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平成２９年安芸高田市教育委員会会議 ６月定例会（第６回） 会議録 

 

開催日時 平成２９年６月１６日（火）１５時３０分から１７時３分 

場  所 クリスタルアージョ３階 視聴覚室 

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 １５時３０分 

永井教育長 ただいまから、6 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、私の方から報告をさせていただきます。 

まず１点目でございますが、本日も出席をいただいておりますが、本年 4

月 27 日付で任期満了により退任されました永岡サヨ子委員の後任としまし

て、去る 6 月 9 日開会の 6 月議会定例会の初日に、市長の方から議会に対し

て選任の議案が上程され、満場一致で亀井聖様がこの度、安芸高田市教育委

員会委員として選任をされました。任期は平成 29 年 6 月 9 日から、平成 33

年 6 月 8 日までの 4 年間でございます。亀井委員さん、色々とご心配をおか

けすると思いますがどうかよろしくお願いをいたします。 

次に 2 点目、大変お忙しい中、教育委員の皆さま方には、定例になってお

りますが、学校訪問に参加していただきました。現在担当の方で成果と課題

についてまとめをしております。概ね学校は落ち着いて、それぞれの目的を

達成するべく、子ども達の指導にあたってくれていると受け止めさせていた

だいたところでございます。教育委員の皆様方からも様々な意見をいただき

ましたので、そのことをまた事務局の方で整理しながら、適切な時期に学校

現場と共有しながら、成果が上がるよう取り組みの方進めていきたいと考え

ているところでございます。 

それから、先程も申しましたが、6 月 9 日から 6 月 27 日までの予定で、

本年第 2 回になります 6 月定例議会が始まっております。昨日、一昨日と一

般質問の方が行われましたが、今回は教育委員会に関係しましては、大きく

は、お二人の議員の方からの質問を受けております。教育委員会に関係しま

して、学校給食の完全無償化というような質問もありましたが、これは、事

務局の方で答弁書を作成し、答弁は市長の方で対応をしていただいたところ

でございます。今のところ大きな課題というのはないというふうに思ってい

ます。この後は、全員協議会で、今進めております学校規模適正化について、

報告させて頂くことになっています。 

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 27 号「平成 29 年度就学援助費（第 2 号）

の認定について」及び、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」と、№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。 
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永井教育長 異議なしと認め、議案第 27 号及び専決処分した事案の報告 1 №1 と№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 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、金川委

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、先ほどの決定どおり、議案第 27 号「平成 29 年度就学援助費（第

2 号）の承認について」及び、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」と№2「区域外就学について」は、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。 

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。 

次に専決処分した事案の報告 1 №3 諮問「平成 30 年度に安芸高田市立小

学校で使用する『特別の教科 道徳』に係る教科用図書の選定について」の

説明を求めます。 

児玉学校教育課長 《資料に基づき安芸高田市教科用図書採択地区選定委員会会長に諮問した

内容について説明。》 

 平成 30 年度から小学校で使用する「特別の教科 道徳」について諮問。 

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 ほかに質疑がないようですので、№3 諮問「平成 30 年度に安芸高田市立

小学校で使用する『特別の教科 道徳』に係る教科用図書の選定について」

を終わります。 

永井教育長 次に、事務事業の報告に移ります。 

報告 2 №1 「安芸高田市奨学金審査会の報告について」説明をお願いしま

す。 

前教育総務課長 《資料に基づき審査会での内容について説明。》 

審査内容：奨学金貸付４名。返還猶予 2 名。返還免除 4 名。 

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 №1 「安芸高田市奨学金審査会の報告につい

て」を終わります。 

永井教育長 次に、報告 2 №2 「安芸高田市給食センターの運営状況について」説明

をお願いいたします。 

前教育総務課長 《資料に基づき平成 28 年度の運営状況を説明。》 

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、№2 「安芸高田市給食センターの運営状況につ

いて」を終わります。 

永井教育長  次に、報告 2 №3「学校規模適正化推進事業に係る報告について」説明を
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お願いいたします。 

柳川学校統合推

進室長 

《資料に基づき説明。》 

・閉校式・閉校記念行事について 

・中学校の適正配置に関するアンケートについて 

・根野小・甲立小既存校舎改修工事について 

永井教育長 今の学校規模適正化推進事業に係る報告について、大きく 3 点あったと思

います。 

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 資料の「望まれる学校規模」の表記の仕方ですが、「1 学年複数学級・1 学

級 20 名から 30 名程度」となっていますが、推進計画では、「1 学級 20 名か

ら 30 名程度で、出来れば複数学級が望ましい」という書き方ではなかった

ですか。 

柳川学校統合推

進室長 

答申の書きぶりを写したものですが、一行目が 1 学年複数学級、2 行目が

1 学級 20 名から 30 名程度となっていましたが、再度、確認をしてみます。 

山本委員 分かりました。 

永井教育長 確認をお願いします。その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 「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 次に、報告 2 №4「特別の教科 道徳」に係る教科用図書採択日程につい

て」及び№5「平成 29 年度小中学校研究会等への参加について」の 2 件は、

学校教育課の案件ですので一括して説明を求めます。 

児玉学校教育課長 《資料に基づき説明。》 

・教科用図書採択日程 8 月 20 日までに教育委員会会議で採択。 

・市内小中学校の研究公開の日程と参加集約について。 

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

てください。質疑はありますか。 

上田委員 研究会等の参加について、予定を帰るまでに出すのは難しいのですが。 

児玉学校教育課長 難しい場合は、後日提出をお願いします。 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。 

永井教育長  ほかに質疑がないようですので、№4 及び№5 を終わります。 

 ここで暫時休憩とします。 

 《暫時休憩。》 

永井教育長  次に、報告 2 №6「安芸高田市成人式の開催について」及び№７「青少年

海外派遣事業について」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 《資料に基づき説明。》 

・成人式 8 月 15 日（火）9：30 から アージョ大ホール ３１１人。 

・海外派遣 8 月 11 日～8 月 21 日 生徒 20 名参加。引率 2 名。 

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。質疑はありますか。 

永井教育長  質疑がないようですので№6 及び№7 を終わります。 

永井教育長 

 

 次に、報告 2 №8「映画『花戦さ』上映会の開催について」及び№9「音

楽の絵本 ズーラシアンブラスクラシックコンサートの開催について」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。 
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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。なお、質疑は、案件名を指定して行

ってください。質疑はありますか。 

上田委員  映画、花戦さは 480 席でコンサートは 650 席になっていますが、映画の方

は会場を小さくしてやるのですか。 

小椋生涯学習課長 映画のスクリーンが前面にきますので、前側の席は観るのに難しいと思い

ますので、それを考慮して稼働席を 3 分の 2 にして上映をしようと考えてい

ます。 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。質疑がないようですので№6 及び№7 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。 

小椋生涯学習課長 当面の行事等生涯学習情報について（6 月 16 日～7 月 31 日）説明。 

永井教育長 その他に何かありますか。 

内藤教育総務

課長補佐 

教育委員会必携の取り扱いについて。 

制度改正を反映した必携を貸与します。前回配布している必携は後日返却

をお願いします。 

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。 

内藤教育総務

課長補佐 

7 月の定例会 7 月 13 日 木曜日 午前 9 時 30 分からを提案。 

永井教育長 事務局提案の日程でよろしいですか。 

天清委員 午後からが良いのですが。 

永井教育長 13 日の午後は難しいので、18 日 火曜日 午後 1 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、6 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  

１７ 時 ３分 


