
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和２年６月３０日（火）午後４時００分 

 

３ 閉会日時    令和２年６月３０日（火）午後４時５２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    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    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２年６月３０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８号   代理行為の承認について 

                「府中町いじめ防止対策推進委員会委員の任免について」 

日程第４  報告第９号   代理行為の承認について 

                「府中町学校運営協議会委員の任免について」 

日程第５  報告第１０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６  報告第１１号  専決処分の報告について 

「教育委員会の任免に係る職員のうち係長以下の職員の任免

その他の人事に関することについて」 

 

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４時００分） 

 

教 育 長   それでは、時間が参りました。定足数にも達しておりますので、ただいまから定

例の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。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、私と神原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   それでは、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。 

○５月２１日（木）第１回安芸郡教科用図書採択地区協議会について 

まず、１点目です。５月２１日ですが、第１回目の安芸郡教科用図書採択地区協
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議会がございました。議事内容は、全部で７点ございました。主なものを申し上げ

ますと、まず、議案１号として、採択地区の会長と副会長の選出がありました。会

長については、事務局を持っている熊野町の職務代理者の大竹美枝子さん、それか

ら副会長が府中町の坂田職務代理に決まりました。 

それから、規約の変更が一つありました。一つは、第２条のところになるのです

けれども、教科書の採択の調査をしていくときに、この調査員の中に江田島市を入

れるということはどうかと。江田島市からは以前からありましたように、江田島が

単独でやるのはやっぱりちょっと教職員の人数、教員の人数の関係でやっぱり厳し

いということで、ぜひ安芸郡と一緒にできないかということがありまして、それな

ら一緒にやりましょうということで江田島市を一つ入れていくという方向でありま

す。これ、調査の部分だけです。選定委員会とか、協議会のところには入っていま

せん。それから、１４条になるのですが、情報公開のところについて一つございま

した。これまでこの採択の結果・採択理由については、採択後遅滞なく公表するも

のとするというのがありまして、そのあと、ただしというただし書があったのです。

なので、この公開の時期を、広島県教育委員会が文部科学省に広島県内の全ての採

択地区における採択結果を報告した後、公表するということにしていたのですが、

これは無理にこの時期でなくてもいいということでありますので、もう遅滞なく公

表すると。終わってもう採択が済んで、うちの教育委員会の中でそのことが、これ

を採択するということが決定をしたら、できるだけ早く公表していこうというふう

に思っております。このことがありました。 

 それから、基本方針をこの教育委員会会議の中で決めていただきましたけれども、

それをもとにして安芸地区のができました。これも事務局の案に賛同ということで、

どこも同じような中身でありましたので、方針が決定いたしました。それから、選

定委員と調査員について。調査員の人数が例年よりも江田島市が入ってくるだけ増

えているということであります。それから、最後に、採択に係る日程について検討

をしております。 

 これが教科書の採択地区協議会です。また、答申が出ましたらこの教育委員会会

議の中で最終的な決定をしていただくということになろうかと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○５月２９日（金）広島県町教育長会総会（書面決議）について 

 それから、２点目です。５月２９日に町教育長会の総会を行いました。例年集ま

ってやっているのですけれども、本年度はコロナの関係で書面決議ということで各

町に回して書面で決議をいただいて、全部承認をいただきました。今年は特にない

のですけれども、事業報告、決算、それから本年度の事業計画と予算については全

て承認をいただきました。大会の宣言と決議の中に、災害の中で新型コロナウイル

ス、こういったようなことについての子どもの命と健康を守っていくということが

求められているというようなことを入れたり、それを受けて決議の中で新たなこう

いう危機に適切に対応していけるような教育内容を創造していくといったような内

容のものを入れて、これも決議の案が取れました。こういったようなことでありま

す。役員人事につきましては、今回はありません。２年で、昨年と今年度です。会長

は私です。副会長は馬屋原さん、神石高原町です。監査が池田庄策さん。全国町村

教育長会の会長に、安芸太田町の二見教育長がなられたということがあります。大

体以上です。ちなみに、実は県の町教育長会、今年一度新型コロナウイルス関係で

各町の取組についての情報交換、それからＧＩＧＡスクールに向けてのさまざまな

取組についての情報交換、これをテレビ会議で行いました。府中町がホスト局なの

ですけれども、なかなかこれ初めてでして、これからはもうこういうことでやって

いきたいねということを話しております。 

○６月４日（木）町長２期目就任について 

 それから、６月４日ですけれども、町長が２期目が６月４日から始まりました。

初登庁の日でありました。就任挨拶もその日にあったのですけれども、この挨拶の

様子については府中広報に載っておりますので、また参考にしていただければと思

います。 
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○６月１５日（月）総務文教委員会について 

 それから、６月、議会の月であります。６月１５日、月曜日ですが、総務文教委員

会がありました。町長報告が６件、私のほうの報告が３件であります。町長報告は、

一番最初に新型コロナウイルス感染症対策の進捗状況についての報告がありました。

その中で、教育委員会関係では、学習支援をしておりますということで、家庭学習

のサービスが５月１２日の開始後、１回でも利用した児童生徒の割合が小学校で５

２．９％、ｅライブラリの話です。復習をやっていったりするものです。中学校で

７６．５％、これが利用した生徒です。ただ、小学校５２．９％なのですけれども、

先生たちが子どもに聞いた様子はですね、ほとんどの子が見たよ、やったよという

ふうに手を挙げてくれたという。ｅライブラリやった最後に評価というところをク

リックしなきゃいけないのですが、それをしたのが５２．９％。学校へ返った、分

かった子がですね。していない子がやっぱり随分いるのかなというふうに思いまし

た。数字で言うとこの数字しか出てこないということであります。それから、動画

を配信したということで、ＹｏｕＴｕｂｅからやった分でありますが、これは、小

学校では６５本作成しています。中学校で２７本製作をしています。５月１７日か

ら配信をして、再生回数が小学校で２万２，３２７回、かなり見ているのですね。

中学校で４，０９８回というふうな数字がこの時点で出ています。 

 それから、留守家庭児童会の開設時間の延長が４月１５日から５月８日まで実施

をして、７２万円程度の経費を要したという報告をしております。 

 それから、もう１点、退職手当支給制限処分等の取消請求事件について、という

報告をしています。町長からされました。これは、令和２年２月５日に発生をしま

した、当時社会教育課長の飲酒運転による交通事故について、３月１６日に町の教

育委員会において本人に対して懲戒免職処分並びに退職金を全額不支給とする退職

手当の支給制限処分を行いました。このたび、この事案について、退職手当の支給

制限処分等の取消請求訴訟が５月１１日に広島地方裁判所へ提起をされました。そ

の訴状が６月３日に送達されたということであります。訴状による本件請求の趣旨

は、府中町教育委員会が行った退職手当支給制限処分は、裁量権の範囲を逸脱し違

法であるために、処分を取消すように、そういった請求となっています。初回の口

頭弁論期日が７月７日、来週にあります。ということであります。大体以上のこと

であります。 

 私のほうからは、学校再開後の児童生徒の様子について。この教育委員会会議で

もちょっとお話をさせていただきたいと思っています。それから、村山聖杯の将棋

怪童戦の中止をするということについて。それから教科書の見本の展示会を開催し

ますので、ぜひ見に来てくださいということをお願いしております。今のところ、

益田議員さんだけですかね、議会関係でいうと。見に来ていただいております。 

 それから、議会閉会中の委員会の事務調査の申出がありました。内容は、府中緑

ヶ丘中学校自死事件に関する経緯について、いわゆる和解が成立したので、もう一

回ちゃんと事件の発生状況、また、御遺族とか県教委やマスコミ等に対する対応、

これに対する町教委、行政の対応の経緯、そして関係者の処分、こういったことに

ついてもう一回きちんと資料にまとめて報告するようにということがありましたの

で、資料にまとめて報告をさせていただきました。これについての質問はございま

せんでした。これが総務文教委員会の様子であります。 

○６月２６日（金）～３０日（火）府中町議会定例会について 

 それから、２６日から３０日まで、議会の定例会がありました。今日の１０時４

０分ぐらいですかね、全部終わったのが。それぐらいでありました。内容について

は、報告第１０号で詳しく御報告をしたいというふうに思いますけれども、教育委

員会関係の補正、一応全部認めていただきました。それから、資料館の入札の結果。

１億５，４００万での展示内容について入札をいたしておりますので、それについ

て一応、賛成多数ということで議決をいただきましたので、お知らせをいたします。 

 一般質問につきましては、今日ついていますよね。全部で６点です。府中緑ヶ丘

中学校の生徒自死事案について。それから歴史民俗資料館のリニューアル費用に１

億５，４００万円はかけ過ぎではないか。さらには、ＩＣＴ関係が２点、一つはオ
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ンライン授業の現状と対策について。２点目がＧＩＧＡスクール構想と府中町の児

童生徒の学習保障について、ということであります。それから、新しい生活様式、

学校でどういったような生活を送っているのかといった内容のもの。それから、追

跡調査をしますと。これまで議会でいろいろな質問をしてきて要望してきているけ

れども、その結果どうなっているのかということについての追跡の質問をするとい

うことで、教育委員会関係ではコミュニティ・スクールは双方向性とそれから対等

性、こういうことを答弁してもらっているけれども、それは一体今どうなっている

のかといったような内容の質問がございました。 

 それから、本日、議員提出議案というのが３件出されています。一つが地方財政

の充実・強化を求める意見書。それから２点目が、府中町議会の議員の議員報酬の

額の特例に関する条例の制定について。議長さんが１２％減、それから他の議員さ

んが１０％減ですかね。といったような内容であったというふうに思います。それ

から、３点目が、いわゆる不祥事が発生した場合に、人事権が異なるときの懲戒処

分についての意見書ということで、これを国に出していくということであります。

言ってみれば、学校教職員でいろいろな不祥事が起きた場合には、服務監督は町の

教育委員会がするのだけれども、人事権と任命権と懲戒権は県の教育委員会が持っ

ているということになっていて、町教委と県教委との温度差があったときに、どう

いうところを基本に考えていけばいいのか。国でそういうような両方聞いて、ある

程度指針というか何か全国統一できるようなものを考えていってもらうのも一つの

方法ではないかみたいな内容だったと思います。これはある特定の事件を指して言

っているのではなくて、一般的な話として検討してほしいといったような内容のも

のがつけ加えられていたというふうに思います。それで、定例会が終わりました。 

○新型コロナウイルス感染予防対策について 

 それから、最後、新型コロナウイルス感染症対策について、これも後ほど一つ議

題として、協議会のほうで挙がっておりますので、詳しくはそちらになりますけれ

ども、まずは学校の再開についてですけれども、町内小中学校は、６月１日から通

常登校を再開しております。分散自主登校や簡易給食の期間もありましたけれども、

１１日からは通常給食となり、現在では平常に近い学校生活となっております。最

初の頃は、長期休業による生活リズムの乱れから、やる気が起きないなどの児童生

徒も見られましたけれども、「新しい生活様式」による学校生活にも慣れて、徐々

に規則正しく、落ち着いた生活を取り戻しつつあるというふうに聞いています。 

 次に、社会教育施設の利用についてですが、６月２０日からは体育館等の利用を

再開し、学校の特別教室を除く社会教育施設の利用が可能となりました。利用者へ

も新しい生活様式を踏まえた利用の協力をお願いして感染予防対策を徹底し、運営

しております。 

 続いて、村山聖杯の将棋怪童戦についてですけれども、例年やっぱり全国各地か

らの参加があるということもあるので、今年度の実施は困難であると判断して、こ

れも新型コロナウイルスの関係でやむなく中止することとしたということでありま

す。中国新聞社にこの旨を連絡し、村山家にも御了解をいただいております。 

 以上で、私からの報告にさせていただきます。長くなったのですが、何か質問等

ありますでしょうか。 

 

坂田委員   はい。（挙手） 

 

教 育 長   はい。 

 

坂田委員   ６月中旬以降、別の仕事で町内の小中学校いくつか行くことがあったのですけれ

ども、どの学校も子どもたちが感染予防のためのルールを守って学校生活を送って

いました。マスク越しですけれども子どもたちの表情も良く感じました。 

 ６月２０日の土曜日に緑ヶ丘中学校の美化作業があったのですけれども、サポー

ターの大人、子ども約３０名の生徒がボランティアとして参加して、てきぱきと交

流していました。それからあとで出てくるということなのですけども、これから猛
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暑日が出ることが予想されます。各学校においては感染予防とともに熱中症の予防

を十分にやっていくようお願いしたいと思います。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございます。今の熱中症予防については、明日教頭会があるので、そ

のときにも少し学校のほうへ伝えていただきたいと思います。そのほかよろしいで

すか。なかなか学校にも行けないですよね、今。 

 

田村委員   今日ちょうどたまたま南小に図書館の本の整理で行かせてもらったのですけれど

も、子どもたちは本当にマスクを１００％しているのです。これ、ある意味すごい

なと思って。先生方がすごい本当に御指導いただいているのだなと。暑くてこんな

感じにしたいのだけど、子どもは本当にきちっと、本当にしていない子がいないぐ

らい１００％しているので、それを見習いたいなと思いました、こちらが。元気い

っぱいで、本当に学校が楽しいというのがもうにじみ出ていて、掃除をするのも浮

き浮きして。多分、無言でしなさいと言われているのではないかと思うのだけども、

おしゃべりで。本当にやっぱり、子どもが学校に帰ってくるというか、今まで当た

り前だったけれども、やっぱり子どもから元気をもらう、もらっているなというの

も自分も実感しました。 

 

教 育 長   ありがとうございます。５月の終わりに、巻尺を持って各学校を回ったのですよ。

横が１メートル５センチ取れているか、前とは８５センチ空いているか、黒板から

子どもの間までが７メートルあるか、というのを一応見て。ちょうどそれぐらいで

あった、いっぱいです。なかなか先生たちもいろいろなやっぱり気を遣うと。これ

までになかった気をかなり遣っておられるようです。子どもの密の様子とか、清掃

のこととか、消毒の用意したりとか、随分疲れるというふうに最初は聞いていまし

た。また、いろいろなことを学校でも気づいたことがあれば言っていただいたり、

頑張ってもらっているところはしっかりと頑張ってもらっているということを伝え

ていただければと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、ほかにないようですので、日程第３、報告第８号「代理行為の承認に

ついて（府中町いじめ防止対策推進委員会委員の任免について）」これを議題とい

たしたいと思います。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８号、令和２年６月３０日、代理行為の承認について。府中町いじめ防止

対策推進委員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。詳細な説

明は、学校教育課長が行います。 

 

教 育 長   学校教育課長。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。府中町いじめ防止対策推進委員会委員の任免について御説明

させていただきます。 

 府中町いじめ問題対策連絡協議会等規則第８条に基づき、令和元年５月１日から

令和３年４月３０日までの２年間の任期で、教育委員会が、府中町いじめ防止対策

推進委員会の委員として委嘱または任命しておりましたが、人事異動等に伴い２名

の委員の委嘱及び任命の解除をすることとなりました。まず、南部民生委員児童委

員協議会委員の川手敏範氏です。発令年月日は、令和２年４月３０日です。続きま

して、府中緑ヶ丘中学校、校長、谷川清二氏です。発令年月日は、令和２年３月３１

日です。以上、２名となります。 

       次に、同理由により、新たな委員に委嘱及び任命される方を御紹介させていただ
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きます。まず、南部民生委員児童委員協議会、会長、鎌田克己氏です。発令年月日

は、令和２年５月１日です。続きまして、府中緑ヶ丘中学校、校長、中坊京子氏で

す。発令年月日は、令和２年４月１日です。以上、２名の委員が委嘱または任命さ

れました。任期は、前任者の残任期間である令和３年４月３０日までとなっており

ます。説明は、以上です。 

 

教 育 長   何か質問ありますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようです。よって、日程第３、報告第８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、御異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   御異議ないようですので、日程第３、報告第８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９号「代理行為の承認について（府中町学

校運営協議会委員の任免について）」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９号、令和２年６月３０日、代理行為の承認について。府

中町学校運営協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。説明

は、引き続き、学校教育課長が行います。 

 

教 育 長   学校教育課長。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。まず、説明の前に資料の差替えがございます。５ページ目の

資料なのですけれども、本日、１枚ものでお配りをしています。訂正箇所は、新た

な委員として委嘱される髙田様のお名前の「高」の字が「髙」が正しいので、その部

分がちょっと間違っていたというところでございます。申し訳ありません。 

では、説明させていただきます。府中町学校運営協議会規則第４条に基づき、令

和２年４月１日から令和４年３月３１日までの任期で、教育委員会が、学校運営協

議会委員を委嘱しておりましたが、このたび本人の辞任の申出に伴い、１名の委員

の委嘱を解除することになりました。また、学校運営協議会委員を新たに２名委嘱

することとなりました。 

 まず、委嘱の解除をする方を御紹介させていただきます。府中北小学校、佐藤弘

美氏です。発令年月日は、令和２年５月３１日です。 

 次に、新たな委員に委嘱される方２名を御紹介させていただきます。府中北小学

校、髙田裕美氏です。先ほど説明させていただきましたように、「高」の字は「髙」

になっています。もう１名、府中北小学校、椎木剛氏です。発令年月日は、令和２年

６月１日です。以上、２名が委嘱されました。任期は、前任者の残任期間またはほ

かの委員と同様に令和４年３月３１日までとなっております。 

 なお、佐藤弘美氏の委嘱の解除に伴い髙田裕美氏が委嘱され、椎木剛氏について

は、学識経験者という立場で新たに委員になるということを申し添えておきます。 

説明は以上です。 

 

教 育 長   という説明でありますが、何か御質問ありますか。よろしいですか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようでございます。よって、日程第４、報告第９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、御異議ございませんか。 
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（異議なし） 

 

教 育 長   御異議ないようですので、日程第４、報告第９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１０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１０号、令和２年６月３０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、教育次長が行います。 

 

教 育 長   教育次長。 

 

教育次長   教育次長です。資料６ページからの報告第１０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）」を御説明いたします。 

６月議会に付議された議案のうち教育委員会に関係があるものについて、令和２

年６月１７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いとまがなかったため、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２年６月１８日に行いました

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。 

 資料９ページから１９ページまでは、第２８号議案「令和２年度府中町一般会計

補正予算（第３号）」のうち、教育委員会関係分を抜粋したものです。このたびの補

正は、５月定例会において、補正予算計上を依頼しているものとして御説明してい

るもののほか、新型コロナウイルス感染症対策として多くの項目を計上しておりま

すので、本日お配りした「令和２年６月補正内訳」により御説明します。Ａ３版の

縦の資料をごらんくさだい。 

項）教育総務費、目）事務局費、事業名）教育一般事務事業、節）報償費、弁護士

謝礼は、３９６万５千円の増額補正です。府中緑ヶ丘中学校生徒自死に係る損害賠

償請求事件についての弁護士謝礼となっております。全国町村総合賠償補償保険が

全額充当されます。 

 続いて、節）負担金補助及び交付金、学校臨時休業対策費補助金は、７０１万円

の増額補正です。新型コロナウイルス感染拡大による小中学校の臨時一斉休業によ

り、学校給食が中止となったことにより、食材を納入することができなかった学校

給食事業者等に補助金を支払うものです。３月から５月までの３ヶ月分となってお

ります。国庫補助金の教育総務費補助金、学校臨時休業対策費補助金が４分の３、

３７０万５千円ということになります。 

 続いて、学校運営改善推進事業、節）報酬、会計年度任用職員、５９９万７千円の

増額補正です。小中学校の臨時一斉休業に伴い、指導できなかった部分を補習で補

うため、非常勤講師の配置時間を２，３００時間程度増加するものです。県補助金

の教育支援体制整備事業費補助金が全額充当されます。 

 続いて、項）小学校費、目）学校管理費、事業名）小学校管理運営事業、需用費、

消耗品費、１２７万９千円の増額補正です。業務用の扇風機や児童・教職員用のフ

ェイスシールドについて計上しているものです。フェイスシールドについては、音

楽の授業において大声で歌ったり、英語の授業などで発音の際に口の形を見て学ぶ

授業、理科の実験などやむなく対面する場面での討議など、各学校で活用していた

だくこととしております。 

 続いて、備品購入費、学校管理用備品、１５５万１千円の増額補正です。これは、

冷風扇を各学校の体育館に２台配置するものです。 

事業名）小学校維持管理事業、需用費、修繕料は、１３５万９千円の増額補正で

す。水道の蛇口をレバー式に変更するものです。 

業務用の扇風機から今の水道の蛇口をレバー式に変更するものまで、教育支援体
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制整備事業費補助金が１０分の１０で全額充当されます。 

 また、小学校維持管理事業の委託料、小学校管理事業委託料、１００万６千円の

増額補正です。新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う学校の消毒作業において、

教職員の負担軽減のため、現在の業務員の業務時間を１日１時間延長するための経

費です。 

 続いて、事業名）学校ＩＣＴ環境整備事業、備品購入費、教育振興備品が、１億

７，７０４万８千円の増額補正です。ＧＩＧＡスクール構想実現に向け、児童１人

に１台のタブレットを整備するものです。令和５年度までに整備する予定としてお

りましたが、学校の長期休業時の対策等のために国の補助金が措置されたため、今

年度中に整備することとしております。 

 目）教育振興費、小学校就学援助奨励事業は、扶助費、要保護・準要保護児童教育

扶助費、３９５万５千円です。準要保護者に対し、４月・５月の臨時休業中の学校

給食費相当額を援助するものです。また、特別支援児童に対しての援助も併せて行

います。歳入が特別支援教育就学奨励費補助金２分の１、特別支援児童に対しての

もののところについて２分の１となります。１０万１千円が充当されます。 

 すみません、先ほどのパソコンの学校ＩＣＴ整備事業のほうは、歳入のほうが公

立学校情報機器整備費補助金が充当されます。９，６６４万５千円が充当されます。 

 続いて、中学校費ですが、小学校費と同様に、業務用の扇風機、生徒・教職員用の

フェイスシールド、体育館の冷風扇、水道蛇口をレバー式に変更、消毒のための業

務員さんの時間の増加、それから生徒と教師用のタブレット１台配置、要保護・準

要保護生徒の学校給食相当額の援助を同様に計上しております。 

 それから、社会教育費、社会教育総務費、放課後児童クラブ（留守家庭児童会）事

業が、需用費、消耗品費で５２２万４千円の増額補正です。新型コロナウイルス感

染症対策のためのアルコール消毒液、非接触型温度計、指導員・臨時指導員用のフ

ェイスシールドを計上しております。こちらのほうは、国庫負担金として子ども子

育て支援交付金が１０分の１０充当されます。 

 なお、５月の定例会のときに計上予定として御説明しておりました、Web 会議等

大型提示装置については、今回ちょっと計上することができておりません。 

 続いて、２０ページ、第３０号議案「府中町特別職の職員で常勤のものの給料の

額の特例に関する条例の制定ついて」、２２ページの第３０号議案参考資料を御覧

ください。 

 １、制定理由です。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う厳しい社会経済状況を

踏まえ、令和２年度に支給する府中町特別職の職員で常勤のものの給料の額を減額

するため、条例を制定するものです。 

 ２、条例の概要です。町長は、減額率１０％、副町長及び教育長は、減額率８％と

なっており、教育長は、現行給料月額６９万円に対し、減額する額を５万５，２０

０円とし、減額後の給料月額を６３万４，８００円としております。減額の期間は、

令和２年７月１日から令和３年３月３１日までの９ヶ月間、特別職３名の減額の合

計額は、１ヶ月当たり２０万２，６００円、９ヶ月間で１８２万３，４００円とな

ります。 

 施行期日等です。条例の施行期日は公布の日で、この条例は令和３年３月３１日

限りで、その効力を失うものとしています。 

 資料２３ページ、第４１号議案「工事請負契約の締結について」、２５ページの

第４１号議案参考資料を御覧ください。工事名）小学校便所等改修工事、場所）府

中町清水ヶ丘２３番１号の府中北小学校と、山田４丁目４番１号の府中東小学校の

２校でございます。契約金額が２億３，６２８万円、契約の相手方は広島市中区平

野町１番１６号、株式会社砂原組でございます。仮契約日は令和２年４月３０日で、

工期は議会の議決のあった日の翌日、令和２年６月２７日から令和３年３月３１日

までです。工事概要は、府中北小学校及び府中東小学校の便所における衛生設備の

更新及び内装改修（乾式化）その他附帯工事を行うもので、既存の和式便所を洋式

化するとともに、小便器・手洗い器・照明・内装・配管について全面的に更新を行い

ます。府中北小学校については、公共下水道供用開始区域のため、既存の合併浄化
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槽を廃止し、公共下水道への接続工事を併せて行います。工事個所については、２

７、２８ページの第４１－１号議案参考資料を御覧ください。夏休み期間中に重点

的に工事を行う計画としておりましたが、新型コロナウイルス感染症対策による臨

時休業に伴って夏休み期間が短縮となるため、令和３年３月末にかけて、学校運営

に支障が出ないよう、調整しながら施工する計画としております。 

 資料２９ページ、第４３号議案「製造請負契約の締結について」、３１ページの

第４３号議案参考資料をごらんください。業務名）府中町歴史民俗資料館展示製作

業務、場所）府中町本町二丁目１５番１号ほか（現、府中公民館及び府中町歴史民

俗資料館）です。契約金額が１億５，４００万円、契約の相手方は大阪府大阪市北

区大深町３番１号、株式会社丹青社関西支店です。仮契約日は令和２年６月５日、

工期は議会の議決のあった日の翌日、令和２年６月２７日から令和４年１月３１ま

でです。業務概要は府中町歴史民俗資料館展示機能の移転に伴う展示制作及び設置、

その他附帯業務を行うものです。展示の概要につきましては、４月の教育委員会会

議協議会におきまして御説明させていただいておりますので、省略させていただき

ます。 

 以上４件の議案について、原案どおり可決されました。 

 なお、令和２年３月に補正計上しておりました、小中学校に高速大容量のＬＡＮ

回線及び電源キャビネット等を整備する学校ＩＣＴ環境整備事業につきましては、

議会の報告第１６号「予算の繰越明許の報告」により、令和元年度から９，１６７

万６千円を繰越しする旨の報告がされました。今年度の事業として契約して進めて

まいります。 

 また、教育長報告でもお伝えされましたが、６月議会の教育委員会に関係する一

般質問６件について、本日追加資料としてお配りしておりますので、御参考までに

御覧ください。説明は以上です。 

 

教 育 長   今、丁寧に説明をしてくれましたけれども、何か御質問ございますか。 

 

坂田委員   はい。 

 

教 育 長   はい、お願いします。 

 

坂田委員   ６月補正の中のフェイスシールドですよね。児童生徒に渡す分ですけども、購入

個数ですよね。例えば、児童生徒全員分があるのか。どのくらいをされるのですか。 

 

教育次長   全員分です。児童生徒さんと教職員さんの全員分を購入するようにしております。 

 

坂田委員   児童生徒全員分ですね。共用とかになると消毒とかああいうのがあるので。 

 

学校教育課長 一人一人です。 

 

坂田委員   分かりました。 

 

教 育 長   ちなみに、単価が小学生用が。 

 

学校教育課長 小と大があって、低学年用と高学年用で、小が１７０円で大が２１０円です。 

 

教 育 長   ということだそうです。 

 

坂田委員   ちゃんと名前を書かせて。個人持ちですね。 

 

教 育 長   個人持ちです。 

 

坂田委員   分かりました。 
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教 育 長   扱いについても、例えば理科なんかで火を使ったりするのは随分気をつけないと

いけないですよね。ただ、調理実習とかもありますし、やっぱりどうしても密にな

らんといけんようなこともあるので、そういうときに使うということと、最初の始

まりは、ＡＬＴさんが口の動きを見てもらうということは、どうしてもマスクじゃ

見えないので、そこから始まりだしましたね。それなら子どももだよねとかいう話

になって。特に技術系のああいう教室で授業したりするとき、どうしても密になる

可能性もあるので、やっぱり全員に一応持たせようということにしました。お金も

つくということなので。 

 

田村委員   教育長、聞いてもいいですか。 

 

教 育 長   はい、お願いします。 

 

田村委員   東小と北小のこの便所の工事のところで、オストメイト対応をしてくださるので

すけれども、学校は避難所になる可能性もあるので、町内の小中学校は全部オスト

メイト対応のトイレがあるのかというのと、あと、体育館のこのトイレでおむつ交

換台、ベビーチェアというのがあるのですけれども、たまに参観日とか来られた方

が授乳室はどこですかと聞かれるのです。それは、学校の授乳室というのは保健室

で対応するようになるのでしょうか。 

 

教 育 長   いかがでしょうか。お願いします。 

 

教育次長   教育次長です。すみません。オストメイトのお手洗いは、改修したところについ

てはついていると思うのです。ちょっとすみません。資料を今持ち合わせていなく

て、確実ではないですが、またちょっと御回答させていただきたいと思いますが、

基本的にはつけていると思います。授乳室は、おそらく保健室を使っていただいて

いると思うのですけれども。 

 

教 育 長   特に授乳室という部屋は学校にはないので、どうしてもカーテンのついていると

ころというと保健室で対応してもらうようになるのかなと思います。 

 

田村委員   分かりました。ありがとうございます。 

 

教 育 長   そのほかいかがでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   じゃあ、ないようでございます。よって、日程第５、報告第１０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、御異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   御異議ないようでございますので、日程第５、報告第１０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６、報告第１１号「専決処分の報告について（教育委員

会の任免に係る職員のうち係長以下の職員の任免その他の人事に関することについ

て）」を議題といたします。 

なお、本件は、人事に関する案件であるため、審議は非公開が適当と思われます

けれども、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） 
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教 育 長   全員挙手をしていただきました。報告第１１号については非公開とします。それ

では説明をお願いします。 

 

（非公開） 

 

教 育 長   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４時５２分）  

 

 

 


