
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成３０年９月２５日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    平成３０年９月２５日（火）午後２時２５分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ３件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ０件    承  認   ３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９月２５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  ４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７号  代理行為の承認について 

             「府中町教育支援委員会委員の任命及び顧問の委嘱について」 

日程第４  報告第８号  代理行為の承認について 

             「付議事件に関する意見聴取について」 

日程第５  報告第９号  代理行為の承認について 

               「合同訓令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    社会教育課長   山下 賢二     

社会教育課主幹  渡邊 昭人    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。 

 

（異議なし） 

 

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。 

      〇８月２３日（木）～８月２４日（金）中国５県町村教育長会について 

       ８月２３日から８月２４日、中国五県町村教育長会がありました。岡山県の吉備

中央町というところでありました。今年は、主には研究発表、３つのテーマで研究

発表が毎年ありました。学校教育・社会教育・教育行政、それから文部科学省から

の行政説明、そして次の日に、それぞれの地域で講演会をしていただくといったよ

うな中身で毎年行われるのですが、今年の学校教育については、発表は奥出雲町教
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育委員会の教育長さん「教育の魅力化について」というテーマで報告されました。

元塾経営と議員さんをされていた方です。町の活性化ということを大きく目玉に取

り組みをされている方でありますので、中身も教育委員会のまず組織変えをされて、

その組織変えの中に結婚・子育て応援課というのがあるのです。町長部局にあった

課を教育委員会に持ってきておりました。いわゆる町の活性化をどうしていくかと

いうことを大きなテーマにもって議員さんにもなられたということで、町の子ども

たちがどんどんどんどん出ていくというような、もっと町の魅力を子どもに伝える

べきじゃないかみたいな発想も随分あるかなと思いました。 

       それから、社会教育については、北広島町の池田教育長さんから「ふるさと夢プ

ロジェクトの取り組み」の報告がありました。北広島町の重点的な取り組みが「多

様な担い手の育成、そして経営力強化に向けた支援、移住・定住に向けたブランド

構築のプロモーション、北広島町の人・地域・町を好きになる人の育成、健康づく

り・元気づくりの推進、拠点とネットワークづくり、協同の仕組みづくり」といっ

たようなのが町の大きな柱としてあって、その中の「町の人・地域・町を好きにな

る人の育成」に着目をしたということでございます。ふるさと夢プロジェクトと「キ

タに恋♡来い 北広島」というのがテーマであります。夢プロ係という係を作って、

そこは女性が５人、７人のうち５人が女性で一つの係で７人もいるというのはすご

いなと思いました。学校教育については学校の校長先生に任せるということで、社

会教育の観点からいろいろな取り組みをされているという発表はありました。 

       それから３つ目が、教育行政についてなのですが、町村教育委員会の活性化と充

実についてというテーマで、山口県平生町の教育長さんから報告がありました。こ

の報告が大体教育行政のいろいろな調査をして人員とか教育予算とかそういった調

査をされた報告なのですけども、新しい地教行法が改正されて、この結果からどこ

の市町もそれに準じてうまく適応しながらされているなという感想を持ちました。 

       それから、文部科学省の行政説明は、今話題の府中町でも取り組んでおります「働

き方改革について」、これがテーマで、１時間ほど講話がありました。中身は大体

うちでもここで報告をさせていただいているような中身で、国の考え方を説明され

ました。 

       それから、次の日の記念講演です、が吉備中央町というのは岡崎嘉平太という人

が出られたとこなんですね。岡崎嘉平太さんは、田中角栄さんが日中友好を調印し

たものをずっと作り上げていった人ということであります。ＪＡＬの創設者の方の

ようでした。「信はたて糸・愛はよこ糸・織り成せ人の世を美しく」ということで、

この岡崎嘉平太記念館の学芸員さんが発表されました。実は前回５年前もこの吉備

中央町であったのですけれども、その時は作庭家の重森三玲さんの講演で、日本庭

園史の研究家ですごく有名な方で、今息子さんが活躍されています。今回は岡崎嘉

平太さんという方の講演がありました。 

      〇８月２９日（水）総務文教委員会について 

       それから８月２９日、総務文教委員会がありました。総務文教委員会は、９月議

会で提案する中身について、補正のことなどの説明をさせていただいたということ

であります。この中身については、教育委員会で事前に話をしました南小学校のト

イレの設計をやるということと、安全についての手すりを補正で上げますと言った

ような、そういう提案を話しました。 

      〇９月７日（金）～９月１９日（水）府中町議会９月定例会について 

９月７日から９月１９日までの１３日間、町議会の９月定例会が行われました。

９月がこんなに長いのは昨年度の決算について決算審査が行われたからです。一般

質問は今回の議会は防災議会みたいなところもありまして、教育で言うと防災教育

について、これを２人の方から質問がありました。それから歴史教育について、府

中の子どもたちにもっと府中の歴史を教えて欲しいといったようなですね。 

       それから、バリアフリー教育。これは差別解消法の関係であるとか、パラリンピ

ックの関係等で学校でもっともっとやって欲しいといったようなことです。 

       それから働き方改革です。今、旬の中身で、今日資料をつけさせてもらっていま

すので、また教育委員会の端的な考え方とか、今学校等で取り組んでいる中身につ
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いてこの中に少し入れております。 

       総務文教委員会では、教育長報告を５件ほど報告いたしました。１つは、「全国

学力・学習状況調査の結果について」報告をいたしました。これも教育委員会では

既に報告済みのものだと思っています。それから「夏休み中の児童・生徒の活躍の

様子について」、これは後からもう少し詳しくお話します。それから「府中セミナ

ーについて」、それから「村山聖杯について」、それから「緑ケ丘中学校の体育祭に

ついて」、これはぜひ行ってくださいというお願いであります。この５点について

報告と案内をしました。 

      〇９月８日（土）府中緑ケ丘中学校体育祭について 

       ９月８日の土曜日、府中緑ケ丘中学校の体育祭がありました。私はくすのきプラ

ザでありました府中中学校の椿ランドに行ってから体育祭に行きました。中学生が

地域の子どもたちを招いて、何か自分たちで貢献することができないだろうかとい

うような思いで、生徒会が主催で行っています。府中緑ケ丘中学校の体育祭はちょ

っと遅れて行きました。委員の皆さんに行っていただいているので、またあとで報

告をいただければと思います。 

      〇教育費の上半期予算執行状況報告について 

       教育費の上半期の執行状況について、９月１４日現在でありますけれども、地教

行法の２３条第３項で「教育委員会に委任された事務の中から執行の状況を教育委

員会に報告しなさい」という条項があります。それに基づいて始めたものでありま

す。主なものですけれども、全体で言うと今６３．１％ぐらい執行していて、教育

委員会の予算現額が１３億６，０６５万５，０００円。それに対して今執行済額が

８億５，８８６万７，４１４円。予算残額が５億１７８万７，５８６円で、執行率が

６３．１％ということであります。予算残額が主な５，０００万以上のもので言い

ますと、学校教育課の私立幼稚園就園奨励等の事業があります。これが９，５８０

万９，０００円ですけれども、これが今１００万少ししか執行しておりません。で

すから、まだまだ残っています。執行率はまだ１．１％ということですが、これは

幼稚園から就園奨励費の補助金の申請が出てきて、その申請に基づいて執行してい

きますので、それがまだ上がってきていないということであります。もう少し幼稚

園のほうからは、大体１０月の終わりぐらいからですね。で、それを審査して出し

ていくということなので、まだまだここはあまり手がついていません。それ以外の

ところが、上記以外で６７．８％というような状況であります。大体全体で言うと

今６３％ぐらいの執行率です。半分以上進めているといったような状況であります。 

〇夏休み中の児童・生徒の活躍について 

       吹奏楽については、府中緑ケ丘中学校が中国大会に出場するということを今出し

ておられました。夏休み中で言いますと、広島県吹奏楽コンクール広島県大会、こ

れで府中中学校と府中緑ケ丘中学校ともに金賞を受賞ということであります。それ

から、広島県の中学校陸上競技選手権大会では、３年女子１００メートルで府中緑

ケ丘中学校３年の脇坂里桜さんが大会新記録の第１位、３年生山本千菜さんも大会

新記録の第２位ということとなって、全国大会へ出場しました。全国大会では、脇

坂さんが決勝進出８位入賞、山本さんは準決勝敗退ということでありました。山本

千菜さんは、共通女子２００メートルでも大会新記録の第１位となり、全国大会へ

出場したということです。全国大会では、準決勝で敗退ということでありました。

それから、共通女子４００メートルリレーでは、府中緑ケ丘中学校３年生の荒木那

菜さん、それから３年生竹中亜美さん、３年生山本千菜さん、３年生脇坂里桜さん、

２年生三永珠綺さん、２年生宮本和さんのチームが、県中学新記録、大会新記録の

第１位となり、全国大会へ出場しました。全国大会では、決勝まで進出しましたけ

れども、残念ながら８位入賞ということでありました。それから、次に、広島県中

学校水泳競技選手権大会では、男子１００メートル自由形で府中緑ケ丘中学校の３

年生植原 智也さんが第３位となって中国大会へ出場になります。それから、府中中

学校の生徒も豪雨災害の影響で休校と重なって十分な練習ができないということだ

ったのですけれども、それぞれの大会に出場して報告できるような内容とまではな

らなかったけれども、本当に一生懸命全力を尽くして頑張っていたということをご
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報告させていただきたいと思います。また、学校の部活動ではないのですけれども、

８月４日から５日にかけて東京都で開催された第１８回全日本少年・少女空手道選

手権大会に安芸府中空手道スポーツ少年団に所属する府中小学校１年生の梶本直暉

君が広島県代表として出場いたしましたが、初戦敗退ということでありました。た

だ、そこでその初戦で梶本君が負けたその相手の子は、全国で３番になったという

ことであります。それから、８月１７日から１９日に宮崎県で開催された第２６回

全国中学生空手道選手権大会では、女子団体形、女子団体組手に安芸府中空手道ス

ポーツ少年団に所属する府中中学校３年生川村真央さん、２年生田中萌々奈さん、

古屋汐瑛さん、古屋倖羽さん、沖原萌さん、１年生鍋屋日菜穂さん、梶本芭瑠さん

の７名が広島県の代表として出場し、団体組手が全国５位入賞を果たしたというこ

とであります。大体子どもたちの夏休みの間のいろいろなこれまでの練習の成果を

報告させていただきましたけれども、どのクラブも本当に一生懸命頑張ってやって

いるなと思っています。もちろんこの裏には、先生方が本当に懸命に指導していた

だいているというふうに思っています。 

 以上、教育長報告を終わりたいと思いますが、質問とそれから学校へ行かれた感

想をお願いします。 

 

坂田委員   府中緑ケ丘中学校の体育祭のほうですが、天候を考慮して１０時過ぎから開催し

て、雨の中団体競技が中心なのですけれども、皆励まし合って協力している姿を見

ることができてとても良かったです。特に３年生の男子の集団行動、女子のダンス、

これまでの学習で積み上げたことがよくわかるとても良い演技だったように思いま

す。とても終わったあとの満足感にあふれた顔、表情がとても良かったように思い

ました。 

       参観日に行ったのを合わせて言います。９月７日、府中北小学校のほうに行きま

した。低学年と特別支援学級が５校時で６校時が高学年でした。１年生２クラスと

も６月下旬に担任の先生が交代したということを聞いたわけですけども、とても落

ちついて学習に取り組んでいたように思います。保護者も安心していると思われま

す。それから、全体的にどのクラスもノートの取り方が丁寧にできていて、児童が

今までの学習を振り返りながら学習している姿がとても良かったです。それから、

学年が進むにつれてペアトーク、班内トークができていて、話し方も身についてい

たように思います。ただ、廊下での保護者のおしゃべりが多いところがありました。

教室内は冷房が効いているので、室内に入って子どもの様子を見て欲しいなと思い

ました。 

       それから、９月１３日、府中小学校低学年道徳参観日だったのですけど、ここは

逆にわりと私語もなく、教室内に入って参観する保護者が多く、参観のマナーが良

かったように思います。かなり学校のほうでいろいろな場で呼びかけたのではない

かと思います。１年生はとても落ちついて学習に取り組んでいました。学習規律が

どのクラスも身についていて、それと印象に残ったのが、先生が児童の発言に対し

てここは良かった、勘がいいねというふうに肯定的な評価を常にしていたクラスが

幾つかあって、とても良かったように思います。 

       それから、９月１８日、府中中央小学校低学年の食育参観日に行きました。年に

１回実施しているもので、これまでに積み上げがある中で、児童が意欲的に発言し

たり考えたりしていたように思います。参観後の懇談会では、資料をもとに保護者

が学んでいくということを聞きましたが、ちょっと参観の人数が少ない、１０名程

度だったのでもうちょっと多く入ったらなと思いました。以上です。 

 

田村委員   府中緑ケ丘中学校の体育祭は本当にとても感動しました。先生方の動きもとても

いいし、生徒も思いっきり楽しんでいて、あの雨の中、嫌な顔をしている先生も生

徒も全然いなくて、もうみんなにこにこ、やった今日できるみたいな感じでした。

競技以外の生徒の応援も本当にすばらしかったです。３年生男子の写真体系ポーズ

は最初聞き間違えたのかなと思ったのですけれども、もうあれは最高で、伝統でこ

れからもやっていただきたいなと思いました。 



5 

 

       私のほうは、まず９月５日に府中南小学校安全マップ発表会というのが３年生が

２年生に対して説明するというのがございました。青崎中・南・鹿籠・桃山・青崎

東・柳ケ丘という４地区を３年生の児童がいろいろ危険箇所とか調べてまとめたも

のを２年生に発表するということで、時間を決めて、「はい次はこっちね、こっち

ね。」ということで、全ての地域の話を２年生が聞けるような形で持っていってい

ました。まず３年質問して質問を受けて、近くで２年生がよくマップを見る。で、

３年生がまとめて２年生が感想を言うという流れでとてもよかったです。２年生も

一生懸命聞いていて、３年生も役割分担をしっかりして話す人、棒で指し示す人と

いうことで、何回も多分練習したのだと思うのです。はっきりと大きな声で説明を

していました。２年生も来年は今度自分たちがするのだというような自覚を持った

のではないかと思います。 

       府中北小学校ですけれども、９月７日です。これも本当に子どもたち頑張ってい

たのですけれども、６年生の保護者の方はとってもいい表情で授業参観をしていら

っしゃる。５年生もすごい算数で前ですごいいい発表をしているのだけれども、５

年生の保護者の方は廊下ですごくしゃべっているということで、各学年によっても

その保護者が違うのかなというのを思いました。３年生で小刀を使っていろいろ何

か木を削って、自分だけのオリジナルペンをつくろうというのを、やっぱり保護者

の方がもう耐えられない。手出し口出しをする方は「貸してみんさい。」と勝手に

削っていました。あそこをちょっと最初に、保護者の方口出し手出しなしよという

のをはっきり申し上げたほうが良かったのかなと思いました。 

       １３日の府中小学校ですけれども、本当に保護者の方のマナーが良くて感動しま

したけれども、児童の腰骨が伸びていなくて、あっちであくびしてこっちであくび

をして、中にはやっぱり姿勢が悪くて椅子の上に体育座りをする児童とか、後ろに

倒れる児童とかいて、保護者の方は良かったのだけど、児童がちょっとだれている

ところもあって、それが残念でした。以上です。 

 

小濱委員   皆さんに府中緑ケ丘中学校の体育祭のことを言っていただいたんですけど、本当

に感動しました。そのあと火曜日に再度そのリレーと、あと３年生の表現をやって

いただいたのですけど、本当に二度見てもやっぱりいいなって思いました。 

 

教 育 長   トラック競技を今度はやられたのですね。 

 

小濱委員   そうですね。トラック競技ですね。男の子の組体操も一部やらなかった部分があ

ったので、その辺も全部含めてもう一度やっていただきました。結構保護者が来て

いて、その火曜日も最初用意していたプログラムが足りなくなって後から刷って配

るぐらいたくさん来られていました。やっぱりすごくずっとこの間見てきた３年生

の保護者が、本当にすごく子どもたちが成長したと感動していたので、もう本当に

良かったなと思いました。 

参観日は、私はいろいろ府中北小学校と府中中央小学校と府中小学校と府中東小

学校に行かせてもらいました。皆さん言われたように、大体落ちつかれて、一部保

護者がわいわいがあったのですが、私がちょっと一つ気になったのが、府中中央小

学校の高学年ですが、話しを聞いてはいるのですけど、エネルギーがあまり感じら

れないようだったのが気になったのと、あと府中東小学校がすごく深い学びをして

いるなと思ってすごく感動したのですけど、同じ府中小学校も道徳参観で同じテー

マで道徳をやっていたのですが、やっぱりそのやり方というかその問いかけ方が全

然違っていて、その府中東小学校の問いかけというか持っていき方が、すごく子ど

も自分で考えるだろうなって思うような授業の作り方をしていたので、そういう深

い学びというか、モデル校でもそういうパイロット校でもあるのでずっとやられた

成果なのだろうなとは思いながらも、すごく違いを感じました。あと、府中小学校

の図書館はすばらしいですね。見にいかせてもらって、すごいいいなって思いまし

た。府中東小学校は、親もみんなすごく静かに。全校の参観があったのですけど、

みんな静かに聞いていて、何か本当にいいなって思って見ていました。以上です。 
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上之園委員  参観とかなかなか行けなくて申し訳ありません。先生の立場から申しますと、去

年府中北小学校の奥葉校長先生が中心で総合的な学習を広げていきたいと安芸郡全

体も統括されていました。それを引き継がれて、本年度は府中東小学校の校長先生

が中心で、府中中学校区で今度研究会があります。中学校と小学校で総合とか生活

科も入れてやります。それから海田中学校区、坂中学校区は今回、研究会までいか

なかったかもしれないですけれども、私は今３つの町に入らせていただいて、ここ

から発信したのが今年も受け継いで総合的に安芸郡の中でも力を入れられていて、

今年も引き続いて広がっていくというのを頑張っておられます。中学校区の公開研

究会では、先生方もずっと校内研修をされているので、是非期待していただきたい

と思います。それから子どもたちがどのような感じで変わっていくのかどうかとい

うような研究会だけではなくて、例えば通常の参観日に行かれたときに平素と変わ

りないというのが一番で、そのように日常が変わっていくといいなと思います。 

 

教 育 長   府中中学校区の公開研究会は１０月１７日でしたかね。 

 

上之園委員  １７日ですね。今それに向けて、校内研修を頑張っておられます。 

 

教 育 長   今日も府中中学校は安芸郡の数学の校内研修を朝からずっとやっているようです。

ありがとうございました。学校訪問ついて報告をいただきました。また今の教育委

員さんから出られた意見については、校長会なんかでまた課長さんのほうから少し

報告をいただけますでしょうか。よろしくお願いします。 

 何かご質問等ございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、次にまいりたいと思います。日程第３、報告第７号「代理行為の承認

について（府中町教育支援委員会委員の任命及び顧問の委嘱について）」を議題と

いたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   資料は５ページになります。５ページ、６ページになります。代理行為の承認と

いうことで、府中町教育支援委員会委員の任命及び顧問の委嘱について、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からお願いします。 

 

学校教育課長 府中町教育支援委員会は、町内の学齢児童生徒及び学齢前幼児のうち、障害によ

り教育上特別な配慮を要する者に対し、その就学について適格に判断を行うため、

設置しておりますが、この度、当委員会の委員及び顧問の任期が平成３０年８月３

１日で満了したため、新たに、委員の任命及び顧問の委嘱を行ったことについて、

ご報告いたします。任期は、平成３０年９月１日～平成３１年８月３１日までとな

ります。 

別紙一覧をご覧ください。まず顧問については、学識経験者、医師等の専門家か

ら５名を教育委員会から委嘱しております。 

次に委員については、町立学校教職員のうちから各校の校長と特別支援コーディ

ネーターまたは特別支援学級担任等から各校長が推薦した方を、関係行政職員とし

ては、福祉課長、健康推進課長、子育て支援課長、青少年教育相談員の方、全員で２

０名を教育委員会から任命しております。前回の委員及び顧問から変更があった方

についてのみ、お名前を紹介させていただきます。上から７番目の委員の府中小学

校教諭、山本直孝氏と下から９番目の府中中学校教諭、荒谷美己氏です。報告は以

上です。よろしくお願いします。 

 

教 育 長   今説明がありましたけれども、何かご質問等ありませんか。 
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（なし） 

 

教 育 長   ないようでございます。よって、日程第３、報告第７号については原案のとおり

承認いた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   ご異議ないようでございますので、報告第７号についてはそのように決します。

では、次に参ります。日程第４、報告第８号「代理行為の承認について（付議事件に

関する意見聴取について）」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   資料７ページ以降になります。代理行為の承認について、付議事件に関する意見

聴取について、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。議会関係の案

件になります。説明は総務課長からお願いします。 

 

○総務課長  ９月７日に開催されました、平成３０年度第４回府中町議会定例会に提出する議

案について、８月２９日付けで府中町長から教育委員会への意見聴取がありました。

教育委員会会議を開催する暇がなかったため、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し、同意する旨町に回答いたしましたので、同条第２項の

規定により報告し、承認を求めるものでございます。それでは内容についてご説明

いたします。 

       まず、府中町議会 第４１号議案について、説明いたします。事前配布資料１０

ページから１８ページは「平成３０年度府中町一般会計補正予算（第４号）」とな

っており、１６・１７ページは教育委員会の教育費関係分のみ抜粋した資料としま

した。前回８月の教育委員会会議において第１０号議案として、補正予算内容の説

明をしておりますので、その後変更（計上の見送り）となった内容について資料に

基づき説明をさせていただきます。 

１７ページをお開きください。上段「小学校費」の右側説明部分、二重丸の一つ

目「小学校維持管理事業」です。府中中学校転落事故に係る裁判の判決を踏まえた

施設修繕ですが、前回の教育委員会会議時には、３，０８４千円と説明をしていま

したが、利用実態の精査、立入制限及び修繕方法の見直しにより、1，4５０千円減

額が可能となり、１，６３４千円となりました。 

次に、二重丸の二つ目「小学校施設改修等事業」です。府中南小学校便所改修工

事設計業務委託料ですが、前回の教育委員会会議時には、７，３４４千円と説明を

していました。今後、府中東小学校と府中北小学校でも同様な工事が予定されてい

ますが、限られた財源により出来るだけ早く整備を行うため、空調設備と同様な考

え方を導入し、普通教室棟のみとし、これに避難所となる体育館を加えた整備とし

て見直しを行った結果、１，８４４千円減額され、５，５００千円となりました。 

次に、下段「中学校費」の右側説明部分二重丸「中学校維持管理事業」です。先ほ

ど、説明をしました「小学校維持管理事業」と同様、府中中学校転落事故に係る裁

判の判決を踏まえた施設修繕です。前回の教育委員会会議時には、１，３００千円

と説明をしていましたが、既存予算での対応及び看板による注意喚起により４４８

千円減額され、８５２千円となりました。 

また、府中緑ケ丘中学校高圧引込機器等漏電対応修繕として、４，２８８千円を

予定していましたが、同じ状況が継続しており、緊急度が低いことが判明したため、

平成３１年度当初予算での対応とし、計上を見送ることとしました。 

補正予算内容の変更は以上です。 

続いて、第５４号議案、「平成２９年度府中町歳入歳出決算の認定について」説

明をいたします。 

事前に配布しております資料の２１ページ、資料№１「平成２９年度 府中町各

会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書」をご覧ください。これは決算認定
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のための提出資料として、議会前に監査委員（代表監査委員と議会選出監査委員）

が監査を行った結果及び意見書でございます。全部で５９ページとなる冊子ですが、

決算の概要を分かり易くまとめたものとなっておりますので、一部を抜粋して教育

委員会会議の資料といたしました。 

それでは内容を簡単に説明いたします。２２ページをお開きください。決算規模

でございます。過去５年間（平成２５年度から平成２９年度）の町の決算規模の表

となります。対前年度比でみますと、一般会計は、歳入・歳出ともに減少、特別会計

も、歳入・歳出ともに減少、したがいまして、トータルでも歳入・歳出が減少となり

ました。平成２３年度以来の対前年度減となっております。 

次に２３ページ、決算収支をご覧ください。平成２９年度の一番下になりますが、

実質単年度収支は、７０３，８５９千円の赤字となっております。 

次に２４ページ、財政状況をご覧ください。財政指標として、財政力指数と経常

収支比率を示しております。財政力指数は町の財政力を示す指数で、１を超えるほ

ど財源に余裕があるものとされています。平成２９年度の財政力指数は０．９０６

と前年度同様やや上昇傾向となりました。県内でトップの数値です。因みに、２位 

広島市０．８４、３位 東広島市０．８３、４位 福山市と大竹市０．８２、６位 

海田町０．８０、７位 坂町０．７６となっております。 

次に経常収支比率についてです。これは財政の弾力性を評価する指標で、高いほ

ど財政構造が硬直化しているということになります。平成２９年度は１１．７ポイ

ント上昇し１０２．９%となっており、財政構造の硬直化、という結果になりまし

た。要因ですが、町税及び地方交付税の減収により、分母となる経常一般財源収入

額が前年度と比べ１，１６３，７０８千円減少し、分子となる経常経費充当一般財

源の扶助費、物件費等が１３，４３１千円増加したことによるものです。 

次に２５ページ、町債現在高の状況をご覧ください。町債とは、町が大きな事業

をするために借り入れるお金のことです。表中の真ん中部分に教育債がございます。

平成２９年度末現在高は対前年度比１，８０１，８５３千円の増となりました。こ

れは、府中中学校の校舎耐震化事業、給食棟改築事業及び両中学校の普通教室空調

設備設置事業に係る借り入れが反映されたことによるものです。教育債の増が大き

な要因となり、全体として、２，０８１，８４１千円対前年度から増となりました。 

次に２７及び２８ページ、一般会計歳入についてです。まず、２８ページのカラ

ーグラフをご覧ください。一般会計歳入推移です。円グラフが下から平成２７年度、

平成２８年度、平成２９年度の３カ年の推移がわかるものとなっており、歳入総額

は１９５億円、２０３億円と増加していましたが、平成２９年度は１９５億円と減

少しているのがわかります。町税が、７４億８千万円、８５億３千万円と増加して

おりましたが、平成２９年度７５億７千万円と減少（法人町民税 １２億４，８５

８万１千円 ６７．１％減）していることが主な要因と思われます。なお、右手の

小さな円の地方交付税ですが、平成２７年度は１５億円、平成２８年度は１１億４

千万円、平成２９年度は４億２００万円と減少しています。地方交付税は、前年度

収入見込み等に基づき積算したものを基に交付されるため、平成２７年度の法人町

民税が１０億円、平成２８年度の法人町民税が８億円と多かったことなどが要因と

思われます。なお、地方交付税は、地方公共団体間の財政不均衡を是正し、必要な

財源を保障するため、国から地方公共団体に対して交付される資金のことです。 

次に２９及び３０ページ、一般会計歳出についてです。３０ページのカラー円グ

ラフをご覧ください。一般会計歳出の推移です。濃いピンクの教育費ですが、平成

２８年度から平成２９年度１，０６８，９６０千円の増額となっています。これは、

府中中学校において校舎耐震化工事と給食棟新築工事、小学校において空調工事設

計業務と空調設備設置工事が行われたことが主な要因となっております。また、向

洋駅周辺土地区画整理事業及び南小学校青崎東線物件移転費等補償費の減を主な要

因として、土木費が３，４５１，８２２千円から２，７９０，１１５千円に減少 

次に３１及び３２ページ、教育費の決算状況です。先ほど一部説明を行いました

が、増減の大きなもの、支出額の大きなもの、翌年度への繰越額、不用額の大きな

ものがそれぞれ一覧表になっております。 
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最後に３３及び３４ページ、決算の概要及び審査意見（総括）です。３４ページ

において、財政状況が触れられており、１３行目からですが、４年ぶりに財政調整

積立基金から一般会計へ４億８，０００万円繰入を行っている現状から財政が硬直

化している傾向にあると見受けられることから、今後最小の経費で最大の効果を挙

げるため、職員一人ひとりが高いコスト意識と業務の改善・改革に取組み、効率的

な予算執行に努められたい、とあります。 

また、（２）終わりに、の下から４行目からですが、行財政改革を進め、補助金等

を最大限に活用するなど、持続可能な地域社会の形成に向け、引き続き努められた

い、との意見が結びとして述べられています。 

次に３５ページ、資料 No.２をご覧ください。これは第５４号議案、資料№1 とは

別に府中町の財政状況を示す数値を府中町長から議会に報告したもので、参考資料

として添付させていただきました。３６ページをご覧ください。平成２９年度の健

全化判断比率の表がございます。平成２９年度の指数は、実質赤字比率がなし、連

結実質赤字比率がなし、実質公債費比率が７．９%、将来負担比率が１３０．７%と

なっております。 

1 の表中、「財政再生基準」という行がございますが、（）の中の数値を超過した

場合、「財政再生団体」となるということで、財政的には完全に赤信号となるとい

うことです。その上の行の早期健全化基準はいわゆる黄信号となりますが、府中町

においては、いずれも問題のない数値であり、平成２８年度と比較して平成２９年

度は健全度が高くなっている状態です。 

次に３７ページ、資料 No.３「平成２９年度主要施策の成果に関する調書」をご覧

ください。これも決算認定の際の提出資料で、平成２９年度に行った主要な事業に

ついて取りまとめ町長が作成するものです。３７及び３８ページが町全体の事業を

まとめた主文で、３９ページ以降が個別の事業についての記載です。教育費につい

ては４４ページの番号３９から４５ページの番号５０までとなっております。 

ここに記載されているのは、府中町の第４次総合計画において主要かつ政策的な

事業として位置づけられたものとなります。学校教育においてはグローバル教育事

業、小中学校教育支援事業、小中学校図書館教育充実事業、施設整備等においては、

小中学校施設改修等事業、中学校施設耐震化事業、社会教育においては、放課後児

童クラブ事業、社会体育施設改修等事業を記載しております。 

決算については以上であり、議会において原案通り可決され、認定がなされてお

ります。 

以上、平成２９年度府中町歳入歳出決算の認定についての付議事件を議会に提出

することについて、町長から教育委員会に対する意見聴取がありましたが、同意す

る、として、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、教育委員会会議に報告し承認を求めるものでございます。 

なお、４６ページから６３ページは、一般質問関係資料（質問内容と答弁書）で

す。今回は５件提出されました。教育部長が答弁を行い議員の皆さんは一定の理解

を示され、問題なく終えることができました。説明は以上です。 

 

教 育 長   今の説明について何かご質問等ありませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようでございます。よって、日程第４、報告第８号については、原案のとお

り承認いた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   ご異議ないようでございますので、報告第８号についてはそのように決します。 

       では、次に参ります。日程第５、報告第９号、「代理行為の承認について（合同訓

令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。 



10 

 

 

教育部長   資料６４ページです。代理行為の承認について、合同訓令の一部改正について、

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。この件についても、引き

続き総務課長のほうから説明いたします。 

 

総務課長   引き続き説明いたします。６５ページをご覧ください。「府中町職員の勤務時間

等に関する訓令」を一部改正いたしました。正規の勤務時間によらない勤務形態が

必要な場合に、より適切かつ実態に即したものとするためです。改正の内容ですが、 

３点あります。 

まず、１点目ですが、災害等による避難所開設や職場待機などのいわゆる夜勤明

けに退勤する方法は年次有給休暇取得しかなく、特に年末など当番の編成に支障を

きたしていました。また、健康管理の観点から、特定の職員が長時間勤務すること

がないよう、予め勤務時間の割り振りを設定し、負担を分散することが必要と考え

られます。このことから、７２ページの別表 改正後ですが、⑭１５:１５～０:００、

⑮０:００～８:４５を追加するものです。 

次に、２点目ですが、府中町立図書館の閉館に伴う業務所要時間は約３０分必要

ですが、平日２０：００、土日祝１８：００の閉館時間に適した時差勤務時間がな

いことから、時間外勤務が常態化していました。より適切かつ実態に合わせるため

図書館の勤務時間を整理し、７１ページの別表のとおり、９:４５～１８:３０、１１:

４５～２０:３０を追加するものです。 

最後に、3 点目ですが、通常の勤務時間（８:３０～１７:１５）によらない所属に

ついて、実態に即した整理を行うものでございます。６７～６９ページは改正の内

容、７０～７２ページは現行内容と改正内容の新旧対照表となります。説明は以上

です。 

 

教 育 長   ありがとうございました。何かご質問等ありませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようでございます。よって、日程第５、報告第９号については、原案のとお

り承認いた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   ご異議ないようでございますので、日程第５、報告第９号については、そのよう

に決します。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしましたので、これをもっ

て本日の会議を閉会といたします。 

 

（閉議 午後２時２５分） 

 


