
会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成２９年６月２８日（火）午後２時５０分 

 

３ 閉会日時    平成２９年６月２８日（火）午後５時３０分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ５件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ３件    承  認   ２件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０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６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 

          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  報告第１０号 代理行為の承認について 

               「府中町揚倉山健康運動公園多目的広場有効活用調査検討委員

会委員の委嘱及び任命について」 

日程第３  報告第１１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４  第５号議案  府中町教育委員会教職員ストレスチェック制度実施要綱の制定

について 

  日程第５  第６号議案  学校医等の委嘱について 

日程第６  第７号議案  府中町学校運営協議会規則の一部を改正する規則について 

  日程第７  教育長報告 

 

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２時５０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、本日の議事日程ですけれども、教育長報告は後

に行うということで議事に従って進めていきますのでよろしくお願いします。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） 
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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２、報告第１

０号「代理行為の承認について（府中町揚倉山健康運動公園多目的広場有効活用調

査検討委員会委員の委嘱及び任命について）」、説明をお願いします。 

 

教育部長   （議案を読み上げ） 

       府中町揚倉山健康運動公園多目的広場有効活用調査検討委員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、

社会教育課長のほうから説明します。 

 

社会教育課長 府中町揚倉山健康運動公園多目的広場有効活用調査検討委員会設置要綱の規定で、

委員６人以内をもって組織し、次に掲げる者のうち、教育委員会が委嘱し、または

任命するとなっており、１健康・運動に関して専門的な知識を有する者、２学識経

験者、３教育部長、４生活環境部長、５前各号に掲げる者のほか、その知識、経験、

職歴等から教育委員会で必要と認める者で構成することとなっております。 

       任期は平成２９年６月２０日から平成３０年３月３１日までとなっており、次の

６名を委嘱いたしました。 

 まず、健康・運動に関して専門的な知識を有する者として大島内科医院院長、そ

して安芸府中サッカー協会会長を務めておられます大島啓司さん、次に、学識経験

者として、安田女子大学教授の折本浩一さん。折本教授は障害者スポーツやボラン

ティア活動、野外活動を主に研究されており、広島市のスポーツ施設環境整備基本

計画の策定にも携われております。特定のスポーツだけではなく、幅広い視点から

助言いただくことで、多様な世代がスポーツに親しみ、互いに交流する場としての

公園の活用を検討することができると期待されます。そして知識、経験、職歴等か

ら教育委員会が必要と認める者として、府中町体育協会会長の小林静枝さん、府中

町スポーツ推進委員協議会会長の門前俊幸さん、最後に、③教育部長の奥田米穂、

④生活環境部長の戸田秀生、以上の６名です。 

第１回目を明日９日、１９時から開催することにしております。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございました。わかれば今後のスケジュールをお願いします。 

 

社会教育課長 明日が１回目で、計４回を予定しておりまして、９月下旬ぐらいまでには最終的

な報告書を出したいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

教 育 長   何か質問等はありますでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長      よって日程第２、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、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１０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３、報告第１１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   （議案を読み上げ） 

       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。説明は総務課長のほうからお願いいたします。 

 



3 

 

総務課長   ６月２３日に開催されました平成２９年第３回府中町議会定例会に提出する議案

につきまして、６月１４日付で府中町長から教育委員会への意見聴取がありました。

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第３条

第１項の規定により代理し、同意する旨、町に回答いたしましたので、同条第２項

の規定により報告し承認を求めるものでございます。それでは、内容についてご説

明いたします。 

       まず、府中町議会第１５号議案について説明いたします。事前の配付資料９ペー

ジ以降になっております。事前配付資料は、教育委員会分の教育費を含みました町

全体を取りまとめた平成２９年度府中町一般会計補正予算（第１号）となっており

ます。前回５月の教育委員会会議におきまして、第３号議案として補正予算内容の

説明をしておりますので、その後変更となった事業、計上見送りでございますが、

変更となった事業につきまして、本日追加で提示させていただきました１枚ものの

資料に基づきまして説明をさせていただきますとともに、前回５月の教育委員会会

議におきまして、説明を失念しておりました補正１件について追加で説明をさせて

いただきます。まず、変更事業から説明いたします。１枚ものの追加資料をお手元

にお出しください。 学校教育課関係分、グローバル教育事業でございます。申し

わけありません。ちょっと手違いがありまして、先ほども言いましたように、前回

御説明したものから２つほど事業の計上を見送ったものがございます。その説明を

させていただきます。学校教育課関係分のグローバル教育事業でございます。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おります当事業において、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円に改正されましたことにより、差額分６００円に受験予

定者数４０６人分をかけた２４万４，０００円の増額補正を予定しておりましたが、

５月２３日の教育委員会会議開催時には未確定でありました６月実施の第１回検定

料の支出が３１万３，７００円、１２０人ほどと少なく１０月、１月と残り２回の

検定料を同程度と見込んだ場合、当初予算内２１１万２，０００円におさまる見通

しとなりましたため、今回提出を見送ったものでございます。 

       次に、社会教育課分でございます。府中公民館の建て替えによる複合化施設の検

討に伴い、資料館は含まれているものの、歴史・文化の発信ができる資料館機能を

取り入れた基本構想及び展示計画となっていなかったため、基本構想及び展示計画

策定業務委託費用７５６万円の増額補正を予定しておりましたが、資料館の専門性

及び特殊構造設備等の必要性が認められまして、当初計上しております府中公民館

等改築工事設計委託料予算を先行して支出できることとなったことにより今回提出

を見送ったものでございます。 

       続きまして、１２ページをお開きください。こちらが、前回の５月の教育委員会

会議において説明を失念しておりました。債務負担行為補正でございます。 

 町内小学校５校の給食調理業務の委託につきまして、今年度で３年にわたる契約

期間が終了するに当たり、来年度からさらに３年間委託を実施するため、今年度中

に業者選定などの諸準備を整える必要があることから、債務負担行為を設定するも

のでございます。期間は、平成２９年度から平成３２年度までで、限度額２億９，

５６０万８，０００円でございます。年度別の内訳は、平成３０年度が９，７６３

万２，０００円。平成３１年度が９，８５３万６，０００円。平成３２年度が、９，

９４４万円となります。年度により金額が違いますのは、平成３１年度の１０月か

ら消費税が上がるという関係で、年度予定金額が変わっております。 

引き続き、府中町議会第１９号議案、工事請負契約の締結についてご説明いたし

ます。２６ページをお開きください。工事名は、小学校普通教室空調設備設置工事

で、工事場所はこちら、府中町本町２丁目１５番２号の府中小学校ほか、小学校４

校、契約金額が２億９，３４３万６，０００円。請負人は株式会社中電工広島統括

支社でございます。仮契約年月日は平成２９年６月２日、工期は議会の議決があっ

た日の翌日から平成３０年３月３０日までとなっており、各小学校の普通教室等に

空調設備を設置するものでございます。工事概要を簡単にご説明いたします。 
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       学校別では、府中小学校が３３室、府中中央小学校が２６室、府中南小学校が３

３室、府中東小学校が１９室、府中北小学校が２０室、合計１３１教室の普通教室、

特別支援学級、多目的室に空調機器を設置いたします。空調方式につきましては、

各小学校ごとに設置スペースなどの調査を行いまして、２種類のエアコン方式をそ

れぞれの小学校に適した形で組み合わせた計画となっております。 

      それでは、２９ページの府中小学校の図をごらんください。Ａ３です。配置図、平

面図に室内機と室外機を設置する場所を赤で示しております。府中小学校は校舎が

新しく、空調設備の設置に対応できるように室外機の設置スペースや配管スペース

があらかじめ考慮されておりますので、室内機は全て天井埋め込み型で、室外機は

全てマルチエアコン方式を採用しております。空調の設置室の内訳につきましては、

普通教室が２４室、特別支援学級が３室、多目的教室が６室、計３３室でございま

す。 

       次の３０ページをごらんください。府中中央小学校でございます。府中中央小学

校も校舎が新しく、空調設備の設置が考慮されておりますので、府中小学校と同じ

く、室内機は全て天井埋め込み型、室外機は全てマルチエアコン方式となっており

ます。 

       空調の設置室の内訳につきましては、普通教室が１９室、特別支援学級が３室、

多目的教室４室、計２６教室となっております。 

       次の３１ページをごらんください。府中南小学校でございます。府中南小学校の

校舎は、天井内のスペースがないため、天井埋め込み型の室内機を設置することが

できませんので、左上の機器参考姿図のように天井からつり下げる天井吊り型の室

内機と なっております。 

  また、室外機につきましても、重量の関係から屋上へ設置することが困難な上、

地上のスペースも限られることから、全ての教室にマルチエアコンを設置すること

ができないため、個別パッケージエアコンとなる教室もございます。空調の設置室

の内訳は、普通教室が２２室、特別支援学級が４室、多目的教室が７室、計３３教

室となっております。 

       次の３１の１ページをごらんください。府中東小学校でございます。府中東小学

校も府中南小学校と同様で、室内機は天井吊り型、室外機はマルチエアコン式と個

別パッケージエアコンと併用となっております。空調の設置室の内訳は、普通教室

１２室、特別支援学級３室、多目的教室４室、計１９教室となっております。 

       次の３２ページをごらんください。府中北小学校でございます。府中北小学校も

天井吊り型室内機を採用しております。室外機につきましては、校舎周辺のスペー

スが少ないことから、全て個別パッケージエアコンとなっております。空調の設置

室の内訳は、普通教室が１１室、特別支援学級が２室、多目的教室が７室、計２０

教室となっております。 

       なお、各小学校とも空調設備の設置に伴いまして、消費電気量がふえますので、

キュービクルという高圧受電設備の変更が必要となります。 

       府中小学校、府中中央小学校は改修増設を行います。残りの３校――南小、東小、

北小につきましては、既存キュービクルの老朽化が進んでいますので、必要な容量

のキュービクルに更新する計画となっております。 

  説明は以上となりますが、先ほど見ていただきましたので、各教室、今、扇風機

が天井についていたと思います。そちらの扇風機はそのまま残して、併用して、電

気代の節約に努めるということで考えておりますので、ご理解をよろしくお願いし

ます。 

       以上でございます。 

 

教 育 長   補正予算４点ほど、今説明がありましたけれども、何か質問ございますか。 

 

坂田委員   操作盤のほうは緑中のように、一括してから切ることが可能ですか。 

 

総務課長   その分につきましては、各学校のほうにお話をさせていただきながら、当然電気
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量が上がることが考えられますので、管理につきましても、学校のほうと協議しな

がら、適切にやっていただきたいというふうに考えております。 

 

教 育 長   せっかくあるものなので、暑いときはしっかり使って、そうでないときはしっか

り節約してというめり張りをつけて、最適にできるようにしていきたいと思います。

そのほか。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ので、日程第３、報告第１１号、代理行為の承認については、

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１１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５号議案「府中町教育委員会教職員スト

レスチェック制度実施要綱の制定について」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） 

       府中町教育委員会教職員ストレスチェック制度実施要綱を制定する訓令について

教育委員会に付議したいと考えております。説明は、学校教育課長のほうからお願

いいたします。 

 

学校教育課長 府中町教育委員会教職員ストレスチェック制度実施要綱ですが、こちらは、労働

安全衛生法第６６条の１０の規定に基づき、教職員の心理的な負担の程度を把握す

るための検査及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容としたストレスチェッ

ク制度を適切に実施するため制定するものでございます。 

       ３４ページからになっておりますが、各目次が、ご覧いただいているとおりです。

概要についてご説明いたしますと、まずストレスチェック制度の目的は、労働者の

メンタルヘルスの不調を未然に防止する一次予防を目的としております。対象者と

しましては、教職員、校務者、それから任用期間が１年以上、または１年以上の任

用が予定されている者及び引き続き１年以上任用されている者を含むもので、１週

間の勤務時間が、本務者の４分の３以上の者ということで、非常勤講師等も１週間

の勤務期間が２８時間４５分以上の方たちはこの対象者ということになります。 

 町の嘱託職員、教育支援員等も週３０時間ですから実施対象者です。 

       それからこのストレスチェックというのは、ストレスに関する質問肢、これは選

択、回答するものですが、こちらに記入し、それを集計、分析することで自分のス

トレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。ストレスチェックに

かかる時間は、これは公務扱いのため、勤務時間内に受けるようにします。それか

らプライバシーにつきましては、ストレスチェックの個人結果について、本人以外

には通知はされません。職員の個別の同意がなければ、結果を通知することは禁止

されています。また、第三者に結果を漏らすことも法律で禁止されています。 

       続いて面接指導についてですが、このストレスチェックの結果、「高ストレス者」

に該当した場合、医師の面接指導対象者に該当した職員で、面接指導を希望する場

合においては、実施の時期や場所を調整して行うようにいたします。 

 学校ごとの集計や分析につきましては、これは委託業者により教育委員会と校長

に学校ごとに集計した集計・分析したストレスチェック結果が提供されます。その

結果に基づいて、必要に応じて職場改善のための措置を実施していきたいというふ

うに考えています。 

       具体的な今後の流れですが、今日決まりましたら、学校のほうにも通知をしまし

て、夏休みを終えて９月あたりにそれぞれにストレスチェックを実施していただき、
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結果を業者のほうに提出します。その結果をもとに、先ほども言いましたように、

高ストレス者であって希望があれば面接を行うというような形になっていきます。

概要は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長   何かご質問ございませんか。 

 

坂田委員   チェック内容がちょっとわからないので何とも言えないですけれども、３５ペー

ジの第８条の２のところで、ストレスの状況をありのままに回答するという、その

辺をしっかり伝えていかないと。 

 

学校教育課長 そうですね。町職員はまさに今やっている時期ですけれど、ウェブ上で回答する

んです。でもこれは一人一人がペーパーで個別に実施し、封筒に封をしたものを業

者が取りに来ます。 

 

田村委員   結果は、だからもう、本人だけが知る。面接を希望するときは誰に言うんですか。 

 

学校教育課長 それも希望するのは、またそれを提出していただいて、町のほうが把握して、業

者と調整いたします。高ストレス者という結果が出てきたら、その方に通知が行き

ます。で、そこに希望するかしないかというペーパーが入っていきますので、希望

されればそれを出されるということでございます。 

 

小濱委員   それは個人しかわからないということですね。管理職が、この人が要チェックだ

ったとかということはわからないんですね。 

 

学校教育課長 個別のことはわかりません。 

 

上之園委員  ストレスチェックは、もう既に受けているほうですけれども、個々がどういうも

のか、目的とか、どういう狙いで、それが受ける側のプラスになるということが把

握できないとやっぱり、誤解とかがあったりするんだと思うので、ストレスチェッ

クをする前に当たって、どういう狙いで、それをやるということが、逆に言うと、

義務ではなくて、こちら側のプラスになるというようなことがわかりやすく周知を

図ったら、積極的に、私の勤めている職場もストレスチェックはするんですけれど

も、そこが周知できないと何か義務でやっているみたいな感じになっていたり、何

のためにやっているんだろうとなっていたりするので、個々の周知というのが、そ

れを受けることで自分がプラスになるとか、誤解を生じてしまうのでそのあたりの

ことがきちんと理解できるようにされたほうがいいのかなという気がします。 

 

学校教育課長 これは今日を経て、今度校長会で校長にまずは説明をしていくことになりますが、

そして校長のほうから教職員へ説明をしていただくのですけれど、やはり今言って

いただきましたように、目的を周知していくことが大事です。事業所としては、や

らなければいけないんです。もちろん、府中町の学校は全てがそうではなく努力義

務ではありますが、全ての学校の先生たちの、未然に不調を予防する、それから、

自らを知っていただくためのものだということをしっかりとご説明していきたいと

思います。 

 

教 育 長   今の趣旨のところ、それは本当に先生たちを守ることですよという趣旨をしっか

りと校長会で伝える必要があると思います。 

 

上之園委員  もちろん学校そのものが、衛生管理推進員じゃなく推進員でいいぐらいの小さな

団体なので、今までなかったということになろうと思うんですけれども。個々がや

ってないので、ちょっと勘違いとか、誤解があったり、それから、行政のほうがス

トレスチェックをやったんだからということで、何かが起こってもやったんだとい
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う、こちら側の都合でやっているんではないというような感じの受けとめに少し理

解ができにくいという人が、多分いらっしゃるかもしれない。校長先生方にお伝え

すればいいんじゃないかなと思うんですけどね。どっちかというと、権利で、自分

たちがやって得をするという感じの話をすればいいんじゃないかなと思います。 

 

学校教育課長 個人の先生方は、義務ではないんですけれども、ご自身のことを知っていただく

ためにもぜひ取り組んでもらいたいということでございます。 

 

教 育 長   その辺のところは丁寧に校長会で説明をして、そのことを各先生方に伝えていっ

てもらうということをやって、今度７月４日が校長会なので、それで説明をした後、

これを実施していくという形にお願いをしたいと思います。 

 

坂田委員   もちろん、これは先生方に全部要綱を渡して説明するんですね。 

 

学校教育課長 はい、そうですね。 

 

教 育 長   ほかに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４、第５号議案については、原案のとおり

可決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。では、次にまいります。日程第５、第６号議案「学校医等の委嘱について」を

議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   （議案を読み上げ） 

       資料は４０ページからになります。 

       第６号議案「学校医等の委嘱について」、教育委員会の審議に付すということで、

これも引き続き学校教育課長から説明いたします。 

 

学校教育課長 学校医の委嘱についてでございます。こちらは、年度当初、ページ数で４２ペー

ジの名簿で、学校医等の委嘱について承認していただき、委嘱をしていたところで

すが、府中東小学校の学校医主任の齋藤泰造氏の辞職に伴う後任の主任医師として、

保健管理医である河瀬徹医師の委嘱についての処遇を問うものでございます。 

      齋藤医師は、開業されていた病院を既に閉じておられたのですが、本年度、学校医

だけは受けてくださるということで、年度当初の委嘱をしておりました。 

      このたび、６月３０日でもって辞したいということの申し出がありました。後任に

ついては先ほども言いましたように、保健管理医の河瀬先生のほうが受けていただ

くということで、府中町医師会の医師会長の益田先生からも推薦をいただいており

ます。 

  実際、学校医の先生の職務の中身について、現時点では既に年度当初の児童の健

康診断は終了しております。主任としての業務としては、あとは学校保健委員会が

ございます。それから、小児生活習慣病検診ということで該当者は７名です。こち

らの検診、それから、１０月から１１月にかけて、今度は新入学児の就学時健康診

断、こちらは、主任の先生には限らないのですが、そういったところでお願いする

という形になります。 

       来年度についてはまた、ほぼ１人になりますので、学校医主任と保健管理医に分

ける形で、またお願いしようとは思っています。以上です。お願いします。 
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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５、第６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６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、第７号議案「府中町学校運営協議会規則の一

部を改正する規則について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   （議案読み上げ） 

       府中町学校運営協議会規則の一部を改正する規則について、教育委員会の審議に

付したいと考えています。説明は私のほうからいたします。 

       お手元のほうに横長の３枚ものをご用意いただければと思います。 

      町の教育委員会規則の改正の前に、その前提となります地教行法の改正が行われて

おります。これを踏まえて改正ということでございますので、まず法律の概要をご

説明したいと思います。 

       資料のほうは、５点の改正ポイントと、あと新旧対照表が２枚目にあって、３枚

目が今回の地域とともににある学校に転換ということであります。ご確認ください。 

       まず、法律の改正概要を５点ほどご説明いたします。 

   １点目です。学校運営協議会を置くことができる規定だったものが、置くように

努めなければならない規定、いわゆるできる規定から努力義務化へというふうに変

わりました。これが一番大きな改正ポイントだと思います。 

 それから２点目、これは２枚目の資料でいきますと第１項のほうにそうなってお

ります。学校運営への必要な支援についても協議を行うよう役割が見直されました。

学校運営協議会は単なるチェック機関ではなく、学校とともに運営について責任を

持つよう明確化され、協議結果に関する情報を地域住民等に情報提供するよう努め

ることも規定されております。 

       これは、法律でいきます第５項のほうに規定されております。 

       また、学校運営協議会の委員として、地域住民や保護者に加え、社会教育法の中

に規定されます地域学校協働活動推進員というのも追加で加えられております。 

 それから、３点目になります。校長がイニシアチブをとって学校運営協議会にか

かわれるよう、校長が委員の任命に関する意見を申し出ることを可能とする規定が

追加されております。これは法律でいきますと第３項になります。 

       そして、４点目、一番これが抵抗感の強かった部分かと思いますが、職員の採用

その他の任用に関する意見の申し出について、教育委員会規則で定める事項という

文言が追加されまして、申し出の内容について教育委員会の判断で規則を策定する

ことにより学校運営協議会が導入しやすく、見直されております。これは法律によ

りますと第７項のほうになります。 

       それから最後、５点目ですが、学校ごとに協議会を設置することとされておりま

したが、例えば、小中一貫校ですとか、義務教育学校などの２つ以上の学校に１つ

の協議会を置くことができるようになっております。これは法律でいきますと第１

項です。 

その他、学校運営協議会をこれまでは指定するという仕組みがなくなりまして、

教育委員会として学校運営協議会の協議の対象となる学校を明示し、通知する規定

となっております。 

 これは努力義務化に伴うもので、指定学校が対象学校というふうに法律上は変更

されております。 

       このように学校運営協議会は努力義務化されまして、開かれた学校からさらに一
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歩踏み出して地域の人々と目標やビジョンを共有し、地域と一体となって子供たち

を育む地域とともにある学校へと転換していくことを目的として取り組んでいくこ

とが強調されております。 

       なお、学校運営協議会の基本的な役割につきましてはこれまで通りです。校長が

作成する学校運営の基本方針を承認すること、これは第４項です。学校運営につい

て教育委員会または校長に意見を述べることができること、そして最後に、職員の

採用その他任用に関して、先ほど説明しましたけれども、教育委員会規則で定める

事項について意見を述べることができることの３点です。 

       ちなみに、本年４月１日現在の導入状況を申しますと、福井県を除く４６都道府

県で３，６００校が導入されております。全国の小中学校、約３万校ありますので、

１１．７％がコミュニティ・スクールがもう既に導入されております。 

       ちなみに、広島県においては北広島町、府中市、府中町、尾道市、安芸太田町の

５市町、１３校の小中学校が導入という状況でございます。まだまだ広島には少な

いということです。 

       そこで、本題に入ります。 

 教育委員会規則、学校運営協議会規則の一部改正について説明したいと思います。 

 資料のほうは、４４ページ、４５ページは改正後、改めるもの、４７ページ以降に

新旧対照表がありますので４７ページ、あるいは５４ページも、向きをちょっと変

えていただいて、横長になりますけれども、こちらの新旧対照をごらんになりなが

ら説明をさせていただきたいと思います。 

       この府中町学校運営協議会規則、学校運営協議会規則の一部改正でございます。

これまで説明した法改正の内容を踏まえたもので、実は文部科学省のほうが規則改

正の令、いわゆる準則と言われているものを作成しておりまして、それに従って見

直しをさせております。今後についてもその準則に従って見直しを行っております。 

       それでは、簡単に第１条から順に新旧対照を元に説明したいと思います。 

 まず、第１条のほうは、法の条ずれに伴い、４７条の６になっております。それ

から、第２条の趣旨ですが、協議会の新たな協議事項として、学校運営に必要な支

援が追加され、その役割を明記し、その趣旨に合わせて必要な文言を修正しており

ます。 

       そして、第３条は、指定制度が無くなりましたので、見出しが指定から設置に変

わっております。 

 第１項につきましては努力義務化に伴う文言修正、第２項は指定の仕組みをとら

なくなったことに伴い、協議会の協議の対象となる学校を明らかにするための手続

を追加しております。 

 それから、以下設置校を対象学校に修正しております。 

 第３項、これは５５ページのほうになりますけど、第３項は協議会の設置を努力

義務化したことに伴う追記でございます。 

       第４条の委員ですが、第１項は設置校を対象学校に、それから、（３）のところ

ですね。地域学校協働推進員の学校運営に資する活動を行うものというものが加え

られております。 

       それから第２項は、委員の任命に当たり校長が意見を申し出ることができる規定

が追加されております。 

       それから、ページをめくっていただいて、５条は変更なし。第６条、委員及び会

長の任期ということで、第３項、６条の委員及び会長の任期は、３項は削られてお

ります。指定の制度をとらないこととなっておりますので、それが削られておりま

す。 

       そして第７条は変更なし。第８条は、準則に従った見直しをしております。 

       それから第９条は、会議が議事のほうに変更しております。 

       これまでの９条、１０条、９条に会議、１０条に議事を規定されておりますが、

それを一緒にしております。 

 そしてまたページをめくっていただいて、５８ページのほうになります。 

 ５８ページは、会議の公開も、これも準則どおりでございますが、そこで、これま
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での１０条（１）採用その他任用に関する事項は、審議することは想定してないた

め削除しております。なぜかというのは後ほど説明いたします。 

       それから１１条は、研修というものが追加で加えられております。 

       そして１２条、これは大きくは変更はありません。見出しが学校運営に関する意

見の申し出というふうに変更されているのみです。学校運営に関する基本的な方針

の承認です。第１３条が学校運営に関する意見の申し出になります。 

       ここで、職員の採用、その他任用に関して教育委員会で定める事項について意見

を述べることができるという規定を設けることも一例として示されておりますが、

府中町の規則においては、審議することを基本的には想定してないため、あえて規

定として設けないこととしております。 

       仮に、職員の任用に関して協議会で意見が出たとしても、次の第２項をごらんい

ただければと思うんですが、学校の課題の中で、意見で学校の課題というのは、１

３条の第２項で、協議会の中で学校の課題について意見が出れば、校長が人事のヒ

アリングに反映することができるというふうに規定されておりますので、その仕組

みが規定上担保されているというふうに判断させていただきまして、特に職員その

他任用に関する規定は設けないこととしております。 

       それから、先ほど言いました人事とか任用に関する意見としましては、教員個別

の誰々先生の人事について意見を申し出るという意見よりかはむしろ、例えば部活

動でこういう指導をしたいので、そういう先生を人事で入れてほしいとか、あるい

は、人事の学校体制を維持させるために異動を最小限にしてほしいといった一般的

な意見が出るのが想定として考えられます。そうした意見であれば、先ほど言いま

した第２項の中で十分対応が可能だというふうに考えており、あえて積極的に設け

ないということにしております。 

       続きまして、第１４条は、学校運営への参画の促進のための情報提供とあります。

これまで１６条の中にあったものを移行しております。 

       そして、１５条は特に変更ありません。部会等ですね。 

 第１６条も先ほどありました情報提供に係る部分を１４条のほうに移行しており

ますので、評価の部分については変わりありません。 

       それから、第１７条、協議会の適正な運営を確保するために必要な措置というこ

とで、協議会の活動により学校運営に支障が生じた場合の対応として、これまで１

８条に規定しておりました指定の取り消しに変えて、必要な措置を講ずる旨を規定

で追加で入れております。 

       最後に１８条から２０条については、条ずれのみで変更はございません。 

       という形で、この教育委員会規則のほうを見直していきたいと、改正させていた

だきたいというふうに思います。 

       最後に、このコミュニティ・スクール、学校運営協議会の制度につきましては、

ご存じのとおり府中町の第４次総合計画の中にも、あるいは、教育振興基本計画の

中にも規定をしておりますが、将来的には、小中学校全校７校に導入するというこ

とは大きな目標として掲げられておりますが、現在は府中南小学校１校のみにとど

まっております。 

       来年４月に向けて導入のスタートを目指したいと考えているのは、府中小学校、

府中北小学校、緑ヶ丘中学校の３校を今のところ考えておるんですけれども、それ

ぞれの学校に話をさせていただきましたけれども、誰を学校運営協議会のメンバー

にするとか、組織をまず考えていくという今の段階にあります。具体的な委員候補

者の話を進めているという状況でございます。 

       このコミュニティ・スクールの導入というのは、メンバーで集まって会議を開く

というのが目標ではなくて、あくまでも委員の先生、学校運営協議会の委員の方々

が負担とならないように、それぞれの学校の課題、あるいはいいところをそれぞれ

の皆さんが情報共有して、学校が掲げるビジョンを共有し、具体的に学校、地域、

保護者の方が役割を明確にしながら、共通した目標に向かってともに汗を流して頑

張っていきましょうと。協働する楽しさや喜びを分かち合いましょうというのが本

来の仕組みでございますので、ただ単に集まって会議をするというんじゃなくて、
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しっかり取り組めるようなことで進めていきたいというふうに考えておりますので、

教育委員会としてもこの仕組みの利点を最大限発揮できるよう、地域支援とか地域

連携というのはしっかり今までもやっていただいておりますけれども、なぜこのコ

ミュニティ・スクールを導入するのかということを、その目的を丁寧に説明して、

こうした地域の方に理解を広めていくような取り組みを進めていきたいというふう

に考えております。説明は以上でございます。 

 

教 育 長   はい、ありがとうございます。コミュニティ・スクールに関して、義務標準法が

一部改正をされたということに伴って、府中町の学校運営協議会の規則を変えてい

くということであります。何か質問等ございますでしょうか。 

 

田村委員   今おっしゃった場所以外の中央小学校とか東小学校とか、府中中学校は来年度か

らの導入は難しいんですか。 

 

教 育 長   今、学校を回って進捗の様子を聞いてきたりしてるんですね。できれば、できる

だけ早く、準備が整い次第やっていくということで思っていますけれども、何かあ

りますか。 

 

教育部長   まだちょっとこれから、地域の保護者の方に説明をスタートしていこうと、緑ケ

丘中学校がまさにそういう段階だと思いますけれども。まずメンバーをどういう方

にお願いをしようかなというような模索をしているのがまだまだ多い段階という学

校もあれば、もうほぼメンバーが固まっていて、後はもう一回会議が済めば、もう

ほぼスタートできるというような学校もあって、多少温度差があったりはします。 

 

教 育 長   今回、一部改正することによって、もっと取り組みやすくはなるというふうに考

えたほうがいいのかなというふうに思います。 

       もっと学校が自由につくっていけるというか、少し委員の幅も広げたりといった

ようなことになっています。 

       このような一部改正を受けて、府中町のほうも改正をして、これを学校のほうに

また説明をしていくといったような流れになるのかなと思います。 

何かご質問ございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、この制度改正、原案のとおり可決をしたいと思いますけれども、ご異

議はございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようでございますので、第７号議案については、そのように決しま 

す。次に、日程第７、「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。 

○５月２６日（金）第１回安芸郡教科書採択地区協議会について 

 教科書採択の基本方針を徹底され、熊野町の教育長職務代理者が会長になられま

した。これを受けて、第１回選定委員会のメンバーが承認され、６月１２日に第１

回目の選定委員会が行われたという流れでございます。 

 第１回目の選定委員会では、会長が安芸郡小学校校長会の会長である奥校長先生

（府中小学校）、副会長が安芸郡教頭会の会長である小学校葛原教頭先生（熊野第

三小学校）、この選定委員会に対して協議会会長から諮問書を手渡したということ

でございます。それに基づいて、選定委員会では観点を示すということで、採択の

観点について検討され、その観点が徹底されたということでございます。それに基

づいて今後、調査委員会におりて、調査委員がそれに基づいて教科書の調査をして
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いくという流れになっております。 

      ○５月２７日（土）町内小学校の運動会について 

       ご参加いただきまして本当にありがとうございました。また校長会のほうに返し

ていきたいと思いますので後ほどお聞かせください。１つ気になっているのが、中

央小学校の運動会が午前中で終わったということでございます。昨年までは空城山

公園で行われていたので片付け等があるため、午前中で終わっていたのかと思いま

したが、今年も半日だったので、どういう議論があって半日にしたのか聞いてみた

いと思います。 

      ○５月２９日(月)提案活動（広島県教育委員会）について 

       町の施策について県に要望活動にいきました。学校施設改善事業について、１つ

目が府中中学校給食棟の国庫支出金を出してくださいというお願いであります。補

正予算での学校施設環境改善交付金の確実な採択を府中中学校にしてくださいとい

ったようなことでお願いに行きました。それから２つ目が学校の大規模改造という

ことで、これは中学校のエアコンについて平成２８年度の補正予算での学校施設環

境改善交付金の確実な採択をして欲しいとお願いに行きました。これは両方ともお

かげを持ちまして、ついております。 

       それから埋蔵文化財の下岡田遺跡保護のための調査実施を３年間続けてやってい

くということで、今年２年目に入っています。平成３０年度には総合調査報告書を

刊行していきますということで、埋蔵文化財緊急調査費国庫補助金を確実にお願い

に行きました。このことを県に言って、これを受けて教育部長が国に町長に随行し

て提案活動に行っております。 

      〇６月３日（土）府中町学校 PTA 連絡協議会について 

       総会ですので、全体の事業報告、決算、事業計画、予算、それから各学校の情報

交換で、今年は綱引きを行うということです。 

      〇６月１２日（月）総務文教委員会について 

       教育委員会関係の補正の説明を補足でさせていただいているということです。 

      〇６月１２日（月）安芸郡教科用図書採択地区における第１回選定委員会について 

       先ほどのとおりです。 

      〇６月２３日（金）～２７日（火）まで府中町議会について 

       補正予算については全て承認されました。一般質問はお手元に配布しているとお

りですが、今回教育委員会関係は４点ございました。 

       １点目は「クラブ活動の充実へ向けて」、２点目は「学校施設の利用拡大を」、

３点目は「教員の過酷勤務の改善を」、４点目は「学校トイレの改善を急げ」とい

う質問がございました。 

       答弁はお手元の資料のとおりでございます。 

      〇その他として、５月３０日（火）広島県市町教育委員会連合会定期総会がありま

して、坂田教育委員さんに出席いただいております。報告をお願いします。 

 

坂田委員   ２枚目のところの２「特別支援学級及び特別支援学級支援員の配置について」の

（２）「設置基準見直しについて」でございますが、県の設置基準については、

「特別支援学級の児童または生徒１人での新規の編成は距離が直線で小学校にあっ

ては２km 以内、中学校にあっては３km 以内に同市の障害施設の特別支援学級を

設置する学校がない場合に限るものである。」となっております。町内の小中学校

は、全て半径１km 以内にあります。例えば A 小学校に通っている児童が学級がな

くなり、１名だけで１km 以内なので他の学校へ行かないといけないという状態に

なります。その変のところをやっぱり基準を変えて欲しいという要望を伝えまし

た。 

       県教委からの回答は、要望は理解できる。要望に答えられるよう財政との関係の

中で知恵を出しながら取り組んでいきたいということでございます。 

 

教 育 長   ありがとうございます。それでは運動会についてお願いします。 
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各 委 員  〇５月２７日（土）小学校運動会について 

・府中小学校 

       演技中も児童の応援がしっかりできていました。遊んでいる子が少なく、とても

良かったように思います。 

       ５年生のバトンリレーが上手くできていないのが気になりました。バトンをもら

ってから、すぐに内側に入らず、外側をずっと走っているのが何組もありました。 

       全体的に落ち着いているなと感じました。待っている時間もじっと待っていられ

たなと思いました。 

       先生方もテキパキと動いていたなと思いました。 

・府中南小学校 

       ４年生から６年生までの紅白選手リレーでバトンリレーがとても上手くできてい

たように思います。 

       最後まで一生懸命応援していました。 

       体幹を鍛えるということで、オリジナルの「みなみっこ体操」をラジオ体操の変

わりにされていたのがいいなと思いました。 

・府中中央小学校 

       先生たちが走りきった子を褒めている姿が良かったです。 

       教育長もおっしゃったように、午前中で終わったのが気になりました。理由があ

るならきちんと説明ができるようになっているのかなと思いました。 

       最後の組体操まできちんと一生懸命やっているなという印象がありました。 

       みんな笑顔でがんばっていたと思います。 

・府中東小学校 

       ラジオ体操の指導ができていました 

       気をつけの姿勢ができていないのが気になりました。 

       ５・６年生の組体操が１５分位あったのですが、本当に素晴らしくて、凄く練習

したんだなと涙が出そうなくらいの集大成を見せてくれました。 

       １年生から４年生までもしっかり応援して、しっかり静かに見ていたので感動し

ました。 

      ・府中北小学校 

       徒競走ですが、最後まで走り抜けているのはよかったのですが、スターターの位

置が不適切で、一番外側のコースの児童から見えないため、スタートが遅れる児童

が目立っていました。 

       先生の人数が足りないのか綱引きの綱を出す時等サッと出てこないのが気になり

ました。 

       趣向があって、１年生の玉入れをしながら曲が変わったら戻って恋ダンスを踊っ

て、また玉入れをするのがおもしろいなと思いました。       

      〇参観日について 

      ・６月２日（金）府中中学校 

       生徒の表情も良く、授業に集中している生徒も多いのですが、集中していない生

徒が何人かいました。寝ているとか教科書を出していないなど、校長先生に伝えま

したが、常に全生徒の学習の状況をつかみながら指導をして欲しいと思いました。 

       保護者の聞く態度が悪いのが気になりました。 

       教室内もしっかり整理整頓されていて、授業の前に黙想されて、心を落ち着ける

という意味で凄くいいことだと思いました。 

      ・６月１５日（水）中央小学校 

       先生の表情が良く、学級全体を見ながら、余裕をもって授業をしていました。 

       １年生で、落ち着きのない児童がどのクラスがいくつかありましたが、先生が気

になる児童によく声をかけて集中させようと努力していました。 

       力のある先生が揃っていて、どのクラスもきちんと授業をされていて、レベルが

高いように思いました。 

       保護者の聞く態度が悪いのが気になりました。 

      ・６月１６日（金）府中小学校 
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       全体的に児童は落ち着いており、授業に集中していました。 

       先生は子どもたち全員をよく見て授業を進めていました。 

       保護者も静かに聞いていて落ち着いてきているなと思いました。 

       ・６月２４日（土）南小学校 

       児童の表情が良く、安心して自分の思いを出していました。安心した学級経営が

できていると思いました。 

       ノート指導が徹底していたのが良かったと思います。 

      ・６月２３日（金）北小学校 

       ４年生の「ごみを減らす工夫」という題材でグループ学習の場面を参観しまし

た。どの子も自分の意見をみんなに伝えることができていました。発言した後、自

然に拍手が出ていて、人間関係が上手くできていると感じました。 

       ５年生の野外活動説明会で似島にて学校の計画した防災学習にそって４日間で行

うということで意義ある活動だと思いました。 

      〇６月２０日（火）、２１日（水）安芸府中高校国際科への交流について 

       府中中学校と北小学校がそれぞれ、安芸府中高校国際科へ交流に行かせていただ

きました。子どもたちは、他の国の文化等にネイティブに触れるということが嬉し

いようで、中学生は最近学習したフレーズを活用してペアトークをされていて、い

いなと思いました。小学生は「安芸府中高校に行きたい。」という子がたくさんい

たので素晴らしいと思いました。      

 

教 育 長   ありがとうございました。それでは、以上で本日の議事日程を全て終了いたしま

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５時３０分） 

 


