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平成 30 年安芸高田市教育委員会会議 ４月定例会（第４回） 会議録 

 

開催日時 平成３０年４月１２日（木）９時３０分から１０時５５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、佐々木学

校教育課長、小椋生涯学習課長、福井生涯学習課調整監、川尻生涯学習課長補佐、

森岡社会教育係長、井木文化・スポーツ振興係長、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９時３０分 

永井教育長 ただいまから、４月定例の教育委員会会議を開催いたします。 

永井教育長 平成 30 年度になりまして、初めての定例の教育委員会会議ということになろう

かと思います。とは言いましても、これまで何度もお集まり頂いておる状況がご

ざいます。今日は報告というよりも、情報提供なり、お礼の方を最初に少し述べ

させて頂こうと思います。 

まずは、新年度になりまして、5 日の八千代小学校、甲田小学校の開校式には大

変お忙しい中ご参加を頂きまして大変ありがとうございました。いつも思う事な

のですが、当初の計画通りの年数で進めるという事にはいきませんでしたが、市

民や保護者を始め、関係者の皆さま、そして、事務局職員が頑張ってくれて、大

きな混乱なく学校規模適正化が進んでいるということで、改めて関係者の皆さま

に感謝をしたところでございます。併せて、9 日、10 日に関わります、小中学校

の入学式におきましても大変お世話になりました。ありがとうございました。先

ほども教育長室で話になりましたが、昨年度末の卒業式、それからこの度の入学

式ほど、関係者の皆さんから、「いい卒業式だった。いい入学式だった。」という

声を聞かせて頂くのは、私の記憶では無いくらい色々な方から声を頂いておりま

す。そういう意味では、小学校も中学校も非常に落ち着いた教育環境の中で、な

お且つ、児童生徒と教職員の信頼関係に基づいた教育活動が展開されていること

だと、これもまた大変うれしく思っているところであります。本当にありがとう

ございます。 

それから、情報提供ですが、昨日の午後、今年度の安芸高田教育推進会の総会

が、吉田中学校を会場に開催されました。今年度の会長は美土里中学校の坂本積

校長、副会長に来原小学校に異動しました、高松昌子校長が就任ということで、

昨日挨拶もありました。ご承知頂いているかと思いますが、安芸高田教育推進会

の会長職は、小学校が 3 年間、中学校が 2 年間ということで、交互に担当をして

くれています。中学校が今年度 2 年目に入りますので、来年度からは小学校の校

長が会長を務めてくれるということになろうかと思います。1、2 名、どうしても

欠席をせざるを得ない状況がありましたが、それ以外は養護教諭、事務職員、栄

養教員を含めて、市内の学校へ勤務するものが一同に会しての総会ということで、

今年度の活動計画や方針等について事務局の方から提案があったところでござい

ます。 

以上、お礼と情報提供ということになりますが、私の方からの報告を終わらせ

ていただきます。ここから座らせて進行させて頂きます。 

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 №4 「区域外就学について」は、案
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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、会議は非公開といた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 

 異議なしと認め、報告 1 №4 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  次に、専決処分した事案の報告 4 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 4 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「平成 30 年度安芸高田市教育委員会

職員の人事異動について」説明を求めます。 

前教育総務課長 〈資料に基づいて説明〉 

 ・平成 30 年度教育委員会事務局職員について説明。平成 29 年度 33 名体制。平

成 30 年度 32 名体制。1 名減。 

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 を終わります。 

永井教育長  続いて、報告 1 №2「平成 30 年度安芸高田市学校評議委員の委嘱について」説

明を求めます。 

佐々木学校教育課長 〈資料に基づいて説明〉 

学校評議員 小中学校 16 校 49 名 

永井教育長  それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

永井教育長  質疑がないようですので報告 1 №2 を終わります。 

永井教育長  続いて、報告 1 №3「平成 30 年度学校関係者評価委員会委員の委嘱について」

を説明いたします。 

佐々木学校教育課長 〈資料に基づいて説明〉 学校関係者評価委員 小中学校 16 校 70 名 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

永井教育長  質疑がないようですので報告 1 №3 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 №4 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》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。 
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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 年度教育委員会の組織機構並びに事務分掌について」及び

№2「平成 30 年度市費非常勤職員等任用状況について」の 2 件は、教育総務課の

案件ですので、一括して説明を求めます。 

前教育総務課長 〈資料に基づいて説明〉 

 教育総務課に係る分掌事務内容について。 

佐々木学校教育

課長 

〈資料に基づいて説明〉 

 学校教育課に係る分掌事務内容について。 

小椋生涯学習課

長 

〈資料に基づいて説明〉 

 生涯学習課に係る分掌事務内容について。 

前教育総務課長 〈資料に基づいて説明〉 

 市費非常勤職員等任用状況について。非常勤特別職員 40 名。臨時職員 13 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。質疑はありませんか。 

永井教育長  質疑がないようですので報告 2 №1「平成 30 年度教育委員会の組織機構並びに

事務分掌について」及び№2「平成 30 年度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「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。 

柳川室長 〈資料に基づいて説明〉 

・進捗状況。・開校式（八千代小、甲田小）の報告。・平成 30 年度の取組内容等。 

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  教育長の方からもお話がありましたが、条件としては厳しい中での統合であっ

たと思いますが、県内的に見ても非常にスムースに混乱なく統合できたのは、県

内でも珍しいのではないかと私も思っており、大変、感謝しております。 

それから、質問ですが、次の閉校式、開校式（可愛小、郷野小）の日程は決ま

っていますか。 

柳川室長  一応、委員会の中では候補日として決めて頂いているところはあるのですが、

閉校式が 3 月 24 日、開校式は確認出来しだいご報告いたします。 

永井教育長  その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 №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  続いて、報告 2 №4「平成 29 年度安芸高田市いじめ問題対策委員会の内容につ

いて」及び№5「平成 30 年度全国学力・学習状況調査について」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。 

佐々木学校教育課長 〈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。なお、質疑は案件名を指定して行って下

さい。質疑はありませんか。 

金川委員  「全国学力・学習状況調査について」の調査結果の示し方で、以下（①～⑥項

目）をそれぞれ単位とした平均正答数の分布が分かるグラフとありますが、その

なかで、児童生徒という項目もありますが、個人のデータも出るのですか。 

佐々木学校教育

課長 

 文部科学省でこの結果をまとめるのですが、各教育委員会と学校に対して、調

査結果を提供するということでございます。具体的にこれが、どういう形のもの

であるかというのは、今、分かっていないのですが、確認させて頂いて、具体的

にどのようなものが学校、児童生徒に提供されるのか、改めてご報告させて頂き
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たいと思います。 

永井教育長  それでは、確認をして、後日、報告ということでよろしいでしょうか。 

金川委員  お願いします。 

永井教育長  そのほかに、質疑はありませんか。 

上田職務代理  関連してですが、県の学力調査はやらないと聞いていたと思いますが、市とし

ては、どうされるのですか。 

佐々木学校教育

課長 

 市としては、県に変わるものについては、行う予定はありませんが、市独自と

して、2 月をめどに、この 1 年間、学習意欲的や学力がどういう形で伸びてきたか

という確認の調査をさせて頂く予定にしています。 

永井教育長  よろしいでしょうか。 

永井教育長  そのほかに、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「平成 29 年度安芸高田市いじめ問題

対策委員会の内容について」及び№5「平成 30 年度全国学力・学習状況調査につ

いて」を終わります。 

永井教育長  続いて、報告 2 №6「史跡甲立古墳保存活用計画の策定について」の報告をお願

いいたします。 

川尻生涯学習課

長補佐 

〈資料に基づいて説明〉 

 保存・活用の計画を踏まえた上で、どこまでやるかということを検討していく。 

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  ほかに質疑がないようですので報告 2 №6「史跡甲立古墳保存活用計画の策定に

ついて」を終わります。 

永井教育長  続いて、報告 2 №７「安芸高田市文化芸術振興計画の策定について」の報告を

お願いいたします。 

小椋生涯学習課長 〈冊子「安芸高田文化芸術振興計画」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。 

上田職務代理者  この基本計画に関わってですが、歴史民俗博物館以外のところに収蔵されてい

る文化財、例えば土師ダムの記念館などは、今後の扱いはどのようになるのです

か。また、県の文化財に指定されているものについては、行政としてはどの様な

対応になっていますか。 

小椋生涯学習課

長 

 収蔵しております文化財についてですが、今、お話しの中にもありました通り、

土師ダムの資料館、その他、甲田の支所にも少しあります。そういうものを一同

に集めてというところまでは施設的にも難しいところがございます。活用する面

で考えますと、テーマを持って決定するなりの活用の方法くらいしか出来ていな

いのが現状です。収蔵場所につきましては、たちまち取り壊すとか変更があると

かというような事は考えていませんので、活用の方は担当と相談しながら進めて

まいりますが、少しでも目にふれる機会を増やすよう考えていきたいとは思って

います。それから、県の指定文化財の対応ですが、県指定に関しましては、所有

者から再利活用の相談があった場合、少し補助が出るようになったようですが、

所有者に負担してもらう部分が大きいのが現状です。 

金川委員  全体的に「促進」とか「推進」という言葉がよく出てきますが、例えば P29 の

地域の伝統等への「支援」というのは、この振興計画の中にはないのですか。 

小椋生涯学習課

長 

 「支援」というのは、補助金がでるかという部分もあると思いますが、行政の

方から積極的に支援していくというのは、事務的にも限りがありますので難しい

と思っています。よく、団体の方から支援の申し出がありますが、そのような場

合、費用面でも、文化財団等との中継ぎ役を積極的に行っていこうと思います。 
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永井教育長  その他に、質疑がありませんか。 

山本委員  美術館に関してですが、せっかく良い施設があるのですから、もっと施設の周

りの活用方法を考えて、例えば、親子で楽しめる様な場所を（公園など〉併設し

て、美術館へも来てもらえるような方法を考えたり、美術館の周りに花を植えた

りすることにより、より美術館が親しみある場所になるのではないかと思います。 

要望ということで生涯学習課の方で受け止めておいてください。 

永井教育長  その他に、質疑はありませんか。 

天清委員  大変良い振興計画を作って頂きました。甲立古墳の保存活用計画も含め、市民

の皆さんに、どのように広報していかれますか。 

小椋生涯学習課

長 

 たちまち、各家庭に配布ということは出来ませんが、ホームページ等で内容を

掲載して、広報していきたいと思います。策定にあたりましては、パブリックコ

メントということでホームページに掲載させて頂いています。 

永井教育長  当面はホームページ等で広報していくということですね。 

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 №7「安芸高田市文化芸術振興計画の策定

について」を終わります。 

永井教育長  続いて、報告 2 №8「平成 29 年度地域未来塾アンケート調査集計結果について」

の報告をお願いいたします。 

小椋生涯学習課長 〈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報告 2 №8「平成 29 年度地域未来塾アンケート調査集

計結果について」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（4 月 12 日～5 月 31 日）説明。 

・安芸高田市歴史民俗博物館春季企画展の開催について。 

・イベント等について。 

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 月の臨時会  4 月 27 日  金曜日 午前 9 時 30 分からを提案。 

5 月の定例会  5 月 24 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 月の臨時の教育委員会議を 4 月 27 日、金曜日の午前 9 時 30 分からと、

5月の定例の教育委員会議を 5月 24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、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 55 分 


