
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成３１年２月２６日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    平成３１年２月２６日（火）午後２時２０分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ２件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ２件    承  認   ０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３１年２月２６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  第１５号議案  学校医等の委嘱について 

日程第４  第１６号議案  平成３１年第１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 

 

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    総務課総務係長  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。 

 

（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。府中町教育委員会会議

規則第１８条第３項の規定により、私と田村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。 

○１月２３日（水）広島県市町教育長会議について 

       １月２３日に、県の市町教育長会議がありました。毎年この時期に行われるもの

で、大きな議題は「来年度に向けての予算の要求状況」について、各課からの説明

があります。その中で、まず教育長の挨拶があったのですけれども、教育長さんの

挨拶の骨子を言いますと、今年になって１４５校県内の学校歩いて見せてもらった

と。しかも２３の市町全部回らせていただきましたといったようなことがあって、

学校を回ったときに大体「ここの学校の子どもたちどうですか。」っていうふうに
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聞くと、必ず「この学校の子どもたちはとてもいい子です。」、「とても従順です。」、

「本当に言うことをよく聞く。でも、なかなかチャレンジしない。」、「冒険を恐れ

ているようです」というようなことを、どこの学校でも言い方は違うのだけれども

同じようなことを言われたそうです。これはきっと日本全国歩いてもそうだと思い

ます。私は自分のことを思い出してみても、私が教員になったときに最初に学校行

って子どもに感じたことは、「覇気がない。」とかね。「とっても素直でよく言うこ

とを聞くのだけど、どうも覇気がないのですよ。」って。４０年前に言っていたこ

ととあまり変わらないなというようなことを、これを聞きながらちょっと感じまし

た。そんな中で、教育長さんがこれからは教育長さん自身としては「クリエイティ

ビティ」と「やる気」、これが大事だというふうに思っているということを言われ

ておりました。特にその中でこれからの社会を生きていく力、これがどんな力でど

ういうふうにやっていこうかといったような話をされました。特に、子どもたちが

これから５年先、１０年先社会へ出るときのその社会の状況をＳｏｃｉｅｔｙ５．

０の話であるとか、インターネットオブシングスのことであるとか、ＩＴがものす

ごく発達してくるとか、そういったようなことをもとにそんな中で生きていく力と

いったような感じで話をされたかなというふうに思いました。その中身は、新しい

学習指導要領の中にちりばめられているというふうには私は思っていますけれども、

そんな中で教育長さんがやろうかと随分興味を持っておられたオランダがやってい

るイエナプラン、これを少し趣向的にどっか、あのとおりにはできないにしても、

日本のこの地域あってのものができないかというようなことを思っておられるよう

でした。 

      ○１月２５日（金）府中緑ケ丘中学校区公開研究会について 

       １月２５日、金曜日、緑ケ丘中学校区の公開研究会がありまして、行っていただ

きまして本当にありがとうございました。府中中学校区のを１０月にやって、府中

緑ケ丘中学校をこのたびやったと。率直に言いますと、中学校の先生の授業が変わ

ったなという感じはしました。あの先生の授業だけしかなかったからなのかもわか

りませんけれども、本当に子どもたちが一番評価をしていたというふうに思いまし

た。子どもの感想の中に、自分たちが考えてそれをみんなと一緒に話をしながら解

決をしていくというやり方がとても良かったというふうに、子どもがそれを評価し

たところがおもしろかったかなというふうに思っています。 

      〇１月２５日（金）いじめ防止対策推進委員会について 

同じく１月２５日、その日の夜ですけれども、いじめ防止対策の推進委員会を第

３回目ですけれども行いました。このときは、１年間の子どもたちの生徒指導の状

況等についても報告をさせてもらったのですけれども、特に来年度、今いじめの標

語の募集をしていますけれども、これを保護者まで拡大したいと。子どもだけでは

なしに親子で一緒に、親も一緒に考えてみようよといったようなことで、親のほう

も作文といったらちょっと大変なので標語を、一緒に話をした中で標語を親のほう

もして、それを募集していこうというようなことで話がまとまっています。それを

具体的にどういう形でやるかということについて、事務局のほうから説明をさせて

もらって、７月３１日を締め切りにやっていくということになりました。 

      〇２月２日（土）府中町学校 PTA 連絡協議会について 

       ２月２日、府中町学校ＰＴＡ連絡協議会がお昼からありました。例年のように事

業の中間報告がありました。それから、協議としては来年度のＰＴＡの事業計画案

と開催日程案、こういったようなことについて事務局から説明があり、承認をされ

たということであります。本年度の会計の中間報告も行われております。来年は郡

P の合同研修会がこの府中町であるということで、１１月３０日の土曜日というこ

とになっております。 

       それから、教育委員会から連絡事項として２点挙げました。１つは、教育環境統

一改善要望書を出されていますけれども、それについての回答を出しました。個別

の回答は学校ごとに返しています。全体では学校施設の老朽化に伴う改善要望、そ

れから校内施設への空調装置の設置について、これは特別教室を含めてということ

です。それから３５人学級の実現といったようなことが主にありました。このこと
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について、総務課長のほうから説明をしてもらったということであります。 

       それからもう１点は、業務改善について、学校が進めています学校業務改善の取

り組みについてということで、学校教育課長のほうから説明をしてもらいました。

中身は先生たちの実態、学校でのいろいろな実態の状況を知っていただいて、その

学校でもいろいろな取り組みを進めていこうと思いますが、ご協力お願いしますと

いったようなことであります。府中町で進めている業務改善についても、少し説明

をさせていただきました。こういったことで意見の場を借りてご説明させてもらっ

たので、とても良かったなというふうに思っています。 

      〇２月１３日（水）・２０日（水）府小っ子モーニングビュッフェ～朝ごはんを食

べよう！～について 

２月１３日、２０日、朝ごはんのイベントをしています。府小っ子モーニングビ

ュッフェ、この名前もいいなというふうに思うのですけども、朝ごはんを食べる推

進をしているという事業です。テレビでの放送とか、それから新聞にも取り上げて

もらって、ご存じかなというふうに思います。今年度中は全部で５回ほど計画をし

ています。全部で申し込みが８９人でした。最初５０人ぐらいを予定していました。

５０人ぐらいならばどうにかなるかなということだったのですが、それで２つのグ

ループに分けて、特に１年生・５年生・６年生で４６人、２年生・３年生・４年生で

４３人というように分けました。５年生が実は少なくて２人なのですよ。人数の調

整をして、こういったようにしたのですけれども、あと兄弟関係は一緒に食べられ

るようにといったような配慮をしてもらっています。府中小学校の家庭科室で行わ

れました。阿品東小学校が最初にテレビで出て、県内初ということで大々的に行わ

れていましたが、うちの場合はおむすびとみそ汁というのを主にしながら、そのほ

かいろいろな企業が提供してくれている豆乳とか野菜ジュースとかパン、シリアル、

さらにはヤクルトとかですね。アレルギー対応はなかなか個別にできないので、ア

レルギー対応はできませんということをよくよく連絡していました。申し込みの中

にアレルギー対応の子もいたりして学校のほうで気がついてくれて、それですぐに

対応をしたといったようなこともありました。府中町の特徴は、婦人会がやってく

れているということです。教育委員会ももちろん後方支援というか支援をしている

のですけれども、婦人会が学びの中から課題について学んだ中から自分たちででき

ることということで、こういったような取り組みを始めていった。だから、むすび

にこだわる。みそ汁にこだわる。シリアルを渡してパン渡して終わりということに

はしたくないという。お礼はありがとう、おばちゃんありがとうって言ってくれた

らそれでいいということでありました。来年度またどうやっていくかとか、それか

らテレビで婦人会の会長さんは週に１回じゃ少ないからもう少し増やしてみたらと

いうことも言われていますけれども、それよりも学校を増やしていくほうがいいん

じゃないかなというようなこともあって、コミュニティ・スクールとかそういった

ようなところにもしっかり話をしていく中で、子どものこういう問題について地域

みんなで一緒に考えてみる。何ができるか考えてみようよみたいな話になっていっ

たらいいかなというふうに思っています。 

      〇２月１４日（木）志の教育講演会について 

       ２月１４日、志の教育講演会、これも皆さん来ていただきまして本当にありがと

うございました。新聞にも出ていて、新聞記者ってやっぱりいいところをうまくつ

かんで写真にしてもすごいですよね。とても良かったなというふうに思っています。

このスーツは財前部長のスーツで、しかも立ったときのスーツなので座れないとい

うお話ですね。座って着られる時用のスーツと立った時用のスーツをつくったと言

われていました。将来どんな職業を目指すのかでも、志を大切にしてほしいと言っ

たようなことやら、志を動機なんか不十分でもいいんだといったようなことを言わ

れていました。子どもたちからの感想はまだ挙がってきていないですか。 

 

学校教育課主幹 ３月の１６日ぐらいに挙がってくると思います。 

 

教 育 長   ということのようで、インタビュー形式というか質問形式というのは、生徒にと
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っても吉川さんのほうもしゃべりやすかったのかなと思いました。久保さんのとき

もそんな感じですね。久保帯人さんのときも結局はやっぱり質問タイムのほうがよ

く話されていたように思います。 

      〇２月１８日（月）府中町議会全員協議会について 

       ２月１８日に全員協議会がありました。主な議題が３点ありまして、１つが水道

施設整備に伴う町有地の売却についてという、府中中学校の横のほうの池を県が買

い取りたいといったようなことでありました。それからもう１つが、府中公民館等

の改築事業の基本設計完了報告についてということで、基本設計のほうが一応完了

したので、そのことを見てもらって、うちの山下課長のほうから説明をしてもらっ

て、どういったようなものかというのを丁寧に説明してもらって、質疑等も受けた

のですけれども、了承ということであります。これで本格的に動いていきます。 

  それからもう１つ、本年度の豪雨災害における被災者の支援と災害復旧のスケジュ

ールについてもここで説明をしています。 

  〇２月２３日（土）「家庭の日」作文入選者表彰式について 

       ２月２３日、土曜日、「家庭の日」の作文入選者表彰式というのがありました。

これは小濱委員も出られていたのですけれども、今年は応募総数３，１８６点、う

ち入選作が４６点でありました。私も挨拶するときに第１回目のときの３６年前、

昭和５８年に第１回目をやったときに、作文が集まったのが６６点だったのですね。

それから次の年は３桁の２３７点であって、それで今は３，１８６点と。多くの温

かい家庭の実践が集められたということであります。とてもいい取り組みだなとい

うふうにいつも思うのですけれども、これは町内の表彰しかないのですよね。県と

か全国につながっていないのですよね。というのが、もちろん県にもあるのですよ。

ただ、県へ挙げるのは未発表のものというのがあって、これが挙げられないという

ことなのですね。もちろん府中町民の作文だから、町内のみんないいねって言って

もらうのが本当は一番いいのかもしれませんけれども、次につながっていくような

ことも考えていってもいいのかなというふうに思っています。 

〇２月２５日（月）総務文教委員会について 

       総務文教委員会が昨日ありました。教育委員会からは、補正予算を何点か挙げて

います。それも大きな事業が変更するとかいうことではなくて、予算の入りと出を

ちょっと整理したというか、そういったようなものであります。特別に新しい事業

を組むとか、そういったようなものではありませんでした。ということであります。 

      〇平成３０年度「土砂災害防止に関する絵画・作文」について 

「土砂災害防止に関する絵画・作文」というのが、実は国土交通省の事業であり

まして、ここで優秀賞を府中町の子どもがとりました。全部で６，８７９点の応募

がありました。これは過去最高だそうです。国土交通事務次官賞が６０点選ばれま

した。６０点って言うと各県で割ってみると多いところで２点、少ないところで１

点ぐらいかなと思うのですけれども、その中で広島県２点、しかもその２点は府中

町ということであります。両方とも府中中学校の生徒さんでありました。府中中学

校３年の石田陽菜さんと瀧野大翔さんが入賞をされております。石田さんのほうは

「私たちがすべきこと」というので、ご自身の災害の様子をざっと説明をして、３

日間ボランティアに行ったときのこととか、これから自分たちにできることみたい

なのを３つの提言をしてくれているといったようなことです。１つ目は自分が住ん

でいる地域の危険な場所をまずは知ること。２つ目が土砂災害の前ぶれを知ること。

３つ目が避難の仕方を考えること。といったようなことでした。あと、自分の命を

守る行動をとれるようにすることと、ボランティアがやっぱり大事だといったよう

なことを訴えてくれております。それから、瀧野君は、ご自身のお父さんの実家の

すぐ近くで４年前の災害が起きたということを思い出した中で、それをもとに昨年

の自由研究課題にして、土砂災害についてほとんどは知識がなかったので、自由研

究で危険性のある要素を調べて、地質やその地形や気象状況、こういったような観

点をもとにしながら作文を「土砂災害から命を守る」というテーマで書いていまし

た。これが表彰をいただいたということであります。 

       私からの報告は以上としたいと思いますが、緑ケ丘中学校区の公開授業研究会で



5 

 

あるとか、志の教育講演会、それから学校に行かれたようなこと等あれば、少し情

報交換したいと思いますのでお願いします。 

 

坂田委員   まず、府中緑ケ丘中学校区の公開授業研究会についてですが、２年生の生活科の

導入の場面を見たのですけれども、児童が１年間を振り返りやすいように電子黒板

を使って画像で振り返っていたのが大変効果的だったように思います。また、この

単元の学習の流れを示して今日の学習の位置がわかりやすく示されており、児童の

学習意欲の喚起につながっていたように思います。６年、算数のほうは、深める場

面を見たのですけれども、先生がねらいに迫る質問をしていました。児童は自分の

考えを友達にわかりやすく伝えようと努力していたように思います。板書構成もわ

かりやすくて良かったです。６年の外国語活動ですね、どの子も笑顔で楽しそうに

取り組んでいました。そこから英語への抵抗がないように感じました。Ｔ１の先生

の英語力ですね。とても高くて、指導力も大変良かったように思います。どのクラ

スも同じようにできる力を小学校の先生はつけていく必要があるというふうに思い

ます。すぐには難しいと思うのですけれども。それから、中学２年生、クラスの人

間関係はとってもできているように思いました。先生と生徒、生徒同士、とてもい

いように感じました。とても雰囲気のいい中で授業を進められていました。これは、

グループでの話し合いの場面なのですけれども、グループによっては深まっている

ところもあったのですけれども、全体的にはちょっと自分の考えたスタイルだけに

終わっているところもあるように思いました。運営面なのですけれども、研究協議

会の時間が３０分だったわけですけども、もう少し確保してはどうかなと思います。

時間が確保できれば小グループで協議をまずして、その後全体に協議をするとか、

そういうことができるんじゃないかと思いました。それから、学級活動班のほうは

人数が多過ぎて、個々の意見が反映しにくかったんじゃないかなと思います。今年

度、６月と１１月に３校合同研究会を設定しているわけですけども、ゆっくり時間

が確保できる夏休みに夏季休業中に１回は実施してはどうかなというふうに思いま

した。それから、働き方改革を進めるために、府中中学校区と交互に研究会を１年

ごとにやればどうかなというふうに思います。 

       ２月７日、府中緑ケ丘中学校道徳参観日のほうを見ました。これ田村さんも一緒

だったですね。１、２年生でした。どのクラスも生徒の表情からやはり先生と生徒

の関係がとてもいいように感じました。グループでの話し合いでは、自分の思いを

どの子も出すことができたように思います。学年では同じ教材を扱っていたのです

けれども、ねらいへの迫り方は各先生によって異なっていて、独自性があって良か

ったように思います。先生によっての指導力の差は感じました。 

       それから、２月１４日、志を育てる教育講演会ですね。両中学校の生徒会の生徒

が受付、接待、司会、挨拶など責任を持ってできていたので、大変感心しました。リ

ハーサルの時間にかけたと思うのですけれども、先生が多分指導されたことに対し

て立派にやり遂げたことが自信につながっていたように思います。それから、あら

かじめ決めていた質問は講演会のねらいに迫るもので大変良かったように思います。

今後も続けてほしいと思います。講師の吉川氏は、志とは何かをまず考えることか

ら始められたというふうに話されていました。生徒に思いが伝わるようにいろいろ

考え、工夫されていたのがよくわかりました。そして、生徒の反応を見て予定を変

えて質問コーナーとして、生徒の目線においての話し方は大変好感を持てて良かっ

たように思いました。 

       ２月１５日、「ともに展」、開会式のほうに行かせてもらいました。特別支援学

級の子どもたちが取り組んできた作品をギャラリーいっぱいに展示されていました。

１人の生徒の中学校に入学してからこれまでどういうふうに変容したか、先生から

話を聞きました。入学当初はちょっと根気がなくて続かなくて途中で作品づくりを

投げ出そうとすることもあったと言われていたのですが、学年が上がるにつれて落

ちついて、根気強く取り組むようになったと言われていました。できたらさらに難

しいことにも挑戦したいという意欲がとてもある子になったと言われていました。

将来自信を持って生きていくことにつながっているように思いました。 
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       府中小学校の参観日に行きました。学校の取り組みによって一番感じたのは、昨

年４月に比べて保護者のおしゃべりがほとんどなくなっていました。大変学校で取

り組まれたのではないかなというふうに思いました、授業の中身については、１年

生は生活科の１年間でできるようになったことの実物を見せたり、実際に動いて見

せたりして発表をしていました。たくさんの保護者の前で堂々とできていて、大変

良かったです。３年生はちょっと寒い中だったのですけども、運動場でポートボー

ルを楽しんでやっていました。それから４年生は体育館にて総合の時間だったので

すけれども、これからの自分のどう生きていくかを漢字一文字にあらわして、３０

秒程度で発表をしていました。どの子も堂々と発表して、長い時間だったのですけ

れども、常に姿勢よく聞いていました。５年生は国語と社会の授業でしたが、どの

子も集中して取り組んでいました。６年生は学活で、感謝の気持ちを保護者に伝え

るという展開でした。保護者の方も涙を流しながら聞いていました。親子とも心に

残る授業になったように思います。 

       最後に、府中南小学校参観日ですけれども、４年生のほうが体育館で２分の１成

人式をやっていました。児童はここまで育ててくれた保護者への感謝の気持ちと、

それから自分がどう生きていくかを歌と呼びかけのほうで表現をしていました。最

後に感謝の気持ちを手紙で伝えていました。親子のつながりがさらに深めることが

できたように思います。５、６年生は、授業参観だったのですけれども、前に出て

のグループ発表の場面だったのですけれども、声の大きさ、それから説明の仕方に

工夫が見られたところもありましたが、もう少しだなというところもありました。 

       それから、先ほどあった家庭の日の作文の分ですね。そのことで、安芸郡の小学

校サッカー大会と重なっていて、入選した子が来れないという。その子たちが入っ

ているかどうかわかりませんけども、ちょっと１週間ずらすとかね。日にちをちょ

っと検討したらなというふうに思いました。以上です。 

 

田村委員   府中緑ケ丘中学校区の公開授業研究会なのですけれども、本当に先生が授業をと

ても工夫されていて、子どもも楽しそうだなというのを思いました。適度の緊張感

をもって子どもを活躍させるという授業展開というのが大切なのだなと思いました。 

       ２月１４日の吉川晃司さんの講演会なのですけれども、本当にその質問形式がと

ても良かったなと思いました。あれは生徒会がもう事前に生徒たちの質問を集約し

ていたのでしょうか。 

 

学校教育課主幹 そうです。 

 

田村委員   そうなのですね。はい。わかりました。本当にもう何でもやってみるチャレンジ

精神が大切であるとか、何々ができないって決めつけないというのがすごく心にあ

って、私は、何々ができないと言うと脳ができない壁をつくるんだよというのをど

こかで聞いたことがあるので、本当に私はできるんだということで前向きに子ども

たちもチャレンジしてほしいなというのを思いました。 

       家庭の日の作文は、本当に朗読を聞いていてもう涙が出そうになったのですけれ

ども、３年生の子どもさんのお母さんのその魔法の言葉で、心と心がつながってい

るよという、これはすごいなと思って、本当に親の声かけ一つでよくも悪くも子ど

もに影響を与える。この心と心がつながっているよというこの言葉を聞いた子ども

は、その後の人生にも本当にプラスに働くのだろうなというのを思いましたし、あ

と６年生のあの男の子の妹が僕をお兄ちゃんにしてくれた。僕にはいつも帰る場所

があった。何てすばらしいんだろうと思って、本当に感性が豊かだなって、そうい

う心豊かなそういう気持ちは大人も持ち続けていきたいなというのを思いました。 

       １月２６日に府中南小学校の参観日に行かせていただいたのですけれども、１年

生がサーキットトレーニングというのをしていて、体育館で本当に分刻みで交代し

ていて、すごいなって思いました。今年からしているのでしょうか。 

 

教 育 長   私が来た年から行っています。府中東小学校がモデルをつくってくれました。 
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田村委員   そうなのですか。私は参観日で見たのが初めてで、子どもたちも楽しく、遊び感

覚で、ゲーム感覚で体感を鍛えているなという、それがすごくいいなと思いました。

２年生から５年生も全体的に本当に授業を受ける姿勢が落ちついていたのですけれ

ども、やはり保護者の方はスマホで写真や動画を撮っているということで、これは

もう案内に書かないとわからないのかなっていうのを思いました。 

       その参観日の後に、阿形先生の講演会があったのですけれども、本当にすごく温

かい講演会で、大人と子どもはどうして出会うの。別れるため。別れるためという

のは、自立するためということでおっしゃいました。別れるために深く出会う、カ

ウンセラーとクライアントであったり、教師と子どもであったり、親と子であった

りいうことを言われたのですけれども、本当に自立への手助けをするために本当に

愛情を注いでいくということがすごく大切だなと思いまして、さよならを重ねるこ

とは幸せを感じることなんだよということをおっしゃいました。最後に、先生の弾

き語りがすごくよくて、ギターを持ってこられていて、岡林信康さんの曲に合わせ

て、孫バージョンで替え歌をされたのですけれども、もう会場からすすり泣きが聞

こえて、本当にもう何て言うのだろう。本当に親子の関係そうだよねっていうのを

改めて感じさせていただく、とても温かい講演会でした。 

       それから、２月７日に、府中緑ケ丘中学校の道徳参観日に行かせていただいたの

ですけれども、本当に道徳というのは組み立て難しいなっていうのをすごく思いま

した。子どもたちを見ていて、本当に自分の考えをいかに深めていけるかっていう

のが課題なんだなと。どこでペアトーク、どこでグループトークを入れるかという

のもすごく難しいなと思って、書くように言われるから書いている子が多いなとい

うのを思ったのです。何か、なかなか書けない子もいて、本当にもっともっと話を

して友達からのたくさんの話を聞いて多くの気づきがあるのかなと。その組み立て

をどうするかというのはちょっと難しいなというのを思いました。 

       最後に、２月２０日に府中南小学校の参観日に行かせていただいて、坂田先生も

おっしゃったのですけれども、４年生の２分の１成人式を見させていただいて、あ

とは５、６年の参観日だったのですけれども、クラスによっては、その戸が前も後

ろも閉まっているので、保護者の方はわざわざ開けて入るのに勇気がいるというと

ころがあって、私たちは、開けて入れるんだけれども、あけて入れない保護者は廊

下にいるからしゃべってしまうというところがあったので、寒い時期ではあるのだ

けれども参観日のときは前と後ろの戸をあけておくようにしたほうがいいのと、写

真・ビデオはご遠慮くださいっていうのを案内に書いていったほうが、これからは

いいのかなというのを思いました。以上です。 

 

小濱委員   私は町民会議の関係で中学生執行部の方が、お手伝いによくいろいろな行事に来

てくれまして、かるたとか子ども祭りとか家庭の日の作文も中学生の子が来てくれ

るのですけど、本当に今の子たちはしっかりしているなというのをつくづく感じま

す。ほとんどの家庭の日の作文も、前日にちょっと来てもらっただけで、当日はぶ

っつけ本番みたいなものなのですが、きちんと臨機応変に対応できるし、本当に今

の子たちはすごいなというのを感じました。ボランティアに積極的に出てきてくれ

るというか、本当に嫌な顔をせずにやってくれるし、この間の志の教育講演会でも

この間ちょっとちらっと、「あの質問は全部考えとったん？」って聞いたら、「う

ん、考えとったんです。」と言っていました。「緊張したでしょ。」と言ったら、

「すごく緊張しました。」と言ってましたけど、緊張しながらも司会者の子何かす

ごく上手に話をされていましたし、本当にいろいろなところでいろいろな経験を積

んできているなというのを感じました。教育長さんが最初に県の教育長さんが学校

訪問したときの話をされましたが、学校の先生からいい子ですと言うのがよく出て

くると言われましたが、私は、放課後子ども教室やっていて、とてもいい子だとは

思えないのです。ある意味、覇気がないことはないと思います。ただやっぱり、チ

ャレンジはしないし、ちょっと諦めが早いというか、自分ができないこととか負け

ることは嫌だからしないとかというのはちょっと覇気がないのかなと思うところは
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ありますけど、覇気がないことはないなというのはちょっと感じました。その子に

どうやって接していくかによって、どんどん伸ばせる部分もあるでしょうし、その

接し方というのは大切なのかなというのは感じました。以上です。 

 

上之園委員  志の講演会についてはお話していただいたので重複は避けるのですけれども、生

徒とか実行委員のみんなが多分すごく練習したんだろうと思うぐらいものすごく一

生懸命講師の方を大切にするような動きをしたり、とても緊張して戸惑いながら、

多分練習とは違っていたのだと思うのですけれども、質問をしたりというのが本当

にすごく一生懸命というのが、どうしたら講師の方をきちんと自分たちが大切にす

るという気持ちが伝わるのかというような、その動きがすごかったなと思います。

内容については皆さんがおっしゃったとおりなのですが、ほぼ質問形式になったの

で、この質問の中で志の中に深く迫っていく内容になったのもあるのですけども、

多分子どもたち自身がどの子どもたちの質問に対しても大切に一つずつきちっと受

けとめてくださって、そしてどう言うのですかね。ファンの保護者もたくさんいら

っしゃったのだろうと思うのですが、その受けねらいとかいじるとか笑いをとるの

は最小限にとどめて、間に挟みながらも一生懸命対象が２年生の中学生なんだとい

うことで、とても丁寧に扱って、最後は質問の答えはこれでいいのだろうかとか、

ずれていませんかって言って、質問した本人に確認をして座らせるということを最

後まで全部されたのが、これが子どもたちにも多分伝わっただろうと思うし、これ

が今言う教師が子どもをいじったり笑いをとったりというのが、その子どもたちも

楽しんでいるのかどうかというような大人のいじめというのが出てきているのです

が、それと逆で、子どもを大切にするというのが、そこが志の一つの中身として、

子どもたちにちゃんと入っているんじゃないかなと思って、講演会で考えさせられ

るものがあったなと思います。とても誰に対しても温かいという方なのだなと思い

ました。 

       それから２点目なのですが、府小っ子モーニングビュッフェなのですが、これは

残念ながら朝のものは見学行けなかったのですが、事前の企画とかちょっとお伺い

したり、第１回目をやった後でその振り返りで、それで意識して第２回目のテレビ

も見せてもらったのですけれども、このテレビに出たインタビューの中で、２人の

子どもたちがいつもパンを食べているけど御飯もいいなというのと、みんなで食べ

ると楽しいなという、食べたくても食べることができなかった子どもとか、つくり

たくてもつくれない親の子どもが、それも１つ目的にあってもそれが前面に出ない

ことによって、気軽にみんなが申し込むというようなことができるというか、だか

ら、その申し込み方はどういうふうにするのですかというのを事前にお伺いしたら、

いつも食べられない子となるとどちらも負担になったりするので、まあ食べようじ

ゃないかみたいな感じで。その中で、どうしても食べてほしいという子もいるし、

逆に申し込んでいない子もいるけども、これを回数続けることによって誰でも行っ

ていいというような、朝を楽しむというか、そういう感じの会にされているような

ので、そういう何かマイナスを埋めるというよりも、気楽に朝ごはんを楽しんでい

くというような形に続いていったほうがいいのかなというので、そういうあれです

ね。みんなが参加しながらどんな人も参加しやすいというか、ハードルを下げてい

くというのがいいのかなと思います。以上です。 

 

教 育 長   とても温かい言葉をたくさんいただいて、ありがとうございます。また校長会で

報告をしたいと思います。来年の公開研を今おっしゃったようなことを考えている

のですよ。各年で、府中緑ケ丘中学校がやる時に府中中学校の先生たちもたくさん

行けるし、府中中学校の時は府中緑ケ丘中学校の先生も今度はたくさん行けるし、

そっちの校区の人も行けるから、むしろそういうほうが効果が、成果が上がるんじ

ゃないのかなというふうにちょっと思っていたりしていました。そんなことを今、

研修については実は全部今見直しをしているのですよ。本当に必要なのかという。

学校に言うばかりではなくて、教育委員会でも見直しをしております。また、気づ

きがありましたらまたいろいろと教えていただければと思いますので、よろしくお
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願いします。それでは、次にまいりたいと思います。続いて、日程第３、第１５号議

案について、これ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９ページをお開きください。第１５号議案「学校医等の委嘱について」教

育委員会の審議に付したいと思います。説明は、学校教育課主幹のほうから伺いま

す。 

 

学校教育課主幹 学校教育課主幹です。１０ページ、１１ページのほうをごらんください。平成３

１年度の学校医、それから学校歯科医、学校薬剤師の委嘱についてご説明をいたし

ます。変更となった箇所について説明をさせていただきたいというふうに思います。

まず、最初に、府中東小学校及び府中北小学校の学校医の眼科のほうなのですけれ

ども、白根雅子医師から山田貴之医師に変更になります。次に、府中中央小学校の学

校医の外科、これが岡原史郎医師から山田元久医師に変更になります。それから最

後に、府中東小学校の学校薬剤師ですけれども、山本文香薬剤師から谷口智昭薬剤

師に変更になります。説明については以上でございます。 

 

教 育 長   説明ありましたけれども、何かご質問ありますか。 

 

教育部長   １０ページの表で３１年度は学校医等に行っていただくということになります。

１１ページは今年度の学校医等です。アンダーラインは他校と併任しているという

意味ですので、変わったという意味ではございません。 

 

教 育 長   ということであります。ご質問はないようでございます。よって、日程第３、第

１５号議案については、原案のとおり可決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、第１５号議案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、第１６号議案「平成３１年第１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」を議題といたしたいと

思います。この件は、成案となる前の議案の内容にかかわるものですので、審議は

非公開が適当だというふうに思います。また、非公開とする期間は府中町議会の議

案が提出されるまでとすることが適当と思われます。第１６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以上と認め、第１６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します。それでは、説明をお願いし

ます。 

 

教育部長   資料の１２ページになります。第１６号議案「平成３１年第１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。具体的な資料は１３ページになります。今年度の補正予算

にかかわる部分です。説明は、総務課長のほうからお願いします。 

 

総務課長   第１６号議案「平成３１年第１回府中町議会定例会に提案される教育委員会関係

の議案等について」ご説明いたします。これは、先ほどご説明ありましたが、３月

に開催されます平成３１年第１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ございまして、平成３０年度府中町一般

会計補正予算（第７号）についての計上となります。 
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総務課の関係からご説明します。１３ページの上段をごらんください。財政的な

負担を軽減するため有利な借入先、つまり起債種別変更に伴う歳入歳出補正となり

ます。府中南小学校便所改修工事設計委託については、５５０万円で予算計上を行

い、入札を執行しましたが、建物が古いため現地調査人数が予想以上に多く必要で

ある見込みとなったこと、そして昨今の公共工事業務増加により配置技術者の確保

が困難となったこと、以上２点が要因で不落となりました。これを踏まえて１４７

万７，０００円の流用により予算額を増やし、再度入札を実施した結果、６４８万

円で無事に落札をして現在業務を行っているところでございます。当初の予算額５

５０万円に対して、最も有利な１００％充当の起債を３０万円、７５％充当の起債

を３８０万円、起債合計４１０万円としておりましたが、全額１００％の起債が可

能となったこと、また、先ほど説明を行いましたように工事費が増になったことに

より、起債の借り入れを上限額である６４０万円にするため、今回新たに２３０万

円を加える歳入補正を行うものです。 

また、起債を再度行うために委託料の予算を増やす必要がありますので、契約額

から当初予算額を差し引いた９８万円を歳出補正として計上します。 

       続きまして、社会教育課関係に移ります。中段をごらんください。府中南小学校

区放課後児童クラブ（留守家庭児童会）整備事業に係る歳入予算の補正です。当初

予算においては、予算額から補助額を差し引いた金額の８０％に当たる７２０万円

を起債として計上しておりました。現在、工事の最終段階に差しかかっております

が、工事着手後に地盤が軟弱であることが判明したため、約２００万円の予算不足

が見込まれている状況でございます。既に予算流用を終えておりますが、最終的な

工事費が増となることから、財政的な負担を軽減するために予定している起債の額

も増額して上限とするため、今回新たに１６０万円を加える歳入補正を行うもので

ございます。 

なお、先ほどの小学校施設改修等事業と異なりまして、歳出の補正は必要ありま

せん。説明は以上となります。 

 

教 育 長   何かご質問ありますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようですので、日程第４、１６号議案については、原案のとおり可決いたし

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   ご異議がないようですので、第１６号議案についてはそのように決します。以上

で、本日の議事日程全てを終了いたしましたので、これをもって本日の会議を閉会

いたします。 

   

（閉議 午後２時２０分） 

 


