
 

 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成２８年３月２４日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    平成２８年３月２４日（火）午後３時１０分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ８件 

 

６ 議決の状況   原案可決   ６件    承  認   ２件 

          一部修正可決 ０件    同  意   ０件 

          継続審議   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   平成２８年３月２４日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ ギャラリー 

 

３ 出席者 

          教育長  高杉 良知 

委 員  川野 祐二 

          委 員  坂田 眞澄   

          委 員  田村 雅恵 

          委 員  小濱 樹子 

 

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２５号  代理行為の承認について 

「府中町学校運営等についての調査検討委員会設置要綱の一

部改正について」 

日程第４  第１９号議案  府中町学校運営等についての調査検討委員会委員の委嘱につ

いて 

日程第５  第２０号議案  府中町学校運営等についての調査検討委員会への諮問につい

て 

日程第６  報告第２４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７  第２１号議案  府中町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

の一部改正について 

日程第８  第２２号議案  学校医等の委嘱について 

日程第９  第２３号議案  府中町スポーツ推進委員の委嘱について 

日程第１０ 第２４号議案  教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育

機関の職員の任免その他の人事について 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長    金藤 賢二    教育次長    戸田 秀生 

総務課長    胡子 幸穂    学校教育課長  中坊 京子 

   総務課長補佐  土井 賢二    総務課主任   野田 直子 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後１時３０分） 

 

教 育 長    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

開催します。 

        本日の議事日程について、おはかりいたします。日程第２ 教育長報告の後、

日程第３から日程第５までを、府中緑ケ丘中学校の事案に係る第三者委員会であ

る「府中町学校運営等についての調査検討委員会」関係の議案、これは関連があ

るため、最初に審議をしたい、というふうに思います。その後、通常の定例会の

議案を審議することといたしたいと思いますけれども、ご異議ございませんか。 
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（異議なし） 

 

教 育 長    ご異議なしと認め、本日の議事日程についてはそのようにさせていただきます。 

        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、私と川野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    ご異議ないようですので、そのようにさせていただきます。 

        次に、日程第２「教育長報告」を議題といたしたいと思いますので、私のほう

から報告をいたします。３件、報告をさせていただきます。 

        まず１点目ですが、平成２８年第１回府中町議会定例会が３月４日から２４日

まで開催をされました。報告関係が６件、議案関係で言いますと予算関係が２７

年度補正予算、一般会計と特別会計合わせて５件、平成２８年度の当初予算が一

般会計と特別会計合わせて６件、条例関係が１３件、その他として５件、議案関

係合わせて３２件ということでございます。報告につきましては、全部承認をさ

れました。また、全議案とも可決決定をされました。 

        教育委員会関係で言いますと、後ほど説明もいたしますけれども、２月５日に

町長から意見聴取がありました。教育委員さん方と一緒に、その席で予算につい

て色々と意見交換をする中で、お願いしたことがいくつかございますけれども、

一つは、小・中学校児童生徒の机の計画的な整備をしていきたい、ということで

ございます。それから、府中南公民館の空気清浄機の設置について、これも大変

なことになっているのでこれは緊急でやっていきたいと、こういったことをお願

いしていったわけですが、これらについて、今回の一般会計予算の中で上げてい

ただいている、ということでございます。それからまた、平成２８年度の一般会

計予算について、予算審議の過程における意見として、議会の方から、教育委員

会関係では、「小中学校の教育環境の整備については、児童・生徒が学校生活に

おいてもっとも頻繁に使用する机の計画的な更新等、施設及び設備の充実を早急

に対応できる予算の確保に努められたい。」といった付帯決議がなされておりま

す。 

        また、一般質問につきましては、総務文教関係が４件、厚生関係が３件、建設

関係が２件、全部で９件の一般質問でありますが、これが１０名の議員さんから

質問がありました。教育委員会関係では、１件、子どもの貧困ということをテー

マにした質問がありました。詳しくは、添付資料をご覧ください。 

        続いて２点目です。 

        小中学校の卒業式についてであります。中学校につきましては３月１２日、土

曜日、小学校につきましては、３月の１８日金曜日の日程で実施しております。 

        どの学校も、卒業生・在校生ともにとても立派な態度で式に臨み、日々の指導

や式に向けての指導の成果が大変よく表れた式であったという風に聞いておりま

す。多くの来賓の皆さまからこういったような言葉をお聞きいたしました。事実、

私が行った北小学校においても、とても厳粛かつ清新な雰囲気の中で、卒業生に

とって新しい生活に向けての節目となる大変よい式であったという風に感じてお

ります。各委員の皆様もご出席をいただきまして本当にありがとうございました。

小学校の方では、教育委員会からの告示もしていただいたということであります。

感謝しております。その中で、「入学する町内の中学校の先輩たち、先生たちは

みなさんのことを楽しみに待っています。誰もが安心して中学校生活を送れる中

学校になるよう、３年後、皆さん一人一人が『この中学校で過ごして本当に良か

った』と思えるような中学校となるよう、先生たちは全力で頑張ります。」とい

うメッセージを入れさせていただいております。また、後ほど卒業式の感想など
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につきましては、ご意見を含めてですけれどもお聞かせいただきたいと思います。 

        それから３点目でございますが、府中緑ケ丘中学校の保護者説明会、３月の１

８日の金曜日、第２回目についてご報告をさせていただきます。 

        府中緑ケ丘中学校の事案について、保護者説明会は、以前のご案内のとおり３

月８日、これに引き続き、３月１８日に行われました。保護者の参加者は２４１

名でございました。ご遺族としては、父親と代理人弁護士のご参加でございまし

た。 

        はじめに私から、会の趣旨として、１つは「前回の保護者会での質問に対する

説明と、今後学校が、ゼロからのスタート、ということで取り組んでいく柱、こ

れを説明すること」、そして２つ目が、「保護者の皆様からのご意見を、前回言

えなかった方も含めて、しっかりと伺う」、この２点ということで、会の趣旨を

お話いたしました。その後、校長の方から、前回問われていた点、今後の取組み

の柱について説明がありました。 

前回問われていた点については、１点目は「推薦・専願の基準」ということに

ついて、でございます。今回、問題行動を基に、推薦する・しない、これを画一

的に決めていったことは、間違いであった。推薦・専願基準については、全ても

う一度見直す、と校長は言っております。進路指導は、生徒一人一人の頑張りを

多角的・多面的に見て、生徒の人間的な成長を様々な角度から、しっかりと見て

いくこと。そして将来の展望が持てるような指導をしていく、本来のあり方を再

認識し、全教職員で議論する、といったようなことを伝えております。 

次に「３月の７日、８日に行われた選抜Ⅱ」の状況についてであります。受験

の翌日である９日に、緊急の全校集会を行った後に、登校している３年生全員と

面談を行ったところ、生徒からの心配の声はありませんでした。受験会場で別室

受験を必要とするような生徒、こちらについても各高校に問い合わせをいたしま

したけれども、ございませんでした。また、マスコミ報道等で驚いたり、不安に

思ったりしたという風に思われますけれども、子どもたちは表には出していませ

ん。出していないから大丈夫ということではなくて、学校だけではなく、寄り添

い支える大人がいることが大事であります。いつでも相談できるように、町とし

てはスクールカウンセラーの緊急配置を引き続き行っていくということを言って

おります。 

続いて、今後の取組みの柱を３点、説明がありました。 

まず１点目は、「生徒・保護者・地域から信頼される学校体制の確立」という

ことです。具体的には、情報管理について再点検し、学校が保有する情報の取扱

いについての基準を明確にしたマニュアルを作成する、保護者・地域へ広く情報

発信する、教職員の指導力の向上を図るための研修を実施する、といったような

ことを掲げていました。 

２点目でございますが、「生徒の不安や悩みを早期に把握し、適切に対応でき

る教育相談体制の確立」ということであります。生徒の心に寄り添いながら、生

徒の状況を適切に把握し、必要なケアができる取組みとして、定期的な個別面談

の実施、各学年の生徒指導部に教育相談担当者の配置、保護者との迅速な連携、

を行っていくということでありました。 

３点目は、「組織的な進路指導体制の確立」ということです。進路指導部を公

務運営組織に位置付け、３年間を見通した継続的なキャリア教育、そして進路指

導ができるようにしていきます。生徒や保護者の願いや思いに寄り添った進路面

談の充実を図るため、日常的に生徒とのコミュニケーションを積極的に図り、深

い生徒理解に基づく、進路面談を行っていきます。 

以上、「生徒・保護者・地域から信頼される組織づくり・学校づくりを行うこ

と」「生徒の不安や悩みを早期に把握し、適切に対応できる教育相談体制の確立

を行うこと」「組織的な進路指導体制を確立すること」この三つを大切にしなが

ら、信頼される学校づくりを進めていきたいという決意を込めた説明がありまし
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た。 

その後、保護者からのご質問がありました。 

例えば、進路未決定者の状況はどうなのか、そして、新入生への説明はどうや

っていくのか、３年生の教員一人一人の言葉が直接聞きたい、そういったような

ことがございました。その他、教育委員会へのご質問として、第三者委員会はど

ういうような状況になっているのか、推薦基準のあり方等についての教育委員会

としての考え方はどうなのか、こういったようなことについて、質問がありまし

た。 

また、ＰＴＡ会長から、ＰＴＡとしても子どもたちを守っていきたい、「ご意

見ボックス」の設置をしているので、それを活用して皆さんの声を届けたり、花

や緑で学校環境をよくするための取組みをしたりして協力をしていきたい、とい

ったようなことも、言っていただきました。また、全教職員に「校長先生が言わ

れたことを必ずやり遂げて欲しい、緑ケ丘中学校を良い学校にしていくと約束し

て欲しい」ということを強く言われ、教員一同「お約束します」ということをお

誓い申しております。 

その他「先生が生徒を押さえつけるような指導があった」というようなご意見

や、「学校であったことが保護者に伝わらない」といったようなご意見、厳しい

ご意見もありました。 

多くの貴重なご意見を真摯に受け止め、改善への取組みを進めるとともに、今

後、学校の取組みの進捗を伝え、保護者のご意見を直接お聞きする場を持つ必要

があると、このように考えております。 

教育委員会としては、この年度替わりの中で、管理職が変わるという状況もあ

りますので、引継ぎがスムーズにできるように支援していきたいと考えておりま

す。 

以上３点ほど、私の方から教育委員会に報告をさせていただきます。 

何か、ご質問等ございませんでしょうか。 

 

川野委員    まず１点目の議会のところですけれども、付帯決議とありましたが、付帯決議

が出るということは、今まであまり記憶がないのですが、どのような意味合いを

持つのでしょうか。 

 

教 育 長    教育委員会に限って言いますと過去にあまり出ている事例はありませんが、今

回特に予算審議の過程における議員の方々の意見ということで、特にこの件を申

し添えます、というようなものでございます。そういう中でやはり机が随分傷ん

できている、勿論、これまで変えていない訳ではなくて、使えなくなったような

ものは変えていくというようなやり方をしていたのですが、これはもっと計画的

に、何年か、何十年かに一回はきちっと新しいものに買い替えをしていくような

お願いを、教育委員会はしていた訳ですけれども、そういったようなことも、や

はり大事なことなので、是非、設備の充実を早急に対応できる予算の確保に努め

られたい、という風に議会の方から言っていただいたということであります。私

たちにとっては大きな力になってくれる、と受け止めております。 

 

川野委員    椅子と机とセットではないのですか。 

 

教 育 長    勿論、この度の予算では机となっておりますけれども、椅子も同じような考え

でおります。 

 

川野委員    わかりました。 

 

各 委 員   小中学校卒業式について 
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       ○府中小学校 

       ・卒業生入場が舞台の横から入場して下に降りてくるという形で、新鮮かつ厳か

でよかった。 

       ・不登校の児童に対しても非常に配慮されている式だった。 

       ・５年生の演奏が本当に心がこもっており、６年生に対する感謝の気持ちが表れ

ていた。 

       ○府中南小学校 

       ・式中の態度、表情、呼びかけ、歌声が非常によかった。 

       ・呼びかけの中で両親を始めお世話になった方々への感謝の気持ちが表れていて

非常によかった。 

       ・在校生も感謝の思いを歌と呼びかけで表現をしていて、良い式だった。 

       ○府中中央小学校 

       ・校舎建替え中で不便な中、通常とは違う形で入場するなど工夫した式運営にな

っていたが、児童はしっかりとした態度で臨んでいた。 

       ・５年生と６年生の掛け合いが非常に感動的で良い式だった。 

       ○府中東小学校 

       ・学校規模が小さい学校だが、しっかりと大きな声で児童が歌を歌っていた。 

       ・上級生を送り出す気持ちがこもった良い式だった。 

       ○府中中学校 

       ・卒業生の姿、入場・退場・式中の態度、表情、答辞から３年間過ごした学校生

活への感謝、両親への感謝、地域への感謝、新しく迎える生活への意欲が感じら

れた。 

       ・在校生の式中の態度、送辞から３年生を心から送ろうという思いが感じられ、

非常に良い式だった。 

       ・校舎の建替え中でグラウンドが使えないなど制約のある中、精一杯の良い式を

行っていた。 

       ○府中緑ケ丘中学校 

       ・生徒は立派な態度で式に臨んでおり、呼名に対する返事も例年よりはっきり大

きな声で行っていたように思う。良い式だった。 

       ・卒業式に臨む前に、担任教諭から、「退場する時、保護者にきちんとお礼をい

いましょう。」と指導がされたが、生徒たちの判断で担任教諭にも感謝の言葉を

述べていたことに感動した。 

 

教 育 長    ありがとうございます。ご来賓の方々、色々な方々からお聞きしているのです

が、どの方も「自分の行った学校が一番良い」という風に言われております。と

いうことは、どの学校も一番良い、問題なく式を行い、卒業生は次のステップに

向かっていくことができたのかと思っております。また、そのことが次の在校生

につながっていくのではないかと思います。 

        今、おっしゃっていただいた委員さん方のご感想等につきましては、学校の方

にもきちっと伝えていきたいと思います。貴重なご意見・ご感想をありがとうご

ざいました。 

        その他何かございますか。 

 

川野委員    緑ケ丘中学校のことでございます。後の議案の中でも出てくるのですが、簡単

にここでお聞きしたいのは、先ほど第三者委員会と仰った点なのですが、今、新

聞報道等でも色々書かれていて、私たちはそれを見て知ることも多いのですが、

いつ頃これは設置され、第１回の会議等はいつ開催予定かというのを少し触れて

いただいた後で、後の議案等の審議に入ったらいいのではないかなと思いますが

いかがでしょうか。 
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教 育 長    はい。第三者委員会につきましては、これまで「できるだけ早く」、委員さん

の了解が取れ次第、日程調整を進めて、できれば年度内という中でやっていきた

い、というような思いで進めてまいりました。委員さん方の内諾を頂けたので、

今日のこの教育委員会議の中で委員さんの委嘱について議案として提案するとい

う形になりましたが、すぐに案内文を出していきたいという風に思っております

が、今のところ、これまでの日程調整の予定で言いますと、３月３１日の１６時

半から、開催をする、というのが今のところの予定であります。ぎりぎりですが、

年度内に第１回目の会を開くことができるのではないかなと、思っております。 

        その他、ご質問はございますか。 

 

田村委員    先ほどの報告の中で、「３年生全員の面談を行ったところ、生徒からの心配の

声はありませんでした」というご報告があったのですが、相談室の心のケアにつ

いては、結構利用されている方がいるのでしょうか。 

 

学校教育課長  現在の相談室の利用状況ですけれども、スクールカウンセラーも毎日配置して

いる状態でございますが、子どもたちが毎日何人も相談に来るという状況にはあ

りません。スクールカウンセラーによる教職員へのサポートも行っております。

先ほどの教育長報告の中にもあったように、担任の方から、３年生については全

員面談を行いました。また卒業後も全員に家庭連絡をして、状況把握に努めてい

るところでございます。 

 

小濱委員    関連した質問なのですが、時々聞く声で、先生方は大丈夫なんでしょうかとい

う声があります。スクールカウンセラーの方の教職員への対応というのは如何で

しょうか。 

 

学校教育課長  教職員に対してもスクールカウンセラーが随時面談を行っております。教職員

のカウンセリングについては、希望者は勿論ですが、希望がなくても声を掛けて

面談を行うという対応はいたしております。 

 

教 育 長    スクールカウンセラーというのは、子どもへの対応というのは、勿論第一義的

にございますけれども、それだけではなく、教職員の方も心配である、というこ

とで、教職員についてもカウンセリングの必要性があるということで進めている

ところでございます。 

 

小濱委員    先生にも元気になっていただかないと、学校もうまくいきませんので。 

        もう１点です。緑中の件での説明会のご報告があったので一言言わせていただ

ければと思ったのですが、もう少し学校として今どういう状況にあってとか、学

校としてはこういうことをしようと思っているといったこと、そのような話が、

保護者であってもなかなか見えてこない面が今までありまして、学校でこういう

ところが今困っていますとか、これをこういう風に変えていきたいと思っていま

すといったことを、もっと率直に保護者に知らせて行かれたらいいのではないか

といったことを、非常に感じましたので、意見として言わせていただきました。 

 

教 育 長    ありがとうございます。その辺りは本当に大きな課題であると思っています。

今回の事案を通してもそういった面が出てきているところがあると思います。そ

の辺りを、具体的にどういう形で保護者或いは地域に学校の様子を伝えていくの

か、ということについて、学校の方でも随分検討をしているという風に聞いてい

ます。検討するだけではなく、形にして実際にやっていってもらわなければいけ

ませんので、例えば学校通信であっても、色々な作り方はあると思いますが、地

域に向けて、是非このことはアピールしたいであるとか、子どもをやはり地域の
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方々に、たくさん色々な目で見てほしいという思いもきっとあると思うので、地

域に対してまた保護者に対して、子どもに対して、色んなところを綿密にやって

いって欲しい、ということを、教育委員会の中でもこのようなご意見が出ている

ということを、学校へも伝えていきたいと思いますし、教育委員会事務局として

もその辺について一緒に指導していくべき中身かなと思っております。そのよう

な指導をさせていただきたいと思います。 

 

坂田委員    関連になりますが、新しく入る１年生ですね、新入生、それぞれに不安がある

と思いますが、それについては、どのように説明等をされているのでしょうか。 

 

学校教育課長  新入生への説明ですが、まず小学校の６年生に対し、卒業前に「府中緑ケ丘中

学校教職員一同から」というメッセージを、卒業前の児童の皆さんに送っており

ます。「安心して来てください。」「学校としては全力で取り組んでいきます。」

といった内容のメッセージでございます。それと同時に、年度が変わる訳ですけ

れども、入学式においても、またこれは新しい体制になってからということにな

ると思いますけれども、そういった形を学校は発信していくことを引き継いでい

く、と聞いております。教育委員会としても勿論、それを指導していきたいと思

っております。 

 

教 育 長    （小学校の卒業式での）教育委員会の告示の中で触れさせてもらったメッセー

ジですが、これは緑ケ丘中学校の教職員一同ということで送ったメッセージの中

から入れさせてもらったものであります。 

 

川野委員    教育長報告のご発言の中から展開しておりますけれども、もう少し緑中のこと

について伺ってもよろしいでしょうか。 

 

教 育 長    後でまた議案の中で、緑ケ丘中学校の件がでてきますので、その時にお願いし

ます。一応、教育長報告についてはここまでとさせていただいて、議案の中でご

意見をいただきたいと思います。それでは日程第２教育長報告につきましては、

これまでとさせていただきます。 

 

教 育 長    では次にまいります。日程第３、報告第２５号「代理行為の承認について（府

中町学校運営等についての調査検討委員会設置要綱の一部改正について）」を議

題といたします。説明をお願いいたします。 

 

教育部長   （議案を読み上げ） 

        ６ページから９ページに内容が載っています。これにつきましては、２つの訓

令ですけれども関連するということで一度に報告させていただきます。 

        内容としましては、一つは条文の中に教育委員会として認識に誤りがあったこ

と、もう一つは字句の訂正という形になります。まず訓令第２号です。これにつ

きましては、7 ページ新旧対照表をご覧ください。変更としましては、「行政機

関の職員で学校経営に関して専門的な知識を有する者」ということになっており

ますけど、「行政機関の職員で」というところを削らせてもらっています。これ

につきましては、行政機関の職員が、第三者にあたらない、ということがわかり

ましたので、この度、そこを削るものでございます。次に８ページ、９ページに

ある訓令第３号です。これにつきましても新旧対照表をご覧ください。字句の過

ちがあったということでそれを訂正するものです。訓令第２号につきましては、

３月１８日から施行しますが、適用としましては、要綱制定時の２月９日からの

適用とします。訓令第３号につきましては３月２２日、代理した日からの施行と

なります。説明は以上です。 
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教 育 長    何かご質問等ございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長    なし、とういことでございます。よって日程第３、報告第２５号につきまして

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２５号については、そのように決し

ます。では次にまいります。日程第４、第１９号議案「府中町学校運営等につい

ての調査検討委員会委員の委嘱について」を議題といたします。説明をお願いい

たします。 

 

教育部長   （議案を読み上げ） 

詳細につきましては、学校教育課長よりご説明申し上げます。 

 

学校教育課長  学校教育課長でございます。１４ページをご覧ください。「府中町学校運営等

についての調査検討委員会委員」でございます。各職能団体の方からご推薦いた

だいた５名の委員について、ご審議いただきたいと思います。では上から順番に

ご紹介いたします。まずは、広島大学からご推薦いただきました、古賀一博先生

でございます。学校経営に関して専門的な知識を有する方、ということで、広島

大学大学院教育学研究科、教育学講座の教授をされております。お二方目が、日

本生徒指導学会からご推薦をいただきました、学校教育に関しての識見を有する

方、ということで、鳴門教育大学、教職大学院、教育養成特別コースの教授をさ

れております阿形恒秀先生でございます。それから、日本キャリア教育学会から

ご推薦をいただきました、学校教育に関して識見を有する方で、関西大学、社会

学部の教授でおられます、川﨑友嗣先生でございます。次に広島県臨床心理士会

からご推薦をいただきました、こちらは要綱によりますと「前各号に掲げるもの

のほか、その知識、経験、職歴等から委員として適当な者」ということで、心の

専門家ということで、臨床心理士の先生です、広島ファミリールームの所長をさ

れておられます、村上雅彦先生でございます。それから広島弁護士会からご推薦

をいただきしまた、法律の専門家ということで、はばたき法律事務所の所長をさ

れておられます、弁護士の中田憲悟先生でございます。以上、５名の方について、

ご審議いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長    何かご質問等ございますか。 

 

小濱委員    当初、４名の方を考えられているということだったのですが、１名増えて５名

となった理由を教えてください。 

 

学校教育課長  今回の件につきまして、学校が調査しました結果、やはり進路指導について大

きな課題があったというところは当初から、こちらの方としても認識していたと

ころでございます。それで、県の方からのご指導もございましたが、やはりそう

いった進路指導の専門家ということで、日本キャリア教育学会の方から、入って

いただくことを検討し、１名プラス、という形にさせていただいております。 

教 育 長    進路指導ということですが、３年生だけの１年間だけを進路を考えるのではな

くて、中学校１年生の入ったときから、将来の自分の姿を想像しながらどういっ

たような生き方をしていくのかということも含めた進路指導をしていくという観

点で、やはり、考えていくべきであろう、１年生の時から、そういうことを意識
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しながら、将来の志望を考えていくという観点がとても大事だということも、今

回の進路指導のあの場面ということだけではなく、こういうことから考えていく

べきであろうというような思いで、日本キャリア教育学会の方に出てきていただ

くというような判断で、５名といたしました。 

 

田村委員    この委員の方々ですが、ご遺族の方には伝えられているのでしょうか。 

 

学校教育課長  はい、代理人の弁護士さんを通してお伝えをしております。この方々で進めて

くださいということで、異論があるということは聞いておりません。 

 

教 育 長    その他、ご質問等ございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長    ないようでございますので、日程第４、第１９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。ご異議ございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長    ないようでございますので、日程第４、第１９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５、第２０号議案「府中町学校運営等につ

いての調査検討委員会への諮問について」を議題といたします。説明をお願いし

ます。 

 

教育部長   （議案を読み上げ）詳細につきましては、引き続き学校教育課長の方からご説明

申し上げます。 

 

学校教育課長  １６ページをご覧ください。部長からのご説明にもありましたように、こちら

は調査検討委員会が始まりましたら、先ほど教育長の方から３月３１日を予定し

ているというご説明もありましたが、その会で、委員長が決定しましたら教育長

から、委員長へ「府中町立府中緑ケ丘中学校の男子生徒の自死に係る調査・検討

について（諮問）」という諮問書をお渡しするものでございます。諮問内容とい

たしましては、「１．自死の背景及び原因について ・事実誤認に基づく進路指

導について ・府中緑ケ丘中学校の学校運営体制について」、「２．府中町教育

委員会及び府中緑ケ丘中学校の対応について」、「３．再発防止にについて」、

「４．その他調査検討委員会が必要と認める事項について」以上４点について諮

問していきたいと考えております。 

 

教 育 長    今の説明について、何かご質問等ございますか。 

 

坂田委員    第２のところですけれども、「府中町教育委員会及び府中緑ケ丘中学校の対応

について」とありますけれども、この「対応」ということについて、もう少し詳

しく教えてください。 

 

教育部長    これにつきましては、まず「１」番については、自死に至るまでの内容を調査

していただこう、というものです、今言われた「２」番につきましては、自死後

の対応について調査していただこう、というものです。また補足しますと「３」

番につきましては、これからの対応について、という形になります。これにつき

ましては、当然、広く生徒や保護者など全ての者について、教育委員会としては

調査していただきたいと思っておりますが、最終的にどの部門をするかにつきま

しては、第三者委員会の方で決定していただきたいと思っております。この内容
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につきましては、設置要綱の第２条の内容と一致したものであります。以上でご

ざいます。 

 

教 育 長    自死後の対応という、今のところで言うと、１２月８日に亡くなられて、その

後学校はどういった対応をしたか、教育委員会はどのような対応をしたか、学校

への指導を含めて、その辺のところの一連の対応について、第三者委員会の設置

の経緯について、そういった諸々の対応について、ご意見をいただいていきたい

と、いうような思いで、このような内容にさせていただいた、ということでござ

います。 

 

川野委員    色々な事故・事件を見ていると国中であってはいけないこと、被害が出ていて

も、自分のことでないかのようにまた次々と色々なことが起こっていますよね。

今回緑ケ丘中学校で（このような事案が）起こって、先生方は本当に改善しよう

と思って、再発防止とか今後の検討もあると思うのですが、府中町教育委員会か

ら、もう一つ府中中学校もあるわけですが、先々、緑ケ丘中学校のことだけでは

なくて、府中中学校もあるいは、県全体で、今回起こったことを反省しつつ、ど

のように、まずは府中中学校や、府中町内の先生方への教育や研修等、考えてお

られることがありますでしょうか。 

 

学校教育課長  実は一昨日、２２日に町立学校校長会を行いました。そこで、現時点でのこと

ですけれども、教育委員会として今回の事案での課題の捉えについて、校長会で

話をしております。やはり学校体制に大きな課題があったという認識を持ってお

りますので、それを踏まえて、早急に各学校においても、学校組織について、学

校体制についての有り様を点検し、見直しを図っていくということを、すぐに行

うよう伝えております。引き続いて、常に各学校の課題を共有しながら、どこの

学校にも起こりうることだと考え、全員がその思いを共有しつつ研修は続けてい

きたいと思います。 

 

教 育 長    もう一つ、今のことに補足いたしますと、２月の１６日、２月の校長会の時に、

今回の事案をずっと見てくると、学校の中の組織の在り方について、大きな課題

があるのではないかということを教育委員会としてもずいぶん感じております。

この２月中旬の校長会で、校長先生の方に、来年度の組織の在り方とか、改善部

分とか、経営の中身を考えていかれていますので、その前にもう一度、組織につ

いて、組織の在り方、作り方のそもそものところをもう一回確認の意味でもして

もらうことも大事かなと思いまして、県教委の学校経営支援課から講師に来てい

ただいて、組織作り、組織についての研修会を持ちました。その中で、やはり、

これからの組織の在り方ということで、組織作りをしていくことについて研修を

していただいた、ということがございました。このように町内全体での課題にし

ていかないといけないと思っております。校長会等でも、今回、中学校の中で進

路指導についての、緑ケ丘中学校はかたやああいうやり方で、府中中学校はやは

り考え方が違うやり方でというようなことになっていった時に、同じ町内に住ん

でいる子どもが、学校によって、そういう進学の機会の均等という観点でどうな

のか、ということもありますので、そういうことについて、教育委員会として、

基本的な進路についての方針について何らかのものを出していこうと思っており

ます。国の方でのタスクフォースができたということでそういった動きもあって、

また中間報告を出すといったようなことも聞いておりますので、そういったとこ

ろの情報も踏まえてということにはなろうかと思いますけれども、それらが出な

くても出して行こうとは思っておりますが、もし出ればそのようなところも参考

にさせていただくつもりであります。 
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坂田委員    学校体制のことですけれども、生徒児童への関わり方についてですが、生徒児

童がどう思っているか、どう関わっていくか、なかなか自分の思いを言えない子

など、一人一人性格が違うわけですけれども、どう関わっていくか、学校全体で、

担任だけではなく、そういうことをしっかりと研修していただきたいと思います。 

 

小濱委員    今、教育長さんも言われたのですが、緑中を見てきて思っていたのですが、結

構個人の先生に任されている部分が色々あったのではないか、ということです。

先生が一生懸命やるかどうかで、クラスの経営とか変わってしまっていて、その

辺が、ちょっとバラバラだったのかなというのは、大きく感じたこともあります

し、そういう意味では組織で、皆で子どもを見ていくとか、そういうことをして

いくという体制が、弱かったのかなという気がしています。坂田委員が言われた

ように、子どもに寄り添っていくというところが、中学生すごく難しいところも

あって、我が子を見ていても親でも難しいこともありますし、難しい時期でもあ

りますので小学校のようにはいかないのは判るのですが、本当に子どもに寄り添

った指導を、難しいけれども、考えていかなければならない、と思います。 

もう一つ、やはり学校だけではなかなか難しいところもあると思います。そこ

を支えていく地域の人とか保護者とかっていうのがどういう関わり方をしていっ

たらいいかというのも含めて一緒に考えていかないと、今後学校だけでは組織を

再生するというのは、確かに大切なことなのですが、もっと情報を開示して、助

けを求めるところは助けを求めていただいて、今回も色々な意見がたくさん出て

きて、保護者も色々なことを考えているのがわかったこともあると思うので、そ

の辺の意見も受け止めつつ、保護者は保護者で何かしていかないといけないと思

いますし、地域は地域で何か関わりがないといけないと思いますので、その辺の

こともちょっと考えていかないといけないと思っています。 

 

教 育 長    貴重なご意見をいただきましたので、そのような観点を持って事務局の方では、

学校の指導に入るとこに、さまざまな面で指導をしていますけれども、そういう

観点を必ず加えながら、指導していきたいと思います。本当に貴重なご意見をい

ただきましたので、皆様方のご意見を踏まえた指導を行っていくというのが、私

ども事務局の側に課せられた取組みであるという風に考えております。一人一人

なかなか思いが言えない中でどうやって関係を作っていくのかということで、そ

の関係の作り方を先生たちは本当に考えていくべきだし、教育委員会としても、

その辺の色んな工夫とかアイデアを出していきながら、指導していきたいと思い

ます。学校だけでは、解決できるものではないかと、地域全体で子どもを見てい

こうとか、保護者の力を借りながら一緒にやっていこうというようなそういった

観点を必ず入れながら、指導していくと、そういったことをご意見の中で聞かせ

ていただいたと思っておりますけれども、特に、学校教育課が中心となって、取

り組んで参りたいと思います。 

        他にご意見等ございませんか。 

 

田村委員    さっき仰ったのですが、中学校の体制を色々と考えていくという中で、府中中

学校と緑ケ丘中学校が町内には２つあるのですが、その中中連携というのが進路

指導においても生徒指導においても、今まで定期的にあったのでしょうか。生徒

指導・進路指導について話をするとか、お互いの取組みについて取り入れられる

部分があれば、お互いがいいところを取り入れて伸びていくというような、その

ような取組みとか、もし今まであまりできていなかったのであれば、これから、

そういったことが定期的にあればいいと思ったのですが。 

        あと一点、川野委員がさっき言われたように、新しい校長先生の元、新体制を

作っていかれると思いますが、２回あった保護者説明会で保護者の方が、色々と

ご意見をくださっていますので、そういった要望とかご意見を十分踏まえた上で、
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新体制の方で、組織づくりなり、子どもに対する応援できるような学校づくりを

やっていっていただきたいと思うので、お願いをいたします。 

学校教育課長  一点目の中中連携等についてですが、まず、生徒指導については、中学校だけ

でなく、小中合わせた７校全体の生徒指導主事等による連絡会を年間、全体では

３回持っていました。勿論、担当者レベルではない、地域全体を含めた会も府中

町には、推進協議会がありますので、そういった方向では進めておりました。ま

た、各中学校区においての小中連携というのは、毎週密な連携は取っているとこ

ろですが、確かに中学校だけの２校の連携というところにおいては、弱いところ

があったのは事実だと思います。 

        進路指導については、中学校２校と安芸府中高校による３校による進路指導連

絡協議会というものはございます。ですが、そこには教育委員会が直接は入って

おらず、学校の方が主体的な取組みで行っているということは知ってはいます。

その中では特にはキャリアスタートウィークを中心に、連携は非常に深まってい

るのですが、今回のような、推薦基準がどうなっているのかという細かな所の連

携は、されていたというのは聞いておりませんので、そういったことも含めて、

今後、会が深まっていけばいいと思っておりますし、勿論、先ほど教育長が申し

上げたとおり、教育委員会としての方針といったものは出していきたいと思って

おります。 

        ２点目のこの度、たくさんのご意見をいただいたことを新体制にどのようにつ

なげるか、ということについては、教育委員会がそこの橋渡し役として、当然入

っていくべきだという風には考えております。たくさんご意見をいただいたこと、

それから、既にもうスタートしようとしていることについて、次につなげていく

という形ではサポートしていきたいと考えております。 

 

教 育 長    生徒同士の中中連携についてどうでしょうか。 

 

学校教育課長  生徒同士の中中連携については、来年度予算化の方向になっておりますが、志

の教育の中で両中学校の執行部の生徒を中心に、リーダーを育てていきたいとい

うことで、研修を実施する予定ではおります。その辺りも含めて、中中連携をよ

り深めていきたいと思います。 

 

教 育 長    生徒同士の連携もあったらいいなあという風に思っております。中学生の、生

徒会しかなかなか集まれないのですが、全部というわけにはいかないので、生徒

会の執行部が集まって、自分たちの学校をこんな風にしていきたいといったこと

を、お互いに交流をして、こういうことを具体的にやっていきたい、こんな風に

していい学校にしていくといったことを、お互いの気持ちをぶつけあうような、

そういった場を設定したい、というようなことを来年度から新たに、取り組んで

いきたいと思っております。 

        他にご質問はございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長    ないようでございます。よって日程第５、第２０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    ご異議ないようでございますので、第２０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、報告第２４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。説明をお願いいたしま
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す。 

 

教育部長   （議案を読み上げ） 

これにつきましては、３月議会に議案が提出されましたので、それについて教

育委員会の意見聴取があったというものでございます。内容につきましては、総

務課長からご説明させていただきます。 

 

総務課長    報告第２４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

てご説明いたします。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条において、「地方公共団体

の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関す

る事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合において

は、教育委員会の意見をきかなければならない。」と定められています。 

この法律に基づき、府中町長から平成２８年第１回府中町議会定例会に提出す

る議案について、２月２５日付で教育委員会に意見聴取がありました。これにつ

いて、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

則により、同意する旨の回答をしているものでございます。 

教育委員会の意見聴取が行われたものは、１８ページに記載されている 8 件と

なっております。このうち、第１号議案につきましては、平成２７年度の補正予

算でございます。府中中学校の耐震化工事に伴いまして、国の補正がありました

ので国の補正に係る部分の歳入歳出の補正、それから府中中央小学校耐震化事業、

府中中学校耐震化事業の繰越明許、職員人件費に対する補正となっております。

詳細については前回の教育委員会会議でご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たいと思います。続きまして第６号議案、２１ページに概要

をまとめてございますが、平成２８年度の府中町一般会計予算でございます。平

成２８年度の府中町の一般会計予算総額は、２１４億４，２６６万２千円、うち

教育費が３６億２，１６４万円となっております。第４次総合計画を受けて、策

定いたしました実施計画、それを受けまして、この２８年度予算を計上したもの

でございますけれども、こちらの方として事業費として挙げさせていただいたも

のについては、ほぼ通っている、いった状態でございます。これにつきましても

詳細につきましては、前回以前の会議でご説明させていただいておりますので、

今回はご説明を省略させていただきます。 

また、第２７号議案、これは中央小学校の工事請負契約の変更でございますが、

これにつきましても、過去に工事請負費に係る補正予算を組んだ際、内容につい

てはご説明いたしておりますので、今回はご説明を省略させていただきます。 

また、第１５号議案及び第１６号議案については、平成２７年８月の人事院勧

告に準じ、常勤の特別職の期末手当の割合及び一般職員の給料表及び勤勉手当の

割合を改正するもので、こちらについても、詳細についての説明は省略させてい

ただきます。 

第１２号議案について簡単にご説明させていただきたいと思います。２５ペー

ジに、第１２号議案参考資料というのがございますので、こちらを合わせてご覧

ください。 

これは平成２６年６月に改正された行政不服審査法が平成２８年４月１日から

施行されることに伴い、関係条例の整理を行うものです。 

２の条例の概要について、項目に従って、ご説明いたします。 

（１）です。改正行政不服審査法において、従来の不服申し立てのうち「異議

申立て」が廃止され、「審査請求」に一本化されたことに伴う改正です。 

関係する条例の「異議申立て（不服申立て）」、「異議申立人」、「異議申立

書（不服申立書）」「決定」と規定している条文を、それぞれ「審査請求」、「審

査請求人」、「審査請求書」、「裁決」に改めるものです。 
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（２）です。不服申立てが可能な期間を、処分があったことを知った日の翌日

から起算して６０日以内から３ヶ月以内に変更されたことによる改正です。改正

する条例は府中町情報公開条例です。 

（３）です。情報公開及び個人情報保護に係る不服申立ては、府中町情報公開・

個人情報保護審査会が審査を行うため、行政不服審査法に基づく審理員制度（職

員のうち処分に関与しないものが審理する制度）の適用をしない旨を規定するも

のです。これは、情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく処分について、こ

の処分に係る審査請求については、現在も「情報公開・個人情報保護審査会」と

いう第三者機関を設置しており、第三者性があって、合議制の機関で実質的な審

理・調査が行われることが制度上担保されており、審理員制度の適用が不要であ

るためです。 

（４）については、条例で引用している行政不服審査法の法律番号の変更及び

条項移動に伴う改正です。 

関係条例ですが、「府中町税条例」、「府中町職員の給与に関する条例」、「府

中町情報公開条例」、「府中町職員の退職手当に関する条例」及び「府中町個人

情報保護条例」となっております。 

次にまいります。 

第１３号議案についてご説明いたします。 

３３ページの第１３号議案参考資料をご覧ください。 

これは、「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律」、以

後「改正地方公務員法」と省略させていただきますが、この法律の施行に伴い、

府中町職員の給与に関する条例ほか、旅費に関する条例、特殊勤務手当に関する

条例、勤務時間・休暇等に関する条例及び人事行政の運営等の公表に関する条例

の計５本の条例を一部改正し、整理するものです。 

それでは２の条例の概要についてご説明いたします。 

（１）の等級別基準職務表の条例化です。これは「能力及び実績に基づく人事

管理の徹底」を図るため、いわゆる給料表の等級別の分類の基準となる職務内容

について、条例化が義務付けられたことに伴う改正です。この等級別基準職務表

は、これまでは規則「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」の中で、「級

別職務分類表」として規定していましたが、これを条例化し明確化するものです。

技師、栄養士等の職務を追記する一方、「これに相当する職務」という表記につ

いて削除しましたが、内容について、大きな変更はありません。 

（２）については、今回の改正地方公務員法により「勤務成績の評定」が削除

され、新たに、退職管理、人事評価の状況等に係る規定が追加されたことに伴い、

府中町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正し、当該項目を

公表項目に追加するものです。 

（３）については、条例で引用している改正地方公務員法の条項移動に伴う改

正です。 

次にまいります。 

第１９号議案についてご説明いたします。 

６１ページの第１９号議案参考資料をご覧ください。 

行政不服審査法に基づく書類の写し等の交付手数料を定めるため、府中町手数

料条例の一部を改正するものです。 

（１）として、審査請求人から不服申立てに係る提出書類等の写し等の交付を

求められた場合に徴収する交付手数料を片面１枚につき白黒コピー１０円、カラ

ーコピー６０円と定めるものです。 

また、（２）として、災害その他特別の事情があると認められる者に対しては、

交付手数料を免除することができる規定を設けるものでございます。 

説明冒頭にも申し上げましたが、以上の付議事件を議会に提出することについ

て、町長から教育委員会に対する意見聴取がありましたが、教育長に対する事務
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委任規則第３条第１項の規定により、教育長が代理し、同意する、と回答してお

ります。このことについて報告し、教育委員会の承認を求めるものでございます。

よろしくお願いします。 

 

教 育 長    大変分量が多かったですが、何かご質問等ございませんか。 

 

小濱委員    １９ページの歳入の所ですが、項目で「補正前」と「補正後」となっています

が、これは「補正額」が正しいのではないでしょうか。 

 

総務課長    申し訳ありません「補正額」の間違いでございます。失礼いたしました。 

 

教 育 長    「補正額」と訂正をお願いします。その他、ご質問がございますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長    ないようでございます。よって日程第６、報告第２４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２４号については、そのように決し

ます。では次にまいります。日程第７、第２１号議案「府中町立小中学校の管理

及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正について」を議題といたします。

説明をお願いいたします。 

 

教育部長    （議案を読み上げ）６８ページから内容がございます。詳細につきましては、

学校教育課長から説明させていただきます。 

 

学校教育課長  「府中町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正につ

いて」でございますが、こちらは、平成２８年２月１６日付で、広島県西部教育

事務所長の方からありました通知、「職員の給与に関する条例等の一部改正に伴

う職制の見直しについて」という通知をいただいておりますが、こちらにおいて、

広島県議会２月の定例会において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例案が提出されまして、行政職及び医療職の職制の見直しが行われた、という

ことで、これを受けて、各市町においても、学校等管理規則等の一部改正の手続

きを進めてください、ということを受けたものでございます。 

８３ページをご覧ください。新旧対照表を見ていただけたらと思いますが、職

名の方が変わっております。 

        学校栄養職員においては、左側の現行が「主任栄養専門員」「栄養専門員」と

なっておりますが、右側、改正後は「栄養主幹」という職名に改めます。 

        事務職員においては、職名について「事務専門員」、「総括事務主任」が「事

務主幹」に改正されています。また、職務内容としましては、「総括事務長」が

「学校経営に関し校長を補佐し、校長の命を受け、事務を総括する。」となって

おりまして、これまでは「事務を掌理する。」であったのが、「事務を総括する。」

となり、事務長との違いが明確になっています。「事務主幹」「事務主任」「主

事」についても表のとおりです。 

 

教 育 長    今説明がございましたが、県の方の条例が改正されたので、町の規則の方も変

えていく、という中身です。何かご質問等ございますか。 

 

坂田委員    府中町内で、総括事務長及び事務長は、この４月からの人事で何名になる予定
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でしょうか。 

 

学校教育課長  事務長は１名で変わりません。府中東小学校への配置です。 

 

教 育 長    確認ですが、これは現在の「事務長」が改正後「総括事務長」になるというこ

とではないですね。 

 

学校教育課長  そうではございません。 

 

川野委員    東小の事務長が総括事務長になられるわけではないのですか。 

 

学校教育課長  そういうわけではございません。町内には現在事務長が１名、来年度も事務長

が１名の配置となります。 

 

教 育 長    その他、ご質問がございますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長    ないようでございます。よって日程第７、第２１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    ご異議ないようでございますので、第２１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８、第２２号議案「学校医等の委嘱について」

を議題といたします。説明をお願いいたします。 

 

教育部長    （議案を読み上げ）８６ページをご覧ください。詳細につきましては、学校教

育課長から引き続き説明させていただきます。 

 

学校教育課長  ８６ページをご覧ください。「府中町立学校医等名簿」というところでござい

ます。この名簿に上がっておられる先生方ですが、学校医については府中町医師

会から、そして歯科医については府中町歯科医師会から、薬剤師については府中

町薬剤師会から、ご推薦をいただいた方々について、委嘱をいたしたいと考えて

おります。委嘱期間は平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まででござ

います。ご審議の程、お願いいたします。 

 

教 育 長    学校医等に委嘱につきまして、何かご質問等ございますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長    ないようでございます。よって日程第８、第２２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    ご異議ないようでございますので、第２２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９、第２３号議案「府中町スポーツ推進委員

の委嘱について」を議題といたします。説明をお願いいたします。 

 

教育部長    （議案を読み上げ）８８ページをご覧ください。詳細につきましては、教育次
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長から説明させていただきます。 

 

教育次長    ８８ページをご覧ください。１７名の委員の名簿がございます。任期が平成２

８年４月１日から平成３０年３月３１日となります。平成２８年３月３１日まで

は、１６名の委員が４月１日からは１７名に増えるという形になります。中の移

動なのですが、ほとんどの方は更新なのですが、２名ほど、仕事の関係で、お忙

しくなったということで、辞職したいと言われる方がいらっしゃいまして、今回

新規の方を３名程入れております。新規の方は下３名、伊藤さん、梶本さん、伊

藤さん、です。３名の方が新規で加わっております。新規の方についてご説明さ

せていただきます。伊藤妙子さんにつきましては、バレーボールをやられている

関係です。梶本さんは空手、最後の男性の伊藤さんはラグビー、綱引きというこ

とで、それぞれ団体でご活躍されております。スポーツ推進委員というのは、右

側のページを見ていただきますと、スポーツ基本法に基づいた委員さん、という

ことで、昔「体育指導員」という言葉があったと思うのですが、法律が変わりま

して、スポーツ推進委員という形で名称が変わったという形になっています。こ

れらのメンバーの方については、それぞれスポーツの各種団体で活躍をされてい

る方でありまして、年に４～５回くらいは、会合を持たれています。主なものと

しましては、１０月に開催する「スポーツフェスタ」というくすのきプラザで行

っているイベントですが、これをこの方々がお見えになって、町内にスポーツを

普及するという形で活動されております。説明は以上です。 

 

教 育 長    今の説明につきまして、何かご質問等ございますか。 

 

坂田委員    定員はあるのでしょうか。また１名増えた理由を教えてください。 

 

教育次長    規定上は２０名以上とする、という形になっておりまして、１６名と少なかっ

たので、１名程増員して１７名といたしました。 

 

教 育 長    その他ご質問等ございますか。 

 

小濱委員    皆さんどこかのスポーツの団体に所属されているのですか。 

教育次長    殆どの方がそういった団体に所属しておられます。色々、各種のスポーツ、バ

レーであるとか硬式テニスであるとか剣道であるとか卓球であるとか、それぞれ

個人でも活動しながら、その団体の色んな役職をされたり、そういった研修に出

られたりして受けたことをそれぞれのスポーツの団体に持って帰って、浸透して

いただいています。それと一般町民に対して、大きなイベントを開いていただい

たという形で活動をされています。 

 

教 育 長    その他ご質問等ございますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長    ないようでございます。よって日程第９、第２３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    ご異議ないようでございますので、第２３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が。日程第１０、第２４号議案につきましては、町の

職員の人事案件でございますので、審議は非公開が適当と思われます。よって地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書きの規定により、
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決を求めたいと思います。第２４号議案について非公開とすることに賛成の方は

挙手をお願いします。 

 

（挙手） 

 

教 育 長    全員挙手、ということで出席委員の３分の２以上と認めます。第２４号議案に

ついては非公開といたしますので、関係職員以外の方は、退席をお願いいたしま

す。傍聴人の皆様も大変申し訳ありませんが、退席をお願いします。 

 

（非公開） 

 

教 育 長    日程第１０、第２４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    ご異議ないようでございますので、第２４号議案については、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。 

 

（閉議 午後３時１０分） 

 

 


