
会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成２９年９月２６日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    平成２９年９月２６日（火）午後２時３０分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ２件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ０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９月２６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１４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  報告第１５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命及び顧問の委嘱について」 

 

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    社会教育課主幹  沢元 保夫  

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、私と上之園

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、報告をい

たします。 

                            ○８月３０日（水）総務文教委員会について 

       教育長報告では、全国学力・学習状況調査の結果について、教職員研究大会の

お礼、夏休み中の児童生徒の活躍について、府中緑ケ丘中学校の体育祭、村山聖
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杯将棋怪童戦について、府中中学校新築校舎内覧及び竣工式について報告をしま

した。 

        
      ○府中町議会９月定例会について 

        ９月８日（金）から２０日（金）まで府中町議会９月定例会が行われました。 

一般質問については、４点ございました。 

１点目は、学び促進のための小学校図書室の活用について、新刊の本の購入

は、どのように選定し、購入を検討されているのかという質問がございました。

２点目は、子ども議会を活用した政治参加の醸成をいう質問がございました。 

３点目は、児童生徒の確かな学力の向上についてという質問がございました。 

４点目は、「マルチメディアデイジー教科書」の導入を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。 

 上程された議案は、全て了承されました。 

 

      ○府中緑ケ丘中学校体育祭について 

９月９日（土）に府中緑ケ丘中学校体育祭が行われました。 

 ご意見・ご感想等ありましたら、お聞かせ願えればと思います。 

 

      ○教育費の上半期予算執行状況報告（９月１５日現在）について 

                              教育費全体の予算は 34億です。執行率は 81.8％という状況でございます。未

執行となっている主な事業を申し上げますと、私立幼稚園就園奨励等事業の執

行率は 0.8％となっておりますが、これは幼稚園からの申請がこれからなので

このようになっております。小学校施設改修等事業の執行率は 80.1％となりま

す。この 2 事業を除くと教育費全体の執行率は、84.4％となりますので、教育

費全体として、円滑に進んでいるように思います。 

 

      ○学校運営改善推進事業の進捗状況について 

                            既にご報告のとおり、教育委員会では、今年度文部科学省の事業である「学校

における業務改善加速事業」を広島県から再受託し、教科指導（特に授業改善）・

生徒指導・キャリア教育等の専門性を高め、学校と児童生徒、保護者、地域の信

頼を築くために組織的な学校体制を構築し、子供と向き合う時間を確保して、児

童生徒の心に寄り添う教育、志の教育の充実に向けて取り組むこととしました。

これは、「府中町学校運営等についての調査検討委員会」からの答申を受け、「信

頼される教育」の実現のために 3 つの柱で推進している、「学校運営改善推進事

業」の推進を、さらに加速させるためのものです。 

この事業では、両中学校を指定し、３年計画の１年目である今年度はこれまで

実施してきた取組の整理と改善を図りながら、教職員の意識改革、次年度へ向け

た計画の策定に 取り組むこととしています。 

では、「学校運営改善推進事業」の 3 つの柱にそって、取組の進捗状況を述べ

させていただきます。 

「教職員の意識改革、資質・能力の向上を図る研修の充実」については、これ

まで大学教授や業務改善のプロパーを講師として招聘し、生徒指導、学校マネジ

メント、キャリア教育等についての研修を実施し、専門性を高めるとともに、校

長会・教頭会を通して「業務改善」についての理解を深めながら、各校で実態を

踏まえた業務改善を工夫しながら推進しています。 

「答申書の共有化のための研修」については、本年度、他市町から異動してこ

られた教職員を対象に、5 月 16 日、18 日に行いました。研修後の振り返りには

「改めて教員という仕事の職責の大きさを感じた。」「教師としての感性を磨き、

信頼される教師を目指していきたい。」等がありました。 

「生徒指導力向上のための研修」については、7 月 5 日に府中中学校区、12 日
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に府中緑ケ丘中学校区で、鳴門教育大学大学院 阿形教授を講師に迎え実施しま

した。 

「進路指導力向上のための研修」については、８月４日に開催した、「府中町

教職員研究大会」において、文部科学省 長田先生にご講話いただきました。研

修後の感想には、「課題発見・解決学習がキャリア教育にもつながることが再認

識できた。」「教職員の「働く」ことへの意欲付けになった。」等がありました。

また、それを受けて８月９日には、発達の段階に応じた継続的かつ体系的なキャ

リア教育の充実を図るため、関西大学社会学部 川﨑教授のご指導を受けながら、

小・中学校９年間を見通した「キャリア教育の系統表」の作成を各中学校区ごと

にスタートさせました。（教頭又は主幹教諭、進路指導主事及びキャリア教育担

当） 

また、８月２９日には、町内の各小・中学校の校長先生を対象に、広島大学大

学院 教育学研究科曾余田教授を講師に迎え、学校マネジメント研修会を実施しま

した。（演題「学校マネジメント力の向上」） 

「多様な目で指導・支援、援助及び点検・評価するしくみ作り」については、

SC（スクールカウンセラー）を引き続き（県費１日＋町費３日 計４日）で実施

しています。昨年度までは、問題行動や不登校、適応に困難を抱える生徒や保護

者への面談が大部分を占め、教室で静かに授業は受けているものの支援や手だて

を必要としている生徒への早期の対応・予防的な指導までは十分に実施できてい

ませんでしたが、この配置時間数増加により、SC による授業参観などをすすめ、

問題行動や不登校、適応に困難を抱える生徒への早期の対応・予防的な指導に取

り組んでいます。また、校内の生徒指導委員会やいじめ防止委員会への参加によ

り、教職員では気づきにくい SC からの（専門的な）視点からの助言が得られる

ようになり、校内の指導体制も充実しました。実態把握に努めた結果、医療機関

につなげることができたケースもあります。 

なお、９月からは府中中学校区に続いて、府中緑ケ丘中学校区でも町費の SSW

（スクールソーシャルワーカー）を配置（週１８時間）しています。 

また、７月３１日には、「第 1 回学校支援拡大会議」を開催し、マツダ株式会

社 経営企画本部 片村修一様に、業務改善に取り組む上で必要な、教職員の意

識改革を推進するためのワークショップの進め方等を学びました。これには府中

中、緑中各指定校から管理職及び業務改善担当者が参加しました。今後は指定校

を集めて取組を交流し、皆で改善を図るための会議を定期的に開催してＰＤＣA

サイクルを回しながら、来年度以降の取組につなげられるよう、学校と教育委員

会、外部の支援者が協力して業務改善に取り組んでいく考えです。 

「教育委員会内の組織体制づくり」については、今年度より、学校教育課に学

校支援室を新設しました。保護者・地域の皆様に信頼される学校教育となるよう、

町内各小・中学校との緊密な連携を図りながら、それぞれの学校のニーズに合わ

せた支援をおこなっています。具体的には、授業改善を主なねらいとした、学校

訪問を町内両中学校に対して週３回行い、授業を中心とした学校状況の把握と指

導・助言、校内の会議（校務運営、生徒指導等）への出席等の支援を行っていま

す。１学期は各校の課題を見極める期間としていましたが、授業での決められた

ルールが徹底できていないこと、先生方が授業の「ねらい」を十分イメージでき

ていないこと等に課題が見られ、特に「ねらい」については、「目標」をきちんと

確認すること、思考を深める場面を設定すること等、具体を示しながら個別に指

導を行うとともに、「通信」等で啓発したいと考えています。 

また、府中町教育振興基本計画に基づき、学校運営改善推進事業（業務改善）、

グローバル教育事業、「志」を育てる教育事業等を推進しています。 

また、教育委員会としても平成２９年７月１０日に、文部科学省の業務改善ア

ドバイザー妹尾 昌俊様を招聘して指導・助言を受け、「一斉閉庁日の実施」、「部

活動休養日の設定」等について各校に働きかけたり、できる取組から実施してき

ているところです。 

７月３１日のワークショップを受けて、町内各校で「熟議」を実施し、自校の
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課題について職員の共通理解を図り、改善について意見を出し合うなどの動きが

生まれてきています。 

『学びの変革』パイロット校事業」の進捗状況については、府中町「学びの変

革」推進協議会を年間３回、パイロット校の主体的な学びを促すための指導内容・

方法について、各校へ普及・充実を図るための研究協議会を実施しています。 

第１回は５月１７日に、パイロット教員の授業研究及び協議、広島県教育委員

会指導主事からの指導、第２回は９月２２日、研究担当教員の授業研究及び協議、

単元計画作成についての協議を行いました。 

第３回は１２月に、実践指定校研究担当教員の授業研究及び協議、総合的な学

習の時間の開発単元についての交流、今年度のまとめを行う予定です。 

町内の先生方については、今年度中に「課題発見・解決学習」の単元計画を１

人１単元作成し、授業を実施するよう取組を進めており、同時に、指定校（東小、

南小、府中中）の研究授業に１回以上参加し、学んだことを自校にもどって発信

すること、指定校の公開研究会に１回以上参加する取組をおこなっています。 

また、パイロット教員である府中東小 鵜野教諭は、積極的に他校の校内研修

に参加し、主体的な学びを促すための指導内容・方法について、各校へ普及・充

実を図っています。 

 

      ○夏休みチャレンジ教室について 

       各校２回ずつ実施し、参加者の合計児童生徒数は、小学生は 202 人、中学生は

64 人でした。ボランティア数は地域一般が 97 人、大学生が 82 人、高校生が 11

人参加してくださいました。 

      ○９月２４日（日）けんみん文化祭ひろしま１７和太鼓フェスティバルについて 

       府中町制施行８０周年及びくすのきプラザ開館１０周年の記念事業として、け

んみん文化祭ひろしま１７和太鼓フェスティバルを開催しました。 

       小中学校の部は７団体、一般の部は８団体参加がありました。延べ来場者数

は、1,184 人でした。 

 

教 育 長   それでは府中緑ケ丘中学校の体育祭について、感想等ございましたらお願いしま

す。 

    

各 委 員         自分たちの力で体育祭を成功させようという意欲を随所に見ることができました。 

      行進では、足がぴったりあっていて、まっすぐ前を向いていて良かったです。係り

では、駆け足での素早い準備・後片付けが良かったです。演技では自分の力を出し

切ろうとしていて、特に３年生の表現「志」では、堂々と自信を持って踊り、太鼓が

できていました。テント内での待ち方も良かったし、自分の席での応援もきちんと

できていました。是非今後につなげて欲しいと思います。掲揚台の後ろ、正門前の

庭などグランド以外のところもとてもきれいになっていました。 

 

教 育 長   ありがとうございました。 

     それでは、次にまいりたいと思います。日程第３、報告第１４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） 

       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   教育委員会総務課長です。 

第３３号議案、「平成 28 年度府中町歳入歳出決算の認定について」説明をいたしま

す。事前に配布しております資料の 9 ページ、資料№１「平成２８年度 府中町各
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会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書」をご覧ください。これは決算認定

のための提出資料として、議会前に監査委員（代表監査委員と議会選出監査委員）

が監査を行った結果及び意見書でございます。全部で５９ページとなる冊子ですが、

決算の概要を分かり易くまとめたものとなっておりますので、一部を抜粋して教育

委員会会議の資料といたしました。なお、昨年は、町議会議員選挙が９月に開催さ

れた関係で、決算の認定は１２月議会となっておりましたが、今年は例年どおり９

月議会で行われておりますことを申し添えておきます。それでは内容を簡単に説明

いたします。１０ページをお開きください。決算規模でございます。過去５年間（平

成２４年度から平成２８年度）の町の決算規模の表となります。対前年度比でみま

すと、一般会計は、歳入・歳出ともに増加、特別会計は、歳入・歳出ともに減少、ト

ータルでは歳入・歳出とも増加となりました。平成２４年度から毎年増加している

ことがわかります。次に１１ページ、決算収支をご覧ください。平成２８年度の一

番下になりますが、実質単年度収支は、295,532千円の黒字となっております。 

次に１２ページ、財政状況をご覧ください。財政指標として、財政力指数と経常

収支比率を示しております。財政力指数は町の財政力を示す指数で、１を超えるほ

ど財源に余裕があるものとされています。平成２８年度の財政力指数は 0.873 とや

や上昇傾向となりました。県内でトップの数値です。（因みに、２位 大竹市 0.84、

３位 広島市 0.82、４位 福山市と東広島市 0.81、６位 海田町 0.79、７位 坂町

0.72） 

次に経常収支比率についてです。これは財政の弾力性を評価する指標で、高いほ

ど財政構造が硬直化しているということになります。平成２８年度は 2.6 ポイント

下降し 91.2%となっており、財政構造に弾力性がある、という結果となりました。

要因ですが、町税の増収により、分母となる経常一般財源収入額が前年度と比べ

237,183千円増加し、分子となる経常費充当経常一般財源が前年度と比べ 45,568千

円の減額となったことによるものです。 

次に１３ページ、町債現在高の状況をご覧ください。町債とは、町が大きな事業

をするために借り入れるお金のことです。表中の真ん中部分に教育債がございます。

平成２８年度末現在高は対前年度比 855,960千円の増となりました。これは、府中

中学校の校舎耐震化事業に係る借り入れが反映されたことによるものです。教育債

の増が大きな要因となり、全体として、970,272千円対前年度から増となりました。 

次に１５及び１６ページ、一般会計歳入についてです。まず、１６ページのカラ

ーグラフをご覧ください。一般会計歳入推移です。円グラフが下から平成２６年度、

平成２７年度、平成２８年度の３カ年の推移がわかるものとなっており、歳入総額

は 151億円、195億円、203億円と増加しているのがわかります。特に町税は、68

億 7千万円、74億 8千万円、85億 3千万円と増加しております。なお、右手の小

さな円の地方交付税ですが、平成２６年度は 14億 1千万円、平成２７年度は 15億

円、と増加しましたが、平成２８年度は 11億 4千万円と減少しています。これは、

先ほども申し上げました、町税の増収が主な要因となっております。なお、地方交

付税は、地方公共団体間の財政不均衡を是正し、必要な財源を保障するため、国か

ら地方公共団体に対して交付される資金のことです。 

次に１７及び１８ページ、一般会計歳出についてです。１８ページのカラー円グ

ラフをご覧ください。一般会計歳出推移です。濃いピンクの教育費ですが、平成２

７年度から平成２８年度 757,024千円の減額となっています。これは、府中中央小

学校において、平成２７年度は耐震化を含めた新校舎の建設工事を実施しましたが、

平成２８年度は仮設校舎の解体のみであったこと（1,363,978千円減）が主な要因と

なっております。また、向洋駅周辺土地区画整理事業及び府中北交流センター新築

工事を主な要因として、土木費が 2,559,578千円から 3,451,822千円に増加（892,244

千円増）しております。 

次に１９及び２０ページ、教育費の決算状況です。先ほど一部説明を行いましたが、

増減の大きなもの、支出額の大きなもの、翌年度への繰越額、不用額の大きなもの

がそれぞれ一覧表になっております。 

最後に２１及び２２ページ、決算の概要及び審査意見（総括）です。２２ページ
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において、財政状況が触れられており、財政の硬直化は避ける必要があるとともに、

今後も事業の優先順位を見極めて、より効果の高い住民サービスの推進に努められ

たい、とあります。また、債権管理については、年々改善されている収納率を評価

しているものの、収入未済額がある現実を踏まえ、今後とも、収納対策による収納

率の向上及び中長期的な視点にたった健全な財政運営に引き続き努められたい、と

あります。 

次に２３ページ、資料 No.２をご覧ください。 

これは第３３号議案、資料№１とは別に府中町の財政状況を示す数値を府中町長か

ら議会に報告したもので、参考資料として添付させていただきました。２４ページ

をご覧ください。平成２８年度の健全化判断比率の表がございます。 

平成２８年度の指数は、実質赤字比率がなし、連結実質赤字比率がなし、実質公債

費比率が 8.8%、将来負担比率が 96.4%となっております。 

表中、「財政再生基準」という行がございますが、括弧の中の数値を超過した場合、

「財政再生団体」となるということで、財政的には完全に赤信号となるということ

です。その上の行の早期健全化比率はいわゆる黄信号となりますが、府中町におい

ては、いずれも問題がない数字であり、平成２７年度と比較して平成２８年度は健

全度が高くなっている状態です。 

次に２５ページ、資料 No.３「平成２８年度主要施策の成果に関する調書」をご覧

ください。これも決算認定の際の提出資料で、平成２８年度に行った主要な事業に

ついて取りまとめ町長が作成するものです。２５及び２６ページが町全体の事業を

まとめた主文で、２７ページ以降が個別の事業についての記載です。教育費につい

ては３０ページの番号２６から３１ページの番号３４までとなっております。ここ

に記載されているのは、府中町の第４次総合計画において主要かつ政策的な事業と

して位置づけられたものとなります。学校教育においてはグローバル教育事業、学

校運営改善対策事業、施設整備等においては、小学校及び中学校の木の香る学習環

境整備事業、小学校及び中学校の耐震化事業、中学校施設改修等事業、社会教育に

おいては、放課後児童クラブ事業、くすのきプラザ改修等事業を記載しております。 

決算については以上であり、議会において原案通り可決され、認定がなされており

ます。 

以上、平成２８年度府中町歳入歳出決算の認定について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、同意す

る、として、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、教育委員会会議に報告し承認を求めるものでございます。 

なお、３６ページから５１ページは、一般質問関係資料（質問内容と答弁書）で

す。今回は４件提出されました。教育部長が答弁を行い議員の皆さんは一定の理解

を示され、問題なく終えることができました。 

 

教 育 長   何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１４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１４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４、報告第１５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

命及び顧問の委嘱について」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） 

       詳細につきましては、学校教育課長のほうから説明いたします。 
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学校教育課長 府中町教育支援委員会は、町内の学齢児童生徒及び学齢前幼児のうち、障害によ

り教育上特別な配慮を要する者に対し、その就学について適格に判断を行うため、

設置しておりますが、その委員の任命及び顧問の委嘱でございます。まず委員は、

町立学校教職員のうちから各校の校長と特別支援コーディネーターまたは特別支援

学級担任が各校長から推薦された方で、関係行政職員としては、福祉課長、子育て

支援課長、健康推進課長で全員で２１名です。顧問については学識経験者、医師等

の専門家から５名となっております。よろしくお願いします。 

 

教 育 長   何かご質問はありませんでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようでございます。よって、日程第４、報告第１５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、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２時３０分） 

 


