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平成 30 年安芸高田市教育委員会会議 ９月定例会（第９回） 会議録 

 

開催日時 平成３０年９月１３日（木）９時３０分から１２時１０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、川尻生涯学習課長補佐、栗原学校教育課指導主

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 午前９時３０分 

永井教育長 ただいまから、９月定例の教育委員会会議を開会いたします。 

永井教育長 始めに若干の報告をさせて頂きたいと思います。 

まずは、まだ 1 校ほど残っておりますが、中学校の体育祭では、雨天により順

延等色々学校が苦慮しましたが、教育委員の皆さまにおかれましても、出席につ

いて色々ご心配をおかけしたのではないかと思います。現在のところ、お陰さま

を持ちまして予定通り開催した学校、順延した学校ありますが、高宮中学校を除

いて何とか終了をしておるところでございます。高宮中学校につきましては、ご

承知頂いています様に、長年ナイター運動会という形での体育祭を実施しておる

関係で、15 日土曜日、午後 2 時からという事で延期をしております。これも少し

雲行きが怪しくなってきて心配しておるところであります。 

また、6 日から 9 月定例議会が始まっておりまして、会期中でございます。先般、

月曜日、火曜日と一般質問があったところでございます。教育委員会関係で言い

ますと、教職員の働き方改革、やがてスタートします新学習指導要領に向けての

準備、更にはトイレの洋式化の質問等を頂いておるところであります。随分、応

援質問をして頂きました。この夏は猛暑を通り越して酷暑でしたが、小学校、中

学校ともに普通教室に空調設備を整えて頂きまして、少し遅れた学校については

苦労かけましたが、随分、助かったところでございます。これにつきましては、

市長をはじめ、議会、何よりも事務局の担当者の努力に本当に感謝するところで

ございます。その中で、学校からも、普通教室以外の教室への空調設備の要望が

でております。色々課題はありますが、市長、副市長からも早急に概算を出すよ

う声も頂いており、先般の一般質問の中でも議員さんから応援を頂いておる様な

状況がございます。いずれにしましても、厳しい財政状況ではありますが、引き

続いて環境整備の方に取組んで参りたいと思っております。 

最後になりますが、先般、学校統合推進室長の方からも報告をして頂きました

が、高宮の学校統合準備委員会の開催内容につきまして、この委員会が終わりま

した後、若干の報告をさせて頂きたいと思いますので、どうかよろしくお願いい

たします。 

 以上で、雑ぱくな報告になりましたが、私からの報告を終わります。 

永井教育長 ただいまの報告に関わって何かご質疑がございますか。 

天清委員 先ほど話に出ました、小学校のトイレの洋式化ですが、どの程度進んでいるか、

お分かりでしたらお聞かせください。 

永井教育長 雑ぱくな言い方をしましたら、だいたい半分くらいです。半分くらいと言うの

は、校舎の中はもう少し進んでいますが、外にあるトイレも含めてという事で、

トータルでいいますと 52 パーセントの洋式化率になっています。限りなく洋式化

という方向ではいますが、中には、自宅以外での洋式トイレを衛生面から嫌がる



2 

 

子どももいるという事で、その辺りの学校事情を考慮しながら進めていかないと

いけないと思っています。 

永井教育長 その他に質疑はありませんか。 

永井教育長 他にご質疑がございませんので、以上で私からの報告を終わります。 

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 34 号「平成 29 年度一般会計【教育費関係】決算につ

いて」及び議案第 36 号「平成 30 年度就学援助費（第 3 号）の認定について」、ま

た、専決処分した事案の報告 報告 1 №1「区域外就学について」№2「指定学校の

変更について」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 34 号及び、議案第 36 号、また、専決処分した事案の

報告 報告 1 №1、№2 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 ここで、先ほどの決定どおり、議案第 34 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》関係職員以外は退席 

 《秘密会》 

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いたします。 

永井教育長  続いて、日程第 4、議案第 35 号「平成 29 年度分教育委員会事務局点検、評価報

告書について」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 35 号「平成 29 年度分 教育委員会事務の点検、評価報告について」提

案理由をご説明いたします。 

本案は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 27 条の規定」に基づき、

教育委員会の事務の管理及び執行の状況について、組織内で点検及び評価を行い、

議会へ提出するとともに、広く市民に公表するために、評価報告書を作成したも

のであります。 

なお、この報告書を作成するにあたり、教育行政評価委員会を開催し、有識者

の意見を聴くこととされており、去る 9 月 6 日（木）に会議を開催いたし、評価

委員から提言等が出されております。併せて学校施設環境改善交付金に係る施設

整備計画の事後計画についても、同日報告をさせて頂いたところであります。 

議案の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 〈資料に基づいて説明〉 

 それでは、「平成 29 年度分教育委員会事務局の点検、評価報告書」によりまし

て、順次教育総務課よりご説明させていただきますが、先ほど議案第 34 号 平成

29 年度一般会計【教育費関係】決算におきまして、各課による事務事業の説明を

させていただいておりますので、ここでは、各課が所掌しております事務事業に
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ついての総合評価のみをご報告させていただきたいと思います。 

それでは、報告書の 1 ページをご覧ください。「はじめに」にありますように、

教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26 条の規定で、事務

の点検評価を行うことが義務付けられておりまして、これに基づいて本市でも管

理及び執行状況の点検、評価報告書を作成させて頂きました。この報告書は、第 2

次安芸高田市総合計画を基本とした「第 2 次安芸高田市教育基本計画」に基づき、

施策・事業への取組状況、成果、課題等についてまとめたものでございます。先

日、9 月 6 日に開催した、教育行政評価委員の皆さまによる意見を取りまとめ、今

後の事業改善に反映させ、市民に信頼される教育行政を推進してまいりたいと考

えております。点検及び評価におきましては、教育委員会が平成 29 年度に実施し

た事業について、2 ページの事務事業評価対象事業一覧活にありますように、教育

総務課 6 事業内、学校統合推進室 1 事業、学校教育課 9 事業、生涯学習課 16 事業

につきまして、各課でその評価を報告させていただきます。 

なお、教育総務課においては、事務事業評価シートのほか、教育委員会の活動

状況について、報告書の 37 ページから 44 ページにとりまとめをしています。37

ページでは、教育委員の皆さまの選任状況、教育委員会会議の開催状況を開催別

に時系列でまとめております。43 ページにつきましては、総合教育会議への出席

について記載しております。「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律」の制定により、安芸高田市総合教育会議運営要綱が平成 27 年 7 月

7 日に施行され、平成 28 年度に「安芸高田市教育大綱」が策定されました。平成

29 年度は 1 回の総合教育会議が開催され、市長、教育長、教育委員の皆さまによ

りまして、「児童・生徒を育てる環境づくりについて」を主なテーマとして議論を

頂いております。続いて、44 ページについては、教育委員の活動状況についてと

りまとめております。会議への参加、各研修会や行事への参加を各月ごとにとり

まとめております。 

ただいま説明いたしました、教育委員会の活動状況をはじめ、教育総務課が所

掌している自己評価でございますが、45 ページの 5．議題にありますように、有

効性、目標達成度の視点からＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの４段階で総合評価を行っておりま

す。教育総務課が所掌する 6 事業について（学校統合推進室を含む）、6 事業中 5

事業が概ね目標を達成することができた。また、教育要覧の数値目標の達成度の

平均が 9 割を超える値となることから総合的に判断し、「ねらいや目標は、ほぼ達

成された」の「Ａ」評価と判断した。教育委員会の活動状況についても、毎月 1

回の定例会を計画通り開催し、学校訪問や研修会等への参加状況を踏まえて総合

的に判断し、「ねらいや目標は、ほぼ達成できた」とする、「Ａ」評価とした。 

佐々木学校教育

課長 

 〈資料に基づいて説明〉 

学校教育課が所掌する９事業について、９事業中６事業が「目標が達成できた」

また、「概ね目標を達成できた」となった。また、教育要覧の数値目標の達成度の

平均が 79.2％になることから総合的に判断し、「ねらいや目標は、ほぼ達成できた」

とする「Ａ」評価とした。 

小椋生涯学習課

長 

〈資料に基づいて説明〉 

生涯学習課が所掌する 16 事業について、数値目標の達成度の平均が 9 割を超え

る事から、「ねらいや目標は、ほぼ達成された」とする「Ａ」評価とした。 

土井教育次長 〈教育行政評価委員会での意見、要望等について内容説明〉 

報告書の 45 ページ以降に、先般開催しました評価委員会のまとめをさせていた

だいておりますので、ご説明いたします。 
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45 ページの設置目的、開催日時、出席者等については記載のとおりでございま

す。また、議題の自己評価につきましては、先ほど 3 課長の方から説明をさせて

いただいたところでございます。46、47 ページをご覧ください。委員会で出され

た質疑とその回答でございます。内容につきましては、後ほどご確認をいただけ

ればと思います。48 ページをお願いします。評価委員から出された各課に対する

意見等を記載しております。48 ページ下段から評価委員会委員長の総合的な所見

として、初めに学校統合の取り組みに対し、地域との合意形成を基に当初の計画

が実行できるよう、各段の努力をお願いしたいということ、また、単年度の成果

と課題だけでなく、中長期の視点で経年変化にも注目をし、今後とも改善を続け

て頂くよう期待を頂きました。 

さらに、各課ごとの所見を頂き、教育総務課においては、環境整備に対する敬

意と、今後進められて行くアクティブ・ラーニングにおいては、知識を学ぶ時間

と、アクティブ・ラーニングの割合をよく考えて事業を展開していく必要がある

のではないかという示唆を頂きました。 

また、学校教育課につきましては、確かな学力の向上において、基礎的、基本

的な学力は概ね定着している一方、応用を活用する力に課題が見られると分析を

されている、その分析結果を活かし、今後、何を改善する必要があり、その為に

どういった方法が考えられるのかを総合的に、今後の対策を挙げていって欲しい

旨の意見を頂きました。 

生涯学習課については、今後の事業実施にあたり、2 点、留意点を頂きました。

１点目、各事業の成果については、その取組みにどういう価値があったのか、と

いうことに今後は着目をし、スクラップアンドビルドを進めていく必要があると

いうこと、2 点目は情報発信について、どの様な層をターゲットに、どの様な情報

を発信するのが効果的か、また、一般市民にとって本当に欲しい情報はどの様な

情報なのかを検討する必要があること、の 2 点の留意点ということで頂きました。 

最後に各課において、多くの事業を行って頂いているが、1 年間の中で、重点的

に取り組んだ事業を 2、3 抜出し、次年度に繋がるように、総括的に評価をし、課

題についての解決の見通しや方向性をまとめとして簡単に説明されれば、尚よい

との総評を受け閉会となりました。 

以上で、平成 29 年度分教育委員会事務の点検、評価報告書についての説明を終

わります。 

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 35 号「平成 29 年度分教育委員会

事務局の点検、評価報告書について」は、原案のとおりとすることに、ご異議ご

ざいませんか。 

永井教育長 異議なしと認め、議案第 35 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 35 号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 36 号から報告 1 № 2 までは、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》関係職員以外退席 

 《秘密会》 

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 それでは、休憩を閉じて会議を再開します。 
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永井教育長 事務事業の報告 報告 2 №1「平成 29 年度小中学校における生徒指導上の諸問題

の状況について」の説明を求めます。 

佐々木学校教育課長 〈資料に基づいて説明〉 

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 いじめの態様の中に、インターネット関係（小学校 1 件）とありますが、どの

様なものですか。 

栗原指導主事 小学生においても、スマートフォンやタブレットを使うという状況がありまし

て、今回の件で言いますと、ＳＮＳでの書き込みの言葉が、言葉を介さず、また

相手と面と向かってでないことから、その言葉だけをとって、非常に嫌な言葉で

あったという事から、問題になってまいりました。 

永井教育長 その他に、質疑はありませんか。 

永井教育長 質疑がないようですので報告 2 №1 を終わりです。 

永井教育長 続いて、その他の項に入ります。「①当面の行事等について」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（9 月 13 日～10 月 31 日）説明。 

永井教育長 全体を通しまして何かありますか。 

佐々木学校教育

課長 

先ほど、専決処分した事案、報告 1 №2 指定学校の変更の説明で、指定学校と

言うべきところ区域外就学と言い間違えました。指定学校の変更に訂正させて頂

きます。 

永井教育長 よろしくお願いします。その他いかがでしょうか。 

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。 

内藤教育総務課

長補佐 

10 月の定例会 1 案 10 月 11 日 木曜日 午前 10 時 00 分からを提案 

2 案 10 月 10 日 水曜日 午前 9 時 30 分からを提案 

委員 11 日は都合が悪いのですが。 

永井教育長 2 案でいかがでしょうか。 

委員一同 よろしいです。 

永井教育長 では、10 月の定例の教育委員会会議を 10 月 10 日、水曜日の午前 9 時 30 分から

といたします。 

永井教育長 全体を通して何かありますか。特段ないようですので、以上をもちまして、9

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１０分 

 本会議録については、会議の内容に相違ないことを認める。 


