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平成２９年安芸高田市教育委員会会議 4 月臨時会（第 3 回） 会議録 

 

開催日時 平成２９年４月２８日（火）１６時００分から１６時５２分 

場  所 クリスタルアージョ４階 202 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、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 午後１６時００分 

永井教育長 ただいまから、臨時教育委員会会議を開会いたします。 

永井教育長 それでは私の方から、若干の報告をさせていただきます。 

すでに承知いただいていますように、昨日、4 月 27 日をもって永岡サヨ

子教育委員の任期が終了しました。平成 25 年 4 月 28 日から 1 期 4 年間とい

うことでお世話になりました。継続をお願いしたのですが、家庭のご事情で、

ご辞退をされまして、引き続いてということが叶いませんでした。本日この

後、送別式、それから送別宴ということになります。よろしくお願いいたし

ます。 

4 月 11 日の定例会以降から、出先機関を含めた学校訪問等をスタートさ

せていただき、18 日に吉田幼稚園、給食センター、適応指導教室、先日 25

日に根野小学校と八千代中学校に訪問をいただきました。この後も引き続い

てどうかよろしくお願いいたします。 

学校の方は幼稚園も含めまして、今年度、順調なスタートをきってくれた

ように把握をしておりますが、この前も少しふれましたように、昨日、根野

小学校の臨時的任用者、本日、吉田小学校の臨時的任用者の辞令交付を行い

ました。残りが刈田小学校と美土里小学校の定数内の臨採です。両校には大

変ご迷惑をおかけした状況になっておりますが、今、全県的に臨採が見つか

らない状況でございます。先般、都市教育長会が福山で開催されましたが、

全県的に見ても、まだ配置ができていない状況があるのではないかと思いま

す。このような状況が今後も続くと、学力の向上等にも影響がでるのではな

いかと危惧しており、大きな課題と捉えております。県教委もなかなか初任

者を大量に採用するとかということにいかないようです。早期退職者をでき

るだけ減らすように、そして、再任用者をしっかり確保して欲しいというこ

とでした。大きな課題だということも感じて帰ったところです。色々な機会

を通して、このことは要望をしていく必要があるかと思います。 

また、この度の都市教育長会で私の方から県の方へ要望いたしましたの

は、2 件あります。1 件は、人事を行う時に、内規で認めてもらえない「ふ

りこ」や「バーター」の件です。今年度困ったのが、中学校は教科の絡みが

ありますので、仮に 6 人教科の担当者がいてくれても、その内 3 人が臨採と

いう例もあり、そうなると実際には 3 人で異動を検討しなくてはいけませ

ん。広島市や呉市、福山市といった、大きな市と一律に内規を設けるのは見

直してもらいたということを、今回、強力に要望させていただきました。 

もう一つは「欠員補充」の件です。学級数とか、規模で教職員の定数が決

まるのですが、定数の中に、最初から本務者を配置してくれずに、臨採で対

応しなさいという形がどんどん増えていっております。安芸高田市において

も来年度、小学校は八千代町と甲田町が統合になります。そうすると教諭だ

けでも 30 人前後が定数として削減になります。学校統合との絡みもあり、
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その辺りも本務者、臨採も含めて、非常に今から、大変な状況を迎えると懸

念をしております。 

いずれにいたしましても、この状況を何とかしないといけませんので、引

き続いて県教委との連携もしながら、必要に応じて要望もしながら出来るだ

け、スムーズにいくように努力をしてまいりたいと考えておるところでござ

います。 

簡単な報告ですが、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。 

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、金川委

員、上田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 20 号「平成 29 年度安芸高田市教育支援委員の委嘱及び任

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 20 号「平成 29 年度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 29 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。 

児玉学校教育課長 《資料に基づき議案第 20 号について説明》 

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、採決します。 

議案第 20 号「平成 29 年度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」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 20 号につきましては、原案のとおりとすること

に決定しました。 

永井教育長 次に事務事業の報告に移ります。 

報告 2 №1 「平成 29 年度安芸高田市外国語教育充実プロジェクトについ

て」から№5「教科書採択における公正確保の徹底等及び平成 30 年度使用教

科書の採択事務処理について」までの 5 件は、学校教育課の案件ですので、

一括して報告をお願いいたします。 

児玉学校教育課長 《報告 2 №1 から№5 までを資料に沿って説明》 

NO.1 平成 29 年度安芸高田市外国語教育充実プロジェクトについて  

NO.2 平成 29 年度安芸高田市学力向上戦略推進プロジェクトについて  

NO.3 「いじめの防止等のための基本的な指針」の改定及び「いじめの 



3 

 

重大事態の調査に関するガイドライン」の策定について 

NO.4 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに幼稚園教育

要領の全部を改正する告示、小学校学習指導要領の全部を改正する告示 

及び中学校学習指導要領の全部を改正する告示等の公示について 

NO.5 教科書採択における公正確保の徹底等及び平成 30 年度使用教科書の 

採択事務処理について 

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

て下さい。質疑はありますか。 

金川委員 報告 2 №4 の小学校の授業時数が 35 時間、今までより増えるということ

ですが、単純に計算すると、1 か月に 3 時間、長期休暇を入れるとだいたい

1 週間に 1 時間くらい増えるということですか。 

児玉学校教育課長 はい。そうです。 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。 

上田委員 今の金川委員の質問に関連してですが、学校としては時間確保がしんどい

と思いますが、その辺りについて、校長はじめ皆さん方の対応はどの様です

か。 

児玉学校教育

課長 

授業時数の確保にあたっては、例えばモジュールといって 15 分と 30 分に

分割したり、長期休業を充てるとか、いろいろ工夫するところはあると思い

ますが、先ほどいいましたように、県の事業を活用して研究をしていきます

ので、授業時数の確保等についても研究をしながら進めていきたいと思いま

す。 

永井教育長 暫時休憩とします。 

永井教育長 休憩を閉じて再開します。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 から№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。 

 特になし。 

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 

 

5 月定例会  5 月 23 日 火曜日 午前 9 時 30 分から 

永井教育長 5 月の定例会を 5 月 23 日、火曜日、午前 9 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、4 月臨

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  

１６時５２分 


