
会 議 結 果 報 告 書 E 

 
 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成２７年１０月２７日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    平成２７年１０月２７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     

 

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１０月２７日（火） 
 
２ 招集の場所   くすのきプラザ 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１５号  代理行為の承認について 

「府中南小学校運営協議会委員の委嘱について」 

 日程第４  報告第１６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」 

 
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

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、私と小濱

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   ○学校教育について 

        ・小学校６年生の修学旅行の実施日及び場所については、資料のとおりです。 
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        欠席の児童は、不登校傾向が１人、不登校が３人でした。 

        ・小学校５年生の野外活動についての実施日及び場所についても資料のとおり

です。欠席の生徒は、病気及び家庭の事情ということでした。 

         この事業は、「山・海・島体験活動ひろしま全県プロジェクト」により、県

から児童一人あたり４，０００円の補助があります。 

        ・中学校１年生の野外活動で江田島青少年交流の家に行っております。 

         次に、１１月初めの「学校へ行こう週間」のお知らせでございます。 

         既に学習発表会等を行っている学校もございます。 

        ・１０月２４日（土）に府中中学校の文化祭・合唱祭がありました。 

         どのクラスも、指揮者が前に立って手を上げた時に、一斉に指揮者の方を見

て揃っていたので、とても頑張って練習してきたことが伝わってきました。 

         今年初めての試みということで、全校生徒６５０人の大合唱がありました。 

         学習発表会等について、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。 

        ・府中緑ケ丘中学校で１０月１３日から１０月１６日まで自由参観を実施され

ました。５４０名の保護者の参観がありました。保護者の感想の中で、「先生

たちの挨拶が良くてとても気持ちが良かった。」「生徒が熱心に授業を受けて

いました。」「３年生の成長を実感しました。」保護者の全体の様子では、学

校をより良くしようという学校側の気持ちを受け止めてもらっていることを感

じました。緑ケ丘中学校からの感想は、気持ちの良い挨拶を返してくれる保護

者が増えてきているように思うということです。 

        ・小中学校の文化祭・学習発表会の実施日は、資料のとおりです。 

○社会教育について 

  子ども司書の活動状況については、別紙資料のとおりです。 

子ども司書とは、児童の中に読書活動を推進するリーダーを育成していく取

組みでございます。学校の中で読書の楽しさや大切さを広めて、児童の読書活

動の活性化を増していくという取組みでございます。 

対象者は、５・６年生で約１０名程度、１年間で本を３０冊以上読んでいる

児童でございます。 

○その他 

  １０月３１日（土）に府中セミナーを実施いたします。横山雄二氏を迎え講

演をしていただきます。今のところ、前売券が７００枚を超えたということで

ございます。 

  １１月１２日（木）に県・市町教育委員会合同研修会がメルパルクでありま

す。 

  
教 育 長    何かご質問等ございませんか。 
 
各 委 員   ○東小学校の音楽会について 
        ・演奏や演技を始める前に子どもたちが、「○○を頑張って今日まで練習して

きました。」とか「○○を意識してみてください。」と最初に紹介してくれる

ところが良かったです。 
        ・昨年よりレベルアップしているように思いました。 
        ・合奏で、５年生の打楽器が合っていたと思いました。 
        ・選曲ですが、先生も研修して、他の学校等のことを研究して、今までチャレ

ンジしてないものに果敢に取り組んで欲しいと思いました。 
       ○府中中学校の文化祭について 
        ・どの学年も真剣に取組んでいたと思います。学年が上がるごとに上手くなっ

ているように思います。自分たちの力で文化祭をやりとげるという気持ちが伝

わってきました。 
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        ・全校合唱では、聞く姿勢、身だしなみや礼の仕方も良くてとても感動しまし

た。 
        ・校歌を歌う機会があれば良いと思いました。 
 
教 育 長    何か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１５号「代理

行為の承認について（府中南小学校運営協議会委員の委嘱について）」を議題と

いたします。それでは説明をお願いします。 
 
教育部長   （議案を読み上げ） 
        コミュニティスクールの運営委員を兼ねており、発令年月日は平成２７年８月

３１日に解除し、平成２７年９月１日に委嘱することとさせていただきます。 
 
教 育 長    何かご質問等ございますか。 
 

（なし） 
 

教 育 長    ないようでございます。では日程第３、報告第１５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１５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１６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） 

詳細については、総務課長がご説明いたします。 
 
総務課長    １０月８日（木）に開催されました平成２７年第５回府中町議会臨時会に提出

する議案について、１０月５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いたします。 
        それでは、内容について、簡単にご説明いたします。 
        工事名は「府中中学校校舎耐震化工事」、工事場所は「府中町宮の町五丁目４

番２８号」工事請負金額は「２６億４千２百７十６万円（税込）」、請負人は「株

式会社 鴻池組」工期は、議会の議決があった日の翌日から平成３０年１月１５

日までとなります。この工事請負契約の締結について、府中町長が議会の議決を

求め、原案可決されております。 
議会議決後平成２７年１０月８日に本契約を締結しております。 

        工事概要についてご説明をいたします。 
特別教室棟、教室棟、工作棟については、改築による新校舎を計画し、管理教

室棟については、耐震補強工事及び長寿命化改良工事を行います。体育館、プー

ルは既存施設を継続して使用します。 
それでは工事内容についてご説明します。 
第５１－１号議案参考資料をご覧ください。 
新校舎の完成予想図を２枚載せております。左上が既存体育館の上空あたりか

ら見た図です。グラウンドに面している真四角の平屋建ての校舎と長四角の３階
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建て校舎は、旧管理教室棟で、現在は２階建てと４階建ての校舎の最上階をそれ

ぞれ解体撤去して、平屋建てと３階建ての校舎になっております。この校舎は、

耐震補強工事及び長寿命化改修工事を行います。その北側（プール側）には中庭

を挟んでコの字型に建物がありますが、これが改築による新校舎です。 
プール及びすでに耐震化工事が終わっている体育館はそのまま残し、現校舎を

一部解体し、その後に新校舎の建築及び管理教室棟の耐震補強工事等を行います。 
右下の完成予想図は、現在の西門から見たアプローチのイメージ図でございま

す。左側の茶色い外壁の建物の１階には、多目的室、２階には図書室が配置され

ます。その右側、１階の人影がある部分が生徒用昇降口となります。 
次に１枚めくっていただき、第５１－２号議案参考資料をご覧ください。新校

舎及び改修する管理教室棟を合わせた施設概要と配置図を記載しております。 
図面の上側に給食棟を表示していますが、給食棟については別発注とし、校舎

の完成時期に合わせて完成させる予定です。 
敷地面積は３６，６２２.９４㎡、延床面積は７，８２６.０８㎡、建築面積は３，

５９８．０７㎡となっております。校舎棟の構造は、鉄筋コンクリート造地上３

階建て、駐車場は車いす利用者用駐車場を含めて８５台分を確保いたします。 
次に１枚めくっていただいて、第５１－３号議案参考資料をご覧ください。 
校舎１階の平面図でございます。図面下側の管理教室棟に事務室、校長室、会

議室、進路相談室、印刷室、生徒指導室３室、職員室、特別支援教室４室、適応

指導教室、保健室を配置し、図面上側の特別教室棟には木工室、金工室、職員休

憩室、ロッカー室、配膳室、多目的室、礼法室を配置し、職員・来客用、生徒用、

特別支援学級用に男女トイレを各１箇所、多目的トイレを１箇所配置し、多目的

トイレはオストメイトを設置します。建物の中央には中庭を配置し、西側には、

生徒用昇降口を配置しています。中庭と廊下の間が点線となっておりますが、こ

この部分は解放廊下の予定で、中庭については、上靴で歩けるような施工を行う

予定にしております。 
職員室、校長室、事務室については、グラウンドや昇降口にいる生徒に目が行

き届きやすく、安全面での配慮ができる位置に配置しています。 
保健室は、特別支援学級に隣接させ、グラウンドにも面した配置とし、さまざ

まなケースに対応できるよう外部への出入り口を設けています。図面上に小さい

赤い三角形があると思いますが、それが出入り口となっております。 
生徒用昇降口は西側の門から登校する生徒が多いため、西側に配置しています。 
管理教室棟の１階の耐震補強工事についてご説明します。 
図面下側の管理教室棟の特別支援教室とトイレ下側の赤い部分、それから廊下

を挟んだ上側の壁面の赤い部分、さらに右側保健室横の個室の下側の赤い部分、

その箇所に枠組み鉄骨プレースを計７箇所設置します。府中小学校東棟や特別教

室棟に設置したものと同様の工法となります。 
また左側の事務室と校長室の間に緑色に表示した部分、右側の保健室隣、スク

ールカウンセリング室・適応指導教室と廊下の間の緑色に表示した部分、こちら

には鉄筋コンクリートの耐力壁を３箇所設置します。 
更に左側、会議室４隅の青で表示した柱、及び、事務室左の校舎端の２箇所の

青で表示した柱、計６箇所については、柱に巻き立て補強を行います。既存の柱

の周りに鉄筋とコンクリートとを巻くことで強度を上げる効果がございます。 
次に１枚めくっていただき第５１－４号議案参考資料をご覧ください。 
２階平面図となります。 
普通教室が６室、多目的室４室、老僧室、配膳室、特別教室として家庭科室２

室、美術室、理科室３室、ＰＣ室、図書室を配置し、生徒用の男女トイレを各２

箇所配置しております。 
利用率の高い特別教室を中間階の２階に配置することにより、生徒の教室移動

に配慮しております。普通教室は、採光を配慮し、南側にまとめて配置していま

4 
 



す。 
管理教室棟２階の耐震補強工事について説明します。 
１階と同様、赤が枠組み鉄骨ブレースによる耐震補強、緑が鉄筋コンクリート

製の耐力壁設置となっておりますが、中央の放送室・多目的室の下側とその向か

い側の廊下計６箇所に枠組み鉄骨ブレースを設置します。また校舎右側の多目的

室と廊下の間に耐力壁２箇所の設置を行います。 
次に１枚めくっていただき第５１－５号議案参考資料をご覧ください。３階平

面図となります。 
３階には普通教室１２室、多目的室５室、配膳室、特別教室として音楽室２室

を配置しています。学年ごとの構成がしやすいよう、普通教室を図面上部の新校

舎棟と図面下側の管理教室棟に６教室ずつ配置しております。また、新校舎棟の

３階には勾配屋根の部分を生かし、ハイサイドライト（壁面高い位置の窓。府中

小にも採用）を設け、採光・通風に考慮しております。 
管理教室棟３階の耐震補強についてご説明します。 

１階・２階と同様、赤が枠組み鉄骨ブレースによる耐震補強となっておりますが、

中央部多目的室の下側及びその向かいの廊下上側の４箇所に設置します。 
管理教室棟の長寿命化改修工事としては、床面、壁面、天井、外壁、窓枠、ト

イレ、建具等の改修を行います。躯体はもとのままですが、見た目についてはほ

ぼ新築に近くなるものとなります。 
続く第５１－６号議案参考資料及び第５１－７号議案参考資料については、各

方角からみた立面図になります。 
次に１枚めくっていただき第５１－８号議案参考資料をご覧ください。 
管理教室棟を改修し、新校舎を建設する間に使用する仮設校舎の概要、配置図

及び平面図でございます。 
図面左下の配置図をご覧ください。仮設校舎は、既存校舎南側グラウンドの一

部を使用して建築します。 
規模は、学校運営に支障のない範囲で極力コンパクトにまとめた計画としてお

ります。 
構造はプレハブ３階建て１棟と２階建て１棟で、延床面積は２棟合わせて５，

２００㎡です。 
エアコンは、普通教室、特別支援学級、特別教室（理科室、家庭科室、音楽室、

技術室、美術室、図書室、コンピュータ教室）、管理諸室（事務室、校長室、職

員室、保健室）に設置します。 
図面右側に表示しています平面図をご覧ください。下から１階、２階、３階の

平面図となっております。 
下段に表示しています１階には、職員室、放送室、保健室、事務印刷室、会議

室、校長室の管理諸室、特別支援学級４室、技術室２室、図書室、ＰＣ室の特別

教室を配置します。 
中断に表示しています２階には、普通教室６室、少人数学級２室、理科室３室、

家庭科室２室、音楽室１室、適応指導教室３室、相談室を配置します。 
３階には、普通教室１２室、少人数学級５室、美術室を配置します。 
１枚めくっていただき第５１－９号議案参考資料をご覧ください。 
上段に工事の順序を追ったステップ図、下段に概略の工程表を載せております。 
まずステップ１今年度いっぱいになりますが、南側グラウンドを工事範囲とし、

薄いブルーで表示された仮設校舎の建設工事を行います。 
平成２８年４月新学期開始までに、旧校舎から仮設校舎への引っ越しを完了す

ることにより、町内小中学校の耐震化率が１００％となる予定です。 
次にステップ２、既存校舎解体時の図となります。生徒は仮設校舎に移って授

業を行い、上段旧校舎周辺を囲った形で旧校舎の解体工事を行います。 
平成２８年４月から平成２８年８月までの予定です。 
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次にステップ３、新校舎の建設と管理教室棟の改修時の配置図です。平成２８

年９月から平成２９年１０月までに新校舎建設・管理教室棟改修を行います。 
別発注の給食棟についても、新校舎の完成と合わせて建設の予定です。 
次にステップ４となります。仮設校舎から新校舎に引っ越しを行い、南側グラ

ウンドを工事範囲として仮設校舎の解体となります。期間は平成２９年１１月か

ら平成２９年１２月を予定しています。 
工期は平成３０年１月１５日までとなっています。 
平成２９年度の工事完了まで３年間の工事を予定しています。その間、授業等

学校活動に極力支障が出ないよう万全の準備を行うとともに、生徒、職員、近隣

の方々の安全確保を最優先に考えて工事を進めることとしております。 
府中中の耐震化工事については以上の内容で１０月８日の臨時議会に上程され、

原案可決となっております。 
なお、保護者及び近隣住民の方を対象とした説明会を１０月３１日（土）の午

後５時から府中中学校で実施する予定でございます。既に生徒に案内を持って帰

ってもらっておりまして、近隣住民の方には、個別に案内を配布しているところ

でございます。 
また、それに先立ちまして、１０月２２日（木）午後５時から教職員対象の説

明会も開催をしているところでございます。 
以上でございます。 

         
教 育 長    何かご質問等ございますか。 
 
坂田委員    トイレは全部洋式になるのですか。 
 
総務課長    全部洋式ではなく、各トイレに洋式はございます。 
 
川野委員    放送室が２階にあるのですが、災害があった時にすぐに対応できるように１階

にあるものなのではないのですか。 
 
総務課長    非常用の放送については、管理もできる職員室か事務室のあたりの１階にござ

います。 
 
川野委員    多目的室が多いのですが、多目的室とは何ですか。 
 
総務課長    多目的室は、どんな用途にも使えるような教室で、もしもクラス数が増えた時

には普通教室としても使うことができるようにかなり多めに作っております。 
        あまり用途を限定した名前を付けると補助金の関係で差しさわりがあるという

ことでございます。 
 
教 育 長    主に使うのは、真ん中を仕切って少人数学級として使う部屋がたくさん欲しい

ので、こういう形で設けているということでございます。 
 
川野委員    ＩＣＴの観点で新しい建物は何か工夫が凝らされているのですか。 
 
総務課長    ＰＣ関係の配管等は、全教室に繋ぐことを前提に備えております。 
 
川野委員    エアコンはどうなりますか。 
 
総務課長    エアコンは、今のところこの工事には入っておりません。ただ、町の意向とし

ましては、なるべく早い時期にエアコンを付けたいということで、具体的にどう

いう形で早い時期に実現できるかどうか検討に入っているところでございます。 
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        エアコンの配管等については、工事の段階に入っております。更に実際のエア

コン設置をどうするかということを検討に入っております。 
 
坂田委員    壁の色はどうなりますか。 
 
総務課長    イメージ的にはイメージ図のような形になると思われますが、色彩計画はもう

少し進んだときに正式に決まってくるようになります。 
 
川野委員    東門から入ると途中から砂利道になっていて、とても歩きにくいのですが、そ

の方が良いのですか。 
 
総務課長    外観的な細かいこともこれから決まってきます。 
 
教 育 長    職員室の横を消防車が入れるように斜めに広くし、現在北側の特別教室棟の高

さを同じ平面にすることにしております。 
 
田村委員    体育祭はどうなりますか。 
 
総務課長    平成２８年・２９年については難しいので、揚倉山健康運動公園等を考えてい

ただくようになります。 
        また、仮設校舎はレンタルでございますので、グラウンドについては、原則と

して、球技は禁止となっております。 
 
小濱委員    工事車両は、東門から入るようになっておりますが、安全面とかはどのように

なっていますか。 
 
総務課長    生徒の安全面を確保するように工事車両の入る時間帯についても配慮するよう

な形ですすめております。南側を囲って工事をする時は、南門の利用も考えてお

ります。 
 
教 育 長    他に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。よって日程第４、報告第１６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    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２時３０分） 
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