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平成 30 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３０年３月９日（金）９時３０分から１０時３０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、児玉学校

教育課長、小椋生涯学習課長、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 ９時３０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催いたします。 

永井教育長 一昨日は市内小中学校校長会また、夕方からは、今年度最後の情報交換会とい

うことで、教育委員の皆さん方にもご出席を頂きました。そして本日、定例の教

育委員会会議ということで、お忙しい中ご出席頂きまして大変ありがとうござい

ます。 

報告ということでございますが、本日は、現在開催をされております市議会の

教育委員会に関係するところを少し報告させて頂ければと思います。 

2 月 22 日から 3 月の 15 日までの期間で平成 30 年の第 1 回の定例市議会が開催

をされています。2 月 28 日に文教厚生常任委員会がございましたが、今回は教育

委員会からは、学校の県費負担教職員を中心とした、働き方改革に関わって、安

芸高田市の取組みということで報告をさせて頂いております。特に予算計上もし

ておりますが、来年度から中学校の部活動指導員ということで、そう多くは採用

できないと思っておりますが、国の方で制度改定がありまして、これまでは、大

会でありますとか、そういった時に、いわゆる学校の本務者が顧問としてベンチ

に入っていないと外部指導者は直接指導できないといったルールがございました

が、校長が認めた外部指導者、いわゆる、部活動指導員であれば、顧問が居なく

てもベンチに入って直接指導出来るということに変わってまいりました。その辺

りを中心に話をさせて頂いて、報告させて頂いたところでございます。 

それから 3 月 2 日の金曜日と、3 月 5 日の月曜日、二日間に渡って一般質問がご

ざいました。今回は合計 8 名の議員の方から教育委員会に係る質問を受けました。

色々ありましたが、文化財の関係では甲立古墳の方の取組みを担当の方で動いて

くれていますが、今回、郡山の整備についても、一般質問がございまして、その

中で特に、これは以前から要望が上がっておるのですが、立木をいくらか伐採し

て、少し展望が開けるようにしたらどうかということで、要望を受けていました。

今回は他の市で立木を伐採して、見晴らしをよくしたというような具体例を取り

上げての質問を受け、これは具体的には月山富田城でございます。今度、次長を

中心に生涯学習課長とか、担当者の方で実際に現地に行って、視察をしてもらう

ように、今、計画をしておるところでございます。いずれにしても予算とか、担

当する人員の関係で甲立古墳と郡山を同時進行で取組みをするというのは、非常

に困難さがあるというふうに考えていますが、どちらにしても少しずつでも、動

きの方は進めていきたいというふうに考えております。 

それからもう一点、今回質問を受けた中で、大きな課題だとこれまでも思って

いましたが、八千代の丘美術館に関わって、いわゆるご承知頂いていますように、

入館をして頂いたら、退館を頂く時に 1 作品寄贈をして頂くという事が入館の条

件ということで、もうすでに 200 点以上の寄贈作品があります。これの価値とい

うのは、その人、その人によって見方、考え方が変わっているのですが、今回は

議員の方から指摘があったのは、約 1 億円の価値があると聞いたと、その 1 億円

の価値のあるものを、収蔵という形で眠らせておくというのはいかがなものかと
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いう事がございました。今の制度をずっと維持していくと、毎年 10 点強の作品が

増えていく、これを何処へ収蔵することになるのかということと、収蔵だけでは

意味がないのではないかということで、寄贈頂いた作品を展示するということに

なれば、スペースの確保が必要となります。今 15 棟、八千代の丘美術館には棟が

ありまして、実際には 12 名の方に今入って頂くように、少しずつ入館作家を減ら

していって、3 棟余裕がある形にしていますが、その内の 1 棟は、毎年定期的に企

画展ということで、基本的には入館作家に全く関わりの無い方の作品を企画展と

いう形で展示をさせて頂いています。それから、あと 2 棟の余裕があるところで、

入館作家の作品を入れ替えて展示をし、訪ねて頂いた方にみて頂くような形を取

っておると言うのが現状です。今後どうしていくかという事については、大きな

課題ではありますが、何らかの取組みをしないと、寄贈作品は増える、それを全

て収蔵するという事にはいかないと思っています。市長の方が今、広島市の松井

市長と話をされて、いわゆる広域都市圏ということで、色んな取組みを広島市や

近隣の市で構成をしていますが、入館をされる方はほとんど広島市なので、一緒

に取り組んでいこうという話を何回かこれまで、広島市の松井市長として頂いて

いるようですが、これも事務レベルではまだ一度も会って話をしたことがありま

せんので、このことについても今月末、土井次長中心に何人かで広島市の方へ出

向いて調整といいますか、意見交換をさせて頂くようにしているところでござい

ます。 

その他、先ほど言いましたように 8 名の方から質問を受けておる状況でござい

ます。 

簡単な報告で申し訳ありませんが、今回は開催中の市議会の一般質問等に関わ

っての報告ということで私からの報告を終わらせて頂きます。 

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、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  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長より説明をいたします。 

永井教育長  それでは、専決処分した事案の報告 1№1「安芸高田市生徒指導支援員に関する

配置要綱について」の説明を求めます。 

児玉学校教育課

長 

<資料に基づいて説明〉 

安芸高田市生徒指導支援員に関する配置要綱について説明。 

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。 

永井教育長  質疑がないようですので報告 1№1「安芸高田市生徒指導支援員に関する配置要

綱について」を終わります。 
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永井教育長  続いて専決処分した事案の報告 1 №2「 安芸高田市家庭学習支援コーディネー

ターに関する配置要綱について」の説明を求めます。 

小椋生涯学習課

長 

<資料に基づいて説明〉 

安芸高田市家庭学習支援コーディネーターに関する配置要綱について説明。 

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。 

永井教育長  質疑が無いようですので、報告 1 №2「安芸高田市家庭学習支援コーデイネータ

ーに関する配置要綱について」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「安芸高田市青少年海外派遣事業実施要

綱の一部を改正する告示について」の説明を求めます。 

小椋生涯学習課

長 

<資料に基づいて説明〉 

安芸高田市青少年海外派遣事業実施要綱の一部を改正する告示について説明。 

個人負担 1 人 150,000 円→200,000 円へ 

     要保護生徒 130,000 円→180,000 円へ 

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。 

上田職務代理者 早川先生は引き続きお世話頂くのですか。その費用がかかるという事ですか。 

小椋生涯学習課

長 

 ニュジーランドの早川先生はダーフーィルドハイスクール校に勤務しておられ

ますので、おられなくなった訳ではありませんが、旅行団としての引率、募集型

で旅行会社が作った旅行の責任者としての引率が必要であるということで加えた

ものであります。ですから、向こうでの生活はまた同じように過ごすことが出来

ます。 

上田職務代理者  終始、世話をしてくれる添乗員が付くという事ですね。 

小椋生涯学習課

長 

 はい。そうです。 

 《暫時休憩》 

永井教育長  休憩を閉じて会議を再開します。 

  次に事務事業の報告に移ります。 

 報告 2 №1「学校規模適正化推進事業に係る報告について」の報告をお願いいた

します。 

柳川学校統合推

進室長 

〈資料に基づいて説明〉 

・開校校の校旗、校歌について。 

・感謝状の贈呈について 

(安芸高田市の教育行政の発展に寄与した 3 個人・1 団体) 

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 2№1「学校規模適正化推進事業に係る報告につい

て」を終わります。 

永井教育長  続いて、報告 2 №2「安芸高田市教育委員会が任用する非常勤職員の任用等の取

扱いの指針について」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〉 

 任用は、年齢での制限は行わない。 

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  経過措置が表記されていますが、要るものなのですか。 

児玉学校教育課

長 

 経過措置は経過措置終了なので、要らないものです。少し検討してみます。 

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。 



4 

 

小椋生涯学習課

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。 

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 

 3 月の臨時会  3 月 15 日  木曜日 午後 2 時からを提案。 

   3 月の臨時会  3 月 28 日  水曜日 午前 9 時 30 分からを提案。                                                               

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、3 月の臨時の教育委員会議を 3 月 15 日、木曜日の午後 2 時からと、3 月

28 日、水曜日の午前 9 時 30 分からといたします。 

永井教育長  その他にありませんか。 

内藤課長補佐  小中学校、幼稚園の卒業、卒園、入学、入園式の出席者予定表の配布。 

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  

 １０時３０分 


