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平成 30 年安芸高田市教育委員会会議 臨時会（第 2 回） 会議録 

 

開催日時 平成３０年３月２８日（金）１０時００分から１１時００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、福井生涯学習課調整監、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１０時００分 

永井教育長 ただいまから、平成 30 年第 2 回臨時の教育委員会会議を開会いたします。 

永井教育長 始めに私の方から、本日は報告というよりも、お礼なり、お願いをさせて頂き

たいと思います。 

まずは 3 月に入りまして、閉校式を順次開催をさせて頂きましたが、教育委員

の皆さま方におかれましては、大変お忙しい中、ご列席頂きました。本当にあり

がとうございました。これまでも何度か申しあげてまいりましたが、今の事務局

体制になりまして、勢力的に学校規模適正化を進めてくれまして、それぞれの校

区、惜しまれながらではありますが、無事、閉校式を挙行出来ましたこと本当に

感謝をしておるところであります。ありがとうございました。この統合に関わり

まして、4 月 5 日には 2 校の新しい学校の開校式を今準備してくれております。こ

の開校式につきましてもお忙しいと思いますが、ご列席いただければと思ってお

りますので、どうかよろしくお願いいたします。 

併せて入学式も少し日にちが遅くなるのですが、9 日の小学校、10 日の中学校

と、この後、詳細についてまた事務局の方から報告なり、お願いをさせて頂きま

すが、よろしくお願いをしたいと思います。 

それから、後ほどご案内をさせて頂きますが、県費負担教職員に係わる異動、

あるいは、退任等の退任式や辞令交付式を取り行います。この件につきましても

どうかよろしくお願いをいたします。 

併せて、教育委員会事務局の内示もありました。この事につきましては、この

教育委員会会議終了後、再度教育長室の方へお戻り頂いて、そこで詳細を報告さ

せて頂くことにしていますので、よろしくお願いいたします。 

以上で私からの報告を終わります。 

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。 

 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、専決処分した事案の報告 1 №1「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、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。 

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」を議題といたします。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。 
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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、亀井委員、金

川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 15 号「安芸高田市教育委員会組織規則の一部を改正する規則

について」を議題といたします。 

提出者から、提案理由の説明を求めます。 

土井教育次長 議案第 15 号「安芸高田市教育委員会組織規則の一部を改正する規則について」

提案理由の説明をいたします。本案は平成 30 年度の教育委員会事務局における各

課の事務分掌等に関し見なおしを行うことといたしましたので、当該規則改正に

ついて提案をするものです。 

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。 

前教育総務課長 〈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 15 号「安芸高田市教育委員会組織規則の一部を改正する規則について」

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 15 号については、原案のとおりとすることに決定しま

した。以上で議案第 15 号についての審査を終わります。 

永井教育長 続いて、日程第 4、議案第 16 号「平成 30 年度安芸高田市学校教育推進アドバイ

ザーの委嘱について」を議題といたします。 

提出者から、提案理由の説明を求めます。 

土井教育次長 議案第 16 号「平成 30 年度安芸高田市学校教育推進アドバイザーの委嘱につい

て」提案理由の説明をいたします。本案は設置要綱に基づき、学校経営や学校の

教育内容について指導及び助言を行う安芸高田市学校教育推進アドバイザー2 名

の委嘱について提案するものでございます。 

なお、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 16 号「平成 30 年度安芸高田市学校教育推進アドバイザーの委嘱につい

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 16 号については、原案のとおりとすることに決定しま

した。 

以上で議案第 16 号についての審査を終わります。 

永井教育長 ここで、先ほどの決定どおり、報告 1 №1 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》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  次に、事務事業の報告に移ります。 

 報告 2 №1「平成 30 年度アレルギー対応食の実施について」の報告をお願いい

たします。 

前教育総務課長 〈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。質疑はありませんか。 

上田職務代理  資料にあるエピペンとは何ですか。 

前教育総務課長  エピペンと言いますのは、アレルギーであるアナフィラキシーショックと言っ

て、ショック状態に陥った場合に、即座に注射で症状を抑えるための、医薬品の

ことです。 

永井教育長  ほか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報告 2 №1「平成 30 年度アレルギー対応食の実施

について」を終わります。 

永井教育長  続いて、報告 2 №2「平成 30 年度市費非常勤職員等任用状況について」報告を

お願いいたします。 

前教育総務課長 〈資料に基づいて説明〉 

上田職務代理者  美土里生涯学習センターまなびは、図書館の部分も含むということですか。 

小椋生涯学習課

長 

 美土里生涯学習センターまなびにつきましては、この度の内示で館長が兼務と

いうことになりましたので、社会教育指導員を 2 名にして、プラス臨時職員を採

用して対応することにしております。図書館に関しましては、これまで通り地域

振興事業団からの業務委託による対応となります。 

永井教育長  その他に、質疑はありませんか。 

金川委員  部活動指導員は調整中となっていますが、ある程度、めどは立っているのです

か。 

児玉学校教育課

長 

 手続き上、調整中とさせて頂いていますが、高宮中学校の武道部、甲田中学校

の野球部ということで、本人との最終調整をしいるところです。 

永井教育長  その他に質疑はありませんか。 

永井教育長  ほかに質疑がないようですので報告 2 №2「平成 30 年度安芸高田市費非常勤職

員等任用状況について」を終わります。 

永井教育長  続いて、報告 2 №3「平成 29 年度中学校英検公費負担事業の実施結果について」

の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〉 

・生徒 1 人あたりの受験回数 1.2 回 

・公費負担を受けた生徒数 656 人（96.7％） 

※H28 年度の英検を受験したことのある生徒の割合 35.1% 

・3 年で 3 級以上を取得している生徒数 88 人（38.0％） 

※H28 年度の英検 3 級以上を取得している 3 年の割合 16.7％ 

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。 

山本委員  学年別の合格すべき基準（1 年生では何級か）を教えて下さい。 

児玉学校教育課

長 

 英語の力というのは個人差もあるかと思いますが、3 学年で 3 級という目標を掲

げていることを考えると、1 学年で 5 級、2 学年で 4 級、3 学年で 3 級というとこ

ろが、一つの目安になるかと思います。 
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永井教育長  その他に、質疑はありませんか。 

永井教育長  ほかに質疑がないようですので、報告 2 №3「平成 29 年度中学校英検公費負担

事業の実施結果について」を終わります。 

永井教育長  続いて、報告 2 №4「小中学校児童生徒を対象に実施したアンケート調査結果に

ついて」の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〉 

・平成 29 年度 児童生徒の携帯電話・スマートフォンの使用状況調査 

・平成 29 年度 安芸高田市小中学校児童生徒 進路・郷土・資格に関する調査 

・平成 29 年度 安芸高田市小中学校児童生徒 外国語活動意識調査 

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。 

天清委員  携帯電話やスマートフォンを使うために家庭でのルール・約束はあるかとあり

ますが、繰り返し啓発して欲しいと思います。 

児玉学校教育課

長 

ご存知いただいていますように、「ストップ 9」という取り組みを継続して行っ

ておりまして、今回、新たに、就学前の保護者に対する啓発も必要だろうという

ことで、先般担当者が保育所長会に出席をしまして、チラシを活用して PTA 総会

等で話をして頂くようお願いをしたところであります。 

永井教育長 ほかに、質疑はありませんか。 

永井教育長 ほかに質疑がないようですので報告 2 №4「小中学校児童生徒を対象に実施した

アンケート調査結果について」を終わります。 

永井教育長  続いて、報告 2 №5「学校規模適正化推進事業に係る報告について」の報告を

お願いします。 

柳川室長 〈資料に沿って説明〉 

・学校規模適正化事業の進捗状況等について報告。 

・八千代小、甲田小の開校式について。 

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 統合校の引っ越しはどのような状況ですか。 

柳川室長 引っ越し業務の件ですが、25 日の刈田小学校の閉校式の日に甲立地区の引っ越

しを行い、26 日に刈田小学校から根野小学校への引っ越しを業者に頼んで実施を

しております。概ね、主だったものは 25 日、26 日で完了しています。 

永井教育長 はかに、質疑はありませんか。 

永井教育長 ほかに、質疑がないようですので報告 2 №5「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、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（3 月 28 日～4 月 30 日）説明。 

内藤課長補佐 辞令交付式日程、入学式日程等について説明。 

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。 

内藤課長補佐  4 月の定例会  4 月 12 日  木曜日 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、4 月の定例の教育委員会議を 4 月 12 日、木曜日の午前 9 時 30 分からとい

たします。 

永井教育長 その他ありませんか。特段ないようですので、以上をもちまして、臨時の教育

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００分 


