
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和元年９月２４日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    令和元年９月２４日（火）午後２時３５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   ２件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件    報告済    １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   令和元年９月２４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１３号  代理行為の承認について 

               「府中町教育支援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１４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１５号  委任事務の報告について 

               「揚倉山健康運動公園多目的広場整備(人工芝化)について」 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長     榎並 隆浩    総務課長     長西 弘子     

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 

総務課長補佐   松林 亮     総務課総務係長  山王 真由美    

総務課主事    沖本 美幸 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後１時３０分） 

 

教 育 長   それでは、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付しているとおりでございますが、よろしいですか。 

 

（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。教育委員会規則の規定

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   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。それでは、

私のほうから５点報告させていただきたいと思います。 

       ○８月２２日（木）～２３日（金） 中国五県町村教育長研究大会について 

まず、１点目ですけれども、８月２２日（木）から２３日（金）にかけて、中国五

県町村教育長研究大会がありました。今年は鳥取県の西伯郡日吉津村という村であ
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りました。実はこの村というのは、府中町とよく似ておりまして、周りが米子市に

囲まれているのだけど合併していない。ここには大きな企業がやっぱりありまして、

１つは王子製紙、それからもう１つ似ているところが、ものすごく大きなイオンモ

ールがあります。この２つなのです。施設もすごく良いのです。立派な施設で、学

校もすごく立派な学校です。小学校が１校、組合立の中学校が１校。 

 

小濱委員   組合立。そういう学校があるのですか。 

 

教 育 長   あります。数少ない中学校ですね。人口が３，５００人ちょっとです。一般会計

予算をどれだけ使っているか村長さんに聞いたら、２０億ぐらい。府中町が１７０

億ですから、そういう意味ではかなり規模としては小さい村でありました。 

 １日目の内容なのですけれども、全国町村教育長会の副会長をしている安芸太田

町の二見教育長さんから全国町村教育長会の理事会の報告がありました。ちょっと

会費が上がるといったようなこともありました。それから、文部科学省の行政説明

があったのですけれども、これは初等中等教育企画の専門官、鏡味さんという女性

の方でありました。中身は３点、「学校における働き方改革」、「児童虐待等の対

応の課題と関係機関等との連携」、それから「少子化への対応（学校の統廃合）」

ということであります。実は、この３つについて報告があったのですが、これは分

科会の研究協議の議題と同じ内容のものでありました。その後、研究協議、３つの

分科会があったのですけども、私は「学校の働き方改革」のほうへ出ました。岡山

県の勝央町の発表でありました。特に取り組みがすごく、文部科学省のモデル校を

受けて、業務改善をやっているところであります。ここの取り組みの様子を言われ

るのには、「３つの整理」と「５Ｓの手順」をやっておられます。「３つの整理」

というのは、声の整理、まず、教職員の声を大切にしようということであります。

それから職場の整理、学校を職場と考えて、民間企業を参考にしていこうといった

ような取り組みです。それから育てるという観点で思考整理をしていくということ

で、チームとして課題に向き合っていくような、そういったような関わりでありま

した。５Ｓというのは、「ストーリー」「スキル性」「システム」「スペース」それ

から「スケジュール」という観点であります。ちょっとうまくまとめてあるなと思

います。感想ですけれども、教職員、先生方のこの意識等の高さというか、業務を

改善していくことによって子どもとどれだけ向き合うかとか、自分たちの専門性を

一番発揮できるようにしていくために一番やっていくところへ力を注げるように何

を省いていくかという観点で、話し合いがずっとされているというところは、府中

町もすごいなと思いました。その後、研究協議があって、参加者の各町村がずっと

いろいろなことを発表されました。府中町は子ども一人一人へきちんと向き合って

いくということをどうやって作っていくかということで、スタートしているところ

があるので、そういう意味では、先生たちのどこか意識の違いみたいなものがある

のかなということを感じました。そういうところで、教育長の研究大会がありまし

た。 

○８月２６日（月）総務文教委員会について 

 それから８月２６日（月）に総務文教委員会がありました。教育長報告を３件さ

せてもらったのですけれども、これは教育委員会会議でも報告をさせていただいた

中身とほぼ同じです。全国学力・学習状況調査の結果、それから夏休み中の児童生

徒の活躍の様子、それから村山聖杯将棋怪童戦といったような内容で報告をさせて

いただきました。町長報告も３件あったのですけれども、教育委員会が直接関係し

ているようなことはなかったと思います。後は、総務文教委員会のほうで教育委員

会の事務の点検・評価について、議会に提出しておりますので、そういう報告が議

会からありました。後は、専決処分についての報告がありました。 

それから定例会に向けて提案する総務文教関係の内容についてもここで説明をし

ております。教育委員会からは幼稚園無償化について、これを補正予算で出すので、

その辺の説明をしております。 
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○９月６日（金）～９月１８日（水）府中町議会９月定例会について 

 それから９月６日（金）から９月１８日（水）まで１３日間の９月の定例会があ

りました。この定例会では報告が５件、それから議案が全部で１５件ありました。

最終日に追加の議案が５件ありました。これはまた後ほど説明があるかもわかりま

せんけれども、大きなところで言うと一般会計の補正予算をかけております。これ

については、決裁・決議をされました。全部決議されているのですけれども、教育

委員会で言うと、大きかったのが幼稚園の無償化に関わっての内容であります。そ

の他何かありましたか。 

 

教育部長   特にはないですね。委員会のほうで府中小学校の留守家庭児童会の現地踏査があ

りました。 

 

教 育 長   総務文教委員会の現地踏査で、府中小学校の留守家庭児童会を見に行きたいとい

うことで、終わった後、府中小学校を見に行かれました。 

 それから今回の決算審査の特別委員会があったのですけれども、これも総務文教

関係２日間にわたって全体会と部門別に分けてされました。あと、決算審査の意見

が出されたのですが、全部で３本あって、教育委員会関係が１つあります。これは、

今府中南小学校のトイレの洋式化といったようなことをやっているのですけれども、

学校施設等については引き続き取り組みを進めていって欲しいということが、意見

としてありましたのでお伝えをさせていただきたいと思います。 

 一般質問ですけれども、一般質問については全部で１２問出ましたけれども、そ

の中で教育委員会関係は不登校児童生徒への取り組みというところ。それから、府

中町の歴史資料書の充実をというこの２点がありました。不登校児童生徒への取り

組みについては、取り組んでいること、それから現状についてお話をして、こうい

った取り組みをしていますよということを説明させていただいております。議員さ

んのほうからは、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用につ

いて随分成果があると聞いていますので、こういったところを引き続きしっかりと

やっていって欲しいといったような要望がありました。歴史資料書については、府

中町は随分以前に作ったのがあるのですけれども、それから全然新しいものができ

ていないということで、少し検討して欲しいといったようなことの中身でありまし

た。 

○９月１８日（水）府中町議会全員協議会について 

 それからその最終日、９月１８日（水）に定例会が終わった後、府中町議会全員

協議会が行われました。これについては協議会で説明をさせてもらおうと思います。

揚倉山健康運動公園多目的広場の整備について、人工芝化していくということであ

りました。 

○教育費の上半期予算執行状況報告について 

 最後になります。教育費の上半期予算執行状況の報告ということです。９月１７

日（火）現在の報告をさせていただきたいと思います。新しく教育委員会制度が変

わったときに、執行状況について報告を教育委員会でするということが新たに入っ

ておりますので、これに基づいて報告をさせていただきたいと思います。教育費の

全体で言いますと、１６億５，３５０万３千円、これが予算です。そのうち８億６，

５４４万円が執行済みです。上半期で５２．３％ぐらいの執行率であります。予算

額が多額な事業、５，０００万円以上ということにしておりますが、これで言いま

すと、社会教育課の関係で府中公民館等の改築事業、これが今執行率２５．７％と

いう状況であります。既にほとんど解体が終わっているということであります。私

もちょっと見にいったのですけれども、やっぱり何か管理人さんと話をすると、「大

分終わりましたがやっぱり寂しい感じがしますよね」というようなことを言うこと

がありました。新しくなることは良いですけれども。それから学校教育課関係で言

うと、子育てのための施設等利用給付事業です。これは、幼稚園の無償化に関わっ

ての予算でありますけれども、まだ執行はしておりませんので、今回は補正予算で

ついたということで、これから１０月１日（火）から導入されます。といったよう
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なところで、全体で言うと執行率が６６．２％ということで、概ね計画どおり、予

定どおり進んでいるということです。 

今回この無償化について、保育園や幼稚園の園長会に出してもらって、教育委員

会でこんなことをしていますという府中町教育について説明をする機会を一緒に持

たせてもらったということが、成果であったかなと思っています。そこで、挨拶・

感謝・志、これについて出しましたかね。保育園・幼稚園から義務教育を終了する

ところまでを１つの流れとして、卒業するときにはこのような子どもの姿を目指し

ましょうというのを提示して、そのために中学校では小学校の低・中・高ではこう

いうようにつなげていきますと。道徳の教科書等から引っ張ってきたりして、それ

を作って、そこに新たに保育園・幼稚園の就学前の子どもたちにこういうところま

でやっていきませんかという提案をさせてもらっているということであります。 

大体、私からの報告は以上ですが、何か質問ありますでしょうか。 

 

（なし） 

 

坂田委員   学校訪問についての報告をしても、いいですか。 

 

教 育 長   じゃあ、学校訪問についてお願いします。 

 

坂田委員   ９月６日（金）府中北小学校の参観のほうに行きました。ノート指導が徹底され

ていることに感心しました。１時間で学んだことがわかる内容になっていました。

それから、支援を必要とする児童に町費の教育支援員、学習生活支援員が常に気を

つけて関わっていました。本人の支援とともに、学級全体を通じて授業に取り組む

のに大変効果的であることがわかりました。それから、保護者に授業に参加・支援

してもらう学級がいくつかありました。児童にも保護者にも良いと思いました。具

体的には、２年生の図工で初めてカッターナイフを使う場面への支援がありました。

それから３年生の国語では、初めてのローマ字を書く授業、そこでやっていました。

それから６年生の総合では、学んだことを班で発表する授業だったのですけれども、

発表について児童とともに保護者も、例えば、内容が良かったとか相手に伝わるの

が良かったとか、そういうのを評価していました。ただ、保護者のおしゃべりがや

っぱりありまして、児童が発表しているところでとか、そういうので聞き取れない

クラスもあったので、それがちょっと残念かなと思いました。これは校長先生にも

話をしたのですけれども、保護者の理解を得る取り組みを粘り強く取り組んで欲し

いと思いました。 

 ９月１０日（水）府中中央小学校高学年の道徳参観日でした。特別支援学級のほ

うなのですけれども、どちらのクラスも担任の先生がとても穏やかで、一人一人に

寄り添っていて大変良かったように思います。それから、４年から６年、全体的に

はどの学年も学級も落ちついて授業に取り組んでいました。４年生なのですけれど

も、導入で、「きまり」という価値項目だったのですけれども、それについて隣の

人と意見をしてみようといったときに、自然に男女関係なく意見を出し合っていて、

良いなと思いました。それから５年生は、ワークシートに自分の意見を書く場面だ

ったのですけども、もうためらうことなく、どの子もすぐに書き込むことができて

いました。６年生、携帯電話についての考える授業でした。府中中央小学校６年の

児童１７７名のうち、調べていただいていたのですけども、８０人所持者、それが

約７割ですね。それで、校長先生とも話をしてみると、道徳の授業だけではなくて、

外部から講師を招いて、携帯電話の使い方についてやっているということを言われ

ていたので、大変良いと思いました。町内どの小学校でもやっていると思うのです

けども、早い学年から繰り返し保護者を巻き込んでの携帯電話・スマホの使い方に

ついて考えさせていって欲しいなと思いました。 

 ９月１１日（水）府中小学校の低学年の参観日でした。全体的に児童が落ちつい

て学習に取り組んでいました。１年生のほうは学活で、朝ご飯の大切さということ

で、学年間で十分に検討され、板書計画がうまくできていて授業の展開もよく、児
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童も授業に入り込んでいました。２年生のほうは生活科のほうで、ゴムを使ってよ

く動くおもちゃづくりをしようということで進めていました。よくこういうふうに

したらうまく動くんだよということをグループの中で発表したり、前に出て作成し

たおもちゃを見せながら具体的に説明ができている児童がいて、大変良かったよう

に思います。３年生は書写の授業でした。左右のはらいの練習をやっていました。

どの子も集中して丁寧に書いていたように思いました。 

 

田村委員   報告いたします。まず、９月３日（火）に府中中学校に行かせていただきました。

新学期が始まったばっかりだったのですけれども、子どもたちも頑張って授業を受

けておりました。すごく良いなと思ったのは、整理整頓であるとか、後ろの子ども

たちがかばんを入れるロッカーであるとか、廊下にかけてある雑巾であるとか、隅々

まで先生が指導されているのがすごくよくわかって、上の学年に行くほどやっぱり

ちょっと整理整頓がだらけてはくるのですけれども、１年生の教室は入ってすごく

気持ちがよくて良かったです。府中中学校では、府中中三訓であるとか、居場所づ

くりであるとか、問題行動に対する迅速な対応というのをすごく心がけてやってい

らっしゃるということで、不登校も減っていて、成果が出ているなと思いました。

あと、すごく良いなと思ったのは、校内と校外のボランティア活動で、校内は本当

に延べ１，０９０人、校外が１３５人なのですけれども、具体的に聞いてみたら、

校内は部活の中での掃除とか花植え、行事前の掃除、あと案内であるとか展示物の

案内、そういうものをボランティアでしてもらっている。校外は、小学校の陸上指

導、これは小中連携でとても良いなと思ったのですけど、小学校の陸上指導に行っ

たり、あとはお祭りであるとか配りものであるとか卓球大会の審判を頼まれるとい

うことで、すごく地域に貢献して頑張っているのだなとうれしく思いました。 

 ９月６日（金）の府中北小学校なのですけれども、本当に子どもたちも落ちつい

て、授業に取り組んでいました。それなのに、保護者のおしゃべりが本当にすごく

て、３年生は教室の中でも保護者がしゃべっていて、外でもしゃべっているので、

児童が気になって気になって仕方がなくて、廊下のほうを気にして、授業に集中で

きていないなというのがすごく残念でした。参観案内でも保護者のその参観マナー

を書かれていると思うのですよね。あと、やっぱりＰＴＡだよりとかでも保護者の

目線からも本当にマナーを提起していくであるとか、当日廊下にもカラーコーンを

立てて、そこに「私語を慎みなさい」じゃないけどやわらかい言葉で何かこう「マ

ナーを持って授業参観しよう」とか、何かそういうふうなのがあったほうが良いの

かなと思いました。とにかくすごかったです。 

 府中中央小学校のほう、９月１１日（水）に行かせていただいたのですけれども、

やっぱりすごく姿勢が良いのです。子どもたちが。それがすごく気持ちよくて、机

も縦横ピシッと揃っているので、本当に教室を見たときにすごく気持ちが良いなと

いうのを思いました。府中中央小学校も廊下というか多目的広場のようになってい

るので、やっぱり同窓会のようにおしゃべりがありました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございました。他に何かありますか。それでは、今ご報告をいただき

ましたけれども、何か子どもは本当に児童生徒頑張っていますね。大人も負けずに

頑張らんといけんなという感じがちょっとしました。 

それでは、他にないようですので、日程第３、報告第１３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   報告第１３号、令和元年９月２４日、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、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たので、同条第２項の規定により報告し承認を求める。詳

細につきましては、学校支援室長から行います。 

 

学校支援室長 学校支援室長です。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
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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、このたび、当委員会の委員及び顧問の任期

が令和元年８月３１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、令和元年９月１日から令和２年８月３

１日までとなります。５ページの別紙一覧をごらんください。まず顧問については、

学識経験者、医師等の専門家から５名を教育委員会が委嘱しており、前回と同様の

方に委嘱しております。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、子育て支援課長、青少年教育相談員の方、

全員で１９名を教育委員会から任命しており、前回から変更があった方についての

み、職名とお名前を紹介させていただきます。委員任命の表の上から６番目の府中

中央小学校教諭、佐々木由華氏と下から２番目、府中北小学校教諭、小家石恭子氏

です。続いて、６ページをごらんください。上から３番目、府中緑ヶ丘中学校教諭、

藤田敬子氏です。報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長   何かご質問ありますか。 

 

小濱委員   顧問と委員の役割の違いとかはあるのですか。 

 

学校教育課長 顧問の方は、教育支援委員会規則で委員会の会議に出席し、委員会の任務遂行に

ついて適切な助言を行うとなっております。委員の方については、助言というのは

ないので、顧問の方だけそういった助言を行うということで、委員は構成するとい

うだけで、特段その助言をもらうようなことではなく、各学校の実際のお子さんの

状況であるとかいうところを把握しているところの先生方であるので、その状況を

説明して、その子が特別支援教室が良いのか、通常学級のほうが良いのかとか、あ

と特別支援学校が良いであるとか、そういった部分の状況の意見を求められたとき

に述べたりします。 

 

小濱委員   何か決定する権限はあるのですか。 

 

学校教育課長 障害適正就学の判定はこの委員会の中で行います。 

 

小濱委員   その顧問は決定権がなく、助言だけなのですか。例えば、委員さんだけがその判

定を多数決で決めるかどうかわからないですけど、決めるときに。 

 

学校教育課長 多数決している前例はないですね。ただ、その委員会の中で、その事前の資料で

学校の担当者や保護者の思いで、特別支援教室に通わせたいとか、特別支援学校に

行きたいとか出ていることがあります。 

その思いが児童生徒にとって適正なのかどうかというのを、その委員会の中でお

話させてもらって、やはり保護者等の思いどおりでは難しいのではとか、そういっ

たところの判断をこの委員会の中で協議してもらって、その中で意見が割れたとき

に、専門的な観点から顧問の先生方にちょっとご意見を伺ったりする場面はありま

す。 

 

教 育 長   決定をしていくのは会長さんが。 

 

学校教育課長 委員会が、決定を最終的にします。 

 

教 育 長   その時に、専門的な見地からご意見をいただくのが顧問というような形になるの

かなと思います。医療的な見地とそれから、やっぱり現場で一番、この米川先生な

ど何か、本当に専門家として子どもにずっとかかわっておられる方ということで、

こういう方から、保護者の意見となかなか実態を見た中とがちょっと合わないとい
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うようなところもありますよね。そういうようなときにお医者さんのほうの医療的

にはどうなのですかとかいったようなことでお話を聞いたりします。で、提案どお

りでよろしいと思いますとか。 

 

小濱委員   保護者の意見とそれが違っても、反対の決定をされることもあるのですか。 

 

教 育 長   委員会であります。 

 

小濱委員   それでも、それは通るのですか。 

 

学校支援室長 委員さんからご意見を伺ったものを教育委員会のほうから今度は保護者のほうへ、

こういうふうな意見をいただきましたという形で、保護者のほうと話し合いを進め

ているという形になります。 

 

小濱委員   というふうなのですね。わかりました。 

 

坂田委員   ちなみに、委員長さんがおられるのですか。 

 

学校教育課長 はい、おります。その会議の中で決めますので、今回、１１月に予定しているそ

の時にまた、この中で決めさせていただけることになっています。 

 

教 育 長   その他ありませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようですので、日程第３、報告第１３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、ご異議はございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようですので、報告第１３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１４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）」これを議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   教育部長です。報告第１４号、令和元年９月２４日、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

規定により代理したので、同条第２項の規定により報告し承認を求める。詳細な説

明につきましては、総務課長のほうが行います。 

 

総務課長   総務課長です。資料７ページからの、報告第１４号「代理行為の承認について」

ご説明いたします。９月議会に付議された議案のうち教育委員会に関係するものに

ついて、令和元年８月２８日付で府中町長から教育委員会へ意見聴取の協議があり

ましたが、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、同意する旨の回答を令和元年８月２９日に

行いました。また、５４ページからの追加議案については、令和元年９月１１日付

で協議があり、同様に令和元年９月１２日に回答を行いましたので、同条第２項の

規定により報告し、承認を求めるものです。それでは、付議事件の内容についてご

説明いたします。 

 資料１０ページから１７ページは、府中町議会、第３１号議案「令和元年度府中

町一般会計補正予算（第３号）」より教育委員会関係分を抜粋したものです。補正

予算の内容は、８月の教育委員会会議定例会において議決をいただいていた令和元

年１０月から実施される「幼児教育・保育の無償化」に伴う私立幼稚園就園奨励費

等事業に係る歳入・歳出の減額と、子育てのための施設等利用給付事業に係る歳出
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の補正ですが、議決いただいた後に、補正金額の修正が生じ、子育てのための施設

等利用給付事業において、１億４，４６６万８，０００円を歳出補正といたしてお

ります。なお、８月定例会の際にご質問のありました「幼児教育・保育の無償化」

に係る歳入につきましては、１５ページ、１６ページのところに民生費関連で子ど

も子育て支援臨時交付金、民生費国庫負担金及び民生費県費補助金として計上され

ております。 

 次に、１８ページ、第３７号議案「府中町職員の給与に関する条例等の一部改正

について」、２６ページの第３７号議案参考資料をごらんください。１、改正の趣

旨、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴い、府中町職員の給与に関する条例等の一部を改正する

ものです。２、改正事項の概要は、（１）地方公共団体の職員から成年被後見人及

び被補佐人を一律に排除する地方公務員法の規定が削除され、成年被後見人等とな

ったことを理由として職員が失職することがなくなったことに伴い、表に記載して

おります、当該規定に基づき失職した職員に係る手当等の取り扱いを定める規定を

削除するものです。（２）「府中町表彰条例」の町政功労者の特別待遇を停止する

措置の対象者から、成年被後見人等を削除するもの、この２点でございます。３、

施行期日は、令和元年１２月１４日、ただし、改正事項の概要の（２）町政功労者

に関する規定は公布の日です。４、経過措置は、施行日前に、改正前の条例または

これに基づく規定に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例に

よるものです。 

続いて、２７ページから５３ページは、第４５号議案「平成３０年度府中町歳入

歳出決算の認定について」です。２８ページの資料１は、平成３０年度歳入歳出決

算書から歳入歳出総額等及び歳出のうち教育費について抜粋したものです。２９ペ

ージからの資料２－１は、府中町監査委員からの「平成３０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」から抜粋したものです。３９ページに、教

育費の決算状況について示されております。４３ページ、４４ページの資料２－２

は、「平成３０年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について」

です。監査委員からは、「いずれの比率も早期健全化基準を下回っており、基準を

上回った場合に適用される財政健全化計画及び財政再生計画を定める必要がないこ

とが確認された。」との審査意見が付されています。４５ページから５３ページは、

資料３「平成３０年度主要施策の成果に関する調書」です。５２ページ、番号３３

から３９までが教育費となっています。決算の認定に当たっての審査過程における

主な意見として、先ほど教育長報告の中でもお話がありましたが、教育費関係では、

「南小学校の放課後児童クラブを増設し、また、トイレ改修工事に向けた実施設計

を行ったが、他の小中学校においても、教育環境の整備を引き続き実施されたい。」

という意見がございました。 

続いて、追加議案です。資料５６ページ、第４６号議案「地方公務員法及び地方

自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて」、７３ページの第４６号議案参考資料をごらんください。１、改正の趣旨は、

地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、会計年度任用職員制度が創設され

たことに伴い、関係条例の規定を整備するものです。会計年度任用職員制度とは、

自治体の臨時的な職員や嘱託職員等としての雇用にはこれまで共通して定められて

いる事項が少なく、自治体ごとの取り扱いの差が大きかったことから、これらを是

正するために一定の共通事項が定められたもので、採用方法や任期等を明確化し、

期末手当の支給が可能となるように給付に関する規定が整備され、令和２年４月１

日から施行されます。２、改正事項の概要に、（１）から（７）の関係条例の一部

改正内容についてお示ししておりますが、主には、職員の定義に係る語句等の見直

しを行うものです。その中から（３）府中町職員の給与に関する条例の一部改正で

は、給与の支給対象者の一般職の職員から会計年度任用職員を除くこととなってお

りますが、これは、会計年度任用職員の給与は、次の第４７号議案「府中町会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」で規定することとしているためです。

もう１点、（５）府中町職員の育児休業等に関する条例の一部改正では、ア、非常
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勤の職員である会計年度任用職員が育児休業を取得できるようにすること、イ、保

育所等に入所待機中の者について育児休業することができることを改めて条例に規

定することとなっております。３、施行期日は、令和２年４月１日です。次に、資

料７４ページ、第４７号議案「府中町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の制定について」、８１ページの第４７号議案参考資料をごらんください。 

１、制定の理由は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

い、本町におけるパートタイムの会計年度任用職員の給与及び費用弁償の基準に関

し必要な事項を定めるため、条例を制定するものです。２、条例の概要は、会計年

度任用職員の給与（報酬及び期末手当）及び費用弁償の額を表にお示ししたとおり

とするもので、新たに時間外勤務手当や期末手当が支給されることとなります。施

行期日は、令和２年４月１日です。経過措置として、施行日の前日に嘱託職員であ

った者で引き続き会計年度任用職員となり、かつ報酬月額が下がった場合には、令

和２年６月期の期末手当の算定において、在職期間に応じて乗ずる割合を１００分

の３０から１００分の７０に変更します。これは、会計年度任用職員への制度移行

に伴い、令和２年度分の報酬額が現状よりも下がらないよう措置するものです。以

上の５件の議案について、原案どおり可決・認定されております。また、先ほど、

教育長からもお話がありましたが、９月議会での一般質問について、８２ページか

ら８８ページに資料を添付しておりますので、参考までにごらんください。説明は

以上です。 

 

教 育 長   ハードな内容をやったのですけれども、何かご質問ありますか。会計年度任用職

員って初めて聞かれるのではないかなと思いますけれども、今説明があったとおり

なのですが、簡単に言うと、これまで臨時採用職員とか、それから非常勤職員、こ

れが一般職員と同じような扱いになってくるということで、その中身は育児休業が

取れるようになるとか、そういったこと。さらには、時間外勤務手当が支給される

ようになると。さらには、期末手当、ボーナスも支給されるといったようなことに

なります。一般職員と同じですから、もちろん昇給もあります。ただ、財源どこか

ら持ってくるかということがあって、国からは一切ないのですよ。各自治体のほう

でやりなさいということで、結局期末手当どこでみるのですかって話ですよね。だ

から、やっぱり全体としては１カ月の給料が少し下がって、それを下げた分が期末

手当に行くという格好であるが、でも全体で見ると３％は多くなりますよといった

ような。さらに、それから少しずつ毎年昇給をしていくというような形になります。

といったようなことですかね。ざっと言えば。 

 

教育部長   今言ったようなことなのですが、今回大枠の話で、会計年度任用職員ができると。

嘱託職員が月額報酬と通勤手当や費用弁償が出ていたのが、今度は会計年度任用職

員でということで。身分が、今までは非常勤の特別職、皆さんも非常勤の特別職と

いうことで、地方公務員法、私たちみたいな一般職とは違うということですが、今

度は会計年度任用職員といったら一般職になりますので、いろいろな私たちと同じ

ような制約がきっちりかかってくる。守秘義務とかいろいろなことがかかってくる。

そういう中で、パートタイマーと言われている方にも、ちゃんと処遇をよくしなさ

いよというのが国の大きな動きで、先ほど教育長が言ったようなことで、いろいろ

な手当をちゃんとつけましょうと。だけど、財政負担もあるということで、当局と

してはちょっと月額報酬を今までよりもちょっと下げようと。それで手当はつくの

だけど、年収ベースで言ったら３％今よりは良くなるということで、その嘱託職員

の方にも組合がございますので、当局から組合交渉に提示はしているけど、まだ合

意までは至っていないと。今から細かい話は出ると。議会のほうでも議員さんのほ

うからそこらができていない段階でこの条例を出すのはどうなのかとか、いろいろ

な質問がございましたけど、大枠を今回は決めるので、そこらはしっかりと意見を

聞きながら、月額報酬を下げることについて調整していきたいと。基本的に報酬と

いうのは、私たちもそうですが均衡の原則といって、近隣自治体と職員の給与水準

がどうなのかというところは、国家公務員も見ますし近隣の自治体も見ていくとい
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う中で、今の思っている下げることの月額報酬が職種ごとに見て著しく不均衡があ

るのであれば、それは是正していきたいというふうな町長部局でのお話もありまし

た。教育委員会だけでも約７０人嘱託職員を雇用して、いろいろな事業、留守家庭

児童会もそうだし、教育支援員さんもそうだし、結構そういう身分の方がいらっし

ゃいますので、今後いろいろな調整をしていかないといけないのだなというふうな

ことがございます。全体で嘱託職員約１３０人いて、そのうち半数近くが教育委員

会のほうになるという実態もございます。というふうなことです。 

 

田村委員   嘱託職員さんは、守秘義務がなかったのですか。 

 

教育部長   基本的には、法律の中ではないのですけど、雇うときに一応こういうことは服務

規律として一応お願いはしています。当然に。それが守れなかったら、当然いろい

ろな問題が出ますので、そういうことがあったら雇用を切りますとかいう雇用の約

束をして雇っているという状況がございます。 

 

教 育 長   留守家庭児童会がやっぱり大きくて、今度一般職員と同じになるから、職員の勤

務評価をしないといけないのですよね。じゃあ、これは誰ができるのかということ

ですよね。社会教育課長さんが毎日見て回るのかと言っても、なかなかそこは。そ

ういったところをどうしていくかという課題もまだあります。誰かを責任者として

つけるといっても、臨時採用ところには管理職という制度がないのですよね。だか

ら、どうしていくのかというのが大きな課題としてあります。 

 

教育部長   その点につきましては、今も留守家庭児童会につきましては、月１回そのいろい

ろな協議の場を設けています。それで今、新年度に向けてはその人のいろいろな勤

務評価まではいっていないですけど、状況報告ということで、この方はどういうこ

とでどうだったかというふうなことは整理して毎年報告はしているという状況はご

ざいます。それをちゃんとしたどういう形の勤務評定になるのか、職員と同じよう

に点数つけてやるのかとか、いろいろなそういうプランを今から詰めていくという

ふうなことで聞いております。 

 

教 育 長   といったような、大きく変わってくるということであります。何かその他の質問

ありますか。 

 

坂田委員   ちょっと聞いてみたいのですけど、４２ページのところで、税収額が前年度比０．

３％減少していると。そしてその理由は自動車関連企業とかのものが大きいと書か

れてあります。個人町民税が１．０％減少しているということですよね。人口は横

ばいですよね。その中で、町民税が減少していることは、例えば高齢者が多くなっ

てくると、やっぱり町民税との関係が、あるのかなと思うのですけども、もしその

辺わかるのだったらちょっと教えてもらえれば。 

 

教 育 長   町民税が１．０％減少している。どんどん減っていく可能性が高い。そういうふ

うに理解していいのか。 

 

総務課長   個人の収入に関してかかるものなので、不景気になって各個人の収入が下がれば

下がってしまうので、年齢に従っていくわけではなく、収入に応じて付加されてい

るものなので、自営の方とかが例えば、収入が下がれば下がってしまうことはあり

ます。 

 

坂田委員   何となくわかりました。 

 

総務課長   ちょっと大体の説明しかできませんが。 
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坂田委員   景気が悪くなれは当然下がってきますよね。 

 

総務課長   はい。 

 

教 育 長   債権回収の取り組みの成果があらわれているものの、と書いてあるから、やっぱ

り景気の収入に左右されるということになるのですかね。 

 

坂田委員   ありがとうございます。 

 

教 育 長   その他よろしいですか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようです。よって、日程第４、報告第１４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   ご異議ないようですので、報告第１４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１５号「委任事務の報告について（揚倉山健康運動公園多目的

広場整備（人工芝化）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   教育部長です。報告第１５号、令和元年９月２４日、委任事務の報告について、

揚倉山健康運動公園多目的広場整備（人工芝化）について、教育長に対する事務委

任規則第４条第１項第４号の規定により報告する。詳細な説明につきましては、社

会教育課長から行います。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。９１ページをごらんください。揚倉山健康運動公園多目的広

場整備（人工芝化）についてですけれども、令和元年９月１８日に議会が終了後、

府中町議会全員協議会におきまして、ご説明をさせていただいております。まず、

１番ですけれども、多目的広場整備事業の検討というところでございます。多目的

広場（上段）整備事業の検討ですけれども、揚倉山健康運動公園は、平成８年の広

島国体に合わせ建設され、２０年以上健康づくりの拠点として親しまれております。

その一方で、天然芝のため、芝の状態を維持するためには、使用時間の制限や養生

期間を設けないといけないというデメリットもあり、利用者に満足して利用しても

らえないなどの課題を抱えております。そのため、平成２９年度に揚倉山健康運動

公園多目的広場の活用などについて調査研究するための、揚倉山健康運動公園多目

的広場有効活用調査検討委員会を設置し検討を行った結果、多目的広場（上段）に

ついては人工芝化の答申を受けましたが、当時事業費が多額であるということから

事業ができない状況にありました。今回は、新工法による人工芝化整備や維持管理

費について検討する中で、人工芝化整備の目途が立ったため、第４次総合計画に未

計上ではありますけれども、事業を推進したいと考えておりますという説明をさせ

てもらっております。２の多目的広場の概要ですけれども、平成８年の広島国体に

合わせて建設されております。面積が１万１，６６５平方メートルの天然芝、毎年

６月、７月は養生期間のため使用を停止しております。供用時間は７時から２１時、

これは公園が開いている時間ですけれども、サッカーは実際土曜日、日曜日、祝日

のみの１日６時間の利用制限をしております。使用料については、全面が２，２４

０円、半面が１，１２０円ということです。夜間照明はございますけれども、平成

２５年２月から使用を停止しております。３番です。多目的広場の現状ですけれど

も、サッカー大会や町内会、学校行事、グラウンドゴルフ大会等で利用されており

ます。維持管理費として年間約８８０万円を負担しております。このうち、使用料
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金を財源充当しても約７６０万円の町の負担となっております。芝の耐用年数や土

壌のでこぼこ、地盤の緩さを考えた場合、天然芝の張りかえを含めた土壌改良が必

要となっております。最近３年間の使用料収入及び利用状況につきましては、表の

示すとおりです。養生期間や使用制限の関係上、実質的には供用時間、先ほど申し

ました７時から２１時まで開いておりますけれども、供用時間のうち約２０％程度

しか利用ができてないのが現状でございます。また、平成３０年度につきましては、

西日本豪雨災害の影響で、揚倉山健康運動公園までのアクセス道となっております

県道のり面の土砂崩れ、公園駐車場への土砂崩れ等から、７月から１０月いっぱい

は使用停止期間がございました関係で、供用時間は少なくなってきております。 

 次、９２ページです。整備の方向性につきましては、府中町揚倉山健康運動公園

多目的広場有効活用調査検討委員会を設置しまして、答申が出ております。答申の

抜粋ですけれども、多目的広場の有効活用のための方向性については、年間を通し

て多くの人が利用できる施設とすること、多様な世代がスポーツに親しみ、互いに

交流できる場とすること。多目的広場の施設改修等については、上段を人工芝化す

ること、上段を養生期間の不要な人工芝グラウンドとし、サッカーをはじめ、グラ

ウンドゴルフや各種ニュースポーツなどを、１年を通して利用できる施設とし、利

用者増を目指すというふうになっております。５番の人工芝化につきましてですが、

この辺が一番大きいところでございます。事業費ですけれども、答申をいただいた

とき平成２９年調査した人工芝化の工事費が１億８，６４０万円、本年度新工法を

使った場合では９，４５０万円です。それに日本サッカー協会の認証試験費と、現

在使用していない照明等の点検や玉がえ等の費用を含み、各整備事業費として答申

調査時が１億８，９６０万円、新工法では９，７７０万円と見込んでおり、この費

用の助成金としてスポーツ振興くじ（ｔｏｔｏ）とＪＦＡ日本サッカー協会のサッ

カー施設整備助成金、これは２０２２年までの期限つきとなっておりますけれども、

あと地方債を活用した場合、町の一般財源においては１，２３０万円程度で整備で

きる予定でございます。なお、新工法についてのご説明をさせていただきます。本

来であれば、グラウンドの下に砕石路盤、砂利をひいた形ですけれども、それをつ

くり、その上にアスファルト舗装し、さらにその上に人工芝を張る方法が主流でし

たけれども、新工法では、砕石路盤をウレタン系の素材を用いて路盤を固めてアス

ファルトの代わりにするものです。この工法は、今年度東広島の広島大学サッカー

場でも採用されておりますけれども、一般の公共施設でも山口県宇部市のときわ公

園など、日本サッカー協会公認の取得をしたグラウンドもございます。 

 次です、９３ページ、維持管理費の１０年比較においてですけれども、天然芝の

場合は現状の利用形態と同じ夜間照明のない状態、人工芝の場合は使用制限や養生

期間もないので夜間も利用することを考え、照明を使用可能とし算定しました。天

然芝と人工芝を一般財源ベースで比較した場合、人工芝を採用したほうが２，９０

５万３千円となり、１年当たり約２９０万円の経費削減が可能となります。維持管

理費の比較の内訳ですけれども、歳出の部分では天然芝は天然芝管理業務５，００

０万円かかりますけれども、人工芝ではメンテナンス費が５００万円程度で済みま

す。次の段、天然芝の場合、散水のため水道料金が１，０００万円かかりますが、

人工芝の場合散水の必要がございません。また、使用制限がないということで、夜

間照明の利用を再開することとし、電気料金の１，５００万円を計上しております。 

管理業務委託ですが、管理人等の費用はどちらも同じ金額で２，８４０万円。最後

に、人工芝のほうは人工芝整備時に利用した地方債の償還金が２，７５２万７，０

００円となります。地方債の返還費用を含めても、７，５９２万７千円となり、天

然芝で必要な歳出は８，８４０万円で、歳出だけを比較しても人工芝にしたほうが

１０年間で１，２４７万３千円の財源を抑制することになります。これに対する財

源内訳ですけれども、今後１０年間の施設使用料を見込み試算しております。天然

芝では、現状のまま平成２９年度の使用実績から試算しております。人工芝のほう

につきましては、昼間については平成２９年度実績に芝養生で使用停止していた６、

７月の２か月分を年平均と同等とし、さらに夜間の使用については年間の３分の１

日を約２時間使用すると想定しております。これらを合わせて年間約１６５万８千
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円、１０年間で１，６５８万円の増額、稼働率は約３０％で試算しております。こ

れはあくまでも現状の実績に基づくものなので、人工芝化した場合はさらなる利用

増が見込め、使用料収入も増えるものと考えております。次に、事業の工程ですけ

れども、９４ページです。助成金の関係の申請事務としまして、令和元年度スポー

ツ振興くじ助成金（ｔｏｔｏ）と日本サッカー協会施設整備助成金との申請事務が

ございます。工事関連につきましては、令和２年４月までに設計図書を作成し、５

月に入札、６月に本契約を締結し、７月から１０月までの４か月間を工期とし、令

和２年１１月からの供用開始を目指しております。説明は以上です。 

 

教 育 長   今、説明がありましたけれども、何か質問ありますか。 

 

田村委員   この新工法の安全は確認されているのですかね。 

 

社会教育課長 一応、これはＪＦＡの、日本サッカー協会の公認ということなので、それにつき

ましては、安全性というのは一応担保されているということで、当然そのアスファ

ルト路盤をひいたほうがよいのはよいのですけれども、通常の使用については問題

ないというふうな話です。結構他でその助成金を使って整備されているところも、

今の新工法は、昔はなかったものですから、当然その採用はなかったのですけれど

も、最近そういう工法が関わったということで、採用されているところも増えてい

るというふうに聞いています。 

 

田村委員   ありがとうございます。 

 

教 育 長   その他といったことで、こういったいうふうに思っておりますので、知っておい

ていただけたらと思います。それでは、質問がないようですので、日程第５、報告

第１５号については、報告済みと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１５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３５分） 

 

 

 

 

 上記、記録の内容が正確であることを証するために署名する。 
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