
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和元年１２月２０日（金）午後４時００分 

 

３ 閉会日時    令和元年１２月２０日（金）午後４時３０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    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    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   令和元年１２月２０日（金） 

 

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１７号  代理行為の承認について 

              「府中町社会教育委員の委嘱の解除及び委嘱について」 

日程第４  報告第１８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」 

 

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    

総務課総務係   野田 直子 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後４時００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、お手元に配付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。 

      ○１１月３０日（土）府中町家庭教育フォーラム・安芸郡ＰＴＡ連合会合同研修会

について 

       １１月３０日に府中町の家庭教育フォーラムと安芸郡ＰＴＡ連合会の合同研修会

を、このくすのきプラザで実施しました。ご参加をいただきまして本当にありがと

うございました。全部で参加者が６４０名ぐらいで、これまでで１番多いかなとい
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う感じがします。２番目に多かったのが、４年前に府中町で実施した６３０名とい

うのがありました。今回のアンケートをいただいているのですが、ざっと主なとこ

ろを言いますと、よいところとして、「結果を褒めるのではなくて、過程を褒めて

あげるということは実践してみようと思います。」といったような言葉とか、「子

どもの勉強を直接サポートすることは難しいけれど、声かけで間接的サポートがで

きるとわかりました。」とか、「メンタルが９割とありましたが、そのとおりだと

思います。」とか、こういったようなことで、おおむね大変好評であったというふ

うに思っています。        

      ○１２月３日（火）総務文教委員会について 

       １２月３日に総務文教委員会が開かれました。町長のほうから報告していただい

た教育委員会関係が３件あります。１つ目が、下岡田遺跡の国史跡指定へ向けた今

後の動向についてです。それから、府中公民館の解体事業について、これは請負業

者のことであります。それから、訴訟関係で府中緑ヶ丘中学校の損害賠償請求事件

における裁判について、この３件報告をしていただいております。 

       それから、私のほうからは、小中学校の児童生徒の活躍についての報告をいたし

ました。小学生の活躍について、府中中央小学校の和食王選手権の話。それから、

中学校では椿ランドが１０回目を迎えて、盛大にやらせてもらいましたといったよ

うなこととか、それから、安芸郡の英語暗唱大会。それから、東京２０２０組織委

員会が、オリンピック・パラリンピックに関連した身近に感じることができるよう

な運動会での取組みを募集していて、府中中学校の大運動会での取組みが優秀賞を

受賞しました。全校生徒一人ひとりが１枚の布に書いた運動会への思い、これを一

つひとつ繋いで横断幕を作ったり、みんなが楽しめることを目標にした幾つかのオ

リンピック種目を組合せて生徒が考え出した新しい競技を実施したりとかいったよ

うなところが評価されて、優秀賞をいただいておりました。それから、成人式の開

催についてという案内をさせていただきました。 

○１２月６日（金）総合教育会議について 

       １２月６日ですけれども、総合教育会議が実施されまして、委員の皆さんも全員

ご参加をいただいて、本当にありがとうございました。教育大綱の策定についてと

いうことで、最初事務局のほうから説明があって、私のほうからしっかりと関係部

署が連携を図りながらやっていくということが本当に大切なので、是非よろしくお

願いしますということを言いましたら、町長のほうから子ども見守り支援サポート

事業ということを通して、福祉部局との連携をきちんとやっていきたいといったよ

うなことをいただきました。それから、坂田委員のほうからも、子どもが主役だと

いうことを忘れずに展開をしていきたいと思いますといったような話もしていただ

きました。 

       それから、その他のところで学校支援室の成果と今後の展望についてということ

で、最初私のほうから説明をさせていただきました。そのあと、それぞれの委員さ

んから補足をしていただいています。特に大きな成果を出すことができたという捉

えで話をしていただいたと思います。学校の教育を信頼しているといったような信

頼性を取戻すというか、そういった信頼される学校づくりという観点での評価をい

ただきましたし、どこも落ち着いた授業ができているということで、全国学力テス

トを見ても大きな成果を上げてもらっているといったような話もしていただきまし

た。それから、大きな変化として、一部の先生じゃなくて全体として授業力が上が

ってきているなというようなご意見もいただいて、それから、地域の保護者と教職

員一緒になって子どもの教育をつくり上げていこうというような形が少しずつでき

てきていますよねというようなことを言ってもらいました。それから、家庭教育の

支援チームの「くすのき」の話もしていただいて、月１回の「カフェくすのき」こ

れで不登校の子どもについての取組みは、学校教育だけではなくて社会教育のほう

でも取組んでいるのですといったようなことも報告をしていただきました。町長の

ほうからは、成果指標の達成がすばらしいということで、しっかりと成果が出てい

るということが数値でもわかるといったようなことを言っていただきました。それ

から、町長からちょっと質問もあって、「先生はよいところを認めてくれていると
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思う」の文言が指標から消えているが、この辺はどうなのかというようなことがあ

ったので、これはもう一定の成果が表れていて、初期の目標を達成したので、ここ

はあえて外したといったような説明をしました。以上であります。 

      ○１２月１３日（金）～１２月７日（火）府中町１２月議会定例会について 

       １２月１３日、金曜日から１７日の火曜日まで、１２月の第４回になりますが議

会の定例会が実施されました。詳しい報告はまた協議会の中で後程していくように

なろうかと思います。報告案件が５つ、町長の行政報告も含めると６件、それか

ら、議案が１１件、その中の教育委員会関係で言うと補正予算についての提案をさ

せていただきました。児童数・生徒数が増えるということで、机・椅子を買わせて

くださいということを、４月１日には揃っていないといけないので補正を組みまし

たということです。それからあとは、やっぱり肢体不自由、動けない子どもがいる

ので、車椅子の子の支援員さんを１名増員したいということで、お話をさせていた

だきました。これが認められたところです。それから、一般質問については、また

後ほど協議会の中で話をしていただけたらと思っております。 

〇１２月２０日（金）新任教育委員辞令交付式について 

１２月２０日、金曜日、今日ですけれども、９時から新任の教育委員の辞令交付

式を行いました。この度の令和元年１２月議会定例会において、町長から「教育委

員会委員任命の同意について」の議案が提出されています。これは、退任される小

濱委員にかわって、神原謙治委員を新たに教育委員に任命することに対する同意を

求める旨の議案でありまして、全会一致で可決されました。神原委員の任期につき

ましては、令和元年１２月２２日から令和５年１２月２１日までとなっておりま

す。本日、辞令交付式があって、神原委員に辞令が交付されましたことを報告させ

ていただきます。以上で、私からの報告を終わりたいと思います。何か質問ありま

すか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようでございます。では、次に参りたいと思います。日程第３、報告第１７

号「代理行為の承認について（府中町社会教育委員の委嘱の解除及び委嘱につい

て）」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   教育部長です。報告第１７号、令和元年１２月２０日、代理行為の承認につい

て、府中町社会教育委員の委嘱の解除及び委嘱について、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。詳細な説明は、社会教育課長が行います。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。府中町社会教育委員条例第１条で「府中町に府中町社会教育

委員１５人を置く。」「委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上

に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。」

こととなっております。また、同第２条で委員の任期は２年とする。ただし、補欠

により委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とするとなっています。現社会教

育委員につきましては、本年３月末任期満了に伴い、平成３１年４月１日～令和３

年３月３１日までの２年間をお願いしているところですが、この度、委員のうち社

会教育の関係者として府中町南部町内会連合会からの推薦で就任されている伊藤公

一氏が令和元年１１月２９日に病気のため逝去されたことにより、委嘱の解除を行

いました。このことに伴いまして、府中町南部町内会連合会に後任の人選をお願い

したところ、桃山２区町内会会長の川手敏範氏の推薦がございましたので、令和元

年１２月１０日付けで委嘱を行うものです。任期につきましては、前任者の残任期

間の令和３年３月３１日までです。 

伊藤委員におかれましては、就任から８ヶ月という短い期間、また６６歳という

若さでございました。これから町内会活動をはじめ社会教育委員としても精力的に

ご活躍いただける人材でしたので、非常に残念に思っております。説明は以上で
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す。 

  

教 育 長   ありがとうございました。何かご質問はありますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、ないようですので、日程第３、報告第１７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１７号については、そのように決しま

す。それでは、次に参ります。日程第４、報告第１８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   教育部長です。報告第１８号、令和元年１２月２０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

な説明は、教育委員会総務課長が行います。 

 

総務課長   総務課長です。資料４ページからの報告第１８号「代理行為の承認について」ご

説明します。令和元年第５回府中町議会定例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、ご説明します。 

資料７ページから１８ページは、第５０号議案「令和元年度府中町一般会計補正

予算（第４号）」より教育委員会関係分を抜粋したものです。補正の内容は、後ほ

どご説明する特別職及び職員の給与に関する条例の一部改正に伴う職員給与費事業

関係及び１１月の教育委員会会議定例会において議決いただいた小学校管理運営事

業・小学校教育振興一般事務事業・中学校教育支援事業についてです。１２ページ

をご覧ください。債務負担行為補正が追加となっています。「府中公民館等改築工

事」の限度額を２，２００万円増額し、１０憶７，２００万円に変更するもので

す。この変更は、現在中断している「府中公民館解体工事」の残工事を「府中公民

館等改築工事」と併せて発注し、改築後の府中公民館等の開館時期にできるだけ遅

れを生じさせないことを目的とするものです。 

次に、資料１９ページ第５６号議案「府中町特別職の職員で常勤のものの給与及

び旅費に関する条例の一部改正について」です。２３ページの第５６号議案参考資

料をご覧ください。１、改正の趣旨は、令和元年８月の人事院勧告に準じ、町長・

副町長・教育長の期末手当の支給割合を改定するため、条例の一部を改正するもの

です。２、改正事項の概要は、期末手当の支給割合を全体で０．０５月分引き上

げ、年間支給割合を現在の４．４５月から４．５月とします。なお、令和元年度に

ついては、６月期支給の増額分を調整するため、１２月期の支給割合を２．２７５

月分とし、令和２年度からは、６月期・１２月期とも２．２５月分とします。３、

施行期日等は、公布の日です。ただし、令和２年６月期以降の期末手当に係る規定

は、令和２年４月１日から、令和元年１２月分の期末手当に係る規定は、令和元年

１２月１日から適用します。 

       続いて、資料２４ページ第５７号議案「府中町職員の給与に関する条例の一部改

正について」４４ページの第５７号議案参考資料をご覧ください。１、改正の趣旨

は、令和元年８月の人事院勧告に準じ、及び労働基準法の一部改正に伴い、給料表

並びに手当の支給割合及び額を改定するため、条例の一部を改正するものです。

２、改正事項の概要です。時間外勤務手当の改定は、時間外勤務時間が１月６０時

間を超えた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間（週３８時間４５分）を超えて

した勤務における時間外勤務手当について、勤務１時間当たりの給与額に乗じる率
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を１００分の５０とするものです。（２）住居手当の改定については、ア、定額支

給１，０００円の区分を廃止とします。イ、住居手当が支給される家賃月額の最低

額を１６，１００円とし、ウ、住居手当の月額上限額を２７，０００円から２８，

０００円に引き上げます。（３）勤勉手当の改定については、再任用職員以外の職

員の勤勉手当の支給割合を０．０５月分引き上げ、年間支給割合を現在の４．４５

月から４．５月とし、令和元年度分については、年間支給割合の調整のため、１２

月期の支給割合を０．９７５月とします。（４）給与表の改定については、行政職

及び消防職給与表の給与月額を平均０．１５％、額にして５２１円引き上げるもの

です。３、施行期日等は、公布の日です。ただし、２、改正事項の概要（２）住居

手当の改定と（３）勤勉手当の改定のうち令和２年６月期以降の勤勉手当及び次の

「４ 経過措置」に規定する住居手当の減額が月額で２，０００円を超える場合に

減額の上限を２，０００円までとすることについては令和２年４月１日から、ま

た、２（１）時間外勤務手当改定は、平成３０年１月以降の支給について遡及し、

２（３）勤勉手当の改定のうち令和元年１２月期の勤勉手当及び（４）給料表の改

定は、平成３１年４月１日から適用します。 

続いて、資料４６ページ第５８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一部改正について」、５１ページの第５８号議案参考資料をご

覧ください。１、改正の趣旨は、会計年度任用職員の基本報酬に新たな支給区分を

創設し、期末手当の支給割合の見直しを行うため、条例の一部を改正するもので

す。本条例については、９月議会で議決されましたが、その際に、引き続き職員団

体と協議するようにとの意見を議会から受けていました。その後の協議の中で「月

額報酬が現行より下がることについて」改善を求める要望がありましたので、この

度、会計年度任用職員の期末手当の支給割合を変更し、月額報酬を上げる見直しを

行い、また、日額による支給も可能となるよう、新たな支給区分を設定するもので

す。２、改正事項の概要です。（１）基本報酬に新たな支給区分を創設します。

ア、支給区分に、月額・時間額に加え、「日額による支給の場合」を追加します。

イ、日額による支給の場合の勤務１時間当たりの報酬額は、基本報酬の日額及び地

域手当報酬の合計額を１日当たりの定められた勤務時間で除して得た額とします。

ウ、日額により報酬を支給する場合において、定められた勤務時間に勤務しない時

は、勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの報酬額を減額します。期末手当

の支給割合の見直しは、ア、期末手当の支給割合を１．３月（年間２．６月）とし

ていたものを０．７２５月（年間１．４５月）とします。イ、施行日の前日に嘱託

職員であった者について、施行日から引き続き会計年度任用職員となり、かつ、月

額報酬が下がった場合に、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７０としていたものを１００分の５０とします。こ

れは、制度移行に伴い、令和２年度分の報酬額が下がらないようにするための措置

ですが、今回の改正で報酬月額を上げたことに伴い、乗ずる率を下げるものです。

３、施行期日は、公布の日です。以上４件の議案について、原案どおり可決されま

した。 

また、１２月議会での教育委員会関係の一般質問４件について、５２ページから

６９ページに資料を添付しておりますので、参考までにご覧ください。説明は以上

です。 

 

教 育 長   説明がありましたけれども、何かご質問等ありますか。基本的なところでもいい

のです。会計年度任用職員については、９月に説明をしておりますよね。臨時的任

用職員とか非常勤の職員さんを会計年度任用職員に変えていくという、そういった

ような制度が導入されるということに伴う改正です。 

 

教育部長   ９月にご説明させていただきましたけど、今、嘱託職員で１日６時間、週で３０

時間の方を採用しておりますが、この４月１日以降は会計年度任用職員という名称

になります。それで、身分が非常勤の特別職から一般職のほうに変わりますので、

私らと同じように地方公務員法は適用になるということと、給与体系が一番大きく
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変わります。今であれば月額報酬と通勤手当だけが支給されるのですけど、今度は

それに加えまして、まず基本給によく言う物価手当みたいな地域手当の６％が上乗

せになるということと、あとはボーナス、期末手当が支給できるというふうになり

ます。さらには、時間外勤務も命令できるというふうなことで、職員に近くなると

いうふうなことでの制度改正だったのです。それで、９月の時点では、そうやって

手当がつくということで、当局側は基本的には今もらっている月額をちょっと下げ

て、ボーナスも手当も出るから、総支給で言えば３％程度アップするということ

で、何とか労使とも話を進めていたところで、概ね了承をもらって議会のほうに提

案したというのが９月の時点です。ただ、その後、９月の議会でさっきも説明あり

ましたように、本当に月額を下げるということはどうなのだろうかというふうなこ

とで、月額はもう生活給じゃないかというふうなことで、一部の議員の方から本当

にいいのかというふうなことから、町長はやはり近隣の状況も見ながら、やっぱり

適正な基本給を出さないといけないだろうということで。そのあと労使交渉で。さ

らに厳しくいろいろやっていく中で、その時にはボーナス２．６出しましょう。月

額は下げるけどボーナス２．６出しましょうというのが９月でした。今度は、妥結

したのは、先ほど説明したように、２．６を１．４５にしようと。その１．１５分

は逆に基本給に上乗せして、減り幅を少なくしようというのがそういう内容でし

た。これについては先日の中国新聞にも、非常勤職員ボーナス減額みたいに大きく

取上げられましたけど、そういう妥結をしたというふうなことで、来年４月からや

っていこうということです。ただ、条例では、大枠は固めていますので、実際には

いろいろな職種がございます。一般事務、図書司書、教育支援員、青少年教育相談

員、保育士、その他にもいろいろな職種がありますので、それを規則の中で定めて

やっていこうというふうなことです。以上です。 

 

教 育 長   何かご質問等ありますか。 

 

田村委員   すみません。この６１ページのさっき読んでおいてくださいと言われたところな

のですけれども、そこで６１ページで教育部長が答弁いただいているところなので

すけれども、真ん中辺の、また、家庭教育の支援としては、家庭教育グループ「くす

のき」と書いてあるのだけど、家庭教育支援チーム「くすのき」ということで、今後

答弁があれば家庭教育支援チーム「くすのき」でお願いします。 

 

教 育 長   正式名称ですね。 

 

教育部長   承知いたしました。 

 

田村委員   お願いします。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございます。というように、これからはきちんとした名称でいきまし

ょう。よろしくお願いします。そのほかありますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、ないようですので、日程第４、報告第１８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   それでは、ご異議ないようですので、報告第１８号については、このように決し

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

会議を閉会いたします。 
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（閉議 午後４時３０分）  

 


