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平成２９年安芸高田市教育委員会会議 7 月定例会（第 7 回） 会議録 

 

開催日時 平成２９年７月１８日（火）１３時３０分から１５時３８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 １名 

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、本田学校教育課

指導主事、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１３時３０分 

永井教育長 ただいまから、7 月定例の教育委員会会議を開催いたします。 

永井教育長 いくらかの報告をさせていただこうと思います。 

まず、始めに先週金曜日、7 月 14 日に高宮町の来原小学校で生起しまし

た感染症、食中毒の疑い事案につきましては、教育委員の皆さま方にも大変

ご心配、ご迷惑をおかけしました。幸い大事にはいたりませんでしたが、6

年生 11 名中 9 名が体調不良を訴え、救急車 3 台を三次市へ 1 台、安芸高田

市内へ 2 台出していただき、診察を受けるという事態に至ったところでござ

います。子どもたちは夕方までには、ほとんど全員が回復をしました。翌朝

9 時の段階で学校の方から全ての児童の家庭へ電話連絡ではございました

が、健康観察をいたしましたところ、全ての子ども達、体調に異常はないと

いうことで安堵したところでございます。14 日当日の夕方 19 時からは、学

校の方で臨時の保護者会を持ち、保護者の皆さま方へ事の経緯について報告

並びにお詫びをさせていただき、保護者の方からも了解をいただきました。

いずれにいたしましても今回の教訓を生かしまして、今後、二度とこのよう

な事案が生起しないように万全の態勢をとってまいりたいと考えます。学校

の方も事のてん末をまとめてくれていますので、近々、小中学校の臨時の校

長会を招集しまして、今回の事案に学ぶ教訓ということで、一定の整理及び

学習の方を行いたいと考えております。いずれにいたしましても、教育委員

の皆さまには大変ご心配をおかけいたしました。申し訳ありませんでした。 

次に若干の行事の報告をさせていただきますが、早いもので明後日、20

日木曜日には、1 学期の終業式を市内小中学校の方で取り行う予定となって

おります。これまでのところ、それぞれの小学校、中学校においての児童生

徒への安全、安心の取り組みの成果だと思いますが、大きな病気、あるいは

事故、事件に巻き込まれたということもなく、無事に小学校、中学校 19 校

の児童、生徒、夏休みに入ってくれると思っているところでございます。 

それから、8 月に入りますと、今年度の海外派遣事業、ニュージーランド

へ旅行団の方が出発をしてくれます。11 日の夜 10 時、本市を出発すること

になっています。また、この度初めて市長が表敬訪問されます。市長につき

ましては、成人式を終えまして、16 日に日本を出発し、21 日に日本へ帰っ

て来ていただくようになっております。 

また、明日は全国大会の壮行会を予定しております。今回はうれしいこと

に、各種全国大会へ出場する選手が 50 名を超えるのではないかということ

で、2 階の大ホールを会場に壮行会を開催させていただくこととしておりま

す。 

最後になりましたが、7 月 20 日、21 日には中国地区教育委員研修会とい

う事で、3 名の教育委員のみなさま方には、東広島の方へ出張していただき
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ますが、この事についてもどうか宜しくお願いします。 

簡単ですが、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 30 号「平成 29 年度就学援助費（第 3 号）

の承認について」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 30 号は秘密会とし、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、上田委

員、天清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 これより議案の審議に入ります。 

日程第 3、議案第 28 号「安芸高田市立小学校及び中学校の通学区域に関

する規則の一部を改正する規則について」、提案理由の説明を求めます。 

土井教育次長 議案第 28 号「安芸高田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の

一部を改正する規則について」提案理由をご説明いたします。 

本案は、学校統合により、平成 30 年 4 月 1 日から根野小学校と刈田小学

校が八千代小学校に、甲立小学校、小田小学校、小田東小学校が甲田小学校

になることに伴い、小中学校の通学区域に関する規定をあらかじめ改正し公

布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、担当課長が説明いたします。 

児玉学校教育課長 《資料に基づいて改正内容について説明》 

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 28 号「安芸高田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の

一部を改正する規則について」ご異議ございませんか。 

教育委員一同 異議なし。 

永井教育長 異議なしと認め、議案第 28 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 29 号「安芸高田市子どものための教育・保育に

関する利用者負担等を定める条例における安芸高田市立幼稚園の利用者負

担等を定める規則の一部を改正する規則について」提案理由の説明を求めま

す。 

土井教育次長 議案第 29 号「安芸高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担

等を定める条例における安芸高田市立幼稚園の利用者負担等を定める規則

の一部を改正する規則について」提案理由をご説明いたします。 
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本案は、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令（平成 29 年

政令第 95 号）が平成 29 年 4 月 1 日に改正されたことに伴い、「安芸高田市

子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例における安芸

高田市立幼稚園の利用者負担等を定める規則」の一部を改正するものでござ

います。 

なお、議案の詳しい内容につきましては、担当課長が説明いたします。 

前教育総務課長 《資料に基づいて改正内容を説明。》 

吉田幼稚園保育料 非課税世帯  第 2 子 1,000 円→無料 

         ひとり親世帯 第 1 子 8,000 円→3,000 円 

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 29 号「安芸高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担

等を定める条例における安芸高田市立幼稚園の利用者負担等を定める規則

の一部を改正する規則について」ご異議ございませんか。 

教育委員一同 異議なし。 

永井教育長 異議なしと認め、議案第 29 号につては、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 30 号「平成 29 年度就学援助費（第

3 号）の承認について」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。（傍聴者も退席） 
 

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。（傍聴者 1 名入室） 

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 2 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程第 2 条の規定により、

教育長において、今回 2 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、担当室長より説明をいたします。 

柳川学校統合室長 《資料に基づき説明。》 

・根野小学校既存校舎改修工事 ・甲立小学校既存校舎改修工事 

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。 

上田委員 統合後の甲田小学校の学級の内訳ですが、普通学級と特別支援学級の数は

どのようになっていますか。 

柳川学校統合

推進室長 

平成 29 年度の今段階で仮に統合した場合ですが、普通学級が７学級、特

別支援学級が 2 学級となります。 

永井教育長 ほかに質疑はありあすか。 

金川委員 甲立小学校の改修工事ですが、体育館のトイレの洋式化はされますか。 

柳川学校統合

室長 

甲立小学校については数年前に耐震化の改修を行っていますので、その際

に体育館全体の改修を行っています。トイレについては、その時に改修をし

ているか後ほど確認をして報告いたします。 

永井教育長  ほかに質疑はありますか。 
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永井教育長 ほかに質疑がないようですので、報告 1 №「工事請負契約の締結につい

て（根野小学校既存校舎改修工事）」と№2「工事請負契約の締結について（甲

立小学校既存校舎改修工事）」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 「八千代の丘美術館セカンドシーズン（作品入替）について」

及び№2「第 5 回新県美展（第 69 回広島県美術展）審査結果等について」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》 

第 5 回新県美展、地元入賞・入選者 7 名 

八千代の丘美術館関係者における入賞・入選者 ７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。 

山本委員 八千代の丘美術館セカンドシーズンは、資料で（作家入替）となっていま

すが、作家も入れ替わるのですか。 

小椋生涯学習

課長 

すみません。資料が違っていました。作品です。(作品入替) 

《資料訂正のお願い》 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。 

永井教育長 質疑がないようですので、№1 及び№2 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の進捗状況について」報告を

お願いいたします。 

柳川学校統合推

進室長 

《資料に基づき説明》 

・学校統合に係る「閉校式・閉校記念行事・開校式」について。 

・中学校の適正化に関するアンケートについて。 

・学校史編纂部会について。 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありますか。 

上田委員 八千代小学校、甲田小学校の開校式ですが、同日の午前中の開催となって

いますが、これは時間差をつけて行うのですか。 

柳川学校統合

推進室長 

説明が不足していまして申し訳ありません。午前中の開催で、八千代小学

校と、甲田小学校、時間差をつけて行うよう考えています。 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。 

天清委員 学校史編纂部会ですが、甲田小の校章、校歌はどのような進捗状況ですか。 

また、八千代小の進捗状況はどの程度ですか。 

柳川学校統合

推進室長 

まず、校章、校歌についてですが、甲田、八千代の地区とも校章につきま

しては、統合準備委員会の中で話を進めていただいて、概ね最終候補の作品

が決まっております。この後、校章の要綱制定を行っていきます。校歌につ

きましては、制作途中段階でございまして、概ね、今年中に出来るよう、甲

田、八千代とも専門家の方に制作を依頼しております。それから、八千代地

区の編纂史の状況ですが、今、編纂委員の選出をしていただいているところ

で、メンバーが出そろった後には、第 1 回学校史編纂部会を開催したいと考

えています。 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。 

山本委員 学校史の編纂内容の「校章、校歌」というのは、旧小学校の校章、校歌の

ことですね。 

柳川学校統合 はい、ここでいうのは、現在の学校の校章、校歌を載せていこうというこ
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推進室長 とです。 

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「学校規模適正化推進事業の進捗状

況について」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  次に協議に移ります。 

「平成 30 年度使用小学校用教科用利用図書（特別の教科 道徳）選定資料

及び教科用図書見本について」説明を求めます。 

児玉学校教育課長 《資料に基づいて説明》 

本田学校教育

課指導主事 

《教科用図書選定資料の詳細説明。》 

永井教育長  それではこれより質疑に入ります。 

山本委員  選定図書を詳しく見ようと思えば、図書館、教育委員会、どちらで見るこ

とができますか。 

児玉学校教育課長 図書館にはもう置いてありませんので教育委員会へ来てください。 

上田委員 教科書センターは開設しなくていいのですか。 

児玉学校教育課長 教科書センターの開設期間は終了しました。 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。 

天清委員  見方をいろいろ教えていただきましたが、この観点、視点で今まで道徳教

育をしていただいていると思いますが、最近の主体的、あるいは、話合いを

する上での工夫ですね、その辺は視点でいうとどこを目指していますか。 

本田学校教育

課指導主事 

主体的に学習に取り組む工夫という観点の部分にあたるのが、視点の④問

題解決的な学習を取り入れた工夫、⑤体験的な学習を取り入れた工夫、⑥自

己の生き方につなげる工夫というところの視点で、その主体的にというとこ

ろを見ていこうというふうになっています。 

天清委員 当然、発行者は意識してされていると思いますが。 

本田学校教育

課指導主事 

はい。 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。 

永井教育長 膨大な教科書に基づいての説明でしたので、一度にと言うとなかなか難し

いと思いますので、教科書の見本は事務局へ来ていただければ見ることは可

能ですので、事務局へ声をかけていただければと思います。 

永井教育長 ほかに質疑がないようですので、協議「平成 30 年度使用小学校用教科用

図書『特別の教科 道徳』選定資料及び教科用図書見本について」を終わり

ます。 

永井教育長 《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 その他の項に入る前に、先ほど学校規模適正化の説明の時に、金川委員か

ら質問がありましたトイレの改修について、柳川室長の方から回答の方お願

いします。 

柳川学校統合

推進室長 

先ほどの金川委員さんからのご質問にお答えします。「甲立小学校の屋内

運動場（体育館）のトイレの改修はないのか。」という質問ですが、確認を

しましたら、平成 24 年度の甲立小学校屋内運動場の耐震改修工事の際に男
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子、女子とも洋式トイレを設置し改修を済ませておりましたのでご報告しま

す。 

永井教育長  金川委員、よろしいでしょうか。 

金川委員  はい。 

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（7 月 18 日～8 月 31 日）説明。 

永井教育長 その他に何かありますか。 

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 

 8 月の臨時会  8 月 7 日  月曜日 午後 1 時 30 分から         

定例会   8 月 31 日 木曜日 午後 3 時 30 分からを提案                                                           

永井教育長 8 月の臨時会を 8 月 7 日、月曜日、午後 1 時 30 分から、定例会を 8 月 31

日、木曜日 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、7 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  

１５ 時 ３８分 


