
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和２年４月２８日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    令和２年４月２８日（火）午後２時０５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   令和２年４月２８日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ ２F 研修室 

 

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  報告第１号   代理行為の承認について 

                「府中町公民館運営審議会委員の任免について」 

日程第４  報告第２号   代理行為の承認について 

                「合同訓令の制定について」 

日程第５  報告第３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       榎並 隆浩    教育次長兼総務課長 長西 弘子 

教育委員会事務局主幹 大神 規正    学校教育課長    土井 賢二 

社会教育課長     山本 進一    総務課総務係長   山王 真由美 

 

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。また、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。府中町教育委員会会議

規則第１８条第３項の規定によりまして、私と坂田委員を指名することといたしま

すが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   では、次に参ります。日程第２「教育長報告」を議題といたしたいと思います。

私のほうから４点ほど報告をさせていただきたいと思います。 

      ○４月７日（火）小・中学校入学式について 

 １点目は、４月７日、小・中学校の入学式がございましたので、私のほうで出席

をいたしました。例年、教育委員さんにも出席をしていただくわけですけれども、

新型コロナウイルス感染症対策のために、ご来賓の皆様とそれから在校生について

の出席をなくしました。ということで行いましたけれども、学校ごとにそれぞれ工
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夫をした内容で実施をされておりました。全体の時間も短くということで、過密を

防ぐという観点で３密を防ぐということで実施をされておりましたので、報告をさ

せていただきます。 

○４月２０日（月）総務文教委員会について 

 ２点目です。４月２０日ですけれども、本年第２回目の総務文教委員会が開催さ

れました。今回、町長報告として３つの報告が行われました。そのうちの一つが町

立中学校生徒の自死に係る損害賠償請求訴訟について、教育委員会会議でも報告を

させていただいたと思いますけれども、このことについて町長報告がなされました。

内容は、３月の定例会で既に議会ではこの損害賠償の額を定めることについて議決

をしていただいたところですけれども、その後、３月２５日に広島地方裁判所にお

いて、議決していただいた内容で、原告との協議が整って和解が成立いたしました

という報告でありました。そのあと、３月２７日、金曜日ですけれども、町長と私

で原告のお宅を訪問して、改めて本事案に対する謝罪と、それから和解をしていた

だいたことに対するお礼を、町長と私で行って述べてきたという報告をさせていた

だいております。 

 それから、そのほかで言いますと、事業所内保育事業の廃止ということについて

と、新型コロナウイルス感染症に対する府中町としての対応についてということだ

と町長のほうから報告をされております。 

 それから、私からの報告、教育長報告が議題の中にあるのですが、私からは卒業

式・入学式についてということと、それから小学校・中学校の行事の延期について。

これは当面町内の５つの小学校の運動会が５月２３日、それから中学校が５月３０

日予定をされていましたけれども、これが新型コロナウイルス感染症対策のために

延期をすることとしましたという内容であります。 

それから、本年度の人事異動、県費の学校の教職員についての人事異動について

報告をさせていただきました。今年は全部で管理職、それから管理職以外、町内異

動も含めてですけれども、それから新規採用者も含めて、全部で６０名の異動があ

ったということで報告をさせていただいております。 

 それから、総務文教委員会ではですね、委員会のほうで学校教育に関する事務調

査ということで、本年度の児童生徒数について、本日お配りをしております資料と

同じもの、４月６日現在のものですけれども、これをお配りをしております。見て

おいていただければと思います。今年は５月１日現在、もうちょっとで５月１日現

在になるのですが、４，２００人をちょっと超えたぐらいの人数で、また昨年より

も増えております。ということですね。それから、もう１点、府中町の教育振興基

本計画について、これについて議会で報告をさせていただいております。これが学

校教育に関する事務調査です。それからもう１点、社会教育に関する事務調査とい

うことで、府中町歴史民俗資料館の展示計画についてという報告をさせていただい

ております。これも本日お手元にお配りをしておりますけれども、当初説明をさせ

ていただいたものから若干展示の内容を変えております。これはやっぱり精査をし

ていったところですね、もっとこういうふうにしたほうがいいだろうといったよう

なご意見もいただいたりした中で、もう一度展示設計の変更を少し、若干させてい

ただいております。これにつきましては、後ほど協議会のほうで部長のほうからも

う少し詳しい説明をしてもらおうというふうに思っております。ということで、総

務文教委員会の報告を終わらせていただきたいと思います。 

○令和２年度府中町教育委員会の主要施策の概要について 

 それから、３点目ですけれども、本年度の府中町教育委員会の主要施策の概要に

ついてというふうに書かせていただいておりますけれども、実はこれにつきまして

はですね、教育長は法第１条の３第１項のいわゆる教育大綱、町長がつくる分の大

綱ですね。その大綱に基づいて教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の実

施に関する事務、これについて年度の最初に召集されるこの教育委員会会議で、こ

れを報告をしなければいけないという決まりごとがあります。これ、教育長に対す

る事務委任規則の中にありますので、これに基づいて報告をさせていただくもので

あります。これに基づいて報告するものとしては、施策について中間的な時期にこ
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の会議の進捗について報告をさせていただくことが、大体９月、１０月ごろに一度、

ざっと大きな中身について報告を、進捗についてさせていただきますけれども、そ

ういったようなものと同じようにこれもやらなきゃいけないというふうに法律にな

っておりますので、本日お配りをしております教育委員会の主要施策の概要、これ

から説明をさせていただこうと思いますけれども、この中身についてはもうほとん

ど予算のときにご審議をいただいているときに見ていただいている中身であります

ので、詳細については省かせていただこうと思います。その中でですね、本年度の

重点課題、それに対応する事業として、一番下の右側に５つのあれを書いておりま

すので、これが主な重点施策になります。 

一つは、左側の上の星印ですけれども、信頼される学校教育の充実ということで、

教育振興基本計画の中にもちろんこれはちりばめてありますけれども、外部からの

やっぱり声を学校の中にもっともっと入れていくといったような観点があったとい

うふうに思いますが、そういう中でスクールカウンセラーや特別支援教育アドバイ

ザー等の外部人材を活用した相談体制の充実、さらには校務支援システムの導入に

よる教職員の事務負担の軽減、こうしたことによって教職員と児童生徒、それから

保護者との信頼される関係をつくっていけるようなそういう学校体制をつくり上げ

ていこうということで、導入をしているものであります。特別支援教育アドバイザ

ーにつきましては、本年度新規事業として新たに導入をしている方であります。竹

内先生という方で、今、府中中学校・緑ヶ丘中学校についてはもう行っていただい

て、全クラス子どもたちの様子も全部見ていただいて、さまざまなご指導をいただ

いております。それから今、府中小学校を除いた他の４校についても全部訪問をし

て、ここはもう子どもたちが休んでいますので、教職員との研修会に臨んでいただ

いている。府中小学校については、ちょうど何かの行事とぶつかって行けなかった

ので、５月中旬に行かれるということになります。ということで、一応全部の学校

を回っていただいているといったような状況であります。 

 それから、学校ＩＣＴ環境の整備、これについては、何度も説明をさせていただ

いておりますけれども、少し前倒しをしてなるべく早く導入、タブレット等を導入

できるようにしていきたいというふうに思っておりますけれども、どこまで前倒し

ができるかということについては、まだまだ全国的にこのコロナの関係で子どもた

ちにＩＣＴを使った学習の機会を提供していくという流れがありますので、全国的

にここは一気に進んでくるだろうということで、いつ整備がされるかはわかりませ

ん。でも、できるだけ早くやっていきたいなというような思いであります。 

 それから、学校・社会教育施設等の整備で、一つは東小学校と北小学校のトイレ

の洋式化ということ。それから、先ほど今日来てくれております大神主幹のほうの

揚倉山健康運動公園多目的広場の人工芝化、そして体育施設等の照会システムの導

入、こういったような事業が本年度大きく動いていくということであります。 

 それから、歴史民俗資料館の再編整備、公民館と合わせてですけれども、これも

後ほどちょっと説明をさせていただきます。 

 それから、下岡田遺跡の保存活用、これも前回ちょっと説明をさせていただいた

と思うのですけれども、これも本格的に国指定に向けて動いていくということであ

ります。土地の買い上げとかそういった事務的なことが、これからそういう事務も、

もし指定された場合ですけれども、そういう事務がもうどんどん出てきます。 

こういったような内容で、重点的には取り組んでいくのかなというふうに思いま

すけれども、もちろんきちんと学校教育・社会教育を進めていく仕事については、

政策については、これまでどおりきちんとやっていきたいというふうに思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

○新型コロナウイルス感染症対策に伴う教育施設の状況について 

 それから、最後です。新型コロナウイルス感染症対策に伴う教育施設の状況につ

いてでございますけれども、学校教育、学校については、学校教育課が所管をして

いるものにつきましては、低学年の子どもの預かりということを学校で行っており

ます。これ１年生から３年生までと、それから特別支援を要する子どもたちを学校

で少し預かっていこうということでありますけれども、これが今、利用率が４．４％
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ぐらいですかね。そんなに多くはないのですけれども、４％ぐらいあるということ

であります。それから、グラウンド開放につきましては、現在はもう、今は実施を

しておりません。 

 それから、学校の休校期間が４月１５日から５月６日までということであります

けれども、今日の午前中、臨時の校長会を開きまして、昨日の県の教育委員会の方

針、５月いっぱいは臨時休校とすると。県立学校については。これを受けまして、

府中町でも教育委員会の中では今、５月いっぱいを臨時休校にしていこうというふ

うに考えております。今後、この教育委員会会議が終わったら対策本部の本部長の

ほうに報告に、説明に行こうかなというふうに思っておりますので、知っておいて

いただきたいと思います。 

 それから、社会教育施設につきましては、今日これ資料についていると思うので

すけれども、全部の社会教育施設について、一応、利用中止という形にしておりま

す。また、空城山運動公園、それから揚倉山運動公園については、駐車場はもう全

部閉鎖をするということで、４月２５日から閉鎖をしております。といったような

状況であります。それから、府中公民館については、小学校が今臨時休業しており

ますので、それで日曜日と祝日を閉校とするために、４月２６、それから２９、５

月３、４、５、６、これを臨時休館ということで、利用停止ではなくて休館という形

をとっております。そういったような状況であります。それから、空城山公園の遊

具についても、利用制限を行っております。大体、社会教育施設については以上の

ような状況であります。 

 学校のほうがですね、もう随分長く休みになるということでありまして、途中自

主登校の日とか、そういったようなことも今日午前中校長会のほうで検討もいたし

たりいたしました。状況を見て、やっぱりどこかの段階でやっていく必要があるか

ねというようなことで動いていこうかなと思っています。少なくとも５月６日、２

週までがこれまでの臨時休校、休みの日でしたから、この連休明け２週間まではや

っぱり、これはちょっと様子を見ないといけないので、５月２０日まではやっぱり

きちっと学校のほうを休校していこうと、臨時休校。それ以降、様子を見ながらも

し自主登校等できるようだったら、考えていこうといったような内容であります。 

 それから、もう一つ、家庭にいるときの子どもたちの学習の状況ですけれども、

今、具体的には学校ではですね、メールをして子どもの様子を返信をしてもらうと

ころ、また、電話等の連絡で子どもの様子を聞かせてもらうといったようなことを

取り組んでおります。家庭学習については鬼のように出してあるという話でしたの

で、その様子がやったりしているのでしょうけれども、やっぱり休みが５月いっぱ

いということになりましたので、家庭学習についてまた小学校はポストインしてい

こうということ。その時にインターホンなんかで様子を聞いたりしていこうといっ

たような取り組みをしていこうということと、そうはいいましても、もう授業も進

めていかないといけないので、そこら辺をどうするかということで、やっぱりＩＣ

Ｔを活用して、各学校でですね、例えば、低学年の国語はこの学校、中学年の国語

はこの学校、高学年の国語は。１・２・３年生と４・５・６年生で分けたのか。 

 

学校教育課長 国語はですね。 

 

教 育 長   国語はね、そういうような分け方。これ学校にそれぞれ割り振って、単元でＩＣ

Ｔでできるようなところを。それから、算数も学校に割り振って、どこかの学校が

どこかを担当して、そこで先生たちが授業をするという。それを配信をしていくと

いうことで進めていこうかなと思っています。それで、ネット環境のない子どもに

ついては、学校のパソコンルームあるので、そこを使ってくださいといったような

案内をしていこうかなというふうに思っております。具体的にイメージとしてはで

すね、実はここでうちの山口先生が先日ある算数の授業をここでしたのを撮ってい

ます。それを見てもらってですね、こんなイメージでやっていきましょうという一

つの、これ算数をやったのですけど、算数は割とつくりやすいのですね。国語をど

うつくっていくかというのは、また各学校の知恵の出しどころですけれども、いろ
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いろな学校の先生の授業を見てみるのも、子どもたちにいいのかなと思ってみたり

ですね。それぞれの学校でそういうあれを１年生のところは１年の担任の先生がつ

くっていくとか。せっかく府中町授業の匠がおりますので、そういう人たちの活躍

の場にもなってもらえればいいなと思っておりますし、そういったようなネットを

使って子どもの学力の保障というか、そういうものをやっていこうかなと。ただ、

なかなかネットではできないような授業もありますので、ネットでできるような感

じの授業のものをやっていって、そうでないものは学校が始まってからまたやると

いったようなこと。それプラスの家庭学習ということになるのかなと思います。学

校ではやっぱり授業に合ったような家庭学習とリンクをしたようなこともつくって

いかないといけないので、そこらをこれまでのように復習ばっかりの家庭学習では

やっぱりなかなかいかないだろうということで、先生たちがここで５月８日ぐらい

までに何かいろいろと、何かをつくっていこうということで、今日校長会のほうで

そういう話になっております。こういったような中身で新型コロナウイルス感染症

対策への取り組みをしているということであります。 

 もちろんそれ以外に、文科省のネット配信しているものであるとか、教科書会社

からやっているものとか、いろいろな民間のものとかあるので、こういうところに

いくとこんな学習ができますよということについては情報提供しています。なかな

か見てくれているかどうかちょっとそれはよくわからないのですけれども、そうい

ったような内容で今、取り組んでいるということであります。 

 長くなりましたけれども、以上で私からの報告を終わります。何か質問あります

か。 

 

坂田委員   質問と感想なのですけど、一つは入学式のことですね。とてもうまくいったとい

うことなのですけども、今までにないことだったわけなのですけれども、こういう

ことがちょっと課題じゃないかとか、例えば急にたくさん保護者が来てから椅子が

ね、とか、そういうのが足らないとか、そういうようなことが例として、例えばで

すよ、そういうのがもしあったら、またあるかどうかわかりませんけど、教えてく

ださい。 

 それと、感想として、各校のホームページを時々見ていたのですけれども、幾つ

かの小学校ではホームページで全学年が学年通信として配信していました。その中

でですね、非常に興味があったのが、児童が植えた植物の発芽状況、それから桜の

花の変容というような学習の中身に沿ったものが知らせていました。とても子ども

が考えることがあるので、いいように思いました。それから、ある学校においては、

さっき教育長さんからありましたけれども、ネット環境につながるように最初のト

ップページのところから入れるようにリンクしている学校がありました。非常にい

いことだと思いました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 それでは、ないようですので、次に参りたいと思います。日程第３、報告第１号

「代理行為の承認について（府中町公民館運営審議会委員の任免について）」、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１号、令和２年４月２８日、代理行為の承認について。府

中町公民館運営審議会委員の任免について、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。 

 

教 育 長   はい、社会教育課長。 

 

社会教育課長 公民館運営審議会委員の任免についてご説明をさせていただきます。公民館運営
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審議会とは、社会教育法第２９条第１項に定められた審議会であり、同法第２９条

第２項に「公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の

企画実施につき調査審議するものとする。」とされ、公民館審議会委員の皆様には、

公民館の運営等について年２回ご審議等をしていただいております。 

 また、町立公民館の設置及び管理条例で「委員の定数を１０名とする。」となっ

ており、「審議会の委員は、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。」とな

っております。任期は２年で、平成３１年４月１日から令和３年３月３１日まで任

命しております。 

 この中で、府中緑ヶ丘中学校の谷川清二校長を任命しておりましたが、この４月

の人事異動に伴い３月３１日付で任命の解除を行いました。また、学校教育の関係

者、町内の小学校なのですが、代表として、府中南小学校の小田原かおり校長を４

月１日付で任命いたしました。任期については、前任者の残任期間の令和３年３月

３１日までとなっております。 

 なお、３月３１日まで学校教育関係者（町内小学校長）として任命していました

府中南小学校の中坊京子校長が、４月１日付で府中緑ヶ丘中学校校長として赴任さ

れ、引き続き、学校教育の関係者（町内の中学校長）として委員をお願いしていま

すので、改めての任免行為は行いません。説明は以上でございます。 

 

教 育 長   何か質問ありますでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、よろしいでしょうかね。ないようです。よって、日程第３、報告第１

号については、原案のとおり承認を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１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２号「代理行為の承認について（合同訓令

の制定について）」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。 

 

教 育 長   はい。 

 

教育部長   報告第２号、令和２年４月２８日、代理行為の承認について。合同訓令の制定に

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、教育次長兼総務課長か

ら行います。 

 

教育次長兼 

総務課長   教育次長兼総務課長です。 

 

教 育 長   はい。 

 

教育次長兼 

総務課長   報告第２号、代理行為の承認についてご説明いたします。資料７ページをご覧く

ださい。訓令名「職員の服務の宣誓における上級の公務員を定める規程」を合同訓

令として制定することについて、令和２年３月３１日付で協議があり、同日付で同

意する旨の回答を行っております。８ページをご覧ください。制定の理由は、本年
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４月１日より会計年度任用職員が地方公務員法第３１条及び府中町職員の服務の宣

誓に関する条例に基づき服務の宣誓を行うこととなったため、各職員に適した方法

で宣誓を行うことができるよう、服務の宣誓を行う上級の公務員を定めるものです。

９ページをご覧ください。こちらが制定された訓令となります。教育委員会関係は

第３条となります。条例第２条の規定により教育委員会が定める上級の公務員は教

育長とします。ただし、会計年度任用職員については、事務局の各課長及び教育機

関の長を上級の公務員として、服務の宣誓を行うことと定めております。施行期日

は、令和２年４月１日です。 

 なお、教育委員会では、「職員の服務の宣誓における上級の公務員を定める規程」

を定めておりましたが、本訓令の制定に先立ち、教育委員会会議３月定例会におい

てお諮りし、廃止しております。説明は以上です。 

 

教 育 長   はい、今、説明がありましたけれども、何かご質問ありますでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   先日、起案回ってきまして、全員宣誓をされましたので、併せて報告をいたしま

す。はい、ご異議ないようでございますので、日程第４、報告第２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４、報告第２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３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。 

 

教育部長   教育部長です。 

 

教 育 長   はい。 

 

教育部長   報告第３号、令和２年４月２８日、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、教育次長兼総務課長

が行います。 

 

教育次長兼 

総務課長   教育次長兼総務課長です。 

 

教 育 長   はい。 

 

教育次長兼 

総務課長   報告第３号、代理行為の承認についてご説明いたします。資料は１１ページをご

覧ください。訓令名「府中町職員名札の着用に関する規程」、「府中町職員の身分証

明書に関する規程」、「府中町公益通報取扱要綱」の３件の合同訓令を一部改正す

ることについて、令和２年４月２２日付で協議があり、同日付で同意する旨の回答

を行っております。１２ページをご覧ください。改正理由は、地方公務員法の一部

改正による、臨時・非常勤職員の任用根拠の明確化・適正化に伴い、訓令の一部を

改正するものです。１５ページの新旧対照表をご覧ください。第１条による「府中

町職員名札の着用に関する規程」の一部改正は、第４条関係の別表に会計年度任用

職員及び臨時的任用職員用の名札を加えるものです。 次に、第２条による「府中

町職員の身分証明書に関する規程」の一部改正は、職員の定義に係り、地方公務員
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法の改正に伴って引用条項が変わるもので、改正後の規程で引用する地方公務員法

第２２条の２第１項は、会計年度任用職員について、第２２条の３第４項は、臨時

的任用についての規定となっております。続いて、１６ページ、第３条による「府

中町公益通報取扱要綱」の一部改正は、同じく職員等の用語の意義に係り引用する

地方公務員法の条項を加えるもので、改正後の規定で引用する地方公務員法第３条

第３項第３号の２は、特別職として投票管理者等を規定するものです。適用は、令

和２年４月１日からとなっております。説明は以上です。 

 

教 育 長   今、説明がありましたけれども、何かご質問等ありますか。よろしいですかね。 

 

（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３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３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

日の会議を閉会といたします。 

 

（閉議 午後２時０５分）  

 

 

 


