
会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成３０年５月１５日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    平成３０年５月１５日（火）午後２時４５分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ５件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ３件    承  認   ２件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件    報告済    ０件 

 

７ 議事録     別添のとおり
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教育委員会定例会議事録 

 

１ 会議年月日   平成３０年５月１５日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ １F 会議室 

 

３ 出席者 

          教育長  高杉 良知 

          委 員  坂田 眞澄   

          委 員  田村 雅恵 

          委 員  小濱 樹子 

          委 員  上之園 公子 

 

計  ５人 

 

４ 議事日程 

  日程第１  議事録署名委員の指名 

  日程第２  教育長報告 

日程第３  報告第４号 代理行為の承認について 

「府中町いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱及び任命について」 

日程第４  報告第５号 平成３０年第２回府中町議会定例会に報告される教育委員会関係

の専決処分について 

日程第５  第５号議案 平成３０年第２回府中町議会定例会に提案される教育委員会関係

の議案等に対する意見について 

日程第６  第６号議案 平成３１年度に小・中学校で使用する教科用図書の採択基本方針

について 

日程第７  第７号議案 府中町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長     奥田 米穂    総務課長     谷口 充寿     

学校教育課長   土井 賢二    学校教育課主幹  畑尻 佳括     

社会教育課長   山下 賢二    社会教育課主幹  渡邊 昭人        

総務課係長    山王 真由美   総務課主任    野田 直子 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後１時３０分） 

 

教 育 長   それでは定刻になりました。出席委員が定足数に達しておりますので、ただいま

から定例教育委員会会議を開催いたします。 

       本日の議事日程は、お手元に配布しているとおりでございますが、よろしいでし

ょうか。 

 

（意義なし） 

 

教 育 長   それでは、日程第１「議事録署名委員の指名」を行います。規則によりまして、私

と小濱委員を指名することとしますが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   それでは、次にまいります。日程第２「教育長報告」を議題といたします。私の

ほうから３点ほど報告させていただきたいと思います。 

      ○４月２６日（木）安芸郡教育長会について 
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       ４月２６日に安芸郡の教育長会を行いました。海田町の教育長さんが佐々木教育

長さんという方にかわられました。これまでの田坂教育長さんは、小中一貫校の大

野西小中学校の校長先生になられました。後に来られた佐々木教育長さんというの

は尾道の土堂小学校の校長先生でした。その土堂小学校は田坂教育長も校長をされ

ていたところであります。その前は県教諭の教職員課人事管理課です。その前は教

育事務所の副所長さんで、いずれも教育職にいらっしゃった方であります。その佐々

木教育長から報告があったということで、新しいメンバーでの初めての会というこ

とになりました。 

       主な議題は教科書採択について、４町で一応どういうような進め方をしていくの

かいうことを話し合いました。特に事務局をどこが持つのかということで、今回は

府中町が事務局を持つということになります。ちょっと疑問と言いますと、これま

でずっと府中町がやってきていたのですけど、わりと市町の体制が整ってきたのが、

安芸郡の他の町もいろいろ教育委員会の体制が整ってきたということで、それなら

どこの町でも交代して持ち回りでやりましょうということになって、持ち回りをし

てずっと府中から海田、熊野、坂ということであります。そういったようなことで、

府中のここで行ってうちの相星指導主事のほうから、全体の流れを説明をさせても

らいました。 

       各教育員会から今日議題になっているのですけれども、採択の基本方針、これに

ついて今日方針をここで決定していただいて、それを集めて安芸郡が採択の地区協

議会になりますので、安芸郡で採択をしていくという流れになっていきます。 

      ○５月９日（水）～５月１１日（金）全国町村教育長会について 

それから２点目ですけれども、５月９日から１１日、全国町村教育長会がありま

した。これは３日間と書いてあるのですが、教育長会があったのは１１日です。１

０日の朝１０時からということなので９日から出ています。 

       総会が最初にあって、その後研修会という形なのですけれども、総会については

歳入歳出、決算報告等がありまして一応承認されました。それから宣言と承認と本

年度の事業計画、予算についても承認されたということであります。 

       研究大会のほうは最初に講演があったのですけれども、心が耕すということで薬

師寺の副執事長、大谷徹奘さんという方で、薬師寺の僧侶の方の話がとてもおもし

ろくて、結局どんどん話を聞いていたら、いつの間にか買っていたというサインま

でいただいて、よっぽどの縁という話をされて、私も知らなかったのですが薬師寺

というのはどこの宗派にも属さない、全ての宗派に属しているというようなところ

なのだそうです。どこの宗派にもお話をしに行かれるのです。一切お墓を持ってい

ない。葬儀をしない。葬儀でお参りに行ったりはしないというお寺なのです。よく

修学旅行でも薬師寺に行って、あそこでいろいろなお坊さんに話を聞くのです。若

い方でも話を聞くのですが、ものすごくおもしろいです。一度だけ聞いたことがあ

って、何グループにも分かれてそれぞれ座って話をしているのですが本当におもし

ろいです。この方はまだ５０歳ぐらいでお若い方ですけれども、一度校長先生方が

聞くにはいいと思いました。子供に聞かせるのはまたいろんな宗教的なことがある

けれども勉強にはなると思いました。もし良かったら読んでみてください。まだ読

んでないのですが、読むよりも聞くほうが楽という人は、ＣＤも付いています。こ

れは日めくりのカレンダーで、今日１５日は何と、覚悟がないから迷うのだという

ので、はい、わかりましたという感じです。 

       それから、実践報告が３本ありました。１つは小中一貫教育について、保小中一

貫教育で新潟県湯沢町の教育長さん、湯沢学園施設環境ということでありました。 

 ２本目が子供と向き合う時間を確保して教育の質を高めるために、どこかで聞い

たことありませんか。広島県府中町教育長高杉、発表してまいりました。３本目が、

毎年被災地の復興の様子をずっと報告してもらおうということで、これまで福島の

町の教育長さんがずっとされてきたのですけれども、今年は熊本地震ということで、

益城郡御船町の教育長さんから報告がありました。こういったようなことがありま

した。 

       ２日目は、文科省の重点事項の説明がありまして、元県の教育委員会に文科省か
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ら来ていた森さん、今は初等中等教育局の教育企画課長さんですけれども、その方

から説明がなされました。施策を一つずつ本当に丁寧に説明してもらいました。一

番資料が多くて長かったのは業務改善でありました。これが大体２日間の様子であ

ります。 

      ○５月１２日（土）府中中学校運動会について 

３点目は、府中中学校の運動会のことです。５月１２日土曜日にありました。行

っていただいてありがとうございました。新しいグラウンドで初めての大運動会で

ありましたけれども、府中中学校の子供たちは本当に落ちついて一生懸命やってい

ました。それから３年生になって勝ったときのパフォーマンスがとてもおもしろい

なと思いました。校長先生がものすごく意欲を持って張り切って取り組んでおられ

るという姿が本当に見えました。ラジオ体操が一番美しかったのは校長先生でした。

というようなことがありました。これについては、またいろいろ感想等をいただけ

ればと思います。 

 私の報告は以上です。質問や府中中学校の運動会の様子等についてご意見等あれ

ば、またお願いいたします。 

 

坂田委員   では、府中中学校の運動会のほうからです。３年生がとてもハツラツとして元気

よく笑顔で、どの種目も一生懸命取り組んでいたのが非常に良かったように思いま

す。３年生はどのクラスもまとまりがあって、人間関係ができていることが競技終

了後のパフォーマンスが順位に関係なくまとまって声を出していたり、リレーのと

きの応援も頑張れと言っていたり、大変よかったように思います。 

 良い点として、全体的にリレーバトンがうまくできていたように思います。練習

の成果があったのではないかと思います。各係の生徒がテキパキと動いていて見て

いて気持ちが良かったです。 

       もう少しというところは、ラジオ体操のほうはそろってはいたのですが、それぞ

れの運動においてもう少し丁寧にする必要があるように思いました。指先を伸ばす

とか腕を勢いよく伸ばすとか、しっかり曲げるとかその辺をやっぱりきっちりとや

ったらというふうに思いました。 

 運動会とは別なのですが、５月９日、府中緑ケ丘中学校の参観日に小濱委員、田

村委員と私の３名が参観に行きました。ＳＳＴの授業をしていたのですけれども、

今年７回のうちの１回目ということで見てきました。これは校長先生にお聞きしま

すと、４年目となるということで、先生たちも自信を持って授業に取り組んでいた

ように思いました。特に３年生は１、２年生のときに受けてきているので授業展開

をよくわかっていて、今日は何を学ぶのか、どういうふうに考えるのかというよう

なことをよくわかっていて、思いをワークシートにどんどん書いていったり発言し

たりしているのがとても良かったように思います。今後も続けて欲しいと思いまし

た。 

 

教 育 長   ありがとうございます。 

 

田村委員   府中中学校の大運動会なのですけれども、今坂田委員がおっしゃったように生徒

や教職員の方、本当に気持ちいい運動会でした。最初の生徒入場のときから生徒た

ちが自発的に一、二、一、二というかけ声のもと笑顔で行進しているのが、ものす

ごい好感が持てましたし、その開会式のときも返事であるとか姿勢であるとか礼で

あるとか、全てにわたって本当に学校が一体感を持ってやっているなというのをす

ごく感じました。 

       残念だったのは、開会式で先生と子供たちが一生懸命やっているのだけれど、テ

ント席の保護者の方の声がものすごく響いてきて、きちんと開会式も見てよという

のを思いました。新府中音頭のﾊ畑尻生に教えていただいて校長先生が新府中音頭を

本当に全力で踊ってらっしゃったのもすごい好感が持てました。本当に全体を通し

て生徒が笑顔で楽しく競技をしていたし、勝っても負けてもなのだけれども、その

パフォーマンスが本当に一生懸命に考えてやっているのだなというのもすごい好感
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が持てました。 

       小学校、中学校に参観させていただいたのも言わせてください。４月２８日土曜

日は南小学校の参観日に行かせていただきました。子供たちが元気で頑張っていま

した。子供と先生は一生懸命に授業を頑張っているのだけれども、何回も言うよう

に保護者のおしゃべりがとまらなくて、特に特別校舎が狭くて入れないのかもしれ

ないのですけれども、３年生と４年生が３クラスずつなのですけれど、廊下にあふ

れていらっしゃって、もうその話し声が同窓会状態でとてもひどかったです。その

後にあったコミュニティースクールの事務局会議のほうでもＰＴＡの会長さんとか

校長先生がいらっしゃったので、ＰＴＡ便りとかで折に触れてそれはマナーの向上

については呼びかけていかないといけないねというのと、教室の中にたくさんの保

護者が入れるような工夫をしていきたいということを校長先生もおっしゃってくだ

さいました。 

       ５月７日には府中中学校に行かせていただきました。管理職が隅々まで目配りを

されていて、ロッカーの整理整頓であるとか、いないときは机の上に筆箱だけ置い

てもいいよとか、靴をそろえるんだよとか、そういうふうな当たり前のことを当た

り前にするというのを目配り気配り心配りをされているというのがよくわかりまし

た。３年生はやっぱり受験もあるのかもしれないのだけれども、先生の中には一人

でしゃべっている先生がいて、違う教科の内職をしている子供たちが目立って残念

だなというのを思いました。 

       ５月９日は緑ケ丘中学校に行かせていただいて、人間関係づくりトレーニングを

されていたのですけれども、女子の中でなかなか書けない子、書いてみようと言わ

れるのだけれどなかなか書けない子がいて、そういう書けない子の指導であるとか、

２年生だったら時間の管理ということで計画を立てようというトレーニングをして

いたのですけれども、それが本当に絵に描いた餅にならずにきちんと書いた計画を

どのようにやらせ仕切るかというところまで先生方は大変だけれども、フォローし

ていただければ嬉しいなと思いました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございます。本当に貴重な意見をありがとうございます。 

 

小濱委員  ５月１２日は運動会には、ＰＴＡの総会がこの日にありまして、午前中は町民会議

のほうに出ていて行けませんでした。 

       先ほど言っていただいたのですが、府中緑ケ丘中学校のＳＳＴの授業はクラスの

格差ときちんと課題に取り組める子となかなか難しい子の格差というのはあるなと

思ったのですが、全体としては本当に雰囲気も良くて、特に３年生はすごく落ちつ

いて授業ができているなというのは思いました。 

 ５月２日に府中緑ケ丘中学校は遠足に行ったのですが、これは生徒会が主体で考

えられた異学年交流をしたいという生徒会の子供たちの思いで、それぞれ責任者の

自分たちがついて、何カ所か４カ所か５カ所ぐらいの場所、揚倉山運動公園に行っ

たり、空城山公園に行ったり、近場のみくまり峡に行ったりというようなところで

実際に遠足に行きました。ちょっと雨が降ってきたので、早目に帰ってきたみたい

なのですけれども、たまたま私が行っていたときに校長室に生徒会長が入ってきて、

校長先生と話をしていたときに遠足はどうだったとかまあまあみたいな話で、その

ときに自分としてはうまくいったと思いますみたいなことを言っていて、そのとき

に校長先生がやりたいことは幾らでもバックアップしてやるけど引き締めるという

か、つらいからやめるとかしんどいこともやらないと、達成するためにはしんどい

なと思うこともやっていかないといけないと、そこを忘れたらだめだよということ

をやっぱり念を押して生徒会長さんに言われていて、今は大分、府中緑ケ丘中学校

は落ちついていたので今年度の子供たちに自主的にいろんなことをさせていきたい

というふうに変わってきている段階なのだろうと思うのですけれど、その中でただ

その自由というのは単に自由に好きなことをするわけじゃないよというところをき

ちんと押さえていかないと、まただらだらになるのも早いので、その辺しっかりと

意識してしっかり連携をとってやっているというのを見させていただきました。 
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       コミュニティーの関係なのですけれども、用務員すごく一生懸命に活動してくだ

さっているのですが、その方が子供たちと一緒にやりたいということを言われて保

護者も、そのときにはコミュニティーのメンバーと学校の美化委員の子供たちが用

務員さんと一緒にこの間一緒に打ち合わせをして、子供たちからここをこうしてほ

しい、ああして欲しいとか、ここをこういうふうにして欲しいという意見をどんど

ん言ってもらったら、こちらでいろいろバックアップするのでその辺を一緒に取り

組んでいこうねということを、いろんな活動ができるかなと思って楽しみにしてい

ます。 

 

教 育 長   ありがとうございます。 

 

上之園委員  申しわけなくて、参観日や行事に参加できませんので、今お伺いしたいろいろな

話で今年度も安芸郡の文教研と府中中学校に参加させていただくことになっていま

すので、今いただいたような視点も踏まえながら先生方と一緒に授業づくりという

面で考えていきたいと思いますので、参観日などでお気づきになったことをこうい

う場で教えていただければというふうに、それをどう具現化していくかということ

でよろしくお願いいたします。 

 

教 育 長   ぜひよろしくお願いします。また、校長会等で話させていただいたり、校長先生に

直接話しをさせていただいたりということにしていきたいと思います。さっきラジ

オ体操の話とか姿勢の話とか、気をつけするのにかかとがつかない子ときちんとで

きている子も随分いるのです。誰もができることだからああいうことはきちんとや

って欲しいなということを感じたこと、ラジオ体操はやっぱり運動は緊張と脱力の

関係じゃないですかね。例えばラジオ体操は横でピッと止めるところ、それから力

を抜くところ、ああいうめりはりをつけてやるというような、そんなポイントをき

ちっと教えておいて欲しいなというようなことを私も思いました。これは難しいこ

とではなくて、ポイントとして運動の基本みたいなところがあるので、右から左へ

の体の動きとか動かすこととか、緊張と脱力といったようなこととか、めりはりを

つけた体操を教えられるようになるといいなと感じました。ありがとうございまし

た。 

それでは次にまいりたいと思います。日程第３、報告第４号「代理行為の承認に

ついて（府中町いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱及び任命について）」を議題

といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   報告第４号になります。資料３ページです。府中町いじめ防止対策推進委員会委

員の委嘱及び任命について、教育長に対する事務委任規則、第３条第１項の規定に

より代理いたしましたので、同条第２項の規定により報告し承認を求めたいと思い

ます。説明は学校教育課長のほうから行います。 

 

学校教育課長  学校教育課長です。府中町いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱及び任命につ

いて、説明させていただきます。府中町いじめ防止対策連絡協議会等規則第８条に

基づき、平成３０年５月１日から平成３１年４月３０日までの一年間の任期で、教

育委員会が府中町いじめ防止対策推進委員会の委員として委嘱または任命するもの

です。 

       それでは、委嘱または任命される方５名を紹介させていただきます。 

 まず、府中小学校ＰＴＡ会長、藤本武氏です。続きまして、府中町北部防犯組合

連合会（町内会）会長、津田野剛氏です。続きまして、府中町保護司会事務長、岩竹

博明氏です。続きまして、府中南小学校長、中坊京子氏です。続きまして、府中中学

校長、小山貴美氏です。以上５名となります。 説明は以上です。 

 

教 育 長   何か質問はありませんか。 
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（なし） 

 

教 育 長   では、日程第３、報告第４号については、原案のとおり承認ということでよろし

いでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようでございますので、報告第４号については、そのように決します。 

      次にまいります。日程第４、報告第５号「平成３０年第２回府中町議会定例会に報

告される教育委員会関係の専決処分について」を議題といたします。説明をお願い

します。 

 

教育部長   資料４ページ以降になります。報告第５号「平成３０年第２回府中町議会定例会

に報告される教育委員会関係の専決処分について」報告したいと思います。 

       ２件ありまして、まずは、資料５ページは学校教育課長のほうから説明します。 

 

学校教育課長 専決処分の補正予算第１号について説明させていただきます。まず歳出のほうか

ら説明させていただきます。８ページの歳出で学校管理費、補償補填及び賠償金で

１億６，２０４万２，０００円、これは先月協議会のほうでも説明させていただき

ましたが、転落事故の賠償金を上げさせてもらっております。それと同額を全国町

村会総合賠償補償保険制度の保険金として同額が補償されましたので、歳入を同額

上げさせていただいております。そのことが、最終交渉文とかそういったものが付

いておりましたので、議会を招集することなく専決事項として専決をし、４月１３

日に相手方のほうにお支払いをさせていただきました。以上でございます。 

 

総務課長   それでは引き続きまして、専決処分について説明させていただきます。９ページ

をご覧ください。専決処分の内容でございますが、理由といたしまして、平成３０

年３月１２日月曜日でございます。午後７時３０分ごろ、学校開放授業で府中中学

校の体育館を利用するため、東門から車両で進入し、テニスコート沿いに設置して

いる側溝グレーチング上を走行した際、グレーチングがずれていたのに気づかなか

ったため、グレーチングが落下して、車両の左前方から左後部と左後方タイヤを損

傷したものでございます。既にグレーチングは正常の状態に戻されておりましたが、

事故報告を受けまして現場であるグレーチング内の調査によって側溝部分の傷跡を

確認いたしております。また、相手側の車両の確認も行っております。以上が事故

の概況でございます。損害賠償金は１１万８８０円、車の修理に係るのみでござい

ます。債権者は住所が府中町大須一丁目６番２６－２０９号、山西克哉さんでござ

います。専決処分年月日は平成３０年４月２６日でございます。このたびの事故を

受けまして、再発防止のためグレーチングの全体を覆う厚手のゴムシートを設置い

たしました。車両を通行してもグレーチングが動くことがないことを確認しており

ます。説明は以上でございます。 

 

教 育 長   報告第５号については２件の報告があります。ﾐｶｹﾞの専決処分の件でありますけ

れども、ご質問ありますでしょうか。一つずつやりましょうか。賠償金のほうから、

特に説明させていただいているので、それと一つグレーチングが落ちて車の損傷が

あったということであります。今後、学校の中にあるものは、どうしても設置者の

ほうの責任を問われるような中身になっております。 

女性委員   ほかの学校は大丈夫なのですか。 

 

総務課長   各学校によって形状は違いまして、今先ほど説明しましたように、たまたま府中

中学校については東門から入ってくるのにちょうど走路と同じような形でグレーチ

ングがありまして、そこを通らなければいいのですけれど、そこをたまたまその方

が通られて、どういう形でずれていたのかはよくわからないのですが、ずれていた
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ところにたまたま入ってしまったということでございます。 

 

教 育 長   学校の管理責任になるということですね。 

 

総務課長   そうですね。学校に設置しているものなので適正にといいますか、確認の上でそ

ういうグレーチングはちゃんとしておかなければいけないだろうということで管理

責任が問われるということでございます。 

 

教 育 長   質問はありませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それではないようですので、日程第４、報告第５号については報告済みとしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようですので、報告第５号についてはそのように決します。それでは

次にまいります。日程第５、第５号議案「平成３０年第２回府中町議会定例会に提

案される教育委員会関係の議案等に対する意見について」を議題といたしますけれ

ども、本件は成案となる前の議案の内容に係るものですので、審議は非公開が適当

かと思われます。また、非公開とする期間は、府中町議会に議案が提出されるまで

とすることが適当と思われます。また、日程第６、第６号議案「平成３１年度に小・

中学校で使用する教科用図書の採択基本方針について」は、教科用図書採択の議案

となっておりますので、各委員の自由闊達な意見交換を求めるため、非公開が適当

と思われます。また、非公開の期間は、教科用図書採択が決定し、文部科学省への

報告が済むまでが適当と考えます。第５号議案及び第６号議案の議事内容について、

非公開とすることに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（挙手） 

 

教 育 長   出席委員の３分の２以上、全員ということで、第５号議案については非公開とし、

非公開期間については議会に議案が提出されるまでといたします。また、第６号議

案についても非公開とし、非公開期間については教科用図書採択が決定し、文部科

学省への報告が済むまでといたしたいと思います。本日の第５号議案及び第６号議

案は非公開議案となりましたので、まずは、第７号議案を先に審議し、その後に各

号議案を審議したいと思います。それでは、日程第７、第７号議案「府中町幼稚園

就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について」を議題といたします。説明をお願

いします。 

 

教育部長   今日お配りしている資料のほうになります。第７号議案、府中町幼稚園就園奨励

費補助金交付要綱の一部改正について、教育委員会の審議に付したいと思います。 

       説明は学校教育課長のほうから行います。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。府中町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について、

説明させていただきます。まず改正理由ですが、平成３０年度幼稚園就園奨励費補

助金国庫補助限度の決定に伴い、府中町幼稚園就園奨励費補助金補助限度額等を変

更するためです。ページで言いますと、２ページ、３ページが新旧対照表となって

おりますので、こちらのほうで説明させていただきます。まずは子育て世代の経済

的負担軽減を図り、幼児教育無償化に向けた段階的な取り組みとして保育料の軽減

を拡充するものです。市町村民税所得割課税額が７万７，１００円以下の世帯（ひ

とり親世帯等を除く）の保護者負担額を次のとおり軽減いたします。第１子で年額
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１６万８，８００円を年額２０万８００円、いわゆる４万８，０００円の引き下げ、

第２子、年間８万５，０００円を年額６万１，０００円、２万４，０００円の引き上

げとなります。結果、下線部のところですけれども補助限度額は第１子の１３万９，

２００円を右の３ページ、１８万７，２００円に、第２子の２２万３，０００円を

２４万７，０００円に増額となります。このことによる影響額は、仮に昨年度の実

績ベースで該当する世帯で算定しますと、第１子世帯は３５人、第２子世帯は３０

人程度となり、２４０万円程度増額となります。昨年度の執行済み額にこの増額分

を仮に平成３０年度の執行見込み額といたしますと、９，３９３万円程度になりま

すが、本年度の当初予算が９，４７３万円計上いたしておりますので、現時点では

補正の必要はないと判断いたしました。続きまして二点目ですが、４ページ目をご

らんください。こちらは平成２９年度、税制改正の大綱により指定都市所在都道府

県から指定都市への税源移譲が行われることになり、平成３０年度の個人住民税か

ら指定都市に住所を有する者の個人住民税所得税割の標準税率について、道府県民

税は２％、市民税は８％に改められました。これは平成２９年度までは道府県民税

４％、市民税６％でした。 

       幼稚園就園奨励費補助金については、市町村民税所得割課税額を世帯階層区分の

判定に用いているため、税源移譲部門、全ての市町村間で不均衡が生じないよう市

町村民税所得割課税額が新税率で計算されている場合については旧税率で算出した

額を用いることになっております。いわゆる広島市、１月１日現在の所得で税金が

決まってきますので、どちらのほうで課税されるかという、例えば広島市で１月１

日に住所を有していた者が府中町に来られると、ずっと府中町におられる人は関係

ないですけれど、そういった転入で入ってきたとかいった場合に広島市だと所得割

額が高く出てしまうのです。そこの分は府中町にいる方と不均衡がどうしても生じ

てしまうので一律旧の税率６％に抑えましょうと、同じ所得なのに８％で計算する

と７万７，１００円というのが８万円になるかもしれませんよね。そこの不均衡を

なくしましょうということで、こういった改正案を提案させていただいております。

ちなみに広島市のほうに聞き取りしたところ、広島市のほうでも８％になっており

ました６％でこちらのほうは計算するということですので、全国的には一応こうい

った格好で皆さん６％、旧税率のほうでこの就園奨励費補助金の限度額の算定に用

いる所得割額というのは旧税率６％で計算するということになっております。 

       説明は以上でございます。 

 

教 育 長   何か質問はございませんか。 

 

女性委員   この６％で計算しますよというときには、８％で計算したらこれだけど６％はこ

れですというのはわかるようになっているのですか。 

 

学校教育課長 もともとが当初の予算は６％で計算しておりますので、そういう意味では予算的

には全然動きがない。前の限度額が上がったということでの予算の動きはありまし

たけれども、こちらのほうで予算が動くということはちょっと考えられない。 

 

女性委員   例えば、本人が役場のほうに、幾らですかというふうに聞けばわかるということ

ですか。 

 

学校教育課長 そうですね。税情報がくるので。 

 

女性委員   そこには書いてあるのですか。 

 

学校教育課長 それでどちらにいらっしゃったかで、うちのほうが計算し直さないとわからない

と思います。 

 

女性委員   本人が申請するじゃないですか。その申請をするときに、申請できるかできない
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かという、向こうからくるのでしたか。請求申請書を出さなかったら、多分もらえ

ないんじゃなかったですか。 

 

学校教育課長 そうですね。申請主義なので。 

 

女性委員   自分が申請するに際して、これは８％だと思っていたというか。 

 

学校教育課長 恐らくそこの幼稚園のほうで、そこについては一度出してくださいというような

動きをされるんじゃないかなと思います。そうでないと書いてある金額が８万とか

書いてあったら、私は関係ないわと。 

 

女性委員   だめだわと思ってしまいますよね。 

 

学校教育課長 そういうことになりますから、そこは一度お問い合わせくださいという格好にな

っている可能性はありますね。 

 

教育部長   これはいずれも国の制度が変わったから変えるのですよね。 

 

学校教育課長 そうですね。 

 

教育部長   補助金の制度がこの税の関係も含めて、町が独自に改正しているわけではなくて、

国の制度で金額がこのように変わったから町村民税のほうもこういうふうに変わっ

たから同じように変えますということですので。 

 

女性委員   見たときに８％できている書類を見ていたら、私は当てはまらないから申請しま

せんと思ってしまわれると本当はもらえたかもしれないという人が出るかなと思い

ます。 

 

教 育 長   幼稚園と保育所のほうにそれは言ってもらうような形ですよね。 

 

教育部長   そうです。恐らく申請書につける添付書類に、自分が毎年払っている細長いのが

あるじゃないですか。納税通知書みたいなもののコピーをつけて出すのかも、そこ

に恐らく自分は何％だというのがわかっているのだと思うのですが、あとは幼稚園

のほうがあなたは該当します、しませんというのを適切に書類チェックする中で判

断してもらわないといけないと、本人も当然わかっていなきゃいけないのかもしれ

ませんけれど、まずは幼稚園のほうが書類を審査する。 

 

学校教育課長 これは指定都市から来た方ですからね。みんながこの金額でいかんですよとやる

と、ずっと町にいる人は関係ない話になってしまうので、そこはちょっと注意しな

いといけない。 

 

教 育 長   教育委員会としてできることというのは、御条例を変えて要綱を変えて申請に基

づいて出していくということをやっているということになるのですね。 

 

学校教育課長 もちろん、改正した要綱はそれぞれ幼稚園のほうには周知して、こう変わりまし

たよというのは伝えないと。 

 

坂田委員   それは必要だと思った。 

教 育 長   はい、ということでありますけれども、そのほかありませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようですので、日程第７、第７号議案については原案とおり可決したいと思
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いますが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   それでは第７号議案についてはそのように決しました。では、次にまいります。

日程第５、第６号議案「平成３０年第２回府中町議会定例会に提案される教育委員

会関係の議案等に対する意見について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   日程第５、第５号議案ですので、１０ページをお願いします。平成３０年第２回

府中町議会定例会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について、教

育委員会の審議に付したいと思います。補正予算関係になりますので、説明は総務

課長のほうから行います。 

 

総務課長   第５号議案、平成３０年第２回府中町議会定例会に提案される教育委員会関係の

議案等に対する意見について、ご説明いたします。 

       これは６月に開催される平成３０年第２回府中町議会定例会の議案として、府中

町長に対し、教育委員会から提案を依頼しているものであり、平成３０年度府中町

一般会計補正予算第２号についての計上となります。教育委員会総務課の関係から

ご説明します。 

       １１ページの上段をごらんください。 

       小学校維持管理事業、小学校における施設修繕料に伴う補正でございます。文部

科学省が策定している学校環境衛生管理マニュアルでは、黒板の照度５００ルクス、

教室の照度３００ルクス以上であることが望ましいとされています。しかし、平成

２９年１２月１日に実施した学校薬剤師による府中北小学校の照度検査において、

これを下回る場所があることが判明いたしました。これを踏まえ、平成３０年３月

に教育委員会に提出された学校保健委員会からの報告で早急な改善が必要との指摘

を受けたため、現場を調査し、専門業者による照度検査によっても蛍光灯数の不足

も含めた教室の照度不足が確認されたことから、日本工業規格照度基準でも定めら

れている３００ルクスを確保するために修繕を行うものでございます。 

       修繕内容ですが、現在は蛍光灯数が８本の教室が１４教室、１２本の教室が４教

室あるため、全ての教室を１２本とすることとしてＬＥＤ機器へ交換いたします。

また、家庭科室は黒板の蛍光灯が１本であったため、ＬＥＤ２本へ増設を行います。

なお、他の教室の黒板照度については、既設の蛍光灯カバーの傾きを調整すること

によって照度を確保することが可能となったため、修繕において角度調整を合わせ

て実施いたします。修繕金額は２８９万３，０００円となり、夏休み中の施工を予

定しております。 

       続きまして、学校教育課関係に移ります。１１ページ下段をごらんください。 

       先ほど学校教育課長から専決処分で説明がありました府中中学校転落事故の関係

の歳入歳出予算の補正です。 

       まず歳出ですが、町の代理人弁護士に対する報酬７７万８，０００円及び原告に

対する後遺障害補償金、御見舞金の支払いを行うための補償費５００万円、計５７

７万８，０００円でございます。 

       次に歳入です。町が加入している全国町村会総合賠償補償保険により、歳出に計

上した５７７万８，０００円が全額補償されるため、同額の保険金を計上しており

ます。 

       以上、教育費関係の補正予算について教育委員会として府中町長に議案としての

提案を依頼することについて、教育委員会の審議に付するものでございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

教 育 長   はい、今説明がありましたけれども、何かご質問ありますか。 

 

坂田委員   はい、府中北小学校の分ですけれども、今回照度検査をするまでは基準をクリア
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していたのですか。毎年していると思うのですけれども、それはどうだったのです

か。 

 

総務課長   学校から確認取りをしたところ、毎年やっている照度検査でも基準はクリアされ

てなかったと、ただ申しわけないです、それは学校からそういう報告を受けており

ませんでしたし、教育委員会のほうからも状況確認とか連絡がうまくいっていなか

ったということでございます。今後は情報交換、当然、どうですかという声掛けも

しながら情報交換に努めて、そういったことがないように努めていただけると考え

ております。 

 

坂田委員   他校は基準をクリアしているということですか。 

 

総務課長   全校の調査結果が来ておりますので、他校についても一部クリアしてないところ

があるのですが、ただ各学校によって校舎の建て位置等、日差しが入るとか暗いと

かそういう状況が違いますので、他校については今のところは下回っている場所は

あるものの問題はないということを聞いております。ただ、今御心配のように今後

また状況によっては、そういう必要性があるようでしたら他校のクリアしてない部

分についても修繕はしていかないといけないというふうには考えております。 

 

女性委員   これは普通教室ですか。 

 

総務課長   そうですね。今北小学校は全教室です。 

 

教 育 長   問題がないというふうに判断したところはどこなのですか。検査をしたところで

すか。 

 

総務課長   問題がないというのは学校の判断です。あくまでも学校の生徒から暗いとかそう

いう要望とかもないし、先生が見ても大丈夫だろうというふうな判断で一応は。 

 

教育部長   毎年、保健委員会に報告するために学校のほうが薬剤師とか学校医とかにお願い

して照度検査するのですけれども、全教室はやっていないのです。抜き打ちという

のか抽出でやっているのがあって、あと季節によったりとか天候によって多少暗か

ったりする影響もあるので全部が全部やってはいないのですけれども、北小につい

ては、現地に行って今見てたりする中でも確かに暗いです。ほかの学校も抽出です

けれども、一部基準を下回っているというところもあるものの、おおむね改善の必

要はないという判断を学校のほうがされているということで、北小だけはまずやろ

うという判断に至ったということです。 

 

坂田委員   極端にいうと１０年ぐらい。 

 

教育部長   ずっと暗い状態のままだったかもしれないです。我々も昨年度の検査結果を全て

取り寄せて確認しただけですので、本来保健委員会に出される資料を今回集めたの

ですが、教育委員会のほうに出すような仕組みとしてなっていなかったというのも

あります。十分教育委員会としても把握できてなかったという反省点もあります。 

 

女性委員   人事異動があって、明るいところから北小に行った先生が、ここは暗いよ、そう

いうような声も特に上がってなかったのですか。 

 

教育部長   そこまでは聞いていないですけどね。 

 

教 育 長  蛍光灯が古くなってて暗くなったということはないのですか。 

 

総務課長   一応そういうことも業者に聞いたら、それはないということで、省の基準が学校
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が建築されたときと現在では基準が変わっておりまして、基本的には全体的に暗か

ったということで、同等の新しい機器に変えてもそこまでの照度は確保されないと、

じゃあどうすればいいのかという話をしたらＬＥＤなら間違いなく確保できますと

いうことでしたので、ＬＥＤに全部かえさせていただきました。 

 

教育部長   教室の形態も小さい大きいもあるのですが、なぜか８本のところがあったり１２

本のところがあったり統一されてなかったりして、教室によってはスポットライト

のようなものを後からつけたような教室もあったりして、なぜそうなっているのか

まで原因は突きとめてはいないのですが、暗いという事実は間違いなく検査結果か

らも出ておりますので、これは子供の健康にもかかわることでもありますし、これ

によって目が悪くなったと言われてもいけませんので、ここは最優先事項として今

回補正を上げて対応させていただきたいということで考えています。 

 

坂田委員   これに入れずに何ですけれども、保護者には説明をする。 

 

教育部長   保護者に説明は。 

 

坂田委員   入れないからね。いいですよ。 

 

総務課長   学校のプリントかなんかでは、お知らせしていかなければいけないかなと。 

 

坂田委員   どうするかは判断によりますけれど、それによって大きな問題になる可能性もな

いことはないですよね。 

 

教育部長   何で今まで放置していたのかというような指摘をされる可能性もあります。 

 

坂田委員   この前の学校保健会、特に保護者の委員の方もおったでしょうけれども、恐らく

特には質問で出なかったのでしょうね。 

 

教育部長   このきっかけも保健医療連絡協議会）の中で、町長が出られる会議の中で、北小

に行かれている先生がこういう指摘をされたことがきっかけで、全校を見てみよう

と。ことしの２月、それが一つのきっかけではありました。それまでは教育委員会

としてもこの照度問題については、特に問題であるというふうには把握できてなか

ったという。 

 

教育長    学校から問題があるという報告がないから。 

 

教育部長   ないというかそういう仕組みになっていなかったという、言いわけになってしま

いますけれど。 

 

教育長    来るようにしてなかったというところがね。 

 

女性委員   プールの水質のことも保健委員会で報告されるじゃないですか。あれは来るので

すか。 

 

総務課長   ごめんなさい。そこははっきりとわからないのですが。基本的にプールも基準が

あって、ある程度基準を満たさないとできないというか、入室してはいけないよう

な形になっていますので。 

女性委員   これも薬剤師さんがしている。 

 

総務課長   そういうふうになります。 

 

女性委員   保健委員会で報告をされて。 
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教 育 長   あれは基準以下だったら、すぐに対応しているから放置することは絶対ないと思

いますよ。プールのほうについてはね。 

 

女性委員   これについては照度は本当に穴があいていたのですね。 

 

教 育 長   この辺の情報が学校からきちんと上がってくるようにしていかないといけないと

いうことで、何か様式をつくるか何かの報告を考えて、一律こういうことについて

は報告するという一覧みたいなものをつくるのですかね。どうなのですかね。どう

しても何か落ちていくような気がして。 

 

教育部長   入れないでくださいね。冷静に考えて、もし対応をどうするかを考えておかない

と。 

 

坂田委員   もう一個の学校教育課の補償保険の説明。 

 

総務課長   先ほど専決処分した損害賠償とは違って、補償保険というものは全く相殺される

ものではなく、損害賠償額が相殺されるものではなく。 

 

教育部長   要はほか入っているうちの保険、全国町村会総合賠償補償保険に入っているので

すけれども、専決されたのは損害賠償金について損害賠償保険で、今回は補償保険

と言いまして、要は学校管理下で起きた事故で過失がどうであれ、極端な話１０対

０、０対１０であっても、そういうことは関係なしに、今回でいうと女子生徒さん

がその案件で残ってしまった後遺症に対して補償、御見舞金を出します。ですから、

これは損害賠償金と相殺されるものではありません。ということで、こちらについ

ては仮執行とかつくものではありませんでしたので、専決処分をするわけではなく、

補正予算として計上させていただいて、それでうちのほうが６月の補正予算が通れ

ばこちらを持って相手方に補償保険金ということで、見舞金ということでお支払い

するという順になっております。 

 

総務課長   性格的にはお見舞い的な性格のものです。それと弁護士への謝礼です。 

 

女性委員   これでも判決で一応入っていた分の。 

 

総務課長   それは相手方の弁護士です。こっちは内側の弁護士です。 

 

教育部長   ちょうど代理人弁護士さんにお支払いするものです。 

 

教 育 長   ということであります。大体質問についてはもうないですか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それではないようですので、日程第５、第５号議案については原案のとおり可決

ということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議がないようですので、第５号議案についてはそのように決します。それで

は次にまいります。日程第６、第６号議案「平成３１年度に小・中学校で使用する

教科用図書の採択基本方針について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   はい、資料１１ページ以降になります。第６号議案です。平成３１年度に小・中

学校で使用する教科用図書の採択基本方針について、教育委員会の審議に付したい
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と思います。説明は学校教育課長のほうから行います。 

 

学校教育課長 はい、学校教育課長です。１３ページをごらんください。平成３１年度に小・中

学校で使用する教科用図書の採択基本方針についての案を示させていただいており

ます。全文を読んでよろしいですか。 

       まず１、採択の基本、教科用図書は、学校教育において、教科の主たる教材とし

て使用される重要なものであることを認識し、教育基本法や学校教育法の改正で明

確に示された教育の理念や目標及び学習指導要領に示された各教科の目標や内容等

にのっとり、本町の児童生徒に最も適切な教科用図書を採択する。また、学校教育

法附則第９条の規定による教科用図書については、児童生徒の障害の状態及び発達

段階に適合したものを採択する。２、適正かつ公正な採択の確保、（１）教科書発行

者等による宣伝行為等に影響されることなく、採択権者の権限と責任において、採

択における適正、公正を期す。（２）特定の教科書発行者と関係を有する者が教科

書採択に関与することがないようにする。３、開かれた採択の推進、（１）採択結果

及び採択理由について、採択後、遅滞なく公表する。（２）次の事項について、採択

後、遅滞なく公表するよう努める。ア、小・中学校において使用する教科用図書の

研究のために資料を作成したときは、その資料、イ、教育委員会会議の議事録を作

成したときは、その議事録。（３）その他開かれた採択を推進する観点から有用と

思われる情報の公表について、検討する。４、方法、組織及び手続き、（１）小学校

用教科用図書（「特別の教科 道徳」を除く）及び中学校用教科用図書（「特別の教

科 道徳」）について、小学校用教科用図書（「特別の教科 道徳」を除く）の採択

は、文部科学省「小学校用教科書目録（平成３１年度使用）」に登載されている教科

書のうちから行う。また、中学校用教科用図書（「特別の教科 道徳」）の採択は、

文部科学省「中学校用教科書目録（平成３１年度使用）」に登載されている教科書

のうちから行う。（２）小学校用教科用図書（「特別の教科 道徳」）及び中学校用

の教科用図書（「特別の教科 道徳」を除く）について、原則、平成２９年度と同一

の教科用図書を採択する。（３）学校教育法附則第９条の規定による教科用図書に

ついて、小・中学校の特別支援学級で特別の教育課程を編成する場合に検定済教科

用図書を使用することが適当でない場合は、文部科学大臣の検定を経た下学年用教

科用図書または文部科学省著作教科用図書の採択を十分考慮した上で、学校教育法

附則第９条の規定による教科用図書を採択する。以上でございます。 

       ちなみに昨年との変更点なのですけれども、４番の方法、組織及び手続きにあり

ます（１）と（２）、こちらの今年度、平成３１年度から使用する小学校用教科用図

書、特別の教科、道徳については文部科学省の小学校用教科書目録、平成３１年度

から採択する。中学校用教科用図書、特別の教科、道徳については、文部科学省の

中学校用教科書目録、平成３１年度から採択するとしております。またそれ以外の

小学校用教科用図書、特別の教科、道徳や中学校用教科用図書、特別の教科、道徳

を除くについては、原則平成２９年度と同一の教科用図書を採択することとしてお

りますというのが、昨年度との変更点となっております。以上でございます。 

 

教 育 長   県の方針の考え方とか違いとか、その辺のところは意識してあるのですか。 

 

学校教育課長 県の方針とは変わってないです。変えてはないです。 

 

教 育 長   何か質問はありませんか。 

 

（なし） 

教 育 長   それでは採択の基本方針、１、２、３、４と４つの項目で方針を立てております

けれども、この基本方針を原案のとおり可決するということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 



15 

 

教 育 長   ご異議ないようですので、第６号議案についてはそのように決します。今後これ

についてのスケジュール等については、少し報告をつける必要がありますか。 

 

学校教育課長 今後のスケジュールなのですけれども、今月２１日安芸郡教科用図書採択地区協

議会が開催される予定となっております。そこで、本日の審議を経た府中町の基本

方針を持って協議会に臨みます。同２１日には、採択地区協議会としての基本方針

が決定される予定です。その後、その方針に基づいて協議会において来年度から使

用する教科用図書について内定されていきますが、その内定については選定委員会

に諮問することとなっております。その選定委員会では調査研究の観点を決定し、

調査委員会で観点に基づいて調査研究を行います。その結果をまた選定委員会で検

討を行い、その結果を協議会で答申するというような運びとなっております。協議

会でその答申を再度検討した結果を協議会として内定し、それも踏まえて最終的に

８月の教育委員会会議で各町の教育委員会会議において採択していただくという予

定になっております。 

       なお、教科書の展示なのですけれども、今日後ろのほうにご用意させていただい

たのですけれども、６月１５日から７月１日まで図書館のほうで予定しております。 

 

教 育 長   はい、今後のスケジュールについてざっと今説明してもらいましたけれども、一

応８月の終わりまでには来年の分を課長のほうへ報告を。８月の教育委員会会議は

定例のときに行いますか、それとも少し前倒しでやる。 

 

学校教育課長 ８月２１日だったと思います。一週間ほど早くさせていただいて。 

 

教 育 長   もし何かそのときに、採択についての疑義とかいろいろ出た場合はもう一度検討

して、また日にちを設定してやるということであります。 

       それでは、本日の会議、これをもって閉会いたしたいと思います。 

  

（閉議 午後２時４５分） 

 


