
会 議 結 果 報 告 書 E 

 
 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成２７年９月２９日（火）午前１１時 

 

３ 閉会日時    平成２７年９月２９日（火）午後０時３０分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ３件 

 

６ 議決の状況   原案可決   １件    承認   ２件 

          一部修正可決 ０件    同意   ０件 

          継続審議   ０件     

 

７ 議事録     別添のとおり 

 
 



教育委員会定例会議事録 
 

１ 会議年月日   平成２７年９月２９日（火） 
 
２ 招集の場所   府中南公民館 会議室 
 
３ 出席者 
          教育長  高杉 良知 

委 員  川野 祐二 
          委 員  坂田 眞澄   
          委 員  田村 雅恵 
          委 員  小濱 樹子 
 

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１３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４  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５  第１４号議案  児童生徒の健全育成に関する府中町教育委員会と広島東警察

署との相互連絡制度に関する協定書の締結について 
 
５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長    金藤 賢二    教育次長    戸田 秀生 
総務課長    胡子 幸穂    学校教育課長  中坊 京子 

   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 午前１１時） 
 

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-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「会議録署名委員の指名」

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、私と川野

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。それでは報告

をいたします。 
 
教 育 長   ○府中町議会９月定例会について 
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        ９月１１日（金）から２５日（金）まで府中町議会９月定例会が行われました。 

平成２６年度の決算の特別委員会が９月１６日（水）から９月２４日（木）まで

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、夏休み中の子どもの把握について、どのように把握しているのか、

８月６日周辺でもう１回くらい登校する日があっても良いのではという提案があ

りました。 
２点目は、子どもたちの学習と発達について、学びやすい環境を整えて欲しい。 

発達障害のある子どもについて、教育委員会としてどのような対応をとっていて、

今後どのような対策を講じていくのかという質問がございました。 
 ３点目は、児童・生徒の体力・運動能力の向上についての質問がありました。 
 ４点目は、音響装置を備えた文化ホール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１２日（土）に府中緑ケ丘中学校体育祭が行われました。 

 来賓アンケートでは、全体の９割以上が高評価でございました。 
 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について 
 次のページに主なものを上げております。教育費全体の予算現額は、約３７億

円、その内現在執行済額が約１０億円、執行率が２８．１％でございます。 
        主な予算未執行事業の予算額は、小学校施設耐震化事業、中学校施設耐震化事

業及び私立幼稚園就園奨励等事業の３事業で、合計は約２５億です。執行率は８％

でございますが、これ以外の事業費は７２％執行しております。 
        事業としては、予定通り進んでおります。 
       ○その他 

・府中中学校、府中緑ケ丘中学校の吹奏楽ともにマーチングで中国大会に出場が

決まりました。 
・ひろしま給食のアイディアレシピ企業賞を１，８２６の応募の中から、中央小

学校３年清藤可蓮さんが受賞されました。レシピ名は、「もり安芸↗菜♡カレー」

（もりあげ↗なカレー）でございます。 
       ・広島県青少年健全育成県民会議が開催しています話し方大会で、府中中学校      

が準優勝でございました。 
 
教 育 長    何かご質問等ございませんか。 
 
各 委 員    陸上の全国大会で緑ケ丘中学校の天野くんが５位でございました。リレーが８

位でございました。 
       ○緑ケ丘中学校の運動会について 
        《評価される点》 

・入場行進の足並みが揃っていました。全員真剣な表情で意欲が感じられました。

生徒会長あいさつ、選手宣誓もよくできていたように思います。クラスのまとま

りが感じられ、声をかけあっての競技、自然にかかわって競技をしていたように

思います。 
       ・年々良くなっていると思いました。一生懸命取り組んでいて、見ていてとても

面白かったですし、行進もきちんとやっていて、全体的に良い体育祭だと思いま

した。 
   《課題とされる点》 

・競技の始めと終わりの礼が揃っていると引き締まるのではないかと思いました。 
・国旗が古くなっていたので新しくしてはどうかと思いました。 
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・地域参加の種目を取り入れれば、運動会の騒音がうるさいという苦情がなくな

ってくるのではないかと感じました。         
   ・ＰＴＡ競技にもっと積極的に参加してもらえるようにどうしたら良いかが課題

です。 
   ○マーチングについて 

        教頭先生から「楽器を購入していただいて、生徒はとても喜んでいます。」と

のことです。指導者のおかげでどんどん腕をあげています。 
 
教 育 長    他にご質問等ございませんか。 
         
教 育 長    ないようでございます。では次にまいります。日程第３、報告第１３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   （議案を読み上げ） 
        詳細については、総務課長がご説明いたします。 
 
総務課長    報告第１３号についてご説明します。 

合同訓令の制定について、府中町長から教育委員会に協議があり、教育長が代

理したので報告し承認を求めるものでございます。 
では、合同訓令の内容についてご説明いたします。 
訓令名は「府中町意見募集手続制度実施要綱」です。 
この訓令は、開かれた町制を実現するために、意見募集いわゆるパブリックコ

メント募集の手続について、要綱を制定するものです。 
府中町には、今までこのような意見募集の手続きについての決まりが全くなか

ったので、今回整理して制定しましょうというものでございます。第３条で意見

募集手続の対象となる施策、第５条から第７条で意見を募集する際の案の公表方

法や公表期間、意見の提出の方法、第８条で提出された意見の取り扱い方法等を

定めるものです。 
町の基本的かつ重要な施策を策定する際は、ホームページ等その案をおおむね

３０日以上公表し、案に対する意見を募集することとしています。 
意見は、書面持参、郵送、ファクシミリ、電子メールで受け付けるものとし、

意見を提出する際は、住所氏名等を明らかするものとしています。 
町は、提出された意見について概要と考え方を示し公表しますが、個別の回答

は行わない、という内容になっております。 
平成２７年９月１日から施行し、平成２７年１２月１日以後に策定の意思決定

を行う施策から適用するということになっておりまして、教育長の代理決裁で、

同意と返答をすでにしているもので、ご審議の上、教育委員会の承認を求めるも

のでございます。 
 
教 育 長    何かご質問等ございませんか。 
 

（なし） 
 
教 育 長    ないようでございます。では日程第３、報告第１３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１３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１４号「代理行為の承認につい
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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） 

詳細については、総務課長がご説明いたします。 
 
総務課長    報告第１４号についてご説明いたします。 

平成２７年９月議会に提出する議案について、府中町長から教育委員会への意

見聴取があったもので、教育長に対する事務委任規則により同意する旨の返答を

しているものでございます。 
１２ページをご覧ください。 
町長から議会に付議された事件で教育委員会に関係するものは、５件ございま

した。順に内容をご説明いたします。なお、第５０号議案に関連する資料のみ、

教育委員会議資料とは別綴じになっております。 
順番に概要をご説明いたしますが、「第３８号議案（平成２７年度府中町一般

会計補正予算（第２号））」及び「第４３号議案（府中町定数条例の一部改正に

ついて）」については、既に前回８月の教育委員会会議で概要をご説明していま

すので、今回は説明を省略させていただきます。 
それでは「第４２号議案（府中町個人情報保護条例の一部改正について）」ご

説明いたします。これは、マイナンバー制度に係る条例の改正になります。 
通し番号で３０ページ、「第４２号議案参考資料」をご覧ください。 
１に改正の趣旨がございます。法改正に伴い町条例を改正いたしますが、大元

の法律は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律」と長い名前となっております。「番号利用法」と省略されますが、これ

はマイナンバーの利用に関する法律でございます。報道等でもご覧になっている

ことと思いますが、この本年１０月５日から、すべての国民にマイナンバーの通

知が行われ、平成２８年１月から利用開始されることとなりました。 
これに合わせて、マイナンバーの厳正な管理と適切な運用を行うため、府中町

の個人情報保護条例を一部改正するものでございます。 
基本的には、番号利用法の改正に合わせて条例の方も定義であるとか、利用の

制限、提供の制限、利用停止の請求事由の追加等を改正するということになって

おります。 
続きまして３１ページの（２）情報提供等記録に係る改正についてご説明しま

す。改正条例第２条による改正です。 
まず「ア 定義」といたしまして、「情報提供等記録」という用語について定

義しています。「情報提供等記録」とは「情報提供ネットワークシステムにおい

てやりとりされる特定個人情報に関する記録」をいいます。 
続いて「イ 情報提供等記録の訂正の通知」についてです。情報提供等記録を

訂正した場合は、情報提供ネットワークシステムを管理する総務大臣及び情報提

供者又は情報照会者に通知すると法に規定されており、条例においても同様とす

るものです。 
最後に施行期日について、第１条に係る改正については、マイナンバーの通知

が始まる平成２７年１０月５日からとし、第２条に係る改正については、情報提

供ネットワークシステムを通じた関係機関による情報連携が開始される日とし、

現在の予定では２年以上先の平成２９年１月とされています。 
マイナンバー制度については、制度自体も分かりにくいものとなっております。

政府の広報資料をお配りしておりますので、こちらも参考にご覧ください。 
政府広報と書いてある「あなたにもマイナンバーが通知されます」という A３二

つ折りの資料に簡単な導入スケジュールがございます。資料をお開きください。 
制度実施の流れが下の方に記載してあります。 
平成２７年１０月から通知の送付開始、平成２７年１月から社会保障、税、災
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害対策の手続でマイナンバーの利用が開始され、申請者に個人番号カードの交付

が始まります。平成２９年１月から国の行政機関の間で情報連携を開始し、７月

には地方公共団体等も含めた情報連携が開始される予定となっております。 
続きまして、「第４３」号議案 府中町職員定数条例の一部改正について」は、

先ほども申し上げましたとおり、説明を省略させていただきます。 
続きまして、「第４４号議案 府中町職員の退職手当に関する条例及び府中町

職員の再任用に関する条例の一部改正」についてご説明します。 
年金制度の改正により公務員の共済年金も厚生年金に一本化されることになりま

した。そのことに伴い条例の根拠法令が変わるため、関係条例を一部改正するも

のです。 
府中町職員の退職手当に関する条例の一部改正についてご説明します。 
３８ページの条例の新旧対照表と４０ページの参考資料を併せてご覧ください。 
第３条は、退職手当の基本額を定めている条例ですが、第２項において、自己

の都合により退職した者の退職手当の基本額をそれ以外の場合より少なく設定し

ているものです。 
「自己都合による退職」ということを規定する際に、傷病又は死亡による場合

を除いておりますが、その「傷病」を規定する根拠法令が、「地方公務員共済組

合法」から「厚生年金保険法」に変更になったため、条例を一部改正するもので

す。 
次に、府中町職員の再任用に関する条例の一部改正についても同様でございま

す。 
３８ページ条例の新旧対照表の下の段と４１ページの参考資料を併せてご覧く

ださい。 
まず「特定警察職員等」と申しますのは、警察官若しくは皇宮護衛官又は消防

吏員若しくは常勤の消防団員でありまして、府中町では消防吏員がこれに該当し

ます。 
職員の再任用制度については、年金の支給開始年齢の引き上げに合わせ、年金

の支給まで再任用されるという制度ですが、行政職と消防職については、年金支

給開始年齢の引き上げの時期が異なり、消防職の方が遅くなっております。これ

により、再任用が満了する年齢が適用される時期がずれております。このことを

附則で定めているわけですが、「特定警察職員等」を規定する根拠法令が、「地

方公務員共済組合法」から「厚生年金保険法」に変更になったため、条例を一部

改正するものです。 
続きまして、「第５０号議案 平成２６年度府中町歳入歳出決算の認定につい

て」です。 
別綴じでお配りした第５０号議案と記載のある資料をご覧ください。 

決算に関する資料は膨大になりますので、平成２６年度の府中町の決算の概要が

分かるような資料を抜粋してまとめさせていただきました。 
資料 No.１府中町各会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書（抄）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、議会前に監査委員が監査を

行った結果及び意見書でございます。全部で６２ページとなる冊子ですが、決算

の概要がわかるものとなっておりますので、一部を抜粋して教育委員会議の資料

といたしました。 
まず２ページ決算の規模がございます。過去５年間の府中町の決算規模の表が

ございまして、歳入・歳出ともに増加しております。次に３ページ決算収支をご

覧ください。次に記載のページ番号で１２ページをご覧ください。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２６年度は０．８６５と若干下がりましたが、県内トップ

クラスとなっております。 

5 
 



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指標です。平成２６年度は４．０ポイント

上昇し１００．６%となっており、非常に硬直している、という数字となってお

ります。要因ですが、福祉事務所設置に伴う（生活保護等に係る）扶助費等分子

となる経常的経費が増加しましたが、その財源となる特別地方交付税が統計上は

臨時的な経費という扱いになるため、分母となる経常的な収入に算入することが

できません。これにより、構造的に経常収支比率が１００％超える結果となって

いるものです。     
次に４枚めくっていただいて記載のページ番号１６ページ、カラーでグラフの

あるページをご覧ください。一般会計歳入推移です。円グラフが下から平成２４

年度、平成２５年度、平成２６年度の３カ年の推移がわかるものとなっています

が、歳入総額は１４２億円、１４５億円、H２６が１５１億円と増加しているの

がわかります。特に町税は、６６億円、６６億６千万円、６８億７千万円と増加

しております。また右手の小さな円の地方交付税ですが、H２４から８億７千万

円、８億８千万円、H２６は１４億１，５００万円と大きく増加しています。こ

れは、先ほども申し上げました、福祉事務所設置に伴う特別地方交付税の増額が

主な増加要因となっております。 
また地方消費税交付金が H２５年度４億８，６００万円から H２６年度５億９

千万円近くと大幅に増加しています。これは平成２６年４月の消費税率の改定が

影響しております。 
次に２枚めくっていただいて記載のページ番号が３０ページ、一般会計歳出の

推移をご覧ください。円グラフをご覧ください。濃いピンクの教育費ですが、H
２５年度から H２６年度にかけて大きく減額となっています。これは、府中小学

校の耐震化工事が平成２５年度に完了したことによるものです。また、民生費が

４８億から６１億に増加しておりますが、ここに福祉事務所開設の経費が計上さ

れています。 
次の３９ページ中ほどから４０ページについては、教育費の決算状況です。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６１ページからの決算等に係る総括的意見をご覧ください。 
下から３行目から福祉事務所設置に伴う扶助費の増額、及びその財源が特別交

付税であることが記載されています。続く６２ページの上４行において、財源措

置について、経常的経費である普通交付税でなされるよう国等への要望が望まれ

る、とあります。 
次に資料 No.２をご覧ください。 
これは第５０号議案とは別に府中町の財政状況を示す数字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。裏をめくってく

ださい。 
平成２６年度の健全化判断比率の表がございます。 
平成２６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１２．４%、将来負担比率が１３０．４%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、（）の中の数字を超過した

場合、「財政再生団体」となるということで、何年か前に夕張市が大きく報道さ

れましたが、この数字を超えると財政的には完全に赤信号となるという数字です。

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２５年度と比較して平成２６年度は健全度

が高くなっている状態です。 
次に資料 No.３「平成２６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２６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。１－２ページが町全体の事業まとめた主文で、
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３ページ以降個別の事業について記載されていますが、教育費については１０ペ

ージから１１ページとなっております。 
ここに記載されるのは、府中町の第３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国際理解教育事業、

施設整備においては、小学校及び中学校の耐震化事業、社会教育においては、３

次総においては、くすのきプラザ開館が一大事業となっておりますので、図書館

活動事業及びくすのきプラザ体育施設管理運営事業を記載しております。 
決算については以上です。 
なお、議会に付議されたすべての議案については原案可決され、また第５０号

議案については、決算の認定がなされております。 
以上、５件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、教育委員会に報告し承認

を求めるものでございます。 
 
教 育 長    何かご質問等ございませんか。 
 

（なし） 
 
教 育 長    ないようでございます。では日程第４、報告第１４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１４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、第１４号議案「児童生徒の健全育成に関

する府中町教育委員会と広島東警察署との相互連絡制度に関する協定書の締結に

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） 

詳細については、学校教育課長がご説明いたします。 
 
学校教育課長  「児童生徒の健全育成に関する府中町教育委員会と広島東警察署との相互連絡

制度に関する協定書」の案とさせていただいております。これまでも生徒指導上

の諸問題等の対応につきましては、各校と組織的な対応を行っており、関係機関

との連携も積極的に行うということで県の方からの指導もありまして、警察等の

連携は、日常的に行っているのですが、正式な取り決めをしていませんでした。

そこで、今回、県教委は県警本部との連携、各市町におきましては、それぞれ所

管する警察署との協定書をもってすすめていくということであります。      
この協定は、児童生徒が規範意識を高め、健やかに成長できるよう、甲及び甲

が所管する学校と乙が、児童生徒の非行、問題行動及び犯罪被害の防止並びに健

全育成に関して、相互に児童等の情報を提供し、自らの役割を果たしつつ、問題

の所在を相互に理解した上で、緊密な連携を行うことにより、児童生徒及び保護

者を支援することを目的としております。 
連絡する内容は、それぞれ、警察署から教育委員会へ、教育委員会や所管する

学校から警察署へ協議を行うものが掲げてあります。 
 
教 育 長    何かご質問等ございませんか。 
 

（なし） 
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教 育 長    ないようでございます。では日程第５、第１４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１４号議案については、そのように決し

ます 
 
教 育 長   以上で本日の議事日程を全て終了しましたので、これをもって本日の会議を閉会

いたします。 
 

（閉議 午後０時３０分） 
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