
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和２年２月２５日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    令和２年２月２５日（火）午後２時５０分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ４件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ４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   令和２年２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  上之園 公子 

          委 員  神原 謙治 

  

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１１号議案  学校医等の委嘱について 

日程第４  第１２号議案  選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納

付すべき費用の額を定める規則の一部改正について 

日程第５  第１３号議案  令和２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 

日程第６  第１４号議案  職員の行政処分に係る府中町職員懲戒審査会への諮問につい

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、私と坂田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枚めくっていただきまして、私のほうから６点ほど報告をさせていただきたい

と思います。 

      ○２月１日（土）府中町学校ＰＴＡ連絡協議会について 
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２月１日に府中町の学校ＰＴＡ連絡協議会が開催されました。令和元年度、本年

度の事業と会計の中間報告がありました。それから来年度へ向けての事業計画案、

開催日程案についての議題で行われました。両方とも承認をされたということでご

ざいます。そのあと、連絡事項で、要望事項を出されておりますので、その要望に

ついて教育委員会のほうから報告をさせていただきました。全部で５点、たくさん

あるのですけど、大体集約をして大きく５点にまとめて回答しております。１点目

は、児童生徒の登下校における安全確保について。それから２点目が、校内施設へ

の空調装置の設置について、これは普通教室だけではなくて、特別教室への設置に

ついて。それから３点目が、３５人学級の実現と教職員の適正な人員配置につい

て。それから４点目が、学校施設の老朽化に伴う改善要望についてで、トイレの洋

式化を予定どおりお願いしたいということと、緊急度の高い箇所についての緊急の

修繕であるとか、立入禁止措置についてもお願いしたいということがありました。

それから最後、５点目が、図書室の整備についてということで、図書室の充実、児

童生徒が自ら学び、活用したいと思えるような図書室の整備を目指したいといった

ようなこと。こういう要望について回答をしております。 

      ○２月１４日（金）志を育む教育講演会について 

       志を育む教育講演会が開催されました。これも参加をいただきましてありがとう

ございました。見ていただいた、聞いていただいたとおりでありますけれども、山

下峻さんであります。目標をきちんと実現をするために、自分はこういうふうなや

り方をしてきたよというのをとてもわかりやすく丁寧にお話してくれました。こん

なことをやるのは初めてだということで、練習も随分しましたというふうに言って

くれていました。今週中には生徒の感想も教育委員会のほうに届くということで

す。山下さんは２８歳ですから、生徒にとっては身近な年代の人で、お兄さんみた

いな感じだったのではないかなと思いました。 

      ○２月２２日（土）「家庭の日」作文入選者表彰式について 

       ２月２２日、土曜日に「家庭の日」の作文入選者の表彰式がありました。全部で

３，３４４点、そのうち入選作品が４２点ということでありましたけれども、今年

もこの特選の作文を朗読してくれましたが、とても本当に心温まるいい家庭が府中

町にはたくさんあるんだなというふうに思いました。毎年のことでありますけれど

も、この３，３４４点は、入選をしてもしなくても、とてもいい家庭があるんだな

というふうに思いました。 

      ○２月２５日（火）総務文教委員会について 

       本日、総務文教委員会が開催されました。教育委員会関係で言いますと、２月４

日の府中中学校の公立高等学校選抜Ⅰにおける入試手続の不備について、これにつ

いて概略の説明をさせていただきました。それから、２月５日にありました酒気帯

び運転による職員の逮捕について、これについても報告をさせていただきました。

こういうことは町長のほうからの報告ということでありましたので、町長からこれ

について報告をしていただいております。それから、町立中学校の生徒の自死にか

かる損害賠償請求訴訟についても、途中経過ということで報告をしてもらっていま

す。緑ヶ丘中学校３年生男子生徒の自死にかかる損害賠償請求訴訟について、昨年

の１２月１７日に広島地方裁判所から和解案が提示をされ、現在、協議を継続して

おりますという報告であります。 

       それから後ほど、協議会のほうで府中町の一般会計補正予算について、説明をさ

せていただきます。それから、来年度の予算の主要事業について、これも総務文教

委員会にかけております。教育委員会関係の主なところで言いますと、以上のよう

なところであります。 

       議会は来月の６日から１６日、予備日を１日入れて１７日までの予定です。一般

質問と、それから予算特別委員会が開催されます。もちろん、３月では最初に補正

予算についても審議をされるといったことであります。 

      ○社会教育功労者表彰文部科学大臣表彰受賞について 

       社会教育の功労者表彰、文部科学大臣表彰の授賞式がありました。読書ボランテ

ィアの「あじさいの会」という会が図書館にあります。その恵村さんが表彰を受け
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られました。恵村栄子さんであります。あじさいの会は昭和５５年からですから、

もう４０年にわたって続いている会であります。広島県が本格的に読書ボランティ

アの育成を始めた平成６年、あのころからよりもずっと以前からやって来られた読

書ボランティアの草分け的な方でもあります。良かったなというふうに思っていま

す。都道府県から推薦のあった方が８７名、全体で言うと１１４名の推薦があっ

て、その中でこういった社会教育功労者表彰を受けられました。 

      ○令和元年度家庭教育支援チーム文部科学大臣表彰受賞について 

 令和元年度の家庭教育支援チームが文部科学大臣表彰を受賞されました。これは

府中町の家庭教育支援チーム“くすのき”さんであります。２月１８日に文部科学

省のほうに行って受けられました。全国で２８の団体が表彰されたということであ

ります。この表彰式が終わって、この選考委員の中のある方が“くすのき”さんの

ところにやって来られて、断トツの１位でしたと。取組みで群を抜いていたといっ

たような評価をしていただきました。これまでずっと２５年から“くすのき”さん

はやって来られていますけれども、ユニークでここまでやっているチームはなかな

かないんじゃないかなと思います。とても嬉しい表彰をいただいたなというふうに

思っています。 

 それから、児童生徒の少し活躍の様子ということで、ご存じかもわかりませんけ

れども、総務文教委員会の中で報告をしたので、報告をしておきます。２点ありま

す。１点目は、アンサンブルコンテスト、中国大会に府中中学校と府中緑ヶ丘中学

校の吹奏楽部が出場して、両中学校とも金賞を受賞したということです。なお、府

中中学校は、中国地区の代表として３月２０日に福井県で開催される全日本アンサ

ンブルコンテストの全国大会に出場をいたします。 

 ２点目は、本年度の広島県児童生徒の体力・運動能力調査というのを毎年やって

いるのですけれども、今年度府中町の小学校の児童が４６名、中学校の生徒が２４

名、これがすぐれた結果を残した児童生徒として表彰されたということがありま

す。ちなみに、昨年、小学校は３０名、中学校は２４名ということで、かなり増え

ていったなというふうに思っています。学校全体で言いますと、体力づくりに取組

む顕著な向上が見られた学校として、府中南小学校が体力づくり奨励賞を受賞いた

しました。学校全体で体力づくりに取組むということで、まず、児童の体力でどこ

に課題があるのかというところをきちんと出して、その弱いところを重点的に力を

つけていくような取組みをしています。具体的に言いますと、握力とか走力とかそ

ういったところにちょっと課題があるのですけど、その課題のところを鍛えるよう

に体育の授業の中に入れるといったような授業改善を行って指導してきましたとい

うことでありました。それから、目標もこれまでの全体で漠然と体力をつけるとい

うのではなくて、やはり弱いところを何％引き上げるといったような、具体的な目

標を置いて取組んだということでありました。こういった取組みについては、町内

に広げていくべきと思います。以上です。 

それでは参観日の様子についてお願いします。 

 

坂田委員   １月３０日、府中東小学校の参観日に行きました。保護者の参観態度が５年生を

除いておしゃべりがなかったので、大変良かったです。１年生、２年生において

は、教室の後ろで先生の話すことにうなずきながら聞いている保護者が多かったの

で、子どもも大変感激して良かったんじゃないかなと思います。それから、授業態

度ですけども、１年生の学習意欲がとても高くて、みんなに自分の考えをわかって

もらおうと手を使って身ぶり手ぶりで一生懸命伝えようとする姿が見られました。

聞くほうも相手を見てしっかりと聞いていて、大変良かったです。２年生、３年生

も集中して聞いていて、発表時に理由をつけて「その訳は」というような形で言う

ことができていました。４年生は、版画の彫の場面だったのですけれども、保護者

は子どもの隣に行って見ていて、保護者によっては「ここがうまくできている

ね。」とか、児童の自信につながる声かけがたくさんありました。ただ、彫刻刀の

使い方をマスターしていない子もいたので、どういうことかというと、“彫る時に

すっと上げる”とか、“止めをする時に手を添える”とか、そういうのがちょっと



4 

 

気になった子がいました。５年生は、４人グループで話し合う場面があったのです

けれども、ホワイトボードにまとめている場面だったのですが、とてもどのグルー

プもよく意見が出て上手くまとまっていて、話合いが定着していることがわかりま

した。６年生は、一人ひとりが１年間のまとめということでしょうけれども、自分

の考えをスピーチする授業でした。話す観点、聞く観点に沿って児童は一生懸命取

組んでいました。できれば４、５人終わったところで先生の評価があると、次のス

ピーチに役立ったのではないかなと思いました。 

 ２月１４日、金曜日、「ともに展」の開会式に出席しました。生徒による司会、

それから始めの言葉、終わりの言葉、はっきりした言葉でうまくできていました。

作品のほうなのですけども、一人ひとりの発達段階に応じて作成された作品、習

字、着物、絵、工作などが展示されていました。２人の生徒に作品について聞いた

ところ、丁寧に自分が工夫したところ、苦労したところなどをうまく私に伝わるよ

うに話してくれていました。その時の表情はとても自信に満ちて話をしてくれたの

で、本人にとっても大変次への意欲につながったのではないかなと思いました。 

 それから、先ほどありました志を育てる講演会に参加しました。講演会の趣旨で

ある生徒が自分の生き方、将来について考えるのに十分にふさわしい講演会であっ

たように思います。その理由は、講師の話を生徒が当たり前のことなのですけれど

も、最後まで居眠りすることなく集中して聞き入っていたのが、そういうところか

らもわかりました。それから、後半の質問のコーナーでも、生徒の質問に対して講

師が自分の言葉ではっきりとうまく伝えておられて、生徒にもしっかり響いたので

はないかなというので、大変良かったように思います。引率した先生から聞いたの

ですけども、生徒はとても感動していた。非常に良かったというふうに言われてい

ました。以上です。 

 

田村委員   まず、志を育む教育講演会なのですけれども、生徒だけではなくて大人が聞いて

もとても学びのある素晴らしい講演でした。あそこまで準備されるのは大変だった

と思うのですよ。山下さんご自身もおっしゃっていたのですが、去年の吉川晃司さ

んの講演のプレッシャーがちょっとあったのかなと思いました。すごくまとめてく

ださってありがたいなと思いました。最後に、本当に今の中高時代が１番伸びる時

期なので、いろいろなトライ＆エラーをして欲しいということをおっしゃって、こ

れは大人にも言えることだと思うし、またそのトライ＆エラーからいろいろな人や

物、事との出会いを通して、山下さんは無駄なことはひとつもなかったとおっしゃ

っていたのですけれども、本当に考え方ひとつだなと思いました。これは無駄だっ

たとか、そういうことではなくて、全ての人・物・事との出会いをプラスに考え

る。だから、考え方ひとつで人生が開けていくのだなというのを大人も学ばせてい

ただきました。坂田委員もおっしゃったように、子どもたちの聞く姿勢がすばらし

くて、最後まで一生懸命聞いていて、その結果、ああいうふうな多くの質問が出た

のだなということを思いました。 

 そのあと「ともに展」を見させていただいたのですけれども、この「ともに展」

を毎回楽しみにしていて、作品にぬくもりがあって、本当に心がじわじわと温かく

なるような作品展だったと思います。ありがとうございます。 

 それから、２月１２日に、府中中学校のルネサンスの指導に参加させていただい

たのですけれども、今回は今までの総まとめのようなトレーニングだったのだろう

なと思いました。素人では思いつかないような体の動かし方、それを教えてくださ

って、本当にプロは違うなと、そこで思いました。生徒たちも、「そんなのできん

無理」と言いながらも、笑顔で取組んでいたので、頑張っているんだなと思いまし

た。終わってから、その講師のお二人に足の踏ん張り方というのをちょっと学ん

で、私は足を踏ん張るというのは、スポーツでもそうなんだけど、試合とかでも、

全ての足の指に力を入れて踏ん張るものなのかなと思ったのだけれども、そうでは

なくて、かかとと親指のつけ根と小指のつけ根、その３カ所に力を入れてちゃんと

立つんだよと言われて、そうなんだと思って。その基本的なところのまずはその踏

ん張り方を、次の３月のトレーニングの時に子どもたちにぜひ教えてあげて欲しい
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というのを、講師の方にお願いして帰りました。 

 それから、２月１９日に府中南小学校の参観日に行かせていただきました。保護

者を巻き込んだ授業内容で、おしゃべりがないのが私はすごく嬉しくて、１年生

は、計算カードを保護者の前で、「５＋９＝１４」とか、次々に子どもたちが前に

出て一生懸命言っていました。２年生は、保護者に日ごろの感謝の手紙を読んでい

ました。それから６年生の授業は、グループ学習をしていたのだけれども、わかる

子がわからない子に一生懸命教えているんですよ。それがすごく良くて、教え方が

ちょっと難しい子は先生がフォローに入って、本当に上手にかかわり合う授業をさ

れているなと思いました。５年生のあるクラスでは、子どもの発言に対して「今の

素晴らしい言い方だね」と、子どもの発言に対して先生がフォローしていました。

そういう受け答えもすごくいいなと思いました。４年生は体育館で「まなぼうさ

い」ということで、知る・備える・行動するという防災の学習をしていました。張

り紙を見て、子どもが地域を回ってすごく学習しているなというのがよくわかり、

また保護者だけじゃなくて、地域の方も緑のベストを着てたくさん来られていて、

これもすごくいいなと思いました。ただ、残念だったのは、親御さんがこれは授業

の一環なのだけど、１０人位がスマホで動画を撮っていて、撮っているのを見てみ

ると、前に出て４人ぐらいがしゃべっていて、我が子だけじゃなくて全体が写って

いるので、やっぱりそこら辺のマナーをもっと言っていかないといけないなと思っ

たのと、あとは、せっかく調べて頑張って発表をしているのだけれども、声が小さ

くて聞こえない。本当に満遍なく見ようと思うのだけれども、私もついつい声がた

くさん通る子のほうに行ってしまう。というところがあったので、その伝える力、

一生懸命学習しているのだから、それをどういうふうに来てくださっている方に伝

えるのか。そういう声の出し方などを事前に指導していかないといけないのかなと

いうのを思いました。 

 あとは、先ほど教育長におっしゃっていただいたのですけれども、“くすのき”

が表彰していただいて、本当に皆さんの支えのおかげです。どうもありがとうござ

いました。以上です。 

 

上之園委員  志を育む教育講演会で、もちろん保護者席は去年と全く違って、本当に数名とい

うことで、府中町出身の例えば著名人、成功者、スーパースターとかというような

ことというのがあるのですが、今回は趣旨からいうととても良かったのかなと思い

ました。もちろんある程度の著名人というので、自分たちのビジョンとかイメージ

にはかかわってはくるけれども、今回どのように選定されたのかわからないですけ

ど、プロセスとか生き方というのがとても中学生にわかりやすいし、自分たちも多

分大きくなったときに何か壁にぶつかったら、あの人が頑張ったということを思い

出せるというか、それと、とても身近な感じでその志ということを目指していった

という、とてもよくわかる。お話を聞いていても本当にぴったりの選定ではなかっ

たかなと思います。保護者の方がどう思われたのかわかりませんけれども、今後も

どういうふうに生きていったかとか、どういうふうにやってきたかというそのプロ

セスで選定をされるというのは、とてもいいと思います。それから、とにかく準備

とか答え方とかというのも一つひとつの丁寧さが、多分中学生にその熱意がきちん

と感じられたというので、とてもこのねらいにぴったりの良い講演会ではなかった

かなと思います。以上です。 

 

神原委員   私は、１４日なのですけれども、仕事のあと時間を見て、府中小学校の参観日に

参加させていただきました。１、２、３年生と４、５、６年生が時間帯をずらして

の参観日だったのですけども、私は最初の１年、２年、３年生のほうを拝見させて

いただきました。従来のイメージというのが参観日は、前のほうを向いてそれぞれ

が席に座ってという形だったのですけども、今回、保護者の方にたくさん参加して

もらいたいというか、教室の中に入って聞いてもらいたいというのをよく工夫され

ているなというふうに感じました。２年生だったのですけども、まず黒板にそれぞ

れの自分の名前を書いた紙とか、色とりどりのものを貼っていまして、その自分の
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名前の由来を発表するということで、それも子どもたちが黒板のほうに座って、保

護者へ中に入ってもらって、椅子に座ってもらって、自分自身がその親に聞いた自

分の名前をつけた由来とかというのをやっぱり、親の顔を見ながら話をするという

雰囲気があって、すごくそれが単なるその子どもが授業をしている姿を見るという

だけではなくて、一体になってのその参観日というのがすごく工夫されているなと

いうふうに感じました。３年生は将来の夢とか、そういうのを各グループで一緒に

話し合って、動作をつけたりだとか、歌を歌ったりとかですね。楽器を使って演奏

をしたりとか、将来の夢についてこういうふうになりたいんだというのを、先ほど

田村委員が言われたように、なかなか言えない子もいる中で、そんな時にやはり声

をかけてあげて一緒に言ってあげられる。こういう助け合いの雰囲気を見られて、

そのあたりがすごく充実している雰囲気を感じて、すごくほっこりするような感じ

を見ることができてすごく良かったなと思いました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございます。志を育む講演会については、スーパースターというのが

何年か続いたのですけれども、府中町ゆかりの方で志と思って生きてきた人と子ど

もの出会いの場をつくろうというのが趣旨であります。とは言え、プロ野球まで行

ったスーパースターですから。今回やっぱり良かったのは、前に出て司会をしてく

れた生徒会の子がいるじゃないですか。その生徒会の子と去年の１２月だったか

な。電話連絡をとっていろいろな話をして、事前にそういう場をつくったというよ

うなことがひとつあったのと、あとはその人をとてもよく知っている恩師がここに

いらっしゃって、教え子だそうで、生き方をよく知っているから選べたというとこ

ろがあって、本当に良かったかなと思います。本当にぴったりでしたよね。ありが

とうございました。それでは、教育長報告を終わりたいと思います。そのほか何か

ございますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、次にまいります。日程第３、第１１号議案「学校医等の委嘱につい

て」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   教育部長です。第１１号議案、令和２年２月２５日、学校医等の委嘱について、

学校医等の委嘱について、教育委員会の審議に付する。詳細な説明は、学校教育課

長が行います。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。それでは、学校医の委嘱についてご説明いたします。 

 令和２年度の学校医、学校歯科医、学校薬剤師の委嘱についてご説明いたしま

す。まず、５ページ目が令和２年度分、６ページ目が平成３１年度分の名簿となっ

ております。変更となった箇所についてのみ、ご説明させていただきます。 

 府中緑ヶ丘中学校の学校歯科医が現在、安富慶昌歯科医師から、来年度、小田恵

子歯科医師へ変更となります。説明は以上です。 

 

教 育 長   今、説明がありましたけれども、１名変更ということであります。何か質問あり

ますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようです。それでは、よって日程第３、第１１号議案については、原案のと

おり可決したいと思います。ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   異議がないようですので、第１１号議案については、そのように決します。それ
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では次にまいります。日程第４、第１２号議案「選挙運動のためにする個人演説会

等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規則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   教育部長です。第１２号議案、令和２年２月２５日、選挙運動のためにする個人

演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規則の一部改正につい

て、選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額

を定める規則の一部を改正する規則について、教育委員会の審議に付する。詳細な

説明は、総務課長が行います。 

 

総務課長   総務課長です。選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付す

べき費用の額を定める規則の一部改正についてご説明いたします。 

 資料１０ページの新旧対照表をご覧ください。改正の内容は、第 1 条の条名を削

り、第２条及び第３条を削除するものです。個人演説会で使用することのできる施

設の使用料には、演説会開催のために必要な施設公営費も含まれていると解され、

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第９条第７項の規定により、個人

演説会を開催する場合の費用の額は、各施設の使用料を定めた条例によることとさ

れているため、第２条及び第３条を削除するものです。なお、この規則の一部改正

については、８ページのとおり、府中町選挙管理委員会に協議のうえ、承認を得て

います。説明は以上です。 

 

教 育 長   今、説明がありましたけれども、第２条にいろいろ額が入れてあるのだけど、使

用料のみで良くなったということです。このことについてご質問、またご意見等ご

ざいますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようです。よって、日程第４、第１２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   ご異議ないようですので、第１２号議案については、原案のとおり可決というこ

とにいたしたいと思います。それでは、次にまいります。日程第５、第１３号議案

「令和２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。この件につきましては、成案とな

る前の議案の内容にかかるものですので、審議は非公開が適当というふうに思われ

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、次の日程第６、第１４号議案「職員の行政処分にかか

る府中町職員懲戒審査会への諮問について」は、これは人事にかかる案件となりま

すので、やはり同じように審議は非公開が適当と思われます。この第１３号議案、

第１４号議案の議案内容について、非公開とすることに賛成の委員は挙手をお願い

いたします。 

 

（全員挙手） 

 

教 育 長   出席委員全員ということであります。第１３号議案、第１４号議案については、

ともに非公開といたしたいと思います。また、１３号議案の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、日程第５、第１３号議案「令和２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」を議題といたします。説明を

お願いします。 
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教育部長   教育部長です。第１３号議案、令和２年２月２５日、令和２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、令和２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する。詳細な説明は、総務課長が行います。 

 

総務課長   総務課長です。「令和２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」ご説明します。 

 ３月に開催される令和２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、令和元年度府中町一般会計補正予算

（第５号）、令和２年度府中町一般会計予算、財産の取得について、この３件とな

ります。それでは、「令和元年度府中町一般会計補正予算（第５号）について」、

資料１２ページをご覧ください。総務課関係分の歳入歳出補正予算です。先日ご説

明いたしました、文部科学省のＧＩＧＡスクール構想に係る学校ＩＣＴ環境整備事

業で、歳入は、国庫補助金、学校情報通信ネットワーク環境整備事業補助金、９，

９９１万６，０００円及び町債、学校ＩＣＴ環境整備事業債、９，７９０万円の合

計１億９，７８１万６，０００円、歳出は、学校情報通信ネットワーク環境整備事

業委託料、１億９，７８５万４，０００円です。町内の小中学校７校に、大容量の

校内通信ネットワークを整備します。 

 続いて、繰越明許費です。繰越額が、１億９，７８５万４，０００円で、先ほど

ご説明した補正額を全額繰越しいたします。繰越理由は、国が進めるＧＩＧＡスク

ール構想の実現に向けた校内通信ネットワーク整備事業が、令和元年度の国庫補助

事業の補正予算を繰越して、令和２年度事業として実施することを前提としてお

り、令和２年度に今回の補正予算を全額繰越して事業を実施するものです。 

 次に、「令和２年度府中町一般会計予算について」、資料の１３ページから２５

ページになります。意見聴取以降の大きな変更点のみのご説明とさせていただきま

す。２０ページをご覧ください。最下段の私立幼稚園教育振興事業、６７万４，０

００円を新規で計上しております。町内の私立幼稚園の図書購入費等の教材費の一

部を補助するものです。２２ページをご覧ください。中ほど、財政計画の１点目、

社会教育一般事務事業では、意見聴取の際に意見を申述べしていただいた体育施設

等照会システム導入にかかる経費について、予算計上をしております。その他、会

計年度任用職員の報酬、期末手当等の整理による変更が関連する事業においてござ

います。 

 最後に、資料２６ページから、「財産の取得について」をご覧ください。議会の

議決に附するべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定によ

り、予定価格７００万円以上の動産の買入れ等、財産の取得については、議会の議

決に附さなければならないため、議案として上程するものです。購入する財産は、

教師用指導書及び指導用教材の一式となります。購入金額は、１，４０５万３，７

１０円、契約の相手方は、広島市西区東観音町１５番１２号、広島県教科用図書販

売株式会社広島支店です。説明は以上です。 

 

教 育 長   たくさんあるのですけれども、ご質問等ありますでしょうか。 

 

田村委員   １６ページの英語検定のところなのですけれども、これは受験費を補助して、例

えば不合格だった場合は２回目からは自費で受けるということですか。 

 

教 育 長   １回分を補助します。 

 

田村委員   わかりました。 

 

学校教育課長 中３は３級以上を受けるのであれば、その受ける級を補助しています。中２は４

級以上であれば４級以上の級、中２が３級受けますと言ったら３級を補助します。 
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田村委員   なるほど。上の級は出すということですね。 

 

学校教育課長 そうです。上の級は出しています。中２で５級を受けますと言ったら、それは自

己負担してもらうということです。 

 

神原委員   あくまで、中学生のことですか。 

 

学校教育課長 はい、中学生です。 

 

田村委員   ありがとうございます。 

 

教 育 長   ということで、よろしいですか。そのほかございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、質問ないようですので、日程第５、第１３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１３号議案については、そのように決します。 

 では、次にまいります。日程第６、第１４号議案「職員の行政処分にかかる府中

町職員懲戒審査会への諮問について」を議題といたします。 

 

（非公開） 

 

教 育 長   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

閉会いたしたいと思います。 

 

（閉議 午後２時５０分）  

 


