
会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成２９年４月２５日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    平成２９年４月２５日（火）午後２時４０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    １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    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２９年４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  小濱 樹子 

          委 員  上之園 公子 

 

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１号 代理行為の承認について 

            「府中町教育支援委員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 

            「府中南小学校学校運営協議会委員の任免について」 

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及び任命について」 

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及び任命について」 

日程第７  報告第５号 代理行為の承認について 

            「府中町図書館協議会委員の任免について」 

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  第１号議案 府中町教育振興基本計画（改訂版）の見直しについて 

日程第 10  第２号議案 下岡田遺跡調査指導委員会委員の委嘱について 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長     奥田 米穂    教育次長     中坊 京子      

総務課長     谷口 充寿    学校教育課主幹  畑尻 佳括   

社会教育課長   山下 賢二    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ございますが、よろしいです

か。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   よろしいようでございますので、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、私と田村委
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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、報告をい

たします。 

       ○４月１日（土）町制施行８０周年記念式典、府中北交流センター開館式典につい

て 

       １枚めくっていただきまして、まず４月１日、土曜日ですが町制施行８０周年記

念式典と同時に、府中北交流センターの開館式典が午後２時から行われました。教

育委員の皆様には御出席をいただきまして、本当にありがとうございました。一つ

の節目ということで、この町も８０年を迎えたということであります。多くの人に

参加をしていただいて、盛大にできたかなというふうに思っています。また引き続

き、一つの記念の８０周年ということは、次の８１周年へのスタートの年でもあり

ますので、また１００年目指して頑張っていきたいというふうに思います。府中北

交流センターについては現在もとても利用者が多くて、特に親子の利用が多く、盛

況であります。子供たちの活動の場が一つ増えたということで、これはまた家庭教

育をする子育ての支援がしやすい府中町になっていけばいいというふうに思います。 

      ○４月７日（金）小中学校入学式について 

       それから２点目、４月７日の小・中学校の入学式です。何年前からか同日開催と

いうことで、午前中は中学校、午後を小学校ということで行いました。式全体とし

ては、式がとてもうまく運ぶようになってきつつあるというふうに思っています。

また感想を聞かせていただければと思うのですが、新しく入ってきた１年生に、周

りがものすごく気になる子とかいましたが、これが１年たつと、結構きちっとして

足もぶらぶらせずにやっていくように、みんななっていくのだろうなということを、

１年後の姿を想像しながら見せていただきました。在校生もとてもしっかりと迎え

ていくぞというような状況を感じられました。各小学校では、それぞれ教育委員会

から告辞をまた受けていただきましたのでありがとうございました。 

○４月１２日（水）広島県市町教育長会議について 

続いて４月１２日、水曜日に広島県市町教育長会議がありました。例年、この時

期に行われるものであります。県内の市と町の教育長さん全員が集まって、県の教

育委員会が主催をしてやる事業であります。市町が全部で２３ありますが、県教委

の参加者のほうが多いのではないかというぐらいです。昔８６あったころは、やっ

ぱり市町村の教育長さんがそろっていらっしゃって、その中で県の教育委員会の幹

部が出てくるという感じだったのですが、今はどっちが多いかわからないぐらいの

人数になっています。今年、新たに広島市の教育長さんが糸山さんという方にかわ

られました。これは行政、教育委員会にもいらっしゃった方ということであります。

それから、江田島市の教育長さんが御堂岡さんという方にかわられました。中学校

の校長先生から、江田島市教育委員会へ、その後大柿中学校の校長先生になられて、

そこから江田島市の教育長さんになられたということであります。それから、安芸

郡の中で、坂町の教育長さんが太田さんにかわられました。西部教育事務所（芸北

支所）の指導課長さんから来られました。それから、三原市の教育長さんが梶山さ

んにかわられました。西部教育事務所長さんが三原市教育長さんになられました。

といったような県内では異動がありました。 

       それから、県の市町教育長会議について、例年教育長さんの挨拶について紹介を

するのですけれども、２月にあったときの内容とほとんど同じでしたので、あえて

今回はいいかなと思っています。大体同じような流れでございました。言い方がち

ょっとかわっていますけれども、内容については大体同じような感じがいたしまし

た。 

       この年度初めの市町教育長会議では、県の主要施策についての説明がありました。
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これについて、施策をまとめたということであります。なかなか新規事業というの

は、あまりないのですけれども、一つオリンピック・パラリンピックの教育推進事

業というのが新規で出ています。将来世界大会で活躍できる選手を発掘育成強化す

るような事業ということで、直接、学校にどうのこうのということはないのではな

いかと思います。 

       学校に関係があるのは、広島県が「教師養成塾」という事業をスタートさせます。

大学で今学んでいる小学校教員を目指す大学生を対象に、実地研修や集合研修を行

うということで、府中町の各学校で何人かずつ引き受けるようになると思います。

まずは大学１年生から順番に上がっていって、将来は採用試験を受けるようになる

と思います。大学１年生から養成しようということであります。 

       それから、学びのセーフティーネットを構築検討事業ということで、これも新規

になります。経済的な事情などを背景として、その辺を視野に入れたような事業で

あります。そういったことが挙げられておりました。 

 ○４月１８（火）総務文教委員会について 

       それから、総務文教委員会が４月１８日にありました。それはこの４月１７、１

８、１９日と常任委員会があったのですけれども、全部の常任委員会で私が報告を

しました。それは、府中緑ケ丘中学校生徒事案にかかる行政処分について、ここで

行政処分について３月１６日に、それを厳重注意ということを決定して、その日の

うちに厳重注意処分をしたということを受託しましたという報告をいたしました。

これを３つの委員会で行いました。質問とか意見とかありましたけれども、一つは

県の教育委員会では支障はなかったけれども、町としてはやりましたと、こういっ

たある観点でまいりましたという説明をしたのですけれども、町の教育委員会はも

のすごくやっているのだから県教委のほうもこのように町の教育委員会が頑張って

やっている姿をもっと伝えようとして欲しいといったようなご意見があったり、中

には県教育委員会がこの事案について処分をしないと言われて、どういうことかと

いうような御意見もあったりしました。こういうことを放置して、これだけの事案

が起きて誰も処分をする者がいないというのは一体どういうことなのかと、大体教

育行政はおかしいといったような厳しいご意見もありました。そういったような厳

しいご意見もあって、私も県広域支援についてどう思うかというような感想をとい

うことだったのですが、ちょっとやっぱりこれはコメントできませんというふうに

申し上げました。ただ、流れについては説明をさせていただきました。町としての

姿勢を示す上で、町としては県にこういうようなことを中には関係者の処分につい

てもお願いしますということも言いました。それから、県からの回答はこういう回

答でしたということもお話をしたところですけれども、それを受けて町としては、

そうは言われても組織の中で答申からもそういう指摘はされているので、県の教育

委員会で検討してこうなりましたと、そういう流れを説明もさせていただきました。

こういったことがありました。 

       それから、総務文教委員会では、このことに加えて、小学校の卒業式、入学式の

お礼について、それから小中学校の運動会、体育祭の案内について、それから本年

度の県関係教職員の人事異動について全体の概要、校長が１名、教頭が３名、管理

職以外の教職員が町内からの異動が１８名とか町内異動が１３名ありましたとか、

そういったような全体で２５％ぐらいの人の異動がございましたというような。そ

れから管理職だけはこういう方が来られましたということを伝えました。あとは、

文部科学大臣表彰の優秀教職員表彰を府中北小学校の林先生が受けられたというこ

とをご報告しました。そのほか、メープル賞について、府中緑ケ丘中学校の吹奏楽

部が受賞されました。こういったようなことを報告させていただきました。 

       それからさらに、総務文教委員会では、児童生徒数、生徒の一覧を配らなかった

児童生徒数について、今年度の４月１日現在の様子について報告をさせていただい

た、これが総務文教委員会の流れです。今回は４月の最初で、職員の紹介というこ

とと、文教委員さん方が視察に行かれるので、その視察場所を決定いたしました。

今年はコミュニティースクールを見に長野へ行くということであります。教育部長
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が随行をいたします。奥田さんは文科省のころのコミュニティースクールの担当官

でしたから、すごく大船に乗ったつもりで行くのだろうと思います 

      ○４月２４日（月）安芸郡の教育長会について 

       最後に安芸郡の教育長会を４月２４日に行いました。安芸郡の教育長会の会長さ

んを毎年交代して順番にやっているのですが、今年が熊野町の林教育長さんにお願

いをするということで、お世話係ということで、校長会との調整とかそれぞれ地区

長の情報交流とかそういったようなことをやっています。特に今年は、小学校の教

科書の道徳の採択をしていく年になりますので、そういったことも基本的なすり合

わせなんかもやっていきます。今年は、教科書の採択事務が、熊野町が事務局をや

るということになっています。来年、中学校のほうの道徳の採択がありますので、

これは府中町が事務局をやります。それから平成３１年度に、教科用図書外国語科

の英語、これが３１年でありますけれども、これは海田町、それから中学校のほう

の教科用図書の採択は、３２年が坂町、熊野町に事務局をもって行こうというよう

なことを決めています。 

       それから、府中町などの、そういう意味では本年度は選定委員会のお世話をする

という役割を、今年は府中町がやっているということになっております。教科書採

択をするときには、各町それぞれ基本方針を定めるのですけれども、安芸郡は地区

で教科書採択を郡としてやりますので、各町の基本方針をやっぱりそろえておこう

といったようなことをそういう作業をしていこうというふうに思っておりまして、

これは県の教育委員会が基本方針を出しますので、それを受けて各町でそこのとこ

ろを検討して、ある程度各町のそろえたもので、この教育委員会議にうちのほうか

ら提案をしようというふうに思っています。その基本方針を４月２７日ぐらいに出

るような予定ですので、それを受けて少し検討してみたいというふうに思っていま

す。 

       府中町も５月２３日が教育委員会会議ですので、そのときに基本方針について決

定していただければというふうに思います。それから採択の協議会を５月末にもっ

ていきたいというふうなスケジュールで今考えていて、その辺まで話し合いをして

いただきます。具体的には各町の担当の指導主事さんが集まって調整をしながら進

めているといったような流れでありますので、一応そういう今年は小学校の教科書

採択、道徳の教科書の採択があるということを知っておいていただければと思いま

す。 

      私からの報告は以上です。入学式の様子とか、何か感じられたこと等ありましたら、

少し御意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

  ○入学式について 

田村委員   小学校は府中北小学校に行かせていただきました。北小にしては６１名で多かっ

たように思いました。全体的に本当におとなしいというか、子供たちに思い切り語

り掛けるように「服を一人で着がえましたか」と言ったのだけど、全く反応がなく

て、何年か前に南小に行ったときは、「あ、着がえた、着がえた」「食べた、食べ

た」ってすごい騒ぎだったのですけど、本当に府中北小学校はおとなしいなと思い

ました。一人泣いて出てきた男の子がいたのですけれども、先生から名前を呼ばれ

てもずっと泣いていて、いつまで泣くのかなこの子はって思っていたのですけれど

も、いつの間にか諦めたのか、しっかり立って６年生と１年生の歌もしっかり歌え

ていたので、頑張っているなと私もうれしくなりました。 

       中学校のほうは府中中学校に行かせていただいたんですけれども、木村校長先生

のお話がとってもわかりやすくて、かみ砕いて具体的に子供たちに語り掛けていら

っしゃったのが印象的で、とても厳かでよい式だったと思います。 

 

坂田委員   府中緑ヶ丘中学校のほうに行きました。新入生、それから３年生とも態度、姿勢

とてもよかったように思います。それから、国歌、校歌は声がしっかり出ていて大

変よかったように思います。 
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       小学校は、府中東小学校でした。厳粛な中で式が行われ、１年生、在校生とも態

度がよかったように思います。新入生、少ない人数なので、一人一人の呼名があっ

たので、大変よかったように思います。それから、６年生が案内係しておりました

が、受付のところから体育館への入場まできちっとできていたのが関心しました。 

 

小濱委員   私は府中中央小学校と府中緑ケ丘中学校に行きました。府中中央小学校は、いつ

になく足をぶらぶらする子が多くて、ちょっと目立ちました。今まであまり思わな

かったのですが、割と後ろ向いてぺちゃくちゃしゃべっている子もいて、ちょっと

今年は大変かなと思いながら、ちょっと見ておりました。６年生は、本当にしっか

りと１年生の子を誘導していて、そこはもうさすがだなと思いました。 

 府中緑ケ丘中学校は本当に落ちついた式になっていると思いました。特に、上級

生の３年生が本当にしっかりとしてきて、卒業式からずっとしっかりしてきている

というのを感じました。 

 

上之園委員  私は、自校の入学式と重なってしまいまして失礼いたしました。 

 

      ○参観日について 

田村委員   参観日は、府中東小学校と府中緑ケ丘中学校と府中南小学校と府中中学校に行か

せていただきました。どの学校も本当に先生がすごく頑張っていらっしゃったのが

すごいありがたく感じました。府中東小学校で、校長先生と話をしていて出たのは、

参観の様子をスマホで撮っている親御さんがいらっしゃって、我が子だけではなく

てよその子どもさんも入るので、学期初めであるし、どこの小・中学校でもちょっ

と御遠慮くださいというふうにしたほうがいいのかなというのを思いました。 

       府中緑ケ丘中学校のほうも、すごく整理整頓ができていて、学校みんなで頑張っ

ていただいているなというのがうれしくて、前の掲示物もそうだし、子供たちのか

ばんの置き方も机もすごいきちんとして、整然とされていて、すごくありがたかっ

たです。保護者が、ガムをくちゃくちゃかみながら先生の授業を聞いているのが、

残念でした。ガムかんでもいいけど、くちゃくちゃいかにも僕はガムをかんでいま

すというのはやめて欲しかったと思いました。 

       府中南小学校も、府中中学校もそうだったのですけれども、校長先生が、廊下で、

教室から教室に入るときに、保護者の方にご自身から「こんにちは、こんにちは」

と挨拶していらっしゃったのが、すごく印象的で、すばらしいと思いました。 

       南小は、今年はＰＴＡ総会３００名近い方が出席をされたということで、去年は

２３０名、その前はきっと２００人を切っていたぐらいって言われたのですけど、

年々やっぱりＰＴＡ総会がふえてきて、やっぱりコミュニティースクールの一環で、

その後にある学級懇談会のその子どもたちを図書室で見るっていうのもされていま

す。だから、そういう効果もあるのかなっていうのを思いました。 

       府中中学校は、参観が４８５名、学級懇談が３７８名、ＰＴＡ総会が１１５名と、

どんどん減ってきているというのは、少し残念に思います。でも教室内は、整然と

されて、かばんもピシッと置かれていて、もうすごく気持ちがよくって、先生方は

授業を本当に頑張っていただいていたのがとても印象的でした。以上です。 

 

坂田委員   ちょっと重なるとこは省きますけれども、１２日水曜日、府中東小学校の参観日

に行きました。入学、１年生にとっては。４日目だったのですが、とても落ちつい

て、先生、友達の発表を集中して聞いているのに感心しました。１年生は二人の先

生が受け持っていて、笑顔で児童に語りかけているのが大変よかったように思いま

す。 

       一つ気になっているのは、複数の学年が同一教材で授業していたのですけど、目

当てが異なっているところがありました。大変持ち味を出すというのはいいと思う

のですけども、２クラスなので、そろえたらいいと思いました。例えば、４年生で

すと、１クラスは「地図と仲よしになる」、もう１クラスは「地図帳の使い方を指
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導」、意味的にちょっと違ってきますよね。その辺、どうかなというところですね。

学習よりも使い方を指導とか、その辺がいいとは個人的には思います。それから、

東小学校でも保護者が廊下で会話をしている様子が見られました。どこの学校もそ

うですが、参観後の役員決めが気になるようでした。 

       それから１５日の土曜日に府中緑ケ丘中学校の参観に行きました。全体的に生徒

落ちついて学ぼうとする姿勢が見えました。服装の乱れもなく、気になる言葉づか

いも見た限りではなかったです。１年生、特に先生の表情がよくて、生徒をよく見

まわして指導をされていました。１年生、緊張した感じはなく、すっかり溶け込ん

でいるというように思われたし、孤立している生徒もその時点では見られなかった

ように思います。２、３年生、生徒発表の声が小さいのは気になりました。もう少

し大きな声で、後ろまで聞き取れるように話す必要ができたらいいなと思いました。

先生の言葉づかいは特に気になりませんでした。マークシートを使って進める授業

が幾つかありました。授業参観ということで、できるだけ生徒にあてようと思うの

ですけれども、グループ討議の場面を入れてもいいのではないかというところが、

参観用の授業とやっぱり違うのですけども、その辺はちょっと気になりました。 

       １７日の月曜日、府中北小学校の参観に行きました。やはり先生たちも笑顔で一

人一人よく見ながら授業展開していて、大変いいと思いました。生徒も落ちついて

いました。それから、ＡＬＴの先生、非常に上手で、聞くと、とてもよく生徒が把握

して発音シートをできるだけ英語に使って、表情豊かに本当に楽しそうに受け入れ

てやっているなというのを感じました。それから、保護者に今日の授業で見て欲し

いところをはっきりとわかるように、どのクラスも明示していたので、大変よかっ

たように思います。それから、ただちょっと言えるところは、下敷きを入れて字を

書くことを習慣づけて欲しいと思いました。それから、手悪さをしている子が何人

かいたので、手をおいて体を向けて聞くという必要があるなと思いました。 

       ２２日の土曜日、府中小学校の参観日に行きました。全体的に児童落ちついてい

たように思います。ちょっと２年、３年でちょっと気になる学級ありましたですけ

れども、全体的にはよかったように思います。新入生は、そんなに気になることは

ありませんでした。６年生、電子黒板を使っての授業をやっていました。当たり前

のことですけれども、そういうものをどんどん使ってやって欲しいなと思います。

以上です。 

 

小濱委員   ほとんど言っていただいたのですが、私は府中東小学校と、府中中学校と府中中

央小学校と、府中緑ケ丘中学校に行って来ました、基本的に思ったのは、新しく来

た先生も含めて、どの学校も安心してお任せできる先生が多いなというのを思いま

した。府中中央小学校も１年生はどうかと思って見ていたのですけど、そんなに授

業になってないような状況はなかったので、安心しました。ほかのクラスも電子黒

板を使った授業をされている理科の授業ですけど、安心して見させていただきまし

た。さっき田村さんも言っていましたが、スマホで授業の写真を撮ってるのは気に

なりました。卒業した子どもが来て撮っていて、卒業生が結構たくさん来ていて、

府中小学校は来ていましたけど、結構大勢来ていて、スマホで写真を撮っていたの

で、ああいうのはパッと流されたり子供ってするじゃないですか。だからそれはち

ょっと、気になったなと思いますね。 

 

上之園委員  学校で写真撮って載せる時には、肖像権について、保護者の理解を得て加工して

出すということになっているのですが、一般の方がお子さんの近所とかを出してい

くっていうことがいいかどうかっていうことで、マナーとか、もう一つ倫理のこと

で問題になってくると思います。 

 

坂田委員   町全体で啓発したほうがいいのではないかと思います。 

 

教 育 長   そうですね。６月の総会のときに、「みんなでマナーを確認していきましょう。」

ということを私のほうから言いましょう。 
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       ありがとうございました。 

 

教 育 長   それでは、次にまいりたいと思います。日程第３、報告第１号「代理行為の承認

について（府中町教育支援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。説明をお願いします。 

 

教育部長   府中町教育支援委員会委員の任免について、資料の３ページ、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いたしましたので、同条第２項の規定に

より報告し承認を求めたいと思います。説明につきましては、学校教育課長から説

明をお願いいたします。 

 

学校教育課長 今ありましたように、府中町教育支援委員会委員の任免についてでございます。

こちらは、期間が平成２８年９月１日から平成２９年８月３１日までの任期となっ

ておりましたが、今年度の年度当初の人事異動に伴いまして、任命を解除した４名

にかわって、新たに任命を４名しています。府中東小学校の富田谷校長から西田校

長へ、それから、府中町福祉保健部福祉課長谷口課長から倉﨑課長へ、子育て支援

課長が山西課長から新見課長へ、そして、青少年教育相談員の梶本相談員から占部

相談員ということで、新たに任命をさせていただきました。 任期は残任期間とい

うことで、平成２９年８月３１日までとなっております。 

 以上でございます。 

 

教 育 長   何かご質問ございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようですので、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

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、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（府中南

小学校学校運営協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   第２号でございます。府中南小学校学校運営協議会委員コミュニティ・スクール

との任免について、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

ましたので、同条第２項の規定により報告し承認を求めたいと思います。引き続き、

学校教育課長から説明をお願いいたします。 

 

学校教育課長 こちらは、府中南小学校学校運営協議会委員の任免についてでございますが、こ

ちらの人事異動に伴っての委嘱の解除と新たな委嘱でございます。設置校の校区内

の地域住民ということで、バンビーズのセンター長の新宅さんに委員をしていただ

いておりましたが、このたび、北交流センターのハッピーズにかわられたというこ

とで、新たなバンビーズのセンター長さんである堀部さんに、委員として委嘱をし

たいと思います。これは委員の任期が２年間で、平成２８年４月１日から平成３０

年３月３１日までの期間となっておりましたので、残任期間の平成３０年３月３１

日までということで、委員として委嘱させていただきたいと思います。以上でござ

います。 

 

教 育 長   何かご質問ございせんか。 

 

（なし） 
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教 育 長   ないようでございますので、日程第４号、報告第２号については、原案のとおり

承認を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、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及び任命について）」を議題といたします。説明をお願いしま

す。 

 

教育部長   報告第３号、５ページになります。府中町社会教育委員の委嘱及び任命について、

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いたしましたので、同

条第２項の規定により報告し承認を求めたいと思います。この件に関しましては、

社会教育課長からご説明をいたします。 

 

社会教育課長 府中町社会教育委員条例で、府中町に府中町社会教育委員１５人を置くとなって

おります。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から、教育委員会が委嘱することとなっております。 

 前期平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日の２年間に引き続き、平成２９

年４月１日から平成３１年３月３１日の２年間をお願いするものです。なお、変更

のあった５名のみを紹介させていただきますと、社会教育の関係者としまして府中

町国際交流協会から選出された三島佳代子さん、同じく府中町民生委員児童委員協

議会連合会から選出された松本真奈美さん、同じく今回新たに府中町学校ＰＴＡ連

絡協議会から選出された西山優さん、なお、西山さんは前期途中から議員選出とし

て委嘱しておりましたが、立場がかわったので選出となっております。続いて同じ

く、社会教育の関係者として主に南交流センター、バンビーズなどで活動されてお

られるポパイの会の代表をしておられる田中宏光さん、最後に学識経験として、府

中中学校校長などを歴任され、現在、広島青少年文化センター専務理事の樽谷和子

さんです。以上でございます。 

 

教 育 長   何かご質問ございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   町としては、新しい委員さんはなるべく７５歳を超えないということであります。

ただ、委員さんの中身の内容によっては、本当に専門性を有しているといったよう

な方、ほかにはこの方しかいらっしゃらないというような場合は、お願いしている

ということであります。 

       それから、議会関係がここから抜けています。それが、いわゆる議決をする機関

と、執行していく機関の人が同じというのは、これはおかしいだろうといったよう

なこともあって、議会で承認して、その補助金をもらう団体の長として出てくると

いうところがどうなのかということもあって、議会からはちょっと選出は。ただ、

議員さんがなっておられるのは、選出母体が婦人会だったりＰＴＡだったりという

ことであります。 

 それでは、ないようですので、日程第５、報告第３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。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及び任命について）」を議題といたします。 

教育部長   報告第４号、７ページになります。府中町公民館運営審議会委員の委嘱及び任命

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いたしまし

たので、同条第２項の規定により報告し承認を求めたいと思います。説明は引き続
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き、社会教育課長お願いいたします。 

 

社会教育課長 府中町立公民館の設置及び管理条例で、委員の定数を１０人とするとなっており、

社会教育委員と同じく、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。こちらも前期平成２７年４月１日から平成２９年３月３

１日の２年間に引き続きまして、平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日の

２年間をお願いするものです。なお、変更のあった４名の方を紹介させていただき

ます。学校教育の関係者、町内の小学校長として、府中小学校の奥金実さん、社会

教育の関係者として、新たに府中町婦人会から選出された岩本一子さん、同じく府

中町北部で町内会連合会から新たに選出された桶本義和さん、同じく社会教育関係

者として、南公民館の盆栽などの活動をされている工谷千秌さんです。以上でござ

います。 

 

教 育 長   何かご質問ございませんか。 

 

（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

り承認をいたしたいと思いますが、ご異議はありませんか。 

 

（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   報告第５号、９ページになります。府中町図書館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いたしたましので、同条

第２項の規定により報告し承認を求めたいと思います。引き続き、社会教育課長か

ら説明いたします。 

 

社会教育課長 府中町立図書館条例で、協議会の委員の定数は１０人以内とするとなっており、

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、教育委員会が任命することとなっております。なお、任期

は２年間で、現在の委員の任命期間は、平成２７年１２月１日から平成２９年１１

月３０日までです。このたびは、教職員の異動により、新たに任命するものです。

前任者の残任期間である平成２９年１１月３０日までをお願いするものです。なお、

変更のあった者は、府中東小学校教諭の遠山美里さんで、前任の伊藤希絵さんの３

月末での転任に伴うものとなります。以上でございます。 

 

教 育 長   何かご質問ございませんか。これは１１月３０日まで東小学校の先生がかわった

から、東小学校から入れてもらったということでよろしいですね。 

 

社会教育課長 そうです。 

 

教 育 長   何かご質問ございせんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようでございますので、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、ご異議はございませんか。 
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（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようですので、報告第５号については、そのように決します。 

       それ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   報告第６号、１０ページになります。府中町文化財保護審議会委員の委嘱につい

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いたしたましので、

同条第２項の規定により報告し承認を求めたいと思います。引き続き、社会教育課

長のほうから説明いたします。 

 

社会教育課長 文化財保護審議会委員については、府中町文化財保護条例に、委員８名以内をも

って組織するとありますが、４月１日付で委嘱させていただいた委員は、表にあり

ます４名です。この方々は、前期２年間、平成２７年４月１日から平成２９年３月

３１日まででしたが、引き続きお願いし、委嘱させていただいております。以上で

ございます。 

 

教 育 長   何かご質問はございませんか。 

       ８名ということですけれども、今４人ですよね。そのほかの分野についての必要

性はどうなのでしょうか。 

 

社会教育課長 新たに、町内在住の方にお願いをしておりましたけれども、固辞されまして増員

になっておりません。今後は、町内問わず委員にふさわしい方を探させていただき

まして、順次委嘱をさせていただければというふうに思っております。 

 

教 育 長   かなり専門性を有するから、人が限られてきて、高齢ということもあったりした

ら、なかなか難しいというような面も聞いております。ありがとうございました。

そのほか、何かございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようですので、日程第８、報告第６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、ご異議はございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようですので、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９、第１号議案「府中町教育振興基本計画（改訂版）

の見直しについて」を議題といたします。なお、第１号議案については、成案とな

る前のもので、各委員からの自由闊達な意見交換を求めるため、非公開が適当と思

われます。また、非公開の期間は、本案が成案となるまでが適当と考えます。 

 第１号議案の議事内容について、非公開とすることに賛成の委員は挙手をお願い

します。 

 

（挙 手） 

 

教 育 長   出席委員の３分の２以上と認めまして、第１号議案については非公開とし、非公

開の期間については、第１号議案が、本案が成案となるまでということにします。 

  それでは、日程第９、第 1 号議案「府中町教育振興基本計画（改訂版）の見直し

について」を議題といたしたいと思います。説明をお願いします。 

 

（以下、非公開） 
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教 育 長   それでは、次にまいります。日程第１０、第２号議案「下岡田遺跡調査指導委員

会の委嘱について」これを議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   第２号議案、資料１３ページになります。下岡田遺跡調査指導委員会委員の委嘱

について、教育委員会の審議に付したいというふうに考えています。説明は、社会

教育課長のほうからお願いいたします。 

 

教 育 長   昨年度、指導委員会設置時に委員候補でありましたが、所属所を休職中、病気で

あったために、委嘱を見送ることになりました。本年度４月から復職されたので、

このたび委員に委嘱するものです。昨年度は、オブザーバーといたしまして、第２

回の指導委員会にも出席いただいております。なお、委嘱委員期間は、他の４名の

委員と同様の、平成３１年６月３０日までです。木本雅康さんの経歴等を御説明し

ますが、１９６４年富山県生まれで、現職は長崎外語大学の外語学部教授、専門分

野は歴史地理学、主要研究テーマは日本古代交通研究、飛鳥から平安時代の道路復

元ということになっております。主要著書等も、古代の道路事情、遺跡から見た古

代のインフラ、古代官道の歴史地理を書かれております。他県の古代官衙遺跡に関

する調査指導委員等も経験されております。今回の下岡田遺跡につきましては、国

史跡を目指しておりまして、県レベルを超える遺跡の価値づけが必要でありまして、

県の枠にもおさまらない評価のできる研究者が加わる必要があるということで、お

願いしております。以上でございます。 

 

教 育 長   遺跡の発掘の状況については聞いていただいたと思います。なかなか出ないとい

うようなのですけども、まあ出ないのは、またそれなりに意味もあって、新たにわ

かったことというのがやっぱり随分あったということもありますので、これまでわ

からなかった礎石建物の大きさなどが確定をしたとか、そういったようなこともあ

りますので、よかったかなというふうに思っています。 

 

 

教 育 長   何かご質問ございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、日程第１０、第２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いたしたいと思います。これをもって本日の会議を閉会

いたします。 

 

（閉議 午後２時４０分） 

 

 

 


