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平成 30 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３０年 7 月１３日（金）９時００分から１１時３０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、佐々木学校教育課長、小椋生涯学

習課長、川尻生涯学習課長補佐、栗原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９時００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 この度の大雨による被害が、本市におきましても相当大きな形で、日に日に広

がっている状況でございます。教育委員の皆さんもご存じの様に、高宮町で 1 名

の方がお亡くなりになりましたし、向原では現在 2 名の方が行方不明ということ

で、連日、捜索活動が続いている状況です。併せて多くの市民の方が、この度、

被災をされております。亡くなられた方については、お悔やみ申しあげると共に、

直接被害に遭われた方には、心からお見舞いを申し上げます。 

現在の状況については、後ほど、土井次長の方から会議に入る前に報告をさせ

て頂きますが、幼稚園を含めた、園児、児童、生徒、それから、校舎等につきま

しては、今のところ大きな被害がなく、今週月曜日からは、市内におきましては

通常の形での学校を開校し、教育活動を展開しておるところでございます。この

事については、本当に良かったと思っております。 

この前の日曜日には、臨時の校長会を持ちまして、被害状況と併せて、今週ど

ういった活動をするかということの確認をしておりますし、本日 16 時から 2 回目

になりますが、臨時の校長会を招集しております。この間も、市外から通ってい

る職員の自宅が被害を受けたり、併せて、親戚の方が現在行方不明といった職員

もいたりしますので、その辺りのところの集約をしていきたいと思っております。

併せて、これも後ほど次長から報告があるかと思うのですが、教育委員会事務局

の職員で白木から通ってきている職員の自宅が床上浸水、一番高いところで 14 セ

ンチということを言っておりました。それから、甲田町から通って来ている職員

の実家と、隣の自宅がやはり床上浸水、これは 5 センチ位と言っておりましたが、

大土川の氾濫で被害を受けている様です。 

これから先、災害復旧に向けての様々な取り組みが続くものと思われます。明

日からの 3 連休を教育委員会事務局職員も当番制でそれぞれが応援という形で、

災害復旧に向けての対応にあたることとしております。 

それでは、簡単ですが、私の方はこれくらいにさせて頂いて、次長の方から少

し詳細について報告させていただきます。よろしくお願いします。 

土井教育次長 《資料に基づいて説明》 

大雨による対応報告 

永井教育長 ただいまの豪雨災害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。 
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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、議案第 30 号「平成 30 年度就学援助費（第 2 号）の認定につ

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 これより議案の審査に入ります。 

永井教育長 日程第 3、議案第 27 号「安芸高田市教育行政評価委員会委員の委嘱について」

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 27 号「安芸高田市教育行政評価委員会委員の委嘱について」提案理由を

ご説明いたします。 

本案は、平成 30 年 8 月 31 日をもって任期満了となる安芸高田市教育行政評価

委員会委員について、安芸高田市教育行政評価委員会設置及び運営要綱第 3 条に

基づき、委嘱を提案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、担当課長が説明をいたします。 

前教育総務課長 〈資料に基づいて説明〉 

5 名委嘱 任期：平成 30 年 9 月 1 日から平成 32 年 8 月 31 日 

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 27 号「安芸高田市教育行政評価委員会委員の委嘱について」は、原案の

とおりすることに、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 27 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 27 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 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」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 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 31 年 4 月 1 日から可愛小学校と郷野小学校が愛

郷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、担当課長が説明をいたします。 

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。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。 
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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」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 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。以上で「議案第 28 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 5、議案第 29 号「史跡甲立古墳整備基本計画策定委員会設置及

び運営要綱の策定について」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 29 号「史跡甲立古墳整備基本計画策定委員会設置及び運営要綱の策定に

ついて提案理由をご説明いたします。 

 本案は、平成 28 年 3 月 1 日に国史跡に指定され、平成 28 年度・29 年度におき

まして策定した史跡甲立古墳保存活用計画に引き続き、甲立古墳の具体的な整備

の手法や方法の基本案について計画策定するにあたり、この計画策定委員会の設

置及び運営要綱を策定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、担当課長から説明をいたします。 

小椋生涯学習課長 〈資料に基づいて説明〉 

 今後はこの要綱を基に早急に委員を選任し、史跡甲立古墳整備基本計画を策定

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。 

山本委員 この整備基本計画は、前方後円墳と、前に説明のあった方墳 2 号、3 号、それら

を含めての整備計画ですか。 

小椋生涯学習課

長 

ただ今の質問にあった、方墳、前方後円墳ですが、これらは、その地域一体を

史跡範囲としておりますので、史跡範囲内をどのように整備するかという具体的

な計画を作るものでございます。 

永井教育長 その他に、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、採決します。 

議案第 29 号「史跡甲立古墳整備基本計画策定委員会設置及び運営要綱の策定に

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 29 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 29 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、議案第 30 号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》関係職員以外は退席。 

 《秘密会》 

 《秘密会終了》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します。続いて、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程第 2 条の規定により、教育

長において、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「安芸高田市教育行政評価委員会設置

及び運営要綱の一部改正について」説明を求めます。 
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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、報告 1 №1 を終わります。 

永井教育長 続いて、№2「工事請負契約の締結について（可愛小学校既存校舎改修工事）の

説明を求めます。 

柳川室長 〈資料に基づいて説明〉 

 平成 31 年 4 月 1 日の可愛小学校、郷野小学校の学校統合に伴い既存校舎を新し

く「愛郷小学校」の統合校舎として使用するために必要な工事改修を行う。 

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、№2 を終わります。 

永井教育長 続いて、№3 「安芸高田市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について」の

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〉 

 ・15 名委嘱（保留の委員の方の決定報告） 

 ・前回の質疑（委員の任命期間について、空白の期間が出来るのではないかと

いう質問について）結論から言うと、この間は空白になっており適切でなかった。

来年度以降に関しては、こういった空白期間が生じない様に 4 月 1 日付けでの委

員の任命が出来ますよう事務を進めたい。 

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  今のように、委員が欠けたり、任命が出来ない場合、後任が決まるまでは前任

者が引き継ぐということを決めたものがありますが、その辺りのルールの改正、

対処はどうなのですか。 

佐々木学校教育

課長 

 基本的には、4 月 1 日から、3 月 31 日までの任期ということで、委員の委嘱を

させて頂きたいと思っております。任期中でありましても、委員が欠けた場合に

は、そういった対応をさせて頂くこともあるかと思います。実際には、あて職的

な委員の方が多いので、4 月 1 日からの任命も可能かと思います。今年度、遅くな

って申し訳なかったのですが、来年度以降は適切な事務執行をさせて頂いて、4

月 1 日からとさせて頂きたいと考えております。 

上田職務代理  あて職になっているから、新年度の 4 月 1 日に決まらない場合がありますが、 

それが決まるまでは、前任者が引き継ぐようにした方がいいとも思いますが、い

かがでしょうか。 

佐々木学校教育

課長 

 一番問題になるのは、この委員の委嘱が正式に済むまでに、この協議会を開催

されなければいけない重大案件が起こり、審議等をする場合にどうするかという

事だと思います。実際のところは、新年度にならないと新しい委員が決まらない

ということもありますが、今の思いとしましては、4 月 1 日から 3 月 31 日までと

いうことで、4 月 1 日に間に合うものは委員の委嘱をさせてもらって、途中からの

任命につきましては、追加での任命になるかと思います。 

永井教育長  ほかにも関連するような委員会があるので、今の事も踏まえて再検討させて下

さい。 

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、№3 を終わります。 

永井教育長 続いて、№4「安芸高田市部活動指導員に関する配置要綱について」の説明を求

めます。 

佐々木学校教育課長 〈資料に基づいて説明〉 
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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№4 を終わります。 

永井教育長 続いて、事務事業の報告 2 №1「八千代の丘美術館セカンドシーズン」及び№2

「第 6 回新県美展（第 70 回広島県美術展）審査結果について」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 

○八千代の丘美術館セカンドシーズン（第 17 期入館作家作品入れ替え） 

○第 6 回県美展（第 70 回広島県美術展）審査結果等 

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。 

永井教育長 質疑がないようですので、報告 2 №1 及び№2 を終わります。 

永井教育長 ここで、15 分まで休憩といたします。 

 《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、協議「平成 31 年度使用小学校用教科用図書（「特別の教科 道徳」を

除く）及び平成 31 年度使用中学校用教科用図書「特別の教科 道徳」の選定資料

並びに教科用図書見本について」説明を求めます。 

佐々木学校教育課長  小学校用教科用図書 前回の教科書の中から選定（平成 25 年度検定合格図書） 

 中学校用教科用図書（道徳） 指導主事から説明。 

栗原指導主事 教科書見本（中学校第 2 学年 道徳）を実際に見ながら各教科書の特徴を説明。 

永井教育長 それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

金川委員 教科書を見させて頂いたのですが、読解力が必要なもの、挿絵が含まれていて

見ただけで解かるものなど、各教科書に特徴がありますが、道徳という教科は国

語的な要素、例えば読解力を一緒に求めるということはあるのですか。 

栗原指導主事 基本的には、読解力よりは、心を揺さぶるとよく言われるのですが、現実であ

ったり、本当に考えさせるという内容のところを大事にするので「読ませる」と

いうより「感じさせる」という視点で作られています。それぞれ多少特徴が出る

と思うのですが、あくまでも視点は「感じさせる」「考えさせる」。特に新しいも

のでは「議論させる」。お互いに交流しながら考えさせて、考えを深める、より高

い価値に近づけるというところが主となっています。そういう視点で見て頂けれ

ばというふうに思います。 

永井教育長 その他に、質疑はありませんか。 

金川委員 教育委員の皆さんにもお聞きしたいのですが、教科書の中で後ろに切り取りが

あるものがありますが、どう思われますか。使い方の良し悪しがよく分からない

のですがいかがですか。 

山本委員 最近の教科書は、書き込み式になっていたりするものもあります。時代の流れ

も変わってきているのでしょうか。それも良いのではと思います。 

上田職務代理 昔は兄姉の物を弟妹が使うことや、親戚のものを使うということもありました

が、今は使い切りになっていますね。 

栗原指導主事 補足なのですが、先ほど山本委員さんが言われたように、書き込み式はワーク

シートと一緒という考え方もひとつあるのですが、切り取り式も、指導者のどう

指導したいかによると思います。例えば、書き込みはするけれど、そのままにし

ておく場合もあれば、切り取って書いて提出して道徳ファイルに綴じる、また、

内容にもよりますが、全市で取り組んでいるキャリヤファイルというのがあるの

ですが、それに綴じて自分の一年間を振り返る、持って帰らせて、家族に見ても
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らうなど色んな取り組み方があると思うので、その使い方や、活かし方が中心に

なるかと思われます。 

金川委員 よく分かりました。 

永井教育長 その他に、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、教科書に係わる協議を終わります。 

 《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 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 13 日～8 月 31 日）説明。 

永井教育長 ただ今の行事については、よろしいでしょうか。その他に何かありませんか。 

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。 

内藤課長補佐 8 月の臨時会 案 8 月 7 日 火曜日 午前 9 時 30 分からを提案 

日程変更もありうる。         

定例会 案 8 月 31 日 金曜日 午前 9 時 30 分からを提案                                                    

永井教育長 いかがでしょうか。 

委員一同 よろしいです。 

永井教育長 では、8 月の定例の教育委員会議を 8 月 31 日 金曜日の午前 9 時 30 分から、臨

時会については、現段階で 8 月 7 日 火曜日 午前 9 時 30 分からといたします。 

永井教育長 全体を通して何かありますか。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  

１１時３０分 

 本会議録については、会議の内容に相違ないことを認める。 

 


