
会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成２９年５月２３日（火）午後３時００分 

 

３ 閉会日時    平成２９年５月２３日（火）午後４時４０分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ７件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ３件    承  認   ３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５月２３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７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の任命及び委嘱について」 

日程第４  報告第８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５  報告第９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」  

日程第６  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 

（継続審議） 

日程第７  第３号議案 平成２９年第３回府中町議会定例会に提案される教育委員会関係

の議案等に対する意見について 

日程第８  第４号議案 府中町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正について 

  日程第９  第５号議案 平成３０年度使用小中学校教科用図書採択の基本方針について 

 

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３時００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、私と上之園

委員を指名することとしますがよろしいですか。 
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（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。 

       お手元に配付している本日の会議資料を１枚めくっていただきます。本日は、全

部で報告が３点、その他として３点ほど予定しております。 

       ○５月１０日（水）～５月１２日（金）全国町村教育長会議について 

       まず１点目なんですけれども、５月１０日水曜日から５月１２日金曜日まで、全

国の町村教育長会議が東京銀座ブロッサムというところを会場に開催されました。

最初、午前中は総会があって、昼から、それぞれ研修会という形で行われました。

総会では、最初に開会行事があって、その後、教育功労者、それから退任役員の感

謝状贈呈がありました。その後、総会があるんですけれども、昨年度の事業報告、

それから決算報告、さらには本年度の事業計画と予算について、それから開会の宣

言がされ、全て了承されたということであります。 

 研究大会のほうは、実は中身は十分には説明できないんですけれども、「教育に

科学的根拠を」というテーマで慶応大学の政策部の准教授、中室先生という方、女

性の先生ですけれども、経済のほうで随分活躍されておられる方です。話として、

なるほどと思って、おもしろいなと思ったのは、教育について話をするとか、いろ

いろな話をするときには、例えば経済財政諮問会議とか、大きな骨太の方針とか、

そういうことをやったりするときでも、日銀の総裁が経済の話をする前には、これ

までの教育などの話をされるのですね。こういったような教育を受けてきて、今は

こういう人材が育って、このようになるというその教育の話、自分が受けた教育を

もとにして話をされました。これまでの教育は、自分が受けて、こういうような中

で教育が行われてきたみたいな話をされました。次に、甘利大臣、当時、甘利大臣

も、結局、自分が子供のときに受けてきた教育、この話をして教育はこうだった、

ああだったと、いわゆる教育については、自分の経験、体験がもとになっていて、

それをいつの間にか自分の経験が普遍化されている。全部がそうだというように思

って、みんながそういう観点だということでした。だから、教育はもっと科学的な

根拠をもとに、教育というものを考えていくべきではないかなというのが大きなテ

ーマの話でありました。言われてみると、教育は１００人いると１００通りあって、

みんな好き勝手なことを言って、どれもうそではない。でも、その中で、何を施策

にして、何を進めて、どういう観点でやっていくかというところが、やっぱりそれ

なりの根拠が必要だといったようなことを言われて、中身や、いろんな人の研究の

成果みたいなのをたくさん言われていました。 

       その講演の後、実践報告がありましたが、実践報告は、毎年３本あります。今年

は、広島県の誰かが代表ということで、熊野町の林教育長さんが「低学年初等教科

を根底に据えて」ということで報告されました。 

       それから、徳島県の東みよし町というところの教育長さんが、２本目に「コミュ

ニティスクールからチーム学校へ」というテーマで話をされました。 

       そして、３本目は、毎年、東北の震災を受けて、今、学校がどうなっているのか、

そういったようなことについて報告をしていただこうということで３年目になるん

ですけど、今年は飯館村の教育委員会、福島県の、そこの教育長さんが来て、現状

の話をしてくださいました。まだまだ６割も動いていませんといったような話があ

りました。やっぱり大変だなと思いました。今後、熊本のことも大変だし、その辺

からのそういう災害によって学校教育がかなり痛手を受けている。復興に、やっぱ

りお金を突っ込むばっかりじゃ、なかなかやっぱりそこのところは行かないという

ようなこともあるのかもしれません。その辺からの報告が、特に原発事故避難にお

ける飯館村の取り組みということだったので、本当に津波プラス原発事故というの

は、やっぱり大きいですよね。そういうところの報告がありました。資料をまた見

ていただければというふうに思います。というような実践報告でありました。 
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それから、２日目は、文科省からの重点説明、行政説明がありました。これも、丁

寧な説明をしていただいたんですけれども、この説明を聞きながら、大きく言えば、

私が感じたところでいうと、次世代の学校地域創生プランということで、中教審の

方針等を見てみても、まずは地域からの学校改革、地域創生。それから、学校の組

織運営改革、チーム学校ですね。そして、さらには、職員の資質向上といった３つ

の柱で取り組んでいるというようなことを基本にしながら、いろんな策を進められ

ていますね。それを聞いていて、これは今、府中で取り組んでいるのと全く同じだ

なというふうに思いました。やっぱり地域の声を学校の中にきちんと入れて、地域

全体で子供を育てていくような学校教育、地域の願いを入れてやっていくような、

そういう流れを１本つくっていきますということと、やっぱり基本改善をしていき

ながら、チームで学校、チームで外部の専門家にやっぱり入ってもらって、そうい

う観点でも学校を見ていただいて学校をつくっていくといったような取り組み、さ

らには、やっぱり教職員の意識改革、うちは取り組んでいますよね。もちろん国全

体とか、県全体、町全体でいうと、それぞれの教員の経験年数、発達状況によって、

いろんな研修をそこへ組んでいくというのがやっぱりあるんですね。縦の軸と子供

へどういう教育を提供していくかという横の軸を入れて進めていくといったような

役割が、これも、うちも組むことで意識改革というか、先生方の教員としてのあり

方を再確認したり、もう一度そういう熱い思いを持ってもらえるように、そういっ

たような研修を一緒にやったり、３つの大きな柱というのは、同じ方向で進んでい

るんだなということを感じました。これが２日間の大きな流れであります。 

○５月１３日（土）府中中学校の運動会について 

  午前中の実施ということで、揚倉山運動公園で運動会をするというのは、今年

が多分最後になるだろうというふうに思います。やっぱり、それなりに何か、ち

ょっとこれまでにない新しい催しもふえたかなというふうに思いますけれども、

子供たちは、とてもよくやっているなというふうに思いました。また、これもち

ょっと話を聞かせていただければと思いますけれども、教員のほうの打ち合わせ

はいまいちかなということもちょっと感じたりする面もありました。 

      ○５月１９日（金）広島県の町の教育長会議の定期総会と研修会について 

       毎年この時期にあるんですけれども、やることは毎年同じで、昨年度の事業報告、

それから決算、それから今年度の事業計画と予算ということをやりました。それか

ら、今年は役員改選の年なので、任期が２年なんですが、役員改選がありました。

本年度からまた、平成２９年、平成３０年と２年間、前回と同じで即、前回と同じ

で決まってしまいました。会長は、安芸太田町の二見教育長です。副会長は、府中

町教育委員会の高杉、それから、監事が北広島町教育委員会の池田さん。出身が全

部、山県郡という。話が上手くいくということかなと思いました。全部承認はされ

ているということです。 

       それから、あと県教委と意見交換会を毎年持っています。今年度も意見交換会を

行ったんですけれども、全部で９点について、意見交換をしています。就学相談支

援について、それから教育施設整備の方針について、それから部活動と休養日のあ

り方、指導力の向上についてということ。部活動については、うちでも今検討して

もらっているんですけれども、現状でいいますと、県立学校は全て、週の１日を休

み、土日のいずれか１日を休むことが望ましいといったような県内の状況がどうか

ということを聞いたということなんですが、８市町で協議していると、それ以外は、

市町でいうと１５市町が基準を設置してやっているということでありました。土日

の１日いずれかの日にちについては、それぞれの市町によって状況が違うといった

ようなことがありましたけれども、半分以上はやっているといったようなことでし

た。残りは、全部協議をしているということです。 

 それから、本年度の一部新規事業について、もっと丁寧に説明してくれないと、

なかなかわからないといったような声があって、主なものについて、もうちょっと

丁寧に説明をしていただきました。特に、学びのセーフティネットとか、「遊び学

び育つ広島っ子！」推進プロジェクトとかがあるんですが、担当者を呼んで、担当
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者がきちっと説明を丁寧にはしていくんで、教育長には、概要をざっと、これぐら

いで知っておいてください、進めていきますからというぐらいの説明の仕方なんだ

というふうに言われました。それはそれでわかるんですが、余りにも、もうちょっ

とわかるように言ってくれやというような話があったんで、そういうところについ

ては、ちょっと説明がありました。 

       教職員の旅費について、毎年出されるもので、学校統合への県からの支援につい

てということで、平成３３年までは今の制度を継続実施しますよといったようなこ

とがありました。 

       それから、学校運営協議会の設置の努力義務、努力義務化されて、コミュニティ

スクールですよね。今度は法律が改正されたんで、努力義務になったんですね。 

       それから、是正指導という、平成１０年から、県の教育関係者を上げて取り組ん

できたということがあって、そういう観点からいうと、そういう中で校長を中心と

した学校経営ということが物すごく前面に打ち出されて、その前は、なかなかそう

いうことができていなかったということが。だから、ある意味、今、校長を中心と

した学校経営と、なかなか地域のいろんな声を入れて高められていくというのも慎

重にならざるを得ないというのも、とてもよくわかります。とてもよくわかる経緯

も知っていながら、そうはいっても、今、地域とともに学校をつくっていくという

のは、大きな、もう全国的な流れでもあると思いますし、コミュニティスクールも

スクールなんで、やっぱり学校ですよね。学校をどうつくるかということなんで、

その学校はやっぱり。地域はいろんなことがあっても、学校教育の中身については

責任はとれないですから、責任をとるのは校長ですから。校長が責任を持って経営

していくということには変わりないんだろうというふうに思うんですね。そういう

観点をきちっと踏まえて、そこのところは、きちんとした思いを持ちながら、この

制度を導入していく必要というのは、広島県は特にやっぱり大事にしていかんとい

けんところかなというふうには思っています。ちょっと長くなりました。 

       それから、最後に、県の市町教育長会議の進め方について、もっともっと中身の

やり方を工夫しませんかというような質問がありました。以上、そういったような

やりとりをしております。 

       それから、その他として、いじめ防止対策ということを書いていますが、実は５

月１６日に本年度の第１回目、府中町いじめ防止対策推進委員会を開催しました。

これは昨年度からずっと継続で、いじめ防止対策推進委員会として、いじめ防止に

ついて何か取り組みができないだろうかと。防止するための取り組みですよね。そ

れで、ここの中で、委員さんにいろんな意見を出してもらって何かやろうというこ

とで出て、標語を募集しようということにしたんですね。それもまずは子供たちか

らということをやっていこうじゃないかと。標語を募集して、出てきたいい作品に

ついて、のぼり旗にそれを印刷して、学校とか町内会とか、いろんなところに立て

ようじゃないかというような案が出て、昨年から出て、今年度、予算要求をしてい

るんですね。予算が一応通ったんで。それを始めるということで、１学期の間に道

徳で、いじめについての教材を１学期に持ってきてもらっているかな。それで指導

して、標語をつくって、それを応募してもらうという形にして、印刷したりして、

１０月の終わりに表彰して、１１月のいじめ防止月間、何か具体的にできることを

やっていこうやといったようなことで、今動いておりますので知っておいてくださ

い。 

       それから、２点目、教職員研修会を５月１６日、１８日に行いました。これは、

昨年４回行った分の、１２月の終わりの研修会を新しく今年来られた先生方に行っ

たという中身であります。５月１６日は７名、少なかったですね、１８日は２０名

ということで、どうしてもこの日に来られない先生が、病気かなんかで急に休まれ

て来れなかったという方が１名いらっしゃるということであります。府中町の教職

員としてということで、私のほうから２０分話をしましたが、その後、協議、答申

における各問題点についての自己の振返りと改善点、これも、今年は答申を教材化

したものを新しい方々に配付して読んでいただいて、ペーパーに埋めて、自分なり

の思いを書いてもらう、それをもとに協議を行ったといったようなことで、最後に、
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中坊次長のほうから振返りとまとめをきちんとしていただいたといったような中身

で２回を終わりました。 

       それから、５月１７日なんですけれども、学びの変革推進協議会を府中東小学校

で行いました。今年がいよいよ３年目になります。来年度から全県展開、全町どこ

の学校でも進めていくということで、各学校の研究主任と校長、これは必ずという

ことで、全員、各学校から集まってもらって授業研をして、パイロット教員の授業

を見て、それから末元学級で、６年生の算数をやって、その後、研究協議、県教委と

事務所と両方からそれぞれ、指導主事が指導に来てくれたということであります。

そういうことで、まずは府中東小学校でやって、それを持ち帰り、各学校でやるん

ですが、あとは研究指定校、府中南小学校と府中中学校でやっていくということで

す。私は、一応、どの先生も必ず１回は指導案をきちんと書いて、それを管理職か

誰か、そういう人たちに、うちからか、必ず見てもらう授業を全員が１回はやると

いうことは必ずやっていきましょうねということのお願いを、いつだったかしまし

た。 

 これが、前回の教育長報告後の新たな報告点であります。 

       まず、府中中学校の運動会、もし感想があったら聞かせていただきたいと思いま

す。 

        

田村委員   府中中学校の運動会は、近々続いた雨でちょっと心配したんですけれども、本当

にいいお天気になって、暑くもなく寒くもなく、よかったと思います。やっぱり生

徒が本当に、さっき教育長もおっしゃったように、すごい張り切っていて、最初の

生徒入場のときから足並みがそろっていて、わあ立派だなということをまず思いま

した。生徒代表宣誓もとっても元気よく、生徒代表の宣誓が聞けて、これもすごい

よかったし、あと、それぞれの学年で全員リレーがあったんだけど、皆さんも感じ

ていらっしゃると思うんだけど、やっぱり上の学年に行くほどバトン渡しが上手。

やっぱり３年生はさすがだなと思って、頼もしく見ることができましたし、本当に

見ている生徒の競技者への応援もすごい、頑張って、頑張ってとか言って、これも

すごい気持ちのいいものだったと思います。最後の紅白対抗リレーも、このときは

吹奏楽部がルパン三世で応援歌をＢＧＭで流していて、こういう試み、企画もいい

なっていうのを思いました。以上です。 

 

坂田委員   重なるところもあるんですけれども、やはり整然とした行進できちんと歩いてい

たように思います。それから、礼儀正しい態度ですね、礼の角度とかが結構そろっ

ていました。リレーのほう、同じなんですけれども、３年生は大変リレーがうまく

できていました。１・２年生、逆手とか、両方でこうなっていましたよ。ちょっとき

ついかな。一番気になったのは、ラジオ体操、そろっているんですよ。ですけど、し

っかりできるところまでやっては、このぐらいでとまっていたりね。しっかり上げ

るところとか、そういうところをもっとやるんだったらきちっとやる。どっちかは、

ストレッチにしてもいいんじゃないかなとは個人的には思うんですけれども。やる

んなら、やっぱりきちんとやらなきゃいけんと思いました。以上です。 

 

小濱委員   私は、ちょっと行けませんでした。 

 

上之園委員  私は１０年ぶりに行って、久しぶりに行かせていただいたんですけど、今お話し

されたとおり、本当にきちんしていて、爽やかな感じで、最初のあたりはぬかるん

でいたから、どんどんひっくり返っていましたけど、だんだん乾いてきたのか、も

うひっくり返るのも少なくなって。規律、挨拶をしたり、式台に上がったりする子

供たちが、ちゃんと来賓席にきちっと一礼をして上がっていき、それから、来賓席

のあたりに私がうろうろしていたからかもしれないんですが、すれ違う子たちがち

ゃんと立ちどまって、「おはようございます」とか「こんにちは」とかというのを、

多分、何かの人だろうというふうに思って挨拶をしてくれて、とても感じがよかっ

たです。ソーランのような感じで、早く、春の段階でやるから２年、３年生という
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ことなんだろうと思いますが、この上学年と下学年の２年と３年も同じものをやる

というような種目があると、やっぱり来年はというのがあって、来賓席のほうが２

年生で、そして保護者席のほうが多分３年生が行っていたんだと思うんですね。向

こうを見たら、３年生のほうがやっぱり上手なんで、私たちにお尻を向けているほ

うが上手なんだけど、多分これは保護者への配慮なんだろうなと思って、２年生の

ほうは、こっちと目が合ったりで恥ずかしかったりするんですけれども、向こう側

のほうがやっぱり上手なんで、一緒に練習したときに３年生は上手だなと思いなが

ら、多分２年生がこの間練習をしていたという、異年齢の上下のかかわりというの

ができるというのがあって、よかったなと思います。 

       それで、ちょっと先に教育長さんも言われたんですけれども、子供たち、３年生

とか２年生も挨拶というのは、みんな、きちっと礼の仕方とかがすばらしかったん

ですね。先生方の中でちょっとふぞろいな面があったのに、子供たち、３年生がき

ちんとしていたということは、この３年間の学びの中で子供たちが、どこかのとこ

ろできちんと育っているんだろうなというようなところがあって、子供たちが自立

して育っている。うまく言うと、ややこしくなるかもしれない。先生方の挨拶が、

ある先生があったり、なかった先生がいたり、式台のときも、いろいろな先生がい

らっしゃったのに、子供たちはみんなきちっと統一されていたんですね、３年の子

たちは。だから、どこかのところで学んで自立したのかなという。それはそれで、

教員目線でいうともちろん教員の先生たちも模範にならなければいけないので、き

ちんとしないといけないのかもしれないけれども、子供たちが自立して育っている

というところがいいなっていう、爽やかな、いい運動会になったのかなと思います。 

 

教 育 長   そのほか、教育長報告で何かご質問はございませんか。 

 

坂田委員   教職員研修会を２回やって、その反応をちょっと教えていただきたいと思います。

かなり当事者意識を持って、意識が変わってきているのでしょうか。 

 

教 育 長   最初に、先生方のお話をしたんですけれども、もらったペーパーについては、や

っぱり去年の体験してやってきた先生と新しく来た先生、やっぱりちょっと温度差

はあるなとは思いました。ただ、どの先生も自分のこととして考えたということに

ついては、その深まりについてはちょっぴりではありますけれども、府中に来て、

この事案を持った、この府中町に来たということを自分で一つしっかりと考えて、

学校の組織の一員としてやっぱりやっていくんだというような意欲はあったという

ふうに思って、そのことは大変うれしかったです。 

       それから、やっぱり小学校の先生と中学校の先生は、やっぱり感じ方が違うんじ

ゃなくて、この事案の捉え方自体がやっぱりちょっと違うなというふうに思いまし

た。これは去年もそうだったんですが、中学校の先生は、直接進路にかかわってや

ってきている人たちが随分いらっしゃるので、自分だったら、あの進路の状況はど

うだったんだろうかという一生涯の進路を自分がやっぱりかかわっていくというこ

との大変さというか、緊張感というか、そういったようなものをやっぱりもう一回

きちっと考えることができたみたいなことがあった。小学校の先生は、やっぱり子

供との信頼関係をどうつくるかとか、そういったようなところ、それから、学校の

中での情報の管理を組織としてどうやっていくかといったようなこともあったと思

います。いずれにしても、これまでマスコミと、それから概要版でしか知らなかっ

たのが、答申をきちっと読ませてもらうことができたと。やはりそれを読んで、大

分マスコミが言っているのは随分違うところもあるなとか、保護者のアンケ―トと

子供のアンケートなんかは、担任の先生って、みんな好かれていたんだとか、あれ、

新聞で見るようなことばっかりじゃないみたいなことも随分ありました。先生、み

んな好きだったみたいなのが随分あったとか、そういったようなことで、マスコミ

をそのまんま、実際に来て、実際に見てみないとわからない面がやっぱりあるとい

うようなことも書かれていた人もいました。そういった意味では、恐ろしいことだ

と記載がありました。 
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学校教育課長 今、教育長が言われたのと同じです。先生たちは事前に読んで、自分を振り返っ

て書かれたペーパーを持って、それを交流していただいたということで、これは昨

年度と同じです。もう１点は、信頼される学校教育を行っていくためにどんなこと

が必要だと考えられるかというテーマで協議していただいて、それを交流していた

だいたということで、出てきた意見は、やっぱり昨年と同じような意見がたくさん

出ていたと思います。 

 

教 育 長   ありがとうございました。 

       それでは、ほかにないようですので、次にまいりたいと思います。日程第３、報

告第７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命

及び委嘱について）」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７号ということで、資料３ページになります。府中町いじめ防止対策推進

委員会委員の任命及び委嘱について、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。詳細は、学校教育課主幹のほうから説明します。 

 

学校教育課主幹 府中町いじめ問題対策連絡協議会等規則第８条及び第９条により、校長会代表と

して府中南小学校、竹下校長、それから府中中学校、木村校長、それから府中小学

校、中本ＰＴＡ会長、それから、府中町北部防犯組合連合会、津田野会長、それから

府中町保護司会、岩竹事務長に任命及び委嘱いたしました。なお、委員会の委員の任

期は２年というふうになっております。以上でございます。 

 

教 育 長   何かご質問はありませんか。委員長、副委員長の紹介はしておかなくてもいいで

すか。 

 

学校教育課主幹 委員長さんのほうには、昨年から引き続き、岩竹さんのほうに委員長をお願いし

ております。それから、副委員長のほうには、南小学校の竹下校長先生がなっておら

れます。 

 

教 育 長   ありがとうございました。今のは補足です。 

       何か質問はありますでしょうか。 

 

小濱委員   何かが起こったときに会議するんじゃなくて、定期的に会議をする委員会なんで

すか。 

 

教 育 長   会議のもち方について、よろしいですか。 

 

学校教育課長 こちらは、何かが起こった事案に対してというよりも、未然防止のための協議会

ですから、年間、大体これまでは３回でしたが、今年度は４回を計画しています。

先ほど教育長のほうから教育長報告でありましたが、このたび、いじめ防止の標語

を募集していますので、それの審査委員会、あるいは表彰式等も含めて行っていき

たいというふうに思っています。 

 

教 育 長   今年度は４回ほど持つということです。 

      そのほか、ないようですので、日程第３、報告第７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７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８号「代理行為の承認について（府中町
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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   資料４ページになります。府中町公民館運営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。社会教育課長のほうから詳細を

説明いたします。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。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、平成２９年４月１日付で１０人を委嘱しているところでござ

いますが、社会教育の関係者として府中町婦人会から推進された岩本一子さんが、

一身上の都合で４月３０日付をもって辞任されました関係で、新たに平成２９年５

月１日付で、同婦人会から新たに上田洋子さんを前任者の残任期間の平成３１年３

月３１日までをお願いするものです。以上です。 

 

教 育 長   何かご質問はありますでしょうか。 

       ないようでございます。よって、日程第４、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、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議がないようでありますので、報告第８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９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   資料５ページになります。 

       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。詳細につきましては、総務課長のほうから説明いたします。 

 

総務課長   総務課長でございます。７ページをご覧下さい。 

      府中町職員人事評価実施規程を一部改正いたしました。人事評価の実施に当たり、

より適切かつ実態に即したものとするためでございます。府中町においては、平成

１８年度から全職員を対象に能力評価を実施し、業績評価については、平成２１年

１０月から管理職職員を対象に、その他の職員については平成２７年度から実施し

ております。 

８ページをご覧下さい。改正の内容ですが、従前の人事評価制度、つまり能力評

価では、２次評価者が１次評価者による被評価者の発揮した能力及び業績に対する

評価について、審査及び調整を行い、その後に確認者が２次評価者による調整につ

いて審査し、評価が適当である旨の確認を行い、評価の決定を行うこととしており

ましたが、被評価者が主任以下の職員の場合、１次評価者が係長級、２次評価者が

課長級、確認者が部長級となり、被評価者と確認者の職位が離れ過ぎているため、

確認者が被評価者の発揮した能力及び業績について確認しがたいといった事態が発

生しておりました。また、業績評価は、評価者と確認者のみ、つまり被評価者が主

任以下の職員の場合、評価者が係長級、確認者が課長級で評価の決定をしているた

め、能力評価との取り扱いに差異が生じておりました。この実態を踏まえ、従前の

２次評価者に相当する職員を全て確認者として統一し、確認者としての役割を担わ

せることとする内容に改正を行うものです。 

       ９ページは改正の内容、１０、１１ページは、現行内容と改正内容の新旧対照表

となります。 

       なお、本年度から、管理職職員につきましては、業績評価の評価結果を勤勉手当

に反映させることとなっております。説明は以上でございます。 
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教 育 長   今、説明があったんですけれども、なかなかわかりにくかったかなとも思うんで

す。評価表がないと、なかなかわかりにくいところですけれども、今こういったと

ころはよく押さえて説明をしてもらったなと思うんですが、何か質問はありますで

しょうか。より実態に即した、評価できる者がきちんと評価していくといったよう

な中身に変えたということであります。 

 

小濱委員   ここでいう従前の確認者というのは、もう確認者ではなくなるんですか。 

 

総務課長   確認者は確認者でございます。１次評価と２次評価というのがあったんですが、

２次評価者を確認者にしたということでございます。 

 

小濱委員   確認者にしたんですよね。だから、従前の確認者というのは、もっと上の人が確

認していたのでしょう。 

 

総務課長   下がるというよりか、より身近な人が確認をするということになります。 

 

小濱委員   もう部長さんは確認者ではなくなるんですね。 

 

総務課長   そうですね。下の職員の者に関しましては、もう部長に行くまでに終わるという

意味合いですね。 

 

教 育 長   ということであります。今度、手当に反映してくるといったようなことも入って

きますので、そこのところは、きちんと説明ができるような評価をきちんとしてい

かなきゃいけないということがもう入ってくるというふうに思いますので、よりき

ちんと仕事を日常的に見ている人が、評価をきちんとしていくということになろう

かというふうに思います。 

       そのほか、質問はありませんでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようですので、日程第５、報告第９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   報告第９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６、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」、これを議題といたしますが、これは４月２５日の教育

委員会会議で、本案が成案となるまで非公開とした継続審議となった議案の修正案

でございます。 

       また、本日の日程第７、第３号議案、平成２９年第３回府中町議会定例会に提案

される教育委員会関係の議案等に対する意見についても、成案となる前の議案の内

容に係るものですので、審議は非公開が適当ではないかと思います。また、非公開

とする期間も、府中町議会に議案が提出されるまでとすることが適当と思われます。 

   さらに、日程第９、第５号議「平成３０年度使用の小中学校教科用図書採択の基

本方針について」、これは教科用図書採択の議案となっておりますので、各委員の

自由活発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、教科用図書採択が決定し、文部科学省への報告が済むまでが適当と考えます。 

      第３号議案及び第５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

挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 
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教 育 長   それでは、全員挙手いただいたということで、第３号議案については非公開とし、

非公開期間については、議会に議案が提出されるまでといたします。 

       また、第５号議案についても非公開とし、非公開期間については、教科用図書採

択が決定し、文部科学省への報告が済むまでといたします。 

       本日の第１号議案、第３号議案及び第５号議案は、全て非公開議案となりました

ので、まずは４号議案を審議し、その後に各号議案を審議したいと思います。 

       それでは、日程第８、第４号議案「府中町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一

部改正について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   それでは、第４号議案「府中町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部改正につ

いて」、教育委員会に付議したいと思います学校教育課長から説明いたします。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。別紙の２ページをご覧下さい。 

       府中町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する訓令案でございます。

こちらは、幼児教育の無償化に向けた取り組みの段階的推進、幼稚園就園奨励費補

助の国の施策を踏まえて、要綱の改正をするものでございます。 

       まず、第２条の中の別表１または別表２を一つにまとめて、別表というふうに改

めて、同条第２項を削ります。その内容につきましては、まずは、国の施策に伴っ

て金額の変更でございます。 

       まず１つ目は、市町村民税非課税世帯の第２子の無償化ということで、第２子の

保護者の負担を無償化となるように、保育料の全国平均単価３０万８，０００円ま

でを補助を可能にするというものです。 

       それから、２点目は、市町村民税所得割課税額が７万７，１００円以下の世帯の

保護者負担の軽減を図るものです。保護者負担額は、第１子がこれまで２１万７，

０００円が限度額だったものですが、２７万２，０００円までを補助限度額すると

いうものです。 

       それから、その他の世帯の保護者負担額を、まずは第１子については、１１万５，

２００円だったところが１３万９，２００円の限度に上げたところ、それから第２

子については、２１万１，０００円でしたところが２２万３，０００円までの補助

額に変更していくところでございます。 

 それから、それ以外につきましては、今回、要綱を精査しまして改正を行ってい

るところでございます。それについては、まずは、条項の条文の中に個人情報の保

護について追記しました。これは第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加

えるというところで、個人情報の保護として第７条、「設置者は、補助金の交付に

ついて知り得た個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない」とい

う条文を入れております。これまで個人情報保護の観点にしかる条項がございませ

んでしたが、こちらを明記したものでございます。 

       それから、先ほど申しました第２条に係る別表の扱いにつきましては、そこに載

せている現行のものと改正後の新旧対照表にもございますが、これまでは長い備考

が繰り返し表の中に出てきておりました。こちらは、実際において、表を幾つも分

けているところもあったり、あるいは１つにまとめているところもあったりしたの

で、そちらを精査しまして、府中町においては１つの表にまとめるということで、

このたび、このような形にしております。 

 それから、もう１点の改正点は、途中入退園及び休園により、保育料が現在、在

園期間に応じて支払われている場合の補助額限度の計算式の考え方を、これまで一

括していたものを分けております。具体的には、これまでは、当該年度の入園料が

かかる場合も、かからない場合も、保育料を月額、大体３カ月分が相当であるため、

入園料がかかっていなくても、３カ月分プラス１２カ月分を入園料、つまり１５カ

月分を１５で割った額を一月の額としていたものを、このたびは、入園料がかかる

場合はそうするのですが、かからない場合は、保育料の月額払いの月数割る１２と

いうことで、より細かく分けたという式に変えたということでございます。 
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       変更点は以上です。 

 

教 育 長   質問を聞いてみたいと思うんですが、１つは、別表が２つあったのを１つにした

と。これは重複している部分が随分あって、そこのところを整理して、１つの別表

でわかるようにしたという。国の制度が変わったんで額が変わったから、そこのと

ころを入れかえたということが１つ目。 

       それから、もう一つは、個人情報がこれまでは書き込んでなかったので、そのこ

とをきちんと書き込みましたということが２点目ですよね。 

       ３点目が、計算式のところで、入園料として１カ月分の入園料の３カ月分を、学

校でいうと入学金みたいな、入園金みたいなのでもらっていたところがあれば、そ

うでないところもある。ということで、そこへの補助をどうするかということで、

これまで１２カ月プラスの３カ月として出しておりました。それを１２で割って１

カ月ごとに出していくようにというような、そういう実態に合わせたような中身に

変えていったということでございます。 

 

学校教育課長 そういうことです。 

 

坂田委員   結局、割ったら同じですね。 

 

学校教育課長 多少違うぐらいです。 

 

坂田委員   １０割る１０、１２割る１２、単純に考えたら同じ。 

 

学校教育課長 入園料が３カ月分相当だということで、そうしていたのですが、３カ月分とは限

らない。多少の誤差があるので、不公平感をなくすためにも、一括の式ではなくて、

分けましょうということです。 

 

教 育 長   私も、同じようなことを聞きました。ということでありますけど、いかがでしょ

うか。何かほかに質問はありませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、ないようですので、日程第８号、第４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   ご異議がないようですので、第４号議案については、そのように決します。 

 それでは、次にまいります。日程第６、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。説明をお願いします。 

 

教育部長   これは、先月の教育委員会会議で継続審議となりまして、宿題をいただいたとい

うことで、お手元のほうに資料をお配りいたしておりますが、１つは、カラー刷り

なんですけれども、見直す成果指標を赤い字で書いたものが１枚と、もう１枚は、

生活支援についてもう少し細かいデータを教えていただきたいということがござい

ましたので、横長の資料があると思います。ございますでしょうか。それについて、

資料についての説明をまずしていただきます。お願いします。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。こちらは、前回、ご意見もいただきまして、信頼される学校

教育の確立についての指標について、少し見直しをしております。指標自体の文言

は変えておりませんが、こちらは前回もご説明いたしましたように、１点目の「学

校の教育を信頼（満足）していると答える保護者の割合」、これは後半に出てきま

すコミュニティスクールのところと同じ指標でして、そこから５年間のうちの後半
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３年間をとったものの数値になっています。 

 ２番目の「先生はよいところを認めてくれていると思うと答える児童生徒の割合」

と、３番目の「子供と向き合う時間が確保されていると感じる教員の割合」、こち

らは今年度の学校運営改善推進事業、それから業務改善加速事業を合わせたもので

すが、この事業の指標と同じものにしております。特に２番目の児童生徒の意識調

査なんですが、「先生はよいところを認めてくれていると思うと答える児童生徒の

割合」ということで、これは実態が別資料のほう、カラーではないほうをご覧くだ

さい。こちらの真ん中のところで、右側の参考のところを見ていただきたいのです

が、平成２８年度、昨年度の現状としましては、小学校の平均が８６．９％です。そ

れに対して中学校は７９．８％ということで、こういった児童生徒の意識調査は、

発達の段階によって随分と差が大きいものです。それを押しなべて平均して出すと

いうのも、ちょっと意味がなくなってくると思いますので、指標としましては、小

学校と中学校で分けたものにしたいというふうに考えました。そして、数値のほう

ですが、３年後には、やはり９０％という高い数値ではありますが、一旦これを挙

げておりますので、小学校も、中学校も、どちらにおいても３年後には９０％を目

指したいと考えております。そこから逆算して、現状を踏まえて、小学校では昨年

度が８７％ですので、今年度８８％、そして来年度８９％、そして翌年が９０％と

いうふうに段階的に伸びていけたらというふうに考えております。中学校において

は、現状がまだまだ８０％に達していませんので、今年度は８０％、そして次年度

は８５％、そして次が９０％というふうに考えております。何とか数値が９０％と

いうところに届くためには、そのように加速しておりますので、こちらもかなり気

合いを入れていかなくてはいけない数値ですが、そのように考えております。 

       それから、子供と向き合う時間を確保されていると感じている教員の割合という

ことですが、こちらも３年後は８０％ということで、こちらは県も示している８０％

を町としても目標にしたいと考えておりますが、現状は、今わかっているのは昨年

度、業務改善モデル校であった小学校１校、中学校２校の状況ですが、こちらは、

今年度、全ての学校において調査したいと思っておりますので、７校の平均という

ことで今年度の目標を７０％、来年度を７５％、そして再来年を８０％というふう

に、こちらはかなり急激な伸びを期待した数値になるんですけれど、そういう形に

したいというふうに考えております。 以上です。 

 

教 育 長   いろんな説明がありましたけれども、何か質問、ご意見等はありますでしょうか。 

 

田村委員   中学のところのすごい差があるんですね、両中で。府中中学校は５２．９％なの

に、府中緑ケ丘中学校は７５％ですね。 

 

教育部長   府中緑ケ丘中学校は、もう先行して業務改善モデル校としてやってきたというの

があって、教員の意識もかなり違っているんじゃないかなと。府中中学校は、１年

遅れて指定して取り組んでいるので、その差がちょっと出ていると思いますが。 

 

教 育 長   取り組んでいないと、府中中学校のような数値になるんだと思います。 

 

教育部長   逆に、低くなっちゃうと思いますね。 

とりわけ真ん中の生徒の意識、これだけ中学生の意識が非常に高い数字にはなっ

ておりますが、まだまだ、もう少し細かい分析をして、高い目標に向かって取り組

んでいく必要があるかなとは思います。 

 

教 育 長   このたびの事案を受けて、子供に寄り添った教育とか、子供をきちんと見て、子

供の言うことをきちんと聞いて、しっかり聞いて、理解をして、指導するべきこと

は、そういう信頼関係の中できちんとやっていくと。そういう取り組みを進めてい

こうということを強烈に打ち出していますので、そういうことをやっていく中で、

中学校は特にそれはしんどいけど、９割までは行きたい。本当は１００％できなき
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ゃいけないという中身のことだとは思うんですよね、しんどいですが。といったよ

うな意欲のあらわれだというふうに思っていただければと思います。 

 

田村委員   私たちが学校訪問をさせていただくときは、本当にそういうふうな、生徒が掃除

を頑張ったとか、そういうときにすごい声をかけて言ってあげたいなと、本当に思

います。 

 

教 育 長   この間、青少年の育成町民会議があったんですけど、そのときに、ちょうど教育

長が来ているからというんで、議案、議事とは全然関係ないことに、最近、中学校

の今の取り組みは一体どうなっているんだというような話があったんですね。急に

時間をもらって、わけのわからない説明したんですけれども、そのときに、地域の

人は、もっと子供たちのいろんな状況をお伝えくださいという話をして、もちろん、

問題行動があったというようなことももちろんいいんですけれども、そうばっかり

じゃなくて、よかった面もどんどんどんどん伝えてくださいと。そのことを子供に

返すことで、子供たちが自信を持って頑張り出すんでというような話をしたんで、

その場で早速、最近、そういえば、挨拶なんかがとても声が大きくなってよくなっ

たと思うといったような声をいただいたんですね。そういったようなことを返して

いくことによって、やっぱり自分たちがちょっと意識して取り組んでいることを、

いろんな人がやっぱり認めてくれているみたいなことを伝えながら取り組んでいけ

ば、少しずつやっぱり伸びていくんじゃないかなというようなことを思います。ぜ

ひ見て、声をかけてやって、いいところは一生懸命見つけないと見つからないんで、

お願いしたいと思います。 そのほかはありませんでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、ここのところについては今説明があったんですが、いかがでしょうか。

こういったような評価指標の説明をさせていただきましたが、そのほかはないです

か。何か異議ありますでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   納得いただいたということで、わかりました。それでは、日程第６、第１号議案

については、修正案のとおり可決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   異議がないようですので、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。日程第７、第３号議案「平成２９年度第３回府中町議会

定例会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について」を議題といた

します。説明をお願いします。 

 

教育部長   第３号議案「平成２９年第３回府中町議会定例会に提案される教育委員会関係の

議案等に対する意見について」、教育委員会の審議に付したいというようなことで

ございます。説明を総務課長のほうからお願いします。 

 

総務課長   第３号議案「平成２９年第３回府中町議会定例会に提案される教育委員会関係の

議案等について」、ご説明します。 

       これは、６月に開催されます平成２９年第３回府中町議会定例会の議案として、

府中町長に対し教育委員会から提案を依頼しているものであり、平成２９年度府中

町一般会計補正予算（第１号）についての計上となります。教育委員会総務課の関

係からご説明します。１４ページをご覧下さい。 
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      学校事務の嘱託員の増減に伴う補正予算です。小学校管理運営事業及び中学校管

理運営事業の嘱託職員の報酬及び共済費の補正です。府中町の小中学校では、県費

負担の事務職員に加え、町費負担の嘱託職員を中央小、東小、北小、府中中、緑中に

各１名、南小には再任用職員を１名配置しております。これは、府中町の小中学校

が他市町の学校に比べ規模が大きく、かつ全ての学校が自校方式の給食を導入して

いるため、他市町に比べ学校事務の負担が大きく、県費負担事務職員だけでは事務

量をカバーできないため、配置しているものでございます。学校規模が大きくなり、

県費負担事務職員が２人配置となった場合は、その事務量がカバーできるものとし

て町費の嘱託職員の配置をしないという形をとり、学校の事務室には、おおむね２

名の職員が常に配置されているという体制をとっております。 

 まず、小学校管理運営事業費ですが、これは府中小学校において、児童数の増加

に伴い学級数が２７クラスを超えたため、県費事務職員の配置が２名となりました。

これにより、町費嘱託職員１名分の予算を減額し、５月１日から県費事務職員２名

配置とするため、報酬を１６５万５，０００円、共済費を２５万１，０００円、計１

９０万６，０００円減額するものでございます。 

 次に、中学校管理運営事業費ですが、これは府中中学校において、平成２８年度

はクラス数が２１クラスとなり、県費事務２名配置であったところ、生徒数の減少

に伴いクラス数が減となり、２０クラスとなりました。これにより、４月１日より

県費事務職員の加配がなくなり、県費事務が１名となったため、町費嘱託職員を配

置するため、報酬を１８０万６，０００円、共済費を２６万７，０００円、計２０７

万３，０００円を増額するものでございます。 

       小学校と中学校の差額についてですが、中学校の県費１人減は、早い時期に判明

していたため４月１日付で対応できましたが、小学校の県費１人増については、３

月のかなり遅い時期に判明したため、４月１日雇用が間に合わず、５月１日雇用と

なったため額が異なっております。報酬単価については、小学校、中学校ともに増

額となっております。 

       なお、両学校とも、県費事務で勤務していた方を町嘱託職員として雇用、あるい

は、町嘱託職員で勤務していた方を県費事務として雇用しておりますので、職員は

同一の者が勤めております。 

       続きまして、学校教育課関係に移ります。１５ページをご覧下さい。 

       まず、就学援助奨励事業関係の歳入歳出予算の補正です。今年度の要保護児童生

徒援助費補助金の予算単価のうち、ランドセル代や制服代等の新入学児童生徒学用

品費等の単価が、小学校については２万４７０円から４万６００円に、中学校につ

いては２万３，５５０円から４万７，４００円に引き上げられました。また、物価

上昇等を踏まえ、９月から給食費の値上げ、小学校は２５０円から２８０円に、中

学校は２８０円から３１０円に、府中中は給食棟工事の関係から１月からになりま

す、を実施いたします。このことから、就学援助奨励事業の補助金の増額及び扶助

費の２分の１となっている特別支援教育就学奨励費補助金の増額補正を行うもので

す。 

       歳入ですが、小学校費補助金につきましては、１５ページの上段をご覧下さい。

５万８，０００円となります。内訳は、府中小２万９０２円、南小２万２，８３７

円、中央小４，８３７円、東小９６７円、北小８，９０２円です。 

       次に、中学校費補助金につきましては、１５ページ中段をご覧下さい。３万７，

０００円となります。内訳は、府中中２万１，００７円、緑が丘中１万６，７６２円

です。 

       続いて、歳出です。 

 １６ページ中段、小学校就学援助奨励事業です。町外の小学校へ入学した対象児童

の世帯に対する就学援助費１人分２万１，０００円、及び、その下、町内の小学校

へ入学した対象児童の世帯に対する就学援助費及び特別支援教育就学奨励費３７６

万円、合わせて３７８万１，０００円です。内訳は、府中小９７万３，０３５円、南

小８８万３，２４５円、中央小９４万３，２４５円、東小４４万２，３９５円、北小

５１万４，００５円となります。 
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       次に、１７ページ、中学校就学援助奨励事業です。町外の中学校に入学した対象

生徒のいる世帯に対する就学援助費は７人分、１６万７，０００円、その下、町内

の中学校に入学した対象生徒のいる世帯に対する就学援助費及び特別支援教育就学

奨励費３４４万４，０００円、合わせて３６１万１，０００円です。内訳は、府中中

１７７万７６５円、緑が丘中１６７万２，４２５円となります。なお、府中中は、現

在、給食室を工事している関係で、日数は５２日となっております。 

       次にまいります。ページ戻りまして、１５ページをご覧下さい。 

      グローバル教育事業です。外国語によるコミュニケーション能力の向上、定着を図

り、グローバル社会に挑戦する児童生徒の育成を図るために実施している当事業に

おいて、今年度から支援を拡充した検定手数料のうち、３級の検定料がライティン

グテストの導入により２，８００円から３，４００円に改正されたことによる増額

補正です。差額分６００円に受験予定者数４０６人分を掛けた２４万４，０００円

となります。 

 次にまいります。１６ページをご覧下さい。 

      小学校教育支援事業です。府中小学校に通学する寝たきり状態で自力での喀たん排

出が困難な６年生児童に対する受け入れ態勢を強化するため、吸引手法を行うこと

が可能な看護師を６月から配置するための増額補正で、５６万３，０００円となり

ます。なお、月に１０日程度は入院の必要があるとともに、午前中のみの通学とな

るため、月１５日の１日３時間計算となっております。 

       続きまして、社会教育課関係に移ります。１８ページをご覧下さい。 

       まず、公民館維持管理事業の歳入歳出予算、南公民館分です。平成３１年度末完

成予定で進められている広島県施行の都市計画道路青崎池尻線が府中南公民館の敷

地の一部を通過することから、物件移転補償契約を締結の上、年内に支障物の移設、

撤去を行い、用地を売り払うこととなっていますが、県との協議で私設電柱につい

ては、新たに別途業者見積もりによる移転補償が必要となったため、施設修繕料と

して、歳入歳出とも３４５万６，０００円の増額補正を行うものです。 

       次にまいります。歴史民俗資料館管理運営事業です。府中公民館の建替えにあわ

せて、歴史文化の発信ができる資料館機能を取り入れた複合化施設を検討しており

ますが、現在のところ、基本構想及び展示計画を踏まえたものとなっておりません。

資料館は専門性が高く、特殊構造設備等が必要となる場合もあることから、施設全

体の基本設計及び実施設計に反映させるための基本構想及び展示計画は不可欠と考

えております。これを踏まえ、策定業務委託費用７５６万円を増額補正するもので

す。 

       以上、教育費関係の補正予算について、教育委員会として府中町長に議案として

の提案を依頼することについて、教育委員会の審議に付するものでございます。よ

ろしくお願いします。 

 

教 育 長   ちょっと長い説明でしたけれども、この補正について６月議会に提案したいとい

うふうに思っています。今の説明で、何か質問等はありますでしょうか。 

 

坂田委員   ２点ほどですね。町の事務職員の週当たりの勤務時間数を教えてください。 

 それと、もう１点は、就学援助の分で、町外の中学校、小学校というのは、県立、国

立ということは出しているんでしょうか。 

 

教 育 長   ２点ほど、学校事務職員週当たりの時間数。常勤ですね。 

 

総務課長   町の嘱託ですから、基本的には９時から４時の１日６時間の５日ということです

ので、週３０時間でございます。 

 

坂田委員   それで、学校としては十分な。予算のほうでしょうかね。 

 

総務課長   私ども担当して言わせていただくと、説明を今しましたように、事務がかなり多
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ございます。決して十分とは言えないんですが、今のところ、嘱託員さんがすごく

一生懸命やっていただいて、何とか回っているという状況でして、できれば正職が

本来ならば欲しいかなというふうに複雑な思いでおりますが、学校の事務は本当に

複雑です。児童・生徒が多いと本当に複雑です。町費、県費といろいろありますの

で、あと先生とのやりとりも当然ございます。こういうものが欲しいからすぐお願

いしますとかいうことも、その学校の運営も支障があってはいけないということな

ので、かなり精神的にも大変だということで、負担はかなり大きいというのが現実

でございます。 

 

坂田委員   正職の方は、やっぱりかなり遅くまでしておられるところがあります。それと、

今後、事務職員の負担といいますか、こういうような仕事が増えてくる可能性があ

りますので、その辺も、しっかり考えていただかなくてはいけません。 

 

学校教育課長 ２点目のご質問ですが、町外の小中学校への入学者ということですが、こちらは

国立、公立、私立もございます。 

 

坂田委員   私学も同じ。 

 

学校教育課長 私学も同じです。 

 

坂田委員   私学も同じ金額。 

 

教 育 長  府中町民だから。 

 

学校教育課長 府中町内に住んでおられる方についてということです。 

 

坂田委員   これは、もう全国的にそうなんでしょうね。私立も入れているのですね。 

 

教 育 長   ２、３年前に、府中町はこれを導入したということで、３年か、４年ぐらい前で

したでしょうか。 

 

教 育 長   以上、２点出ました。よろしいでしょうか。 

       そのほか、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ほかには、ないようでございます。よって、日程第７、第３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、ご異議はありませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議がないようでございますので、第３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５号議案「平成３０年度使用小中学校教科

用図書採択の基本方針について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   第５号議案「平成３０年度使用小中学校教科用図書採択の基本方針について」教

育委員会の審議に付したいと考えています。説明は、学校教育課長からお願いしま

す。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。別紙の裏面をご覧ください。２ページのところです。 

平成３０年度使用小中学校教科用図書採択の基本方針についてということでござい

ます。こちら、今年度は、平成３０年度から使用する小学校の特別の教科、道徳の
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教科書採択の方針になっております。また、小学校、中学校の学校教育法附則第９

条の規定による教科用図書についての採択も行っていくということで、そちらに関

する基本方針でございます。 

 

教 育 長   よろしければ読み上げて下さい。 

 

学校教育課長 はい、読みます。まず、１ 採択の基本としましては、教科用図書が学校教育に

よって教科に主たる教材として使用される重要なものであることを認識し、教育基

本法や学校教育法の改正で明確に示された教育の理念や目標及び学習指導要領に示

された特別の教科、道徳の目標や内容等にのっとり、本町の児童生徒に最も適切な

教科用図書を採択する。また、学校教育法附則第９条の規定による教科用図書につ

いては、児童生徒の障害の状態及び発達段階に適合したものを選択する。２ 適正

かつ公正な採択な確保。（１）教科書発行者等による宣言行為等に影響されること

なく、採択権者の権限と責任において採択における適正、公正を期す。（２）特定

の教科書発行者と関係を有する者が教科書採択に関与することがないようにする。

３ 開かれた採択の推進。（１）採択結果及び採択の理由について、採択後、遅滞

なく公表する。（２）次の事項について、採択後、遅滞なく公表するよう努める。

ア 義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究のために資料を作成したと

きは、その資料。イ 教育委員会の会議の議事録を作成したときは、その議事録。

（３）その他開かれた採択を推進する観点から、有用と思われる情報の公表につい

て検討する。４ 広報、組織及び手続。（１）小学校用教科用図書（特別の教科道

徳）について、採択は、文部科学省小学校用教科書目録（平成３０年度使用）に登

載されている教科書のうちから行う。（２）小学校及び中学校用の教科用図書につ

いて（特別な教科道徳を除く）、これについては、原則、平成２８年度と同一の教

科用図書を採択する。（３）学校教育法附則第９条の規定による教科用図書につい

て、小中学校の特別支援学級で、特別の教育課程を編成する場合に、検定済み教科

用図書を使用することが適当でない場合は、文部科学大臣の検定を経た下学年用教

科用図書、または、文部科学省著作教科用図書の採択を十分考慮した上、学校教育

法附則第９条の規定による教科用図書を採択するということでございます。 

 

教 育 長   という観点で、基本方針ということで採択の基本、適正かつ公正な採択の確保、

そして開かれた採択の推進、方法、組織及び手続という４つの観点で方針をうたっ

ておりますけれども、これについて、今の案ですけれども、ご質問とご意見、一括

でお受けしたいと思いますけれども、どうでしょうか。 

 

坂田委員   これでいいと思うんですけれども、採択までのスケジュールとかいうのは。 

 

学校教育課長 こちらについては、採択事務協議会に通すものが、来年度から使用の小学校の特

別の教科道徳についてでございます。まずは、本日の会議で町としての基本方針に

ついては審議いただきたいと思います。それをもって、今度、安芸郡４町の協議会

第１回目を、今週ですが、５月２６日に行いたいというふうに考えています。そち

らで、今度は安芸郡採択地区協議会としての基本方針が決定される予定です。その

方針に基づいて、協議会において来年度から使用する小学校特別の教科道徳の教科

用図書について内定されていくわけなんですが、その内定につきましては、まず採

択地区協議会のほうが選定委員会に諮問しまして、その選定委員会から示された観

点に基づいて、選定委員会が調査研究を行って、その調査研究を行ったものを、ま

た今度は選定委員会のほうで検討を行って、それを協議会のほうに答申するという

ような形になっています。それで、答申が戻ってきたものを協議会で再度検討した

結果、協議会としての内定を行います。それを踏まえて、今度は、最終的には８月

のこの教育委員会会議において採択していただくというような流れになっておりま

す。 
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教 育 長   まず協議会を開く。そこで、４町の基本方針を決定。そして、選定委員会のメン

バーをそこで選び、選定委員会を開いて、基本的な観点及び採択していく観点を示

す。調査員をそこで選ぶということですね。その調査員が観点に基づいて、それぞ

れ調査して、選定委員会に対して意見を物申す。 

 

小濱委員   観点って、どういうことなんですか。 

 

教 育 長   ４つぐらい、いつも観点を挙げるかな。どういう観点を入れるかとか、子どもの

実態、地域の状態とか。 

 

学校教育課長 済みません、観点についての資料をまだ、事務局のほうから受けとっておりませ

ん。 

 

坂田委員   ちょっと調べた分で見ると、観点として、考える活動を促す紙面構成かとか、深

く考える学びにつながるオリエンテーションがあるかとか、現代的課題に向き合う

内容かとか、そういうのが観点として挙げているものがありましたですね。 

 

小濱委員   それを各教科ごとに。 

 

坂田委員   いや、道徳の分です。ほかにもつながるものですけど、特に現代的課題、さっき

のいじめの課題とかがありますね。そういうので、その辺のほうを余計に詰めてい

くんだと思いますね。 

 

小濱委員   わかりました。 

 

坂田委員   図書館とか学校へ見本というのもやっていくんですよね、確かね。 

 

学校教育課長 はい。 

 

教 育 長   見本もなっている。そういったのを図書館に置いて。 

 

学校教育課長 見本が届いておりますので、この後また、各教育委員さんたちには見ていただい

て、持って帰っていただいてもいいですし、そこは準備しております。 

 

坂田委員   学校へはいつ。 

 

学校教育課長 町としては。 

 

教 育 長   あれは、全体でいつからいつまでというのは、日にちを決めますよね。 

 

学校教育課長 はい。全国で５月１６日から６月２９日までというふうに示されていますので。 

 

教 育 長   そのときに見てもらう。 

 

学校教育課長 そのときには、図書館のほうに設置させていただこうと思っております。 

 

教 育 長   今年が小学校、来年が中学校、その次が新しい学習指導要領の教科になりますね。 

 

坂田委員   新聞に載っていたのがありましたね。 

 

学校教育課長 ああ、ありましたね。 

 

教 育 長   そこらは、地域の実態に応じてみたいなのが入ったらどうするのかな。ただ、こ
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れは公平、公正にやらないといけないから、その辺は意見は言えないかなと思って

いますが。 

 

坂田委員   ありますね。 

 

教 育 長   といったようなところであります。この基本方針については、県の基本方針はも

ちろん参酌しているということですから、そこらと大きく離れているものではない。 

 

学校教育課長 ありません。 

 

教 育 長   ということですが、いかがでしょうか、この基本方針について、ご質問、ご意見、

そのほかはありませんか。では、日程第９、第５号議案について、この方針案につ

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、第５号議案については、そのように決します。 

 以上で、本日の議事日程は全てを終了いたしましたので、これをもって、本日の会

議を閉会いたします。 

 

（閉議 午後４時４０分） 

 


