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平成２９年安芸高田市教育委員会会議 2 月定例会（第 2 回） 会議録 

 

開催日時 平成２９年２月１６日（木）午後１０時００分から午後１２時０３分 

場  所 クリスタルアージョ４階 小ホール 

出席委員 上田隆之、天清一亮、永岡サヨ子、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、叶丸教育次長、前教育総務課長、児玉学校教育課長、松野生涯

学習課長、柳川教育総務課学校施設係長、内藤教育総務係長 

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、２月定例の教育委員会会議を開会いたします。 

永井教育長  始めに、私の方から報告をさせていただきます。 

まずは、先般 2 月 12 日日曜日、平成 28 年度の文部科学大臣表彰に輝きま

した美土里中学校の冨岡美保子校長の祝賀会には、公私ともに大変お忙しい

中、教育委員の皆様方にご出席をいただきありがとうございました。 

3 学期に入りまして早いもので、もう卒業式の準備時期になりました。中

学校が 3 月 10 日、小学校は 3 月 22 日を予定しております。卒業式につきま

してもどうかよろしくお願いいたします。 

併せまして中学校の進路の状況でございますが、推薦、それから選抜 1 次

が終わった状況でございます。今回につきましては、新聞等でご存知かと思

いますが、県立吉田高校のアグリフーズ科が定数をオーバーしているようで

す。第１希望が叶わないという状況も出てくるのではないかということで、

中学校の方も非常に気をもんでいるところでございます。全ての生徒の第１

希望が叶うように、そして、進路未決定者がでないようにということで、明

日も中学校の校長を集めましてそのあたりの協議をすることとしておりま

す。引き続いて生徒の進路指導に努めていきたいと考えているところです。 

それから 3 月議会の日程ですが、2 月 23 日、議会の初日を迎えまして、3

月 17 日最終日ということで、3 月定例議会が開催をされることとなってい

ます。一般質問につきましては、2 月 27 日（月）・28 日（火）ということで

予定をされています。現時点では１件しか質問の通告が挙がっておりません

が、これから教育委員会に係わる質問も出てくるのではないかと考えている

ところでございます。 

それから最後になりますが、平成 29 年度県費負担教職員に係わる人事異

動の進捗状況でございますが、多少の変動はありますが、今週いっぱいくら

いで小中学校の事務長を含めた管理職の人事が固まる予定です。来週に入り

まして、教頭を中心とした人事異動の事務がスタートしていくと考えている

ところです。これにつきましても慎重に準備の方進めている状況でございま

す。 

以上で私の方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 5 号「平成 28 年度就学援助費（第 3 号）

から議案第 7 号「区域外就学について」及び、専決処分した事案の報告１ 

No.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。 
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委員一同 異議なし。 

永井教育長 異議なしと認め、議案 5 号から報告１ №1 までは秘密会とし、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 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 2 号「安芸高田市奨学金貸付条例の一部を改正する条例

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。 

叶丸教育次長 議案第 2 号「安芸高田市奨学金貸付条例の一部を改正する条例について」

提出理由をご説明いたします。 

本案は、若者の定住を促進する取り組みとして、市の奨学金を利用してい

る者が、安芸高田市に居住した場合、市内に居住している間の返還額を免除

する制度を追加するものでございます。 

議案の詳しい内容については担当課長が説明いたします。 

前教育総務課

長 

資料に基づき一部改正内容を説明。 

〈改正する規則〉 

安芸高田市奨学金貸付条例（平成１６年条例第１７９号） 

〈改正内容〉 

第 18 条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに

該当するときには、規則で定めるところにより、返還の期日が到来していな

い奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。 

（1）死亡したとき 

（2）精神又は身体に著しい障害を受けたとき。 

（3）生死が明らかでないとき。 

（4）第 9 条に規定する貸付期間の満了の日以降、市内に居住したとき。 

（5）市長が特に認めたとき。 

2 前項第 4 号に掲げるときにおいて、同項の規定による免除の期間は、市

内に居住した期間のうち、当該免除に係る申請をした日の属する月の翌月

（当該日が月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、奨学生

であった者が市外に居住したときは、その事実が生じた日の属する月（当該

日が月の初日である時は、その日の属する月の前月）をもって終わる。 

〈施行期日〉 

この条例は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

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。 

上田委員 市内に住み続ければ住んでいる間は免除されるということですか。 

前教育総務課長 はい。そうです。 

金川委員 実際に居住しているということを、確認することはあるのですか。 

前教育総務課 返還が終わりましたら申請をしていただきますので、その時に実際に市内
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長 に生活拠点があるかどうか、関係書類を提出していただいて確認をさせてい

ただくように考えています。 

内藤教育総務

係長 

補足説明をさせていただきます。1 回目の申請に限らず年に 1 回は書類確

認をしていくよう協議を重ねています。住民票の異動だけでは居住実態が確

認できません。住民票を移動せず市外に住み、仕事をされている方も見受け

られます。市としては居住してもらうのが条件ですので、郵便物の確認等、

なんらかの方法で二重のチェックをかけていきたいと考えております。 

永井教育長 ほかに質疑はありますか。 

金川委員 返還に入ってから途中で転出した場合、免除期間は月割り、年割、半年割

など、どうなりますか。 

内藤教育総務

係長 

市外に転出された時点で返還が始まりますが、市内に居住している期間の

免除というのは、毎月定額で返してもらう事が規則で決められているので、

転出された時点から返還が始まります。 

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採決します。 

議案第 2 号「安芸高田市奨学金貸付条例の一部を改正する条例について」

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 異議なし 

永井教育長 異議なしと認め、議案第 2 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 2 号について」の審査を終わります。 

永井教育長 議案第 3 号「平成 28 年度一般会計[教育費関係]補正予算（第 4 号）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。 

叶丸教育次長 議案第 3 号「平成 28 年度一般会計・教育費関係・補正予算第 4 号につい

て」提案理由をご説明いたします。 

本案は、安芸高田市議会 2 月定例会に提案する平成 28 年度一般会計補正

予算のうち、教育費について、26,219 千円を減額補正するものでございま

す。主な内容といたしましては、担当課長から説明をいたします。 

前教育総務課

長 

議案第 3 号「平成 28 年度一般会計・教育費関係・補正予算第 4 号につい

て」資料に沿って説明。 

教育総務課  歳出 △11,379 千円     

児玉学校教育

課長 

資料に沿って説明。 

学校教育課  歳出 △6,037 千円 

松野生涯学習

課長 

資料に沿って説明。 

 生涯学習課  歳出 △8,803 千円 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

天清委員 設備の改修等でサッカーゴールやハンドボールゴール等が倒れて事故が

あったことを受けて点検をするようにということがあったと思いますが、そ

れらの改修があったのかどうか。もう一点、青少年教育費が半分ほど残って

いますが、もう少し詳しく教えてください。 

柳川教育総務

係長 

サッカーゴール、ハンドボールゴール等の点検につきましては、県の教育

委員会からも通知があり、安芸高田市といたしましても、その通知を受けて

各学校に現状の報告を求め集約をしております。その結果、学校関係のゴー

ル等につきましては、例えば杭でありますとか、あるいは砂袋といった措置

をされていて特に異常の報告は受けておりません。 
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松野生涯学習

課長 

青少年教育事業費において総事業費の半額の減額補正になる件ですが、無

料の公営塾である地域未来塾につきまして、年度当初は、2 学期程度から開

始をする予定でございました。様々な要因によりまして、この度、結果的に

3 月からの実施ということになり、半年分の事業費の部分を今回補正で減額

させていただくということでございます。ご理解を頂ければと思います。 

永井教育長 よろしいでしょうか。その他に質疑はありませんか。 

上田委員 学校規模適正化推進事業費の補正について、予算より安価で行えたことで

予算が残っているのか、それとも、執行しようと思っても色々な事情で出来

ないため残っているのか教えてください。同じように文化財保護事業費につ

いても再度説明をお願いします。 

前教育総務課

長 

 ご質問いただきました学校規模適正化推進事業費につきましては、基本的

には予定通り事業を進めております。例えば、委員報酬でありましたら欠席

があるとか、予定していた回数まで必要でなかった為の減額であったり、工

事等につきましては、入札残であるとか、予定より安価となり、その部分を

減額させていただいたという状況でございます。 

松野生涯学習

課長 

文化財保護事業費の主な減額についてですが、多くの事業について国庫補

助を財源として活用しております。国庫補助額につきましては、県内の大枠

が決まっているようで、それの中での調整で最終的に金額が精査されてきま

す。その関係で、年度当初に、例えば、甲立古墳のﾚﾌﾟﾘｶの作成費として約

三百数十万の予算を計上しておりましたが、これらが補助対象にならないと

いうことで、歳入の補助額、並びに歳出の減額をやむなく行うということで

す。ご理解をお願いいたします。 

永井教育長 よろしいでしょうか。他にご質疑がございますか。 

永井教育長 ほかに質疑がないようですので、採決します。議案第 3 号「平成 28 年度

一般会計・教育費関係・補正予算第 4 号について」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 異議なし。 

永井教育委員 ご異議ございませんので、議案第 3 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 3 号についての審査を終わります。 

永井教育長 ここで暫時休憩といたします。 

 《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 続いて、議案第 4 号「平成 29 年度一般会計・教育費関係当初予算につい

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。 

叶丸教育次長  議題第 4 号「平成 29 年度一般会計・教育費関係・当初予算について」提

案理由をご説明いたします。 

本案は、平成 29 年安芸高田市議会、第 1 回定例会に提案する、平成 29 年

度一般会計・当初予算のうち、教育費について、20 億 2,168 万 7 千を計上

するものであります。昨年度の当初予算は、市議選挙を控えておりましたこ

とから骨格予算となっており、6 月補正の肉付け予算後に比較しましても、

来年度の教育費は、3 億 9,600 余り増額の予算編成状況となっております。

議案の詳しい内容につきましては担当課長よりご説明をいたします。 

前教育総務課

長 

議案第 4 号「平成 29 年度一般会計・教育費関係・当初予算について」資

料に沿って説明。 
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市内定住者向け奨学金返還免除制度 6,750 千円 

小中学校空調機器整備事業 96,293 千円  

教育の ITC 化推進事業 12,021 千円 

学校規模適正化推進事業 628,168 千円 など 

児玉学校教育

課長 

議案第 4 号「平成 29 年度一般会計・教育費関係・当初予算について」資

料に沿って説明。 

適応指導教室運営事業 5,635 千円  英語教育強化事業 1,833 千円 

国際理解教育推進事業 17,928 千円 など 

松野生涯学習

課長 

議案第 4 号「平成 29 年度一般会計・教育費関係・当初予算について」資

料に沿って説明。 

地域未来塾事業 6,894 千円  文化芸術振興事業 95,094 千円 

スポーツ振興事業 227,247 千円 ブックスタート事業 336 千円 

文化芸術振興基本計画策定事業 4,104 千円  

文化財保護・活用事業 48,796 千円 

サンフレッチェ広島・湧永レオリック応援事業 6,246 千円 など 

永井教育  それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

永岡委員  小中学校空調機器整備事業ですが、一度に市内全校をされるのかどうかお

伺いしたい。 

前教育総務課

長 

説明不足で申し訳ございません。今回の空調整備につきましては、2 年を

かけて全小中学校の空調整備を行うということにしております。平成 29 年

度につきましては、基本的には中学校の空調整備をします。ただ、平成 30

年に統合します、八千代小学校、甲田小学校につきましては、施設の改修が

ございますので、この改修と合わせて空調の整備をするということになりま

す。基本的には 29 年度で中学の空調、30 年度に残りの小学校空調整備をす

るようにします。夏休み中心の工事のため、限られた日数での整備になりま

すので、単年度で全てを行うというのは難しいため、2 年をかけて整備をし

ていく計画です。ご理解をいただければと思います。 

永井教育長 29 年度は中学校 6 校、プラス小学校 2 校、2 校といいますのは 30 年度に

統合になります甲田小学校、八千代小学校、30 年度が残りの小学校でよろ

しいでしょうか。 

前教育総務課長 はい。 

永井教育長 ほかにご質疑がございますか。 

金川委員 もう一度確認なのですが、空調というのは冷房ということでよろしいです

か。 

前教育総務課

長 

統合します学校につきましては、暖房設備の老朽化もあり、基本的に冷暖

房ということになっています。他の学校につきましては、エアコンのみで暖

房対応すると、ランニングコストも多くかかりますので、ブルーヒーター等

で対応していくということにさせていただいています。 

永井教教育長 ほかにご質疑がございますか。 

上田委員 安芸高田市少年自然の家は今年度で閉館ということなのですが、議会はも

ちろん、市民から色々要望もでていたのですが、そのあたりの声は落ち着い

たのですか。議会や市民の理解はどのようになりましたか。 

松野生涯学習

課長 

ご指摘のとおり安芸高田市少年自然の家につきましては、市長の方も、今

後の活用について市民を含めた検討委員会を設けて検討していくとなって
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おります。教育委員会といたしましては、青少年教育施設としては、今後、

使用する予定はないということにつき、整理をさせていただいているところ

であります。なお検討会議につきましては、まだ実施をしておりませんので、

その準備をすすめているところであります。様々な要望の中で、グランドで

グランドゴルフを継続的に実施したいという地域の老人会からの要望が出

ていまして、それにつきましてはすでに閉館後も利用できるということで回

答させていただいています。その関係で電気、水道、下水についてはトイレ

利用等もございますので、必要最小限で継続させる必要があるのではないか

ということで整理をさせていただいています。 

上田委員 しばらくの間は教育委員会として状況を見ておかなければいけないとい

うことですか。あるいは、今後は活用について市長部局に任せるという考え

になっているのですか。 

松野生涯学習

課長 

現在その協議を進めるよう段取りをしているところでありますが、最終的

には教育委員会ではなく市全体として活用の必要性について、協議をしてい

く必要性があると考えますので、その段階では、やはり主には市長部局にな

ろうかと思います。ですが、その活用の方向性が決まるまでは、教育委員会

が持つ普通財産になろうかと思います。現状でいえば廃止したプールであり

ますとか、給食センターというようなものと同じような取り扱いになりま

す。少年自然の家の場合は、周りに民家がありますので、草などが生い茂り

ますと周りにも影響を与えるということになりますので、管理が発生すると

思われます。但し、その施設をどこかが活用されるということになれば、そ

ちらの方に管理が移行していきます。何も使われない状態であれば、教育委

員会が管理していくことになります。ご理解いだければと思います。 

 ほかにご質疑がありますか。 

天清委員 学校規模適正化事業ですが、ここには施設の改修、閉校、開咬記念行事が

あげてありますが、跡地をどうするかということ、また高宮の準備委員会等

があると思いますが、そのような費用はこの中に含まれているのですか。 

前教育総務課

長 

跡地利用の件につきましては、現在統合準備委員会の方で、振興会の方に

提案させていただいています。振興会の方で跡地利用ついての提案について

回答をいただくということになっており、まだ回答がないため、特に今年度

の予算の中には計上していません。 

高宮地区の統合につきましては、引き続いて準備委員会設置に向けて取り

組んでまいりますので、準備委員会等の委員報酬等については予算計上させ

ていただいています。 

永井教育長 ほかにご質疑がありますか。 

山本委員 感想なのですが、教育費の歳出の予算が市の予算の 9.6 パーセントで、今

までにない数字かと思います。教育費はどこの市町も低いですが、学校統合

関係がを大きく占めているのだと思いますが、11 ページの教育費から、学

校規模適正化事業費を引いてもプラスになっているので、厳しい財政状況の

中で、事務局の皆さんの大変な努力だろうと思いました。 

永井教育長 ありがとうございます。 

永井教育長 ほかにご質疑がありますか。 

永井教育長  ほかに質疑がないようですので採決します。議案第 4 号「平成 29 年度一

般会計・教育費関係・当初予算について」は原案のとおりとすることに、ご

異議ございませんか。 
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委員  異議なし。 

永井教育長 ご異議がございませんので、議案第 4 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  ここで、先ほどの決定どおり、議案第 5 号から報告１№1 までの 4 件は秘

密会とし、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。 

専決処分した事案の報告 1 №2「安芸高田市立学校における自家用車の

公務使用に関する取扱要領の一部改正について」説明を求めます。 

児玉学校教育課長 《資料に基づき、報告 1 №2 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、報告 1 №2 を終わります。 

永井教育長 事務事業の報告 2 №1「義務教育の段階における普通教育に相当する教育

の機会の確保等に関する法律の公布について」説明を求めます。 

児玉学校教育課長  《資料の基づき、報告 2 №1 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、報告 2 №1 を終わります。 

永井教育長 続いて、№2「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のまとめに

ついて」説明を求めます。 

児玉学校教育課長 《資料に基づき、報告 2 №2 について説明》 

永井教育長 ご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 を終わります。 

永井教育長 続いて、報告 2 №3「平成 29 年度の生涯学習関係事業について」説明を

求めます。 

松野生涯学習課長 平成 29 年度生涯学習課関係主要事業日程について資料に沿って説明。 

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 ほかに質疑がないようですので報告 2 №3 を終わります。 

永井教育長  続いて、その他の項にはいります。「①当面の行事等について」説明を求

めます。 

児玉学校教育

課長 

・平成 28 年度卒業式、平成 29 年度入学式に係わる教育委員会告示について

説明。 

・「平成 28 年度各種表彰・コンクール等の入賞状況（県レベル以上）」によ

り説明 

松野生涯学習課長  当面の行事等生涯学習情報について（2 月 16 日～3 月 31 日）説明。 

永井教育長 その他に何かございませんか。 

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。 

内藤係長 3 月定例会 案 3 月 10 日 金曜日 午後 2：00 から 

 3 月臨時会 3 月中旬。 

永井教育長 委員の皆さん方いかがですか。 

委員 よろしいです。 
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永井教育長 では、1 案の 3 月 10 日 金曜日 午後 2:00 から 3 月の定例会を開催いた

します。また、臨時会を 3 月中旬あたりで開催いたします。 

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、2 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 

午後１２時０３分 


