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平成 3１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３１年１月１６日（水）１４時３０分から１５時３５分 

場  所 クリスタルアージョ２階 ２０１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、福井生涯

学習課調整監、大田学校教育課係長、熊野学校教育課指導主事、下中教育総務課

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 １４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会いたします。 

永井教育長 教育委員の皆さま方、今年もどうかよろしくお願いいたします。 

先週は急遽、日程を変更させて頂くような、大変失礼なお願いをいたしました。

本日、大変お出かけにくい状況もおありではなかったかと思いますが、曲げて全

員の委員の皆さん方にご出席を頂きました。このことにも厚く感謝とお礼を申し

上げたいと思います。ありがとうございます。 

さて、平成 31 年度当初予算編成については、昨年度末から、事務局の土井次長

中心に取り組んでくれておりましたが、昨日、市長ヒアリングが行われ一応重要

な案件の方は終了したということになっております。まだまだ、今後事務局の方

でも頑張ってくれるものと思われますが、一応のところ目途が付き、私個人的に

は大変職員の皆さんに感謝もしておるところでございます。この内容等につきま

しては、担当者でありますとか、より詳しい状況が決まった段階で改めて報告な

り了承を頂くことになろうかと思います。 

今日は、個人的にも非常に嬉しく思っていることが 2 点ほどありますので、そ

れを報告させて頂いて、この報告に代えさせていただきたいと思います。 

何といいましても、つい先日教育委員の皆さん方にもお忙しい中、ご参加頂き

ましたが、平成 30 年度、第 1 回になります、「安芸高田ふるさと学」の発表会で

す。この時期ですので中学校区においては、インフルエンザ等、非常に厳しい状

況もありましたが、当初の予定どおり、手作り、子供達自らがやりきる発表会と

いうことを目標にして、中学生を中心に本当に感動的な会にしてくれたのではな

いかと思います。当日、来賓としてご案内をしておりました市長、副市長、それ

から議員の皆さま方からも非常にお褒めの言葉を頂いたところです。何といって

も学校の教職員が他の中学校区の生徒の状況を見て、刺激になったとか、あるい

は自分達も知らないような他の中学校区のふるさと学習で、郷土理解学習で学ん

だことが非常に勉強になったと、職員にしろ、子供達にしろ、非常に満足感とい

いますか、成就感を持ってくれておることがとても嬉しく思っておるところでご

ざいます。 

教育委員会では、様々な形で市長の最重点施策であります人口減対策に取り組

んでおる訳ですが、学校が取り組める直接的な取り組みが、この郷土理解学習、

ふるさと学習だろうというふうに思っております。また、反省会等持ちながら、

あるいは皆さまのご意見を参考にしながら、また来年度、再来年度と、取り組み

の方、継続していく事ができたらと思っておるところでございます。この会につ

きましても、先ほど言いました様にお忙しい中、ご参加頂きまして大変ありがと

うございました。 

それからもう一つは、今年になって中国新聞にも発表されましたが、第 71 回の

鈴木三重吉賞です。平成 28 年度から最優秀が安芸高田市も１名は出る状況になっ
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ておりましたが、なんと今年度、最優秀が 3 名、優秀が 2 名、佳作が 15 名という

ことで、この小さな安芸高田市から合わせると 20 名の児童、生徒が賞に入ってく

れました。これまでで最高の成績だと思います。しかも中には、今、生涯学習課

が頑張ってくれております、地域未来塾に参加してくれている子供も、この 20 名

の中に入っているということで、大変嬉しく思っております。 

私は今、3 つくらいのことを思っていますが、1 点はこの間、授業改善、授業改

善というふうに言ってきましたが、授業の中で対話、他の友達の意見を聞く場面

をしっかり取り入れていこうという取り組みに少しずつ変えて来ておること、そ

れから、主体的で深い学びという抽象的な言い方ですが、やらされる様々な授業

を含めた取り組みから、子供自らが主体的に取り組む、そういう教育活動に変え

ていく取り組みの中で、こういった作品を１つとっても、やらされる取り組みか

ら、自ら挑戦して取り組んでいくという、主体的な態度に変わってきている。こ

れはやはり、授業の取り組みの成果が少しずつ、そういう姿にも表れているので

はないかと思っております。 

もう 1 点はその子供達の変わり目に刺激されることで、これまでの教師の指導

が変わってきている。この鈴木三重吉賞というのは、委員の皆さま方、よくご承

知頂いているように、一つ特徴がございます。やはり生活に根ざした作文なり、

詩を書いていく、自然愛、あるいは家族愛、友達を想いやる気持ちとか、動物愛

護とか、そういう特徴がありますが、そのあたりのことを踏まえた指導がこの数

年間の取り組みの中で、着実に実を結んできているのではないかと思っています。 

もう一つは、やはり、先ほども触れました 1 つの目標を持ってここ 10 年くらい

かかっていると思いますが、長年、着々と計画的に取り組んだ成果がやっとここ

に来て現われだしたのではないかと思っています。 

鈴木三重吉賞が全てではございません。しかしこのことにも、引き続いて 1 つ

のきっかけとして子供達が頑張って応募出来たらと思っておりますので、取り組

みの方続けていければと思っています。 

同時にまだ公表が 24 日ということで、該当校以外には公表出来ていませんが、

県の教育委員会が主催する、「ことばの輝きコンクール」というのがございます。

これも安芸高田市から今年度、小学生、最優秀が出ております。それから、優秀

が小学校、中学校、それぞれ何人か入っております。ここに来て様々なところで

成果が出始めているということを大変うれしく思っております。引き続き委員の

皆さん方にも様々な角度から貴重なご意見を頂き、また学校の方へ伝えていく事

が出来たらと思っておりますのでどうかよろしくお願いをいたします。 

報告になりませんが 2 点のことをお伝えしまして、私からの報告に代えさせて

頂きたいと思います。 

永井教育長 ただいまの報告に何か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、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、上田委員、天清委員を指名いたし

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 1 号「平成 30 年度就学援助費（第 4 号）の認定につい

て」、及び、議案第 2 号「障害のある幼児及び児童生徒に係る平成 31 年度の就学

措置について」、また、専決処分した事案の報告 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
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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 ご異議ないようですので、議案第 1 号及び、議案第 2 号、また、専決処分した

事案の報告 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。  

ここで、先ほどの決定どおり、議案第 1 号から専決処分した事案の報告 報告 1 №

1 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  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 2 事案の報告について、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程第 2 条の規定により、教育

長において、2 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。 

 なお、内容については、学校教育課担当係長より説明をいたします。 

大田係長 〈資料に基づいて説明〉 

№2 安芸高田市立小中学校職員服務規程の一部を改正する訓令について 

№3 安芸高田市立小中学校出勤簿取扱要領の制定について 

永井教育長  それでは、専決処分した事案の報告 1 №2 及び№3 に関わりまして何かご質疑は

ありませんか。 

上田職務代理  出勤簿の電子化ということで、職員が出勤してからの流れはどのようになりま

すか。 

大田係長  出勤簿の電子化に伴う確認方法の対応についてですが、まず職員朝会等利用し

て、管理職が出勤の確認を目視等で行います。職員の押印は必要なく、確認をし

て出勤しているかどうかは管理職が責任を持ってします。先ほど申しました管理

員を校長が指名をして、職員が休みであるとかの状況を、管理職と連携をして出

勤簿に入力をするという形になります。出勤簿自体は本人が記載等するのではな

く、管理職、管理員において責任を持って管理します。但し、年次有給休暇であ

るとか、旅行命令簿については職員が出して、その提出に基づいて入力を管理員

がするという形になります。その入力したものについては、本人で入力は出来ま

せんが、個別に見られるような状況にしてありますので、そこで自分の出勤状況

につきましては確認できるような形になっております。 

永井教育長  よろしいでしょうか。 

上田職務代理  管理員というのは、学校規模、人数にもよるのでしょうが、１人では確認が難

しいこともあるのではないか。毎朝職員が集まる機会があるとは限らないのでは

ないか。 

大田係長  この出勤簿の電子化の前に試行期間ということで、各学校に 1 週間ですが試行

を行い、不具合とか困り事がないかどうか確認をして頂いています。その中では、

特に吉田中学校、吉田小学校の様な大規模校についても、しっかり確認をしてい
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った訳ですが、管理職が責任を持って、職朝がある学校は都度確認をしていく、

出張しているもの等については、旅行命令簿であるとか、年休簿によって管理職

と管理員がしっかり確認して、必ずいることを連携を元に確認して、その事につ

いて特に不都合なことがなかったということで、1 月 1 日から本格実施というとこ

ろの流れで来ております。 

永井教育長  管理員に就いている主な職種というのはどうですか。 

大田係長  学校の管理員は選任ということになっていますが、基本的には事務職員です。

今までも実際には出勤簿を自分で印鑑を押して、その後の処理とか、出勤確認と

か、旅行命令簿との突合とか、そういったことは事務職員がしておりましたので、

同じ様なところまで、今度は本人の印鑑がないということで、事務職員が更に責

任を持ってやっていくということです。 

永井教育長  学校現場からは非常に好評を頂いておる状況にあります。 

永井教育長  その他に、何か質疑はありませんか。 

金川委員  全体の資料をまだ見ていないのですが、管理員が不在の時（休み等）の代理の

規定というのは、この取扱要領の中に記載されていますか。 

大田係長  この要領の中では特にその事については定めてありませんが、もし、この出勤

簿管理員が業務を担えない事案があれば、所属職員のうちから校長が指名すると

なっていますので、その者を新たに充てる等して、業務に支障がないように適切

に処理をするということにはなると思います。特にそういった記載はありません。 

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、専決処分した事案の報告、報告 1 №2 及び№3

を終わります。 

永井教育長  続いて、事務事業の報告 報告 2 №1「日本遺産登録申請の中止について」及び、

№2「第 2 次スポーツ振興計画の策定について」の 2 件は、生涯学習課の案件です

ので、一括して説明を求めます。 

小椋生涯学習課

長 

〈2 件の報告案件について説明〉 

・日本遺産登録申請の中止について、教育委員会の事業としてではないが、3 市町

(安芸高田、北広島、三原)で設立された毛利三兄弟のふるさと協議会が主体とな

って、2 か年間申請を行ってきたが、認定の評価が受けられず、今年度より申請を

中止とした。 

・第 2 次スポーツ振興計画の策定について、平成 21 年から 10 年間の計画で安芸

高田市スポーツ振興計画を策定していたが、今年度、最終年度となる事からアン

ケート調査を行い、学校体育、社会体育含めて、併せて見直しを行う。 

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 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（1 月 10 日～2 月 28 日）資料にて説明。 

金川委員 第 16 回安芸高田市児童・生徒自画像展の開催期間の確認をお願いしたい。 

山本委員 八千代の丘美術館 TOKUBETU 企画展とありますが、特別展ということでお助け

フォン等での広報はありますか。 

小椋生涯学習課長 企画展ですが、インターネット、お太助けフォンでも掲載しています。 

山本委員 普通の日でも棟での鑑賞できますが、今回、特別としてあるのはなぜですか。 

小椋生涯学習課 かつては、15 棟全てに作家の方に入ってもらっていましたが、現在は作家の方
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長 に入って頂く棟は G、H、I 棟を除いた 12 棟になっております。G、H、I 棟は企画

展を行う棟として使用するようにしています。 

永井教育長 その他に、何かありませんか。 

上田職務代理 先ほどの日本遺産登録申請を中止するということに関連してですが、3 月 23 日

に「三矢の訓え対談」のようなことが三原で行われるという話がありましたが、

あれは関連事業でしたか。 

小椋生涯学習課長 そうです。 

上田職務代理 それも取り止めですか。 

小椋生涯学習課長 日本遺産登録申請は中止となりますが、関連事業等は行われる予定です。 

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（案）平成 31 年 2 月 14 日 木曜日 午前９時 30 分からを提案。 

永井教育長 いかがでしょうか。 

委員一同 異議なし。 

永井教育長 では、2 月の定例の教育委員会会議を 2 月 14 日、木曜日の午前 9 時 30 分からと

いうことで確認をお願いします。 

永井教育長 それではこれで「②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 全体を通して何かありますか。 

永井教育長 それでは、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。ご審議の方、大変お疲れ様でした。 

閉会  

１５時３５分 


