
会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成３０年３月２７日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    平成３０年３月２７日（火）午後２時１０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    ４件    承  認   １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３０年３月２７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  小濱 樹子 

          委 員  上之園 公子 

 

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２２号 代理行為の承認について 

             「下岡田遺跡調査指導委員会委員の委嘱の解除について」 

日程第４  第１８号議案 府中町スポーツ推進委員の委嘱について 

日程第５  第１９号議案 府中町立学校学校評議員設置要綱の廃止について 

日程第６  第２０号議案 府中町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の

一部改正について 

日程第７  第２１号議案 府中町学校運営協議会委員の委嘱及び任命について 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長     奥田 米穂    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、お手元に配布しているとおりでございますが、よろしいでし

ょうか。 

 

（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。 

      ○３月５日府中町歴史民俗資料館再整備検討委員会について 

３月５日に府中町歴史民俗資料館再整備検討委員会が開催されました。全部で４
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回行いました。お配りしてあると思いますけれども、一応前回のご意見を踏まえて、

修正したところを今回提案させていただいて、おおむね了承されたということでご

ざいます。内容については協議会で説明させていただきたいと思います。 

○３月６日下岡田遺跡調査指導委員会について 

それから２点目、その次の日、３月６日火曜日ですけれども、下岡田遺跡調査指

導委員会がありました。本年度第２回目の指導委員会でございましたけれども、大

体内容としては５点ございました。一つは、下岡田遺跡の第１１次調査の報告であ

ります。今年度、第１１次の調査をしたわけですけれども、このときの報告ともう

一つはこれまで過去の出土遺物の調査や整理、また文献であるとか空中写真の収集、

また広島大学が保管しております遺物調査、この実施についても合わせて指導委員

会で報告させていただいております。それから、事業期間をこれまで３年というこ

とにしていたのですけれども、前回の調査指導委員会の指摘を受けて１年延伸をす

るということは、一応１年延伸をして平成２８年から平成３１年までの４年間とい

うことで、いろんな国との調整、県との調整等ができているということで報告させ

ていただいております。それから平成３０年度の調査についてですけれども、建物

跡の一部が出てくる可能性がある本年度調査区域の西側の発掘調査、また同じく西

側に駐車場があるのですけれども、そこの駐車場をレーダー探査するといったよう

な予定にしているということになりました。その予定について、そこがいいだろう

ということを調査指導委員会から指摘をいただいたということです。それから、土

器の中に付着しているものが何かというような調査も合わせてやるということです。

多分、漆ではないかというようなことがありまして、主幹のほうからお願いします。 

 

社会教育課主幹 須恵器の内側のところにちょっと黒っぽい付着物があるのですけど、それがもし

かしたら漆かもしれないという。漆であるとすれば、漆を使うような工房の跡だっ

た可能性も考えられるということになるので、それが何なのかちょっとはっきりさ

せようということで、化学分析をするようにということになりました。 

 

教 育 長   これから調査報告書をつくっていかないといけないということがありますので、

その目次の案、それから執筆の役割分担、こういったようなことをしております。

これは平成３１年度末の刊行に向けて準備をしていくという形になります。それか

ら最後ですけれども、実は調査指導委員の歴史地理分野の方がお亡くなりになりま

して、その後任の選任、これが必要だということでその人選に当たっていきたいと

いうようなこともありました。昨年、木本先生という方で地理学の先生で、官道が

得意な先生で、やっぱりこの人をおいていないというような人がお亡くなりになっ

て、ちょっと困っているというところではあります。これが、２回目の調査指導委

員会の様子でございます。 

      ○３月９日から３月１９日平成３０年第１回の議会定例会について 

それから平成３０年第１回の議会定例会が開催されました。３月９日から３月１

９日までの長きにわたってありました。来年度の予算についてこれを主に決定して

いく会ということです。もちろん、３月の本年度の補正予算も審議いたしますけれ

ども、補正予算については、教育委員会から特に出したものはありませんでした。

来年度予算については全部可決したということで、現在は来年度のいろいろな契約

等についての仕込みを今始めている、こういったような状況であります。それから

一般質問については総務文教関係、今日ここに資料をつけておりますけれども、救

命教育のこととか、学校の体育館、学校のトイレの改修について、歴史民俗資料館

跡地の利用をどうするのか、これは企画財政部長の答えが載っております。コミュ

ニティ・スクールの展開について、それから揚倉山健康運動公園の有効活用、調査

検討委員会からの報告書をもとに今後どういうふうに有効活用していくのかという

ことがございました。それから障害児と学童保育、留守家庭児童会は障害児でも受

け入れはしているのかといったようなことで質問がありました。 

      ○３月１０日が中学校、３月２０日が小学校の卒業式について 

それから、小学校と中学校の卒業式ですけれども、３月１０日が中学校、３月２
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０日が小学校の卒業式でした。私は中学校は緑ケ丘中学校に行かせていただきまし

たけれども、小学校も中学校もとても立派な卒業式だったと思っています。これま

で小学生は本当にきちんとしてよく頑張っているなというような思いを持っており

まして、これは小学校はきちっとやっているのですが、中学校も悪くない卒業式だ

と思っていました。とは言え、今年の中学校、緑ヶ丘中学校の卒業式を見たときに

は中学生が本気を出してきちっとやるとここまですごいのかというぐらいの中身だ

ったかなと思います。これまでも卒業式、本当に感動してとてもよかったのですが、

今年は本当にこれまで私がここにきた中では一番感動した卒業式だったかなと感じ

ました。また、この辺は行かれたところについて、また感想を聞かせていただけれ

ばと思います。私からの報告は以上です。卒業式に行かれた感想から聞かせていた

だいてよろしいでしょうか。 

 

坂田委員   私は府中中学校の卒業式に行きました。とても厳粛な式で、特に礼などきちんと

できていたように思います。今年も一人ひとりに賞状を渡しており、大変よかった

ように思います。はっきりと大きな声で返事をしている、特に男子生徒がとてもよ

かったように思います。ただ、在校生の中にちょっと体が崩れる子がいたので少し

気になるようなところがありましたけれども、全体的には大変よかったように思い

ます。 

       小学校のほうは府中北小学校のほうに参加しました。ここも大変厳粛な式であっ

たように思います。賞状授与のときに、卒業生は男女問わず大きな声で「はい」と

はっきり言えていたのが印象に残りました。それから門出の言葉の声も在校生も言

ったわけなのですけれども、とても大きな声で言えていたし、歌声も体育館内に響

き渡るようなとてもいい歌い方でとても感動しました。 

       それと、３月１日に「志」講演会があって、生徒たちにとって、将来の自分がど

うあるべきか考えるのにとても参考になったように思います。できればのことなの

ですけれども、質問の時間があるのでそのときに事前に質問を聞いていてもいいか

なと思いました。質問の中には、ちょっと趣旨とそれるようなのがあったので、例

えば夢をかなえるために必要なことはどうかとか、中学生のときに大事にすべきこ

とはどうなのか、人と人とのつながりを大切にするにはどうしたらいいのか、そう

いうようなところがあったらよかったなと思いました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございました。 

 

小濱委員   私は中学校は緑ケ丘中学校で、小学校は東小学校の卒業式に出せていただきまし

た。教育長さんが言われたように緑ケ丘中学校の卒業式は、私も今まで一番良かっ

たかなと思います。起立、礼がなかったのですけれども、それがなくても一斉に立

って一斉にお辞儀をするというのがすごく気持ちがよくて、またそれまでの取り組

みの中で学校の持っていき方も上手だなと思ったのですが、心から２年生は上級生

を送るし、上級生も卒業するという思いがすごくこもった卒業式だったなと感じま

した。歌もすごく大きな声で最初から最後まで歌われていましたし、去年から２年

生が出るようになったのですね。今までは選ばれた１、２年生の子供たちが出てい

たのですけれど、ああいう形で２年生が出て、来年度は自分がこういうふうな形で

というのを見るのはすごく良い形だなと思いました。 

 小学校の東小ですが、私は東小に初めて出たのですけれど、すごく音楽にあふれ

た卒業式だったんですね。東小の伝統だろうなと思ったのですけれど、幾つも歌を

歌っているのですけれど、歌がすばらしくて選曲もすばらしくて、東小らしい良い

卒業式だなと思いました。送辞と答辞が子供たちからあるのですが、そういう形も

小学校では余りないのかなと思ったので、あれもやっぱり東小独自のものなのかな

と思ったのですが、それをやりつつさらにエール交換みたいなのもありまして、す

ごく人数的に少ない小ぢんまりした感じなのですが、全校生徒が出て在校生の子も

すごく最後まできちんと聞いていたので、良い卒業式だなと感じました。以上です。 

上之園委員  緑ケ丘中学校に行かせていただきました。初めて行かせていただいたのですが、
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比較ではなくて本当にとてもいい形式な式とかいうのではなくて、一つの授業とし

て本当にきちんとした三年間の最後の授業というような形で、一人ひとりが先生方

も卒業生の皆さんもどういう狙いで自分がどういう役割で参加しているというのが

とてもよく伝わってきて、これが三年間の学びの集大成になる、無理があってかち

っとしているわけではなくてやわらかい感じなのですけれども、ここで式が本当に

不安だらけなのとたくさんの今呼ばれてないというお伺いして、とても人数が多い

ので、一人ずつというのはまだ何組というぐらいなると本当に長いのですけれど、

その在校生の参加した人たちも祝うのもあるけれども、学ぶという感じで来年は自

分たちだというような自分の役割というのを踏まえて参加する、とってもいい式だ

ったので、それから答辞を読んだ女の子が最後に自分でとってもいい学びだったん

だろうと、途中で号泣し始めまして号泣しているのだけれども、とてもいいのは号

泣なのだけれど自分は代表で答辞を述べているんだということで最後まで述べ切っ

た、号泣で本当に潰れそうだったのですけれど、それでも自分はみんなの代表だか

らちゃんと全員で言うところもちゃんとあけとかないといけないし、やっぱり自分

のところもちゃんと言わないといけない、最後まで言い切ったというのが何かそう

いうような一つ一つがとても丁寧につくられて考えていて良かったんじゃないかな

と思います。 

 

教 育 長   各学校、力をつけてきているなというのをやっぱり感じました。ありがとうござ

いました。その他何か質問等ございますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、質問がないようですので次にまいります。日程第３、報告第２２号代

理行為の承認について「下岡田遺跡調査指導委員会委員の委嘱解除について」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２２号です。先ほど教育長のほうから少しお話がありましたけれども、下

岡田遺跡調査指導委員会委員の委嘱解除ということで、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。詳細の説明は社会教育課主幹からお願いいたします。 

 

社会教育課主幹 社会教育課主幹です。木本委員につきましては、当初下岡田遺跡の調査指導委員

会委員の候補でありましたが、休職中ということですぐには委嘱をせずに復職を今

年度からされたので委嘱をしたところだったのですけれども、平成３０年１月２４

日に亡くなられたということでございます。５４歳でございました。先ほども教育

長さんからありましたように、歴史地理学のほうで古代の官道の研究では第一人者

でありまして、かわりの委員の選考ということで非常にできにくい方であります。

余人に代えがたい人というふうに文化庁のほうでもおっしゃっておられたので、す

ぐにかわりの方ということにはならなくて、しばらく人選をしていきたいと思って

おりますけれども、木本先生には短い期間ではありましたが、大変有益なご指導を

いただいておりましたということです。 

 

教 育 長   ということでございますけれども、何かご質問ありますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようでございます。よって日程第３、報告第２２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。 

 

（なし） 

教 育 長   ご異議ないようでございますので、報告第２２号についてはそのように決します。
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それでは次にまいります。日程第４、第１８号議案「府中町スポーツ推進委員の委

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   第１８号議案になります。府中町スポーツ推進委員の委嘱について、教育委員会

の審議に付したいと考えております。説明は社会教育課長のほうからお願いします。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。府中町スポーツ推進委員に関する規則第４条におきまして任

期が２年となっております。今回３月３１日をもって任期の満了となりますので、

４月１日からの任期２年間をお願いするものでございます。これまで３月３１日ま

で１７名の委員がおられまして、今回任期がえで５名の方がやめられまして新たに

３名の方が委嘱という形で合計１５名となります。男女比につきましては２対１と

いう形です。これからお名前を申し上げます。上から門前俊幸さん、白神正吉さん、

石原諒司さん、山田好孝さん、渡辺正裕さん、住川博紀さん、沖利昭さん、岩﨑真由

美さん、松谷みゆきさん、伊藤妙子さん、梶本啓子さん、伊藤剛さん、この方までが

これまでの委員を継続してお願いする形になります。新たに、住井良行さん、この

方は安芸府中空手道スポーツ少年団の指導者をされております。古河直子さん、こ

の方は南小学校ＰＴＡバレーボールの同好会で活動されております。門前俊則さん、

この方は府中町バレーボール協会に所属されております。合計で１５名でございま

す。平成３０年４月１日より平成３２年３月３１日までお願いすることとなります。

よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長   何か質問ございますか。よろしいですか。３名の方が新しく委員にということで

す。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようでございます。よって日程第４、第１８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。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようでございますので、第１８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１９号議案「府中町立学校学校評議員設置

要綱の廃止について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   第１９号議案、府中町立学校学校評議員設置要綱の廃止について、私のほうから

説明いたします。日程５、６、７は一連のものなのですけれども、学校評議員設置

要綱というのを廃止し、合わせて次の第２０号議案になるのですけれども、管理規

則の一部改正でも同じように学校評議員の条項を削除し、最後の第２１号議案で４

月からのコミュニティスクール全校導入に向けて、学校運営協議会委員の委嘱の議

案で提案したいと思いますが、一個ずつ説明させていただきたいと思います。 

       まず、第１９号議案ということで、学校評議員設置要綱の廃止をするわけなので

すが、この学校評議員と学校運営協議会制度というのは似たような委員ではありま

すが、どちらも法律上規定がありまして、学校評議員は校長が必要に応じて学校運

営に関する保護者、地域の方々の意見を聞くための制度で、校長が個人として意見

を求める制度となっております。一方で、学校運営協議会の委員は学校の運営につ

いて一定の範囲内で法的な効果を持つ意思決定を行うという形で、合議制の機関と

して学校運営協議会という合議機関として意思決定をし、校長に意見を述べたりす

る機関、どちらかというと学校評議員は校長と一対一、ご意見番のような形で、多

くの学校では３人、４人委嘱されてみんなで集まって会議を開くような形をとって

ますけれども、そこでは議決をとるような形は基本的にはないのですが、学校運営

協議会のほうは集まったメンバーで議決をとって必要に応じて校長に意見を述べた
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り、どちらかというと実働的な組織として学校運営協議会というのがあるというこ

とで、今度平成３０年度の全校導入に向けて学校運営協議会、同じ似たような地域

住民の意見を反映させるという意味では同じかもしれませんが、この学校評議員そ

のものを学校運営協議会委員に発展的な解消を図るという意味で、この機能をなく

すという意味ではなくて学校運営協議会委員として機能させていこうということで、

今までありました教育委員会で定めていました設置要綱につきましては廃止させて

いただきたいなと考えております。 

       一括で議決をとりましょうか。 

 

教 育 長   １９、２０、２１号、一括でお願いします。 

 

教育部長   続いて、第２０号議案を説明いたします。これは、府中町立小中学校の管理及び

学校教育法の実施に関する規則という教育委員会規則がありまして、それの一部改

正なのですけれども、資料をめくっていただきまして９ページ以降になります。新

旧対照表をつけております。それをご覧いただきたいと思うのですが、今回、主に

改正するところは先ほど説明しました学校評議員に関する規定ともう一カ所ありま

す。第１８条、短縮授業というものがありましてそこも削除したいと考えておるの

ですが、理由としましては短縮授業という第１８条の規定は、夏休み前後の教育上

必要があると認める場合には、教育委員会に届け出て授業時間を短縮することがで

きるという規定なのですけれども、廃止する理由とすれば、まずこういう短縮授業

を行う実態がないということ、それから昨今は学習指導要領の改訂により授業日数

が増えて、逆に夏休みを短縮しようかと、夏休みも授業をやろうかというような方

向性が強いということ、それからこれは余り理由にはならないかもしれませんが、

学校のほうも夏休みの暑い時期、空調も設備されて、かつてはこの第１８条の規定

によって午前中に授業を終わらせようというようなこともあったかもしれませんが、

暑い夏であっても授業を十分にできる設備が整っていることから、この部分は廃止

していこうと考えております。ただ、これは先生方の労働時間には全く関係ない別

の話ですので、あくまでも子供の授業を短縮していこうということでございます。

引き続き夏休みは去年もやりましたけれども、夏季休業中に一斉閉庁したりとか、

業務改善も引き続き進めていきたいと思うのですが、教職員の働き方はまた別の規

定でございます。ということで、第１８条、短縮授業につきましては削除するとい

う方向でお願いしたいと思います。それに伴いまして、かつての現行の第１９条以

降は条ずれを起こします。１個ずつずれていきます。番号が一つずつ若くなってい

くという形になります。 

       続いて、資料の１１ページをご覧いただきたいと思います。現行の第３４条の３

項に先ほど説明しました学校評議員の規定があります。先ほど説明しましたように、

学校運営協議会委員として発展的解消を図るということで、第３４条の３も廃止を

したいと考えております。学校運営協議会のほうは学校運営協議会規則というもの

を定めて、別の教育委員会規則で定めておりますので、その学校運営協議会のあり

方などについては別の規則で参考にしていただきたいと思います。ということで、

今の短縮授業と学校評議員に関する規定を削除するという中身の教育委員会規則の

一部改正でございます。それが第２０号議案という形になります。 

       合わせて続いて、第２１号議案の説明に移りたいと思います。資料は本日配付し

ております２種類あります。一つは、全校にコミュニティ・スクールを導入すると

いうことで７校分の学校運営協議会委員の候補者、もう一つは来年度以降学校運営

協議会の活動の予定ということで７校分の資料をつけております。 

       委員につきましては、一人ずつ説明するのは時間がかかりますので、資料の読み

方ということで説明させていただきたいと思うのですが、まず府中小学校のほうを

ご覧いただきたいと思うのですけれども、学校運営協議会規則第４条第１項第１号

というのが一番上段にありますが、これは児童・生徒の保護者ということでＰＴＡ

の方が予定者も含めてＰＴＡの会長、副会長が入っております。それから、２号の

校区内の地域住民ということで、元ＰＴＡの役員の方、あるいは町内会の方、ある
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いは学校評議員の方などが入っております。これが２号委員です。続いて３号委員

は、対象学校の運営に関する活動を行うものということで、これは非常に学校によ

って特色が出ているところなのですが、児童委員、それから児童館、保育園、公民

館、郵便局、あるいは学校によっては学校支援地域本部の方などが入っていたり、

南小学校のようにコミュニティ・スクールの事務局の方が入ってきたりという形に

なります。それが３号委員になります。続いて、４号委員、５号委員は校長を含め

学校の教職員という形になっております。６号委員として、学識経験者ということ

で大学の関係者などが入っております。７号委員はその他ということで、多くの学

校は入ってはいないのですが、８ページをご覧いただいて、緑ケ丘中学校はその他

の中に生徒会長ということで谷口君のお名前が入っていると思うのですが、これは

正式な法律上の委員ではないのですが、学校運営協議会の会議の中に生徒会も入っ

ていただいて生徒の立場で主体的に学校運営に参画をすると、自ら主役でもありな

がら参画するという形で正式な法令上の委員ではありませんが、メンバーに加えて

いきたいという学校の要望がありましたので、ご紹介させていただきたいと思いま

す。 

       以上が７校分の委員ということで、平成３０年４月１日から２年間の委員の発令

を行いたいと思っております。第２の方は委嘱内の、学校教職員の方は任命という

形で順次手続をとらせていただきたいと考えております。 

       それからもう一つの資料ですが、既に活動している学校も多くありますけれども、

それぞれ７校分の学校運営協議会の部会、それから今後の取り組み、それから保護

者、地域住民等への周知に向けた課題等を学校ごとに整理させていただいておりま

す。既に、南小学校のように先行実施しているところもありますし、組織的にもほ

ぼでき上がっているところもありますし、まだまだこれから発展していく学校もあ

りますし、さまざまな温度差はありますけれども、これでひとまず平成３０年４月

から府中町内の全校がコミュニティ・スクールを導入するということでスタートを

切ると、地域とともにある学校がスタートするということで、準備は着々と整って

いるということでございます。駆け足になりましたが、三つの議案をまとめて説明

を終えさせていただきました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございました。第１９号議案から第２１号議案全部関連がありますの

で一括して質問等を受けたいと思いますが、学校評議員については廃止するという

ところ、これは発展的な解消ということなので学校運営協議会のそういう機能をも

っていくということでありますけれども、第１９号議案の廃止についてご異議ござ

いませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   では、第１９号議案については可決ということで決定したいと思います。それか

ら第２０号議案、一つは短縮授業のことがありましたけれども、短縮授業はもう本

当に実態に合わないという話、それから授業日数の確保というのは昔に比べたら大

変になっています。 

 

小濱委員   どういう趣旨で短縮授業というのがあったのですか。 

 

教 育 長   是正前で、子供を早く帰してその後成績の処理とか、そういったようなことに時

間を使うというので、とても時間的にできないみたいなことがあって、子供を早く

帰して空いた時間に成績の処理をしていこうというような感じだったと思います。

それは、授業時数をきちっと確保しないといけないということが物すごく強力に出

て、これは当たり前のことなのですが、授業時数を確保できていないということは

大変なことですから、義務教育の根底にかかわるようなものですので、そこをきち

んとやり切るということと、それから多様な処理の仕方がうまくなったというか、

コンピューターを導入したり、それから精選もしてきましたよね。あゆみのつけ方
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等についても、精選も合わせてやってくるというような中で授業時数を確保しなが

ら成績処理をやっていくということができるようになったといったようなことがあ

ります。でも、一応さっき言われたように本当に是正前は、大きな学校は短縮授業

をやっていたというような実態はあったと思います。今はこれはほとんどどこもや

っていません。 

逆に夏休みの授業を少し、午前中だけでもやろうかといったような流れで今いっ

ているということでございます。 

       第２０号議案についても原案のとおり可決したいと思いますけれども、ご異議ご

ざいませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   それでは、第２１号議案のところの運営協議会委員の委嘱と任命についてであり

ますけれども、これについては一応学校から推薦された方ということでありますけ

れども。 

 

坂田委員   ちょっと質問があるのですが、第４条第１項第３号で中央小学校と北小学校、教

頭先生が入っておられるわけなのですけれども、学校から申請があったわけですが、

教頭先生の仕事量との関係でどうなのかなと思うのですが、学校でそうなっていれ

ばそれでいいのですが。 

 

教育部長   どちらかというと、コミュニティ・スクールの事務局員としても期待されている

部分で３号委員に挙げたのかなというのは推測をしているのですが。 

 

坂田委員   それはわかるのですが、仕事の分で中心になると仕事量が増えて大変かなと思う

だけなので、ほかの方がカバーするとは思うけれども、是非そうしていったらいい

んじゃないかなというこれは感想です。 

 

上之園委員  一つ質問ですが、これは全ての項目がそれに当てはまる人がいればそこに入って

いくという、というのは東小学校が、上から３番目の運営に関する活動というのは、

他校では割と実像的な人の名前が載っていたのですけれども、東小学校は空欄にな

っているので、上から３番目、運営に資する活動を行う、４条１項３号という、先

ほどの３号が空欄になっているというところが何か特別な意図が、保護者、地域住

民、学校と書いてあって実像というようなところが、さっき負担が多いぐらい大変

な部署なのに空欄になっているというのは、動くのかなどうかなというのが気にな

りました。 

 

教育部長   事務局がどれだけ機能しているか、組織化されているかというところの違いが出

ているのではないかなと。 

 

上之園委員  もしかしたら、地域住民の人たちが頑張るみたいな組織図になられるかもしれな

いですけれど、そこのところというのはどうとるのかなと思います。 

 

教 育 長   学校としてはちょっと苦戦されているところがあって、いわゆる事務局を誰がど

う持つかというのは今後の検討課題です。ここはそうは言っても、走り出す最初の

ところの熟議を始めていくメンバーから始めて、走り出して動かしながら中身をつ

くっていこうといったような形になっております。 

 

上之園委員  また、位置づけが変わってきたりということがあるかもしれないですね。 

 

教育部長   あると思います。 

上之園委員  いわゆる学識経験者枠で入った人が、今度運営のほうに参画していくとかという
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ことになるかもしれない。 

 

教育部長   ２号委員が３号委員になる可能性もありますよね。 

 

上之園委員  わかりました。 

 

教育部長   委嘱とか任命する際に、あなたは１号委員ですよという形ではなくて、教育委員

会規則上、１、２、３、４、５、６、７と役割を分けているがためにこういう様式に

なっているのですけれども、それは先ほど教育長が説明されたように、これからは

走りながらつくり上げていくという形になります。 

 

上之園委員  わかりました。 

 

教 育 長   そのほかございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   それでは、第２１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け

れども、ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   それでは、ご異議ないようでございますので、第２１号議案についてはそのよう

に決します。 それでは、第２１号議案については、早速もう委嘱の手続にかかっ

てすると思いますのでよろしくお願いします。以上で、本日の議事日程全てを終了

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。ありがとうござい

ました。 

  

（閉議 午後２時１０分） 

 

 


