
 

 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成２７年４月２８日（火）午後１時３０分 

  

３ 閉会日時    平成２７年４月２８日（火）午後３時１０分 

 

４ 委員の出席   ３人 

 

５ 議決件数    ６件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ０件    承  認   ６件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    １件    報 告 済   １件 

 

７ 会議録     別添のとおり



 

 

教育委員会定例会議事録 
 

１ 会議年月日   平成２７年４月２８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  小濱 樹子 

           

計  ４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「府中町立学校における自家用車の公

務使用に関する取扱要領の一部改正について」 

  日程第４  報告第２号  代理行為の承認について「府中町就学指導委員会委員の委嘱に

ついて」 

  日程第５  報告第３号  代理行為の承認について「府中町社会教育委員の委嘱について」 

  日程第６  報告第４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委嘱

について」 

  日程第７  報告第５号  代理行為の承認について「府中図書館協議会委員の委嘱につい

て」 

  日程第８  報告第６号  代理行為の承認について「府中町文化財保護審議会委員の委嘱

について」 

日程第９  報告第７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」 

日程第１０ 第１号議案  府中町教育振興基本計画について 

 

 

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。 

       本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりですが、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。 

       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１

８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    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」を議題とします。 

教育長    ご報告いたします。 

      ○今年度の府中町の教育方針はこれまでと変わらず、社会総ぐるみの人材育成をあ

げたいと思っております。 

       あいさつ・感謝・志 

       義務教育修了する時点でのこどもの姿をイメージしているものでもあります。 

       互いにあいさつをしあってコミュニケーションがとれるようになり、感謝する気

持ちをきちんと態度で表わせるようになり、大きな志をもって次の進路に挑んでい

く。 

       校種間連携と地域連携の２本柱ですすめてまいります。 

      ○小中学校の入学式について 

       ４月６日（月）に小学校、４月７日（火）に中学校でそれぞれ入学式が行われま

した。委員の皆様にはご出席いただきまして、また、告示を読み上げていただきあ

りがとうございました。今年度は、小学校には４８３名、中学校には３９９名の児

童生徒が入学しました。 

 

      ○広島県市町教育長会議について 

       ４月１３日（月）に広島県市町教育長会議が行われましたので出席してまいりま

した。主な教育改革施策としましては、広島版「学びの変革」アクション・プラン

の推進を柱としているということでありました。県教育長の挨拶の中で、一つ目は、

教育界の大きな動向について、全国的には新教育委員会制度がスタートして、県内

では約半数が新制度でスタートしました。政治的中立性、継続性は確保できました。

首長と教育について意見交換をしていくことが重要であります。 

       平成１０年以前は団体に対して学力向上について言えなかった時代でありますが、 

      是正指導が始まって十数年経ってやっと今の学校経営が定着してきました。 

       グローバル化に対応していくためには、創造的、応用・活用的な力が必要であり

ます。基礎・基本、知識の質、知識の構造化、知識を広げ、つなげていくことが大

切であります。 

       進め方としては、これまでの学びに主体的な学びを加え、全国トップランナーと

してつなげていく。 

       主体的な学びとは、能動的な学び、学習者起点、浅い学びをさらに深い学び 

にしていく。授業を議論していく形態に変えていくというお話がありました。 

二つ目にどんなことがあっても子供を死なせてはいけない。原因は様々なことか       

      もしれませんが、教育を受ける子供が亡くなっていくのはとても悲しいことであし

ます。 

       

      ○総務文教委員会について 

       ４月２２日（水）に総務文教委員会が行われました。 

       ・町長報告 

国土交通省の国土地理院が昨年の１０月１日現在の全国都道府県市区町村別面積

調を公表した際、府中町の面積が１０．４５㎢から１０．４１㎢になりました。 

平成２６年から計測の基礎となる地図を高精度である電子国土基本図に切り替え

てその地図データから直接面積を計測したところ０．０４㎢少なくなりました。 

・教育長報告 

卒業式・入学式のお礼、運動会、体育祭の案内をさせていただきました。 

昨年のメイプル賞の表彰式について 

       ・協議内容 

       １ 教科書採択のしくみについて 

       ２ 児童生徒数について 



 

 

       ３ 適応指導教室の運営について 

              

教育長    入学式に行かれていかがでしたか？ 

坂田委員   府中東小学校に参加しました。 

歌声が体育館によく響きわたって良かったと思います。 

課題として、在校生の服装が気になったので可能ならできるだけ式にふさわしい

服になっていけたら良いと思う。 

しおりの名前に間違いがありましたが、式の開始前に謝罪と訂正を行えました。 

１年生の保護者が帰る前にしおりを配りなおしてすばやい対応で危機管理がしっ

かりできていたと思います。 

府中緑ケ丘中学校に参加しました。 

新入生の礼が揃っていたのが印象に残りました。 

式の後半で新入生が緊張のため、倒れました。すぐに管理職の指示のもと、担架

を用意、参列者への説明という風に大きな混乱もなく整然と最後まで進められて良

かったと思います。 

課題として、在校生は各学級の代表が参列しているのですが、もう少し緊張感を

持って参加の意味を理解して望んで欲しいと思いました。 

参観日について 

府中東小学校に行きました。 

入学して間もないですが、緊張感が少し取れているようですが、きちんと話をき

いていて馴染んでいる様子が見れました。 

転任した先生が多かった様ですが、児童への支持、発言の切り返しが良かったよ

うに思います。 

府中北小学校に行きました。 

先生に笑顔が多く見られました。適切な言葉遣いができていて、先生と児童の関

係の良さが感じられました。 

各クラス内の掲示物の配置がきちんと整っていたのが印象に残りました。 

府中中央小学校に行きました。 

落ち着いて授業しているクラスが多かった。 

先生に笑顔があるのが良かった。 

先生が全体をよく見て発言をピックアップしてそれに切り返しているクラスが多

かったように思います。 

府中南小学校に行きました。 

全体に落ち着いて学習に取り組む姿勢が見られました。 

板書構成がきちんとできている授業が多かった。文字の配置、色チョークを使っ

ていて、ページ使用の位置が決められていて板書計画ができているのが感じられま

した。室内の整理整頓ができている 

教育長    ありがとうございました・ 

       それでは、田村委員お願いします。 

田村委員   府中北小学校に行かせていただきました。 

おとなしいというのが印象にあります。 

参列した５、６年生がお腹の底から響く歌声でとても力を入れていらっしゃるの

が分かりました。 

府中緑ケ丘中学校に行かせていただきました。 

礼がすごくきれいでした。 

参観日は府中中央小学校に行かせていただきました。 

活気があり、板書がきれいで、バランス良くされていて、全体的に明るい印象を

持ちました。 

課題として、保護者の方が廊下でしゃべっていて教室の中に聞こえてしまってい

るのが残念でした。 



 

 

５年生の授業で発表の仕方が「○○です、なぜなら○○」を徹底されていたので

さすがだなと思いました。 

府中南小学校に行かせていただきました。 

脱走の子が二人いたこと、違法駐車があったこと、外で携帯しながら煙草を吸っ

ている保護者がいたこと、授業以外の問題がたくさんあるなと感じました。 

子どもたちは一生懸命参観日頑張っていました。 

教育長    ありがとうございました・ 

       それでは、小濱委員お願いします。 

小濱委員   入学式は府中小学校に行かせていただきました。 

  概ねおとなしくしていましたが、長くなると中にはじっとしていられない子がい

て、先生に注意されていました。 

  府中中学校に行かせていただきました。 

  迎える方も１年生の方も落ち着いていて、いい入学式だったと思います。 

  参観日は、府中中央小学校に行かせていただきました。 

  子供たちは、今年の１年生は落ち着いていて、きちんと話しを聞ける子が多いと

言われていました。 

  保護者が全員教室に入れないこともあって、おしゃべりがあって残念でした。 

教育長    ありがとうございました。 

課題も随分言っていただき、ありがとうございました。 

PTA の総会で課題を伝えましょう。 

他に何かございますか。 

ないようですので次に参りますが、その前にお謀りします。日程第９、報告第７

号は人事に係る案件で、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項により決を求めます。報告第１２号の議

事内容について、非公開とし、この会議の最後に審議することに賛成の委員は挙手

をお願いします。 

（挙手） 

教育長    出席委員の３分の２以上と認め、報告第１２号については非公開とし、この会議                                

の最後に審議することとします。 

       次に、日程第３、報告第１号「代理行為の承認について（府中町立学校における 

      自家用車の公務使用に関する取扱要領の一部改正について）」を議題とします説明 

      をお願いします。 

教育部長   （議案を読み上げ） 

       内容は学校教育課長がご説明いたします。 

学校教育課長 改正の内容は、旅行命令によらず、自家用車を公務使用とする場合の手続きにつ

いて、やむを得ず正規の勤務時間外に行う家庭訪問による生徒指導を追加したとい

うものでございます。 

       改正の理由としましては、広島県において、自家用車の公務使用に関する取扱要

領について同様の内容の一部改正が行われたことを受けまして、それに準拠して改

正を行うものでございます。 

教育長    県の改正に準拠して改正したということでございますが、何か質問はございます

か。 

                   （なし） 

教育長    ないようでございます。日程第３、報告第１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１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、報告第２号「代理行為の承認について（府中町就学指導委員会の委

嘱について）」を議題といたします。説明お願いします。 

教育部長    （議案を読み上げ） 



 

 

        人事異動に伴う委嘱解除及び委嘱になります。委嘱期間は前任者の残任期間で平成２７年８月

３１日までとなります。 

教育長    ないようでございます。よって日程第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、報告第２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５、報告第３号「代理行為の承認について（府中町社会教育委員の委嘱

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   （議案を読み上げ） 

       社会教育委員は、条例により、任期は２年間で平成２９年３月３１日までとなり、

１５名置くことになっております。 

       委嘱する職として、学校教育及び社会教育関係者、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になっております、 

教育長     何か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。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、報告第３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６、報告第４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   （議案を読み上げ） 

   定数は１０人、任期は２年で平成２９年３月３１日までとなります。 

委嘱する職として、学校教育及び社会教育関係者、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になっております、 

委員長     何か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。よって日程第６、報告第４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    異議ないようでございますので、報告第４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、報告第５号「代理行為の承認について（府中町図書館虚偽会委員の委

嘱について）」を議題といたします。説明をお願いします。 

教育部長   （議案を読み上げ） 

       人事異動に伴う委嘱解除及び委嘱になります。委嘱期間は前任者の残任期間で平成２７年１１ 

月３０日までとなります。 

教育長    何かご質問等ございませんか。 

小濱委員   図書館協議会は、学校の図書室は関係ないのでしょうか。 

教育部長   学校の図書室を審議することが主たる目的ではありません。町立図書館に位置づ

いているもので、役割としては、町内全体の読書活動の活性化でありますので、そ

の中にこども司書の取り組みがございます。これは学校との連携なくしてはできな

いので学校との連携は大切であります。 

教育長     何か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。よって日程第７、報告第５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５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８、報告第６号「代理行為の承認について（府中町文化財保護審議会委員の委

嘱について）」を議題といたします。説明をお願いします。 



 

 

教育部長   （議案を読み上げ） 

       委員は８人以内をもって組織するとなっております。学識経験者、文化財に関し

識見の高い者で、任期は２年となっております。今年度につきましては、４名任命

させていただいております。 

教育長    何かご質問等ございませんか。 

これまでは、どんな職種の方がいらしたのでしょうか。 

教育次長   ３月までの８名の内４名の方が更新で、４名の方は委嘱解除となりました。理由

としては、高齢であるということであります。今年度は、文化財の方に力を入れた

いので新たに専門家の方を探して行こうと思います。 

田村委員   文化財ガイドは町にいらっしゃるのでしょうか。 

教育部長   昨年から社会教育課でふるさと再発見の講座を行い、来られた方が地域に還元す

るため、ボランティアで史跡等を案内をしてもらいました。 

教育長     他に何か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。報告第６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１０、第１号議案「府中町教育振興基本計画について」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） 

       詳細は総務課長がご説明いたします。 

総務課長   府中町教育振興基本計画は、毎年この時期に教育委員会議にはかり、     

「教育行政基本方針と重点施策」の代わりに作成するものです。 

       従来の基本方針・重点施策はその年度単年度の施策について記述したものでした

が、教育振興基本計画は、平成２７年度から向こう５年間の方向性を示したものと

なっております。特に施設整備について大きな方向性を示しているところでござい

ます。特に耐震化完了後の教育施設の整備や社会教育施設の整備等に踏み込んだ内

容となっております。 

       本日、案としてご提示させていただきましたが、作成途上でございます。文言・

名称等の統一や項目の整理なども５月中旬までに今後整理していく予定です。 

教育長    何かご質問等ございませんか。 

坂田委員長  課題として高齢化の中で特に高齢者の男性をどう引き込んでいくのか。 

総務課長   社会教育の分野になると思いますが、高齢者に対する教室等の充実を図るととも

にボランティアによる社会参画を促していくこと、学校教育の分野で学校家庭地域

のマンパワーの一つとして社会参画していくことを促していくということでござい

ます。 

教育長     全体として高齢化の進展の中で少子高齢化を前提として施索全体を作成していく 

      ようになっていくと思います。 

       ご意見がございましたら、５月１１日までに教育委員会総務課までご連絡いただ

ければと思います。 

教育長    他に何か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。よって日程第１０、報告第１号については、ご意見等ありましたら、

５月１１日までに教育委員会総務課へ連絡をするということで、継続審議とし、次回５月臨時会

で議題とすることとしてよろしいですか。 

（異議なし） 

教育長    異議ないようでございますので、第１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。最後に廻しました日程第９、報告第７号「専決処分の報告について（教育委員会任免

に係る職員のうち係長以下の職員の任命その他の人事について）」を議題といたします。この案

件は非公開ですが、全て関係職員であるため、退席は求めません。議事録上は非公開といたしま

す。では、説明をお願いします。 

教育部長   （議案を読み上げ） 



 

 

      詳細は総務課長がご説明いたします。 

総務課長  （説明） 

教育長   何かご質問等ございませんか。 

（なし） 

ないようでございます。よって日程第９、報告第７号については、報告済みといた

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） 

 


