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平成２９年安芸高田市教育委員会会議 5 月定例会（第 5 回） 会議録 

 

開催日時 平成２９年５月２３日（火）９時３０分から１１時３５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、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、玉井教育総務係長、森岡生涯学習係長、藤堂生涯学

習課係長、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 午前９時３０分 

永井教育長 ただいまから、5 月定例の教育委員会会議を開催いたします。 

永井教育長 はじめに、クールビズになっておりまして、事務局の方も上着を取って出

席をさせていただいております。 

本日は、たくさんの報告、あるいは議案を用意させていただいております

ので、簡単に報告をさせていただきます。 

先般からお忙しい中、毎年定例になっております、市内小中学校、幼稚園、

あるいは、出先機関の訪問ということで大変お世話になっております。明日、

それから、6 月に入ってということで、2 日間残っておりますが、どうかよ

ろしくお願いをいたします。また、一昨日は市内の多くの小学校で運動会を

実施させていただきました。教育委員さん方、それぞれの地元を中心とした

学校へ出向いていただきまして、声援をおくっていただき大変ありがとうご

ざいました。天気予報等で随分暑くなるということで、子ども達の体調不良

を少し心配しましたが、事務局への報告は 1 件だけでした。保護者が病院へ

連れていかれたが、大事に至ることなく、無事、一昨日の運動会は終了した

ということの報告を聞いております。大変暑い中、ありがとうございました。 

以上で私からの報告を終わらせていただきます。 

永井教育長 ただいまの報告にご質疑がございますか。 

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 25 号「平成 30 年度に安芸高田市立小学

校で使用する道徳の教科用図書の採択に係る選定委員及び調査員の委嘱に

ついて」と議案第 26 号「平成 29 年度就学援助費（第 1 号）の認定について」

及び、専決処分した事案の報告 1 №2「区域外就学について」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 25 号、議案第 26 号及び、専決処分した事案の報

告 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。 
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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、山本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 21 号「平成 29 年度一般会計（教育費関係）補正予算（第

2 号）について」、提案理由の説明を求めます。 

土井教育次長 議案第 21 号「平成 29 年度一般会計・教育費関係・補正予算・第 2 号につ

いて」提案理由をご説明いたします。 

本案は、安芸高田市議会 6 月定例会に提案する平成 29 年度一般会計補正

予算のうち、教育費について、1 千 511 万 4 千円を追加補正するものでござ

います。補正内容としましては、工事費の追加と協議会負担金がその主なも

のであります。 

なお、詳細につきましては、教育総務課長から説明をいたします。 

前教育総務課

長 

《資料に基づき議案第 21 号について詳細を説明》 

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。 

上田委員 中学校のエアコン設置ということで、ご心配をいただいていますが、集中

管理ということですが、個別の部屋で使いたいという時の対応は出来るので

すか。 

前教育総務課

長 

基本的には各教室個別で使うということが可能です。職員室の方で、例え

ば切り忘れ等を集中的に管理することが可能になるということになります。 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。 

永井教育長 ほかに質疑がないようですので、採決します。 

議案第 21 号「平成 29 年度一般会計（教育費関係）補正予算（第 2 号）に

ついて」、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 21 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 次に、日程第 4 議案第 22 号「平成 29 年度安芸高田市いじめ問題対策連絡

協議会委員の委嘱及び任命について」、提案理由の説明を求めます。 

土井教育次長 議案第 22 号「平成 29 年度安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会委員の委

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、安芸高田市いじめ問題対策協議会等に関する条例第 4 条第 2 項の

規定により、関係行政機関職員及び関係団体を代表する者のうちから、委員

を委嘱又は任命すること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いては、各担当課長が説明いたします。 

児玉学校教育

課長 

《資料に基づき議案第 22 号について詳細を説明》 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありますか。 

永井教育長 質疑がないようですので、採決します。 

議案第 22 号「平成 29 年度安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会委員の委

嘱及び任命について」、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 22 号については、原案のとおりとすることに決

定しました。 
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永井教育長 次に、議案第 23 号「平成 29 年度安芸高田市いじめ問題対策委員会委員の

委嘱及び任命について」、提案理由の説明を求めます。 

土井教育次長 議案第 23 号「平成 29 年度安芸高田市いじめ問題対策委員会委員の委嘱に

ついて」提案理由をご説明いたします。 

本案は、安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会等に関する条例第 8 条第 2

項の規定により、学識経験のある者、その他教育委員会が必要と認める者の

うちから、委員を委嘱又は任命すること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。 

児玉学校教育

課長 

《資料に基づき議案 23 号について詳細を説明》 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありますか。 

永井教育長 質疑がないようですので、採決します。 

議案第 23 号「平成 29 年度安芸高田市いじめ問題対策委員会委員の委嘱及

び任命について」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 23 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 次に、議案第 24 号「平成 30 年度に安芸高田市立小学校及び中学校で使用

する教科用図書の採択基本方針について」、提案理由の説明を求めます。 

土井教育次長 議案第 24 号「平成 30 年度に安芸高田市立小学校及び中学校で使用する教

科用図書の採択基本方針について」提案理由をご説明いたします。 

本案は、平成 30 年度に学校で使用する教科書の採択基本方針の策定につ

いて提案させていただくものでございます。 

平成 30 年度に使用する教科書は、小学校については平成 26 年度、中学校

については平成 27 年度に採択した教科書をそれぞれ、平成 30 年度に使用し

ますが、御存知いただきますように、今年度は小学校における「特別の教科 

道徳」の教科書を採択しますので、このことについて方針に記述をしており

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。 

児玉学校境域

課長 

《資料に基づき議案第 24 号について詳細を説明》 

永井教育長  それでは、これより質疑に入ります。質疑はありますか。 

永井教育長  質疑がないようですので、採決します。 

議案第 24 号「平成 30 年度に安芸高田市立小学校及び中学校で使用する教科

用図書の採択基本方針について」、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 24 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  ここで、先ほどの決定どおり議案第 25 号及び議案第 26 号は、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。 
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ここで、暫時休憩といたします。 

 《暫時休憩。》説明員入室。 

永井教育長 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

次に協議事項に入ります。協議 1「平成 30 年度（第 17 期）八千代の丘美

術館入館作家の選定について」を議題といたします。 

提出者から、説明を求めます。 

小椋生涯学習

課長 

《資料に沿って説明》 

永井教育等  それでは、これより質疑に入ります。質疑はありますか。 

山本委員  選定時、安芸高田市在住とか安芸高田市出身者は優先されるのですか。 

小椋生涯学習

課長 

 優先というのはございませんが、ここにある資料といたしましては、こう

いう方がおられたということで出させてもらっていますが、広島県内の作家

さんから選びますので、市内在住、出身者がこの程度おられたということで

す。 

山本委員 もう一点、入館にあたっては、作家からの希望があるのですか。それとも、

選定委員会で依頼するのですか。入館のシステムはどうなっていますか。 

藤堂文化スポ

ーツ係長 

選定委員会の会長、副会長によって県内の候補者を選定し、選定された方

の中から審査会で候補者を選定し、最終的には美術館の方で作家の先生方と

来年度の入館の交渉を行っていくという流れになっています。 

上田委員 安芸高田市内の作家をしっかり掘り起こしてみて頂くように、ご要望頂き

たいと思います。 

小椋生涯学習

課長 

ありがとうございます。今日ご協議いただいた意見なりを審議会の方へ伝

えてまいります。ある程度人選が出来た段階でまた報告をさせて頂きたいと

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 はかに、質疑がないようですので、協議 1「平成 30 年度（第 17 期）八千

代の丘美術館入館作家の選定について」を終わります。 

 暫時休憩 

永井教育長 休憩を閉じて会議を再開します。 

次に、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、今回 3 件の専決処分をいたしましたので、教育委員会議へ

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、各担当課より説明をいたします。 

児玉学校教育

課長 

《資料に基づき、報告 1 №１を説明》 

№１安芸高田市教科用図書採択地区採択事務取扱要領の一部改正について 

永井教育長 これより、質疑に入ります。質疑はありますか。 

上田委員  道徳の教科用図書の使用は小学校だけですか。中学校はどうですか。 

児玉学校教育

課長 

中学校もなりますが、採択が次年度になります。 

上田委員 中学校は教科書もないし、従来通りの教育課程でやるのですね。 

児玉学校教育

課長 

はい。そうです。 
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永井教育長 ほかに、質疑はありますか。 

永井教育長 ほかに質疑がないようですので、報告 1 №1「安芸高田市教科用図書採択

地区採択事務取扱要領の一部改正について」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 №2「区域外就学

について」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。 

永井教育長 以上で、秘密会を終わり、これより会議を公開とします。ここで、暫時休

憩とします。 

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 次に専決処分した事案の報告 1 №3 園芸農園「四季の里」作家選定審査

会委員の委嘱についての説明を求めます。 

小椋生涯学習

課長 

《資料に沿って説明》 

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。 

永井教育長 質疑がないようですので、報告 1 №3 芸術農園「四季の里」作家選定審査

会委員の委嘱についてを終わります。 

永井教育長  次に、報告 2 №1「平成 29 年度学校規模適正化推進事業について」報告

をお願いいたします。 

前教育総務課 《資料に沿って説明》 

永井教育長 それでは、質疑に入ります。質疑はありますか。 

上田委員 ここで言うべきことではないと思いますが、甲田小の 18 票のデザインはい

いと思いますが、[AKITAKATA KODA]という文字はデザインに付くのですか。 

前教育総務課

長 

 18 票獲得しましたこのデザインにつきましては、上の部分は実際に子ど

もが考えたデザインで、今回は美土里のデザイナーの森さんという方に指導

いただいて、こういった文言が入った方がいいにではないかということで、

少し手を加えていただきながら、基本的には全体が校章ということになりま

す。どこまで記載できるかについては、これからまたデザイナーの方と協議

をしながら進めてまいりたいと思います。 

上田委員  八千代の場合はバッチにしやすいと思いますが、甲田の場合は下の部分を

どうするかが今後の課題になると思います。 

前教育総務課

長 

今のデザインの件に付け加えて、上のデザインの 3 つの葉っぱの葉脈がこ

の印刷では分かりにくいのですが、子どもが考えてくれたデサインでは、甲

田の K という字を葉の葉脈として入れ込んでくれています。この K を生かし

た形で下の AKITAKATA KOUDA の K を同じように葉脈のようにデザイン化す

れば非常に子どもの意見も取り入れたということで、良いのではないかとい

うことで、下の文字を追加したというような経緯があります。また中央には

梨の花、甲立古墳の形をかたどったものが描かれています。 

永井教育長  ほかに、質疑はありますか。 

永井教育長  ほかに質疑がないようですので、№1「平成 29 年度学校規模適正化推進事

業について」を終わります。 

  暫時休憩 

永井教育長  休憩を閉じて会議を再開します。 

永井教育長  次に、報告 2 №2「弾道ミサイル落下時の行動について」報告をお願いい

たします。 
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前教育総務課

長 

《資料に沿って説明》 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありますか。 

永井教育長  質疑がないようですので、№2「弾道ミサイル落下時の行動について」報

告を終わります。 

永井教育長  次に、報告 2 №3「中学校における部活動休養日等について」報告をお願

いいたします。 

児玉学校教育

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。質疑はありますか。 

山本委員  土曜日または日曜日のいずれか 1 日は休養日とすることが望ましい。とあ

りますが安芸高田市の現状はどうですか。どちらかを設定されているのです

か。 

児玉学校教育

課長 

 表現としては望ましいとしていますが、中学校においてはいずれかを休養

日とするよう進めています。 

永井教育長  芸北管内、北広島町、安芸太田町は課長が報告したとおりですが、先般、

広島県内都市教育長会議で広島市も含んで、14 市の教育長が集まる会があ

るのですが、市の方はほとんど足並みが揃っておりません。今のところ一番

多いのは週 1 回ということです。土日のどちらか 1 日、火曜日の 1 日という

週 2 回ではなくて、1 週間でどこか 1 日という方法を取る市が大半のようで

す。そうなった理由というのはやはり学校現場あたりからの強い要望がある

中で、そういう措置を取らざるを得ないという判断になっているようです。 

永井教育長  ほかに、質疑はありますか。 

永井教育長  ほかに質疑がないようですので、№3「中学校における部活動休養日等に

ついて」を終わります。 

永井教育長  次に、報告 2 №4「学力向上の推進について」報告をお願いいたします。 

児玉学校教育

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。質疑はありますか。 

永井教育長  質疑がないようですので、報告 2 №4「学力向上の推進について」を終わ

ります。 

永井教育長  次に、報告 2 №5 青少年育成事業「地域未来塾」について報告をお願いい

たします。 

小椋生涯学習

課長 

《資料に基づき説明》 

永井教育長  それでは、これより質疑に入ります。質疑はありますか。 

永井教育長  質疑がないようですので、№5 青少年育成事業「地域未来塾」についてを

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。 

金川委員 2 点お願いします。最初の受講者の 11 名についてですが、回数が 8 回の

出席率はどれくらいですか。 

森岡社会教育

係長 

出席率につきましては、実績報告があり、80 パーセントということにな

っております。体調不良などの理由で欠席を受けております。 

金川委員 もう 1 点、次回の受講が 15 名ということになっていますが、これは、他



7 

 

校からの受講がありますか。 

森岡社会教育

係長 

今回は他校からの申し込みはありませんでした。前回、向原小学校からの

申し込みがありましたが、次回 9 月からの受講希望ということで、今回は見

送られました。 

永井教育長 ほかに、質疑はありますか。 

天清委員 前にお聞しているかもしれませんが、火曜日、金曜日にした理由と、今年

度はどうなりますか。 

小椋生涯学習

課長 

火曜日、金曜日にした理由は特にはありませんが、講師の関係で、日をあ

けた設定にしています。 

永井教育長 今年度については、どうですか。 

小椋生涯学習

課長 

今年度も月、木曜日、火、金曜日という設定を考えています。 

天清委員 子ども達は放課後いろいろなことへ出ていると思いますが、希望が多い曜

日を出来るだけ選ばれればよいと思います。 

小椋生涯課長 ありがとうございます。昨年度、調査する中で、私塾に通う子どももいる

ということで、私塾の方へ調査に入りました。塾の先生方がおっしゃるには、

うちに来る子とは対象が違うという感触を持っておられたようです。私たち

のねらいとしましては、学習面で遅れがちな子どもを対象として引き上げて

いく、伸ばしていくことを考えていますので、私塾に通っている子どもを積

極的に来てもらうということまでは至っていません。 

永井教育長 習い事等もあろうかと思いますので、今いただいた意見を参考にして、十

分検討して実施に向けて準備の方、お願いします。 

永井教育長 ほかに、質疑はありますか。 

永井教育長 はかに質疑がないようですので、№5 青少年教育事業「地域未来塾」につ

いて終わります。 

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 

当面の行事等生涯学習情報について（5 月 23 日～6 月 30 日）説明。 

前教育総務課

長 

6 月議会日程について説明。 

小学校統合準備委員会の開催について情報提供。 

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「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 

6 月の臨時会 案１ 6 月 16 日 金曜日 午後 3 時 30 分からを提案。 

永井教育長 6 月の定例会を 6 月 16 日、金曜日、午後 3 時 30 分からでよろしいですか。 

委員一同 異議なし。 

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 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、5 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  

１１ 時 ３５分 


