそうですが、そ

れを 4 年間でほぼゼロにされた、1 人ほど、完全に再登校ということにならなかっ

たと、この子は小学校の時から引きこもり状態で、家族以外は誰も見たことがな

いというような子供だったようですが、このようなことがいわゆる「合理的配慮」

になるのではと思うとはなされました。子供に全てを委ねていくのは甘やかしに

なるのではないかとか、あるいは、集団生活の中では、それはなかなか難しいこ

とではないか、ということがあるけれどやろうと思えば出来ること。というセー

フティネットのことを話されました。学校というのはどうしても、学校が日課を

決め、時間割りを決め、今うちが開設しています適応指導教室もそういう形にな

っています。この事の研究をしていくことも必要なのかと改めて感じさせて頂い

たところです。 

3 点目は、これはマスコミ報道等でも取り上げられていますが、現場主義という

ことで、学校や市町の教育委員会には大変申し訳ないと思いますが、アポなしの

学校訪問をさせて下さいと言われました。おとといの時点で県立校を含め、もう

27 校学校を回られたようです。現場主義に立つ理由は、これも横浜の中学校時代

に感じたことで、普通の学校の、普通の教室の、普通の授業の中に教育行政が取

り組まなければならない課題がありますと。来客の訪問にあわせて、環境を整え

たり、授業の準備をしたり、それもゼロとは言いませんが、そういうよそ行きの

状況の中で学校訪問等しても、一定のお金を付け、施策に反映していく、そうい

う課題は見えないということを感じているので、アポなしの学校訪問をさせて頂

こうと考えている。ということでした。 

安芸高田市も 6 月に入りまして、以前、教育長ミーティングというふうに呼ん

でいた授業ですが、それに平川教育長も同席をされるということで聞いておりま

す。今年度、第 1 回の教育長ミーティングは、これまでなかなか訪問の機会がな

かった郷野小学校と高宮中学校へ訪問して頂く様に計画をしていますが、それ以

外の学校へ行きたいということで、行かれることもあるのかなとも感じておると

ころでございます。いずれにしましても、他の都道府県といいながら、義務教育

を経験された教育長が就任されたということで、個人的には非常に期待をしてお

ります。今後とも情報提供もさせて頂きながら、安芸高田市の教育委員会として

学ぶべきことはしっかり学び、研究し、検討をしていくことが出来たらと考えて

おるところでございます。 

以上で本日の報告にかえさせて頂きます。 

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、専決処分した事案の報告 1 №1 「区域外就学について」及び№2

「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、報告 1 №1 及び№2 は秘密会とし、会議は非公開とすること
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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。 

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 17 号「安芸高田市教育支援委員会委員の委嘱及び任命につい

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 17 号「平成 30 年安芸高田市教育支援委員会委員の委嘱及び任命につい

て」提案理由をご説明いたします。 

本案は、障害のある幼児、児童及び生徒等に対する早期からの教育に関する相

談及び支援又は適正な就学先の決定に際しての助言及び就学後の一貫した支援に

資する安芸高田市教育支援委員会について、安芸高田市教育支援委員会規則第 3

条第 1 項の規定に基づき、平成 30 年度の委員の委嘱又は任命について提案するも

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。 

佐々木学校教育課長 〈資料に基づいて説明〉 H29 年度 23 名→H30 年度 24 名 1 名増。 

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 17 号「安芸高田市教育支援委員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 17 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 17 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、専決処分した事案の報告 1 №1 及び№2 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 3 事案について、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、5 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。秘密会において 2 件の報告を行いましたので、

残り 3 件について各担当課長より説明をいたします。 

永井教育長  それでは、報告 1 №3「安芸高田市教科用図書採択地区採択事務取扱要領の改正
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について」説明を求めます。 

佐々木学校教育

課長 

〈資料に基づいて説明〉 

中学校用「特別の教科 道徳」調査員 4 名を追加。 

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 1 №3 を終わります。 

永井教育課長  続いて、報告 1 №4「安芸高田市立学校の校長に対する事務委任規定の一部を改

正する訓令について」説明を求めます。 

佐々木学校教育

課長 

〈資料に基づいて説明〉 

条づれや文言整理。 

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 1 №4 を終わります。 

永井教育長  続いて、報告 1 №5「文化財保護審査委員会の委嘱について」説明を求めます。 

小椋生涯学習課長  〈資料に基づいて説明〉  1 名退任、3 名新任。 

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 1 №5 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 平成 30 年度、生涯学習課関係主要事業日程（予定）（平成 30 年 4 月 27 日現在） 

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 5 月の定例会  5 月 23 日 水曜日 午前 9 時 30 分からの変更提案。                                                             

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、5 月の定例の教育委員会議を 5 月 23 日 水曜日午前 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。 

前教育総務課長  クールビズのお願い。（5 月 1 日から 9 月 30 日まで） 

佐々木学校教育

課長 

 （前回の質問）「全国学力・学習状況調査の調査結果はどの様な形のものか」に

ついて参考資料で説明。学校では、調査結果を基に児童に個別に面談をしたり、

個別に指導をしている。また、学年ごとの傾向、結果を基に今後の授業の工夫を

されている。調査結果は児童に返す。 

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、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  

 10 時 15 分 


