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【 議 事 録 】 

 

 

 日程第１、開会                        （午前９時35分開会） 

 

教育長） 

皆さんおはようございます。今日は８時前に大阪の北部の方で震度６弱の地震があったと聞

いています。今のところ大きな被害の報道はされていませんけれども、一昨日も群馬県で震度

５を超える地震があったそうです。本町でも６月６日に国道191号での崩落事故で加計高校の

先生が亡くなられるという大変残念な状況でございました。現在、復旧等の検討やスマート

IC を含めた高速道路の無料化など県としても様々な対策を検討していただいておりますけれ

ども、一刻も早い復旧を期待したいと思います。 

さて、今日はたくさんの議事等ございますけれども、議題の中で公開になじまないものがあ

れば最後に回して審議したいと思いますが、いかがでしょうか。清胤委員。 

 

清胤委員） 

議案第９号の安芸太田町学校運営協議会委員の委嘱についてと議案第 11 号、第 12 号、第

13 号の社会教育委員の委嘱等については、いずれも人事に関する案件ですので、審議は非公

開が適当ではないかと思います。 

 

教育長） 

他にご意見ございませんか。 

 

（な し） 

 

それでは、お諮りしたいと思います。ただ今の清胤委員の発議について採決いたします。議

案第９号の安芸太田町学校運営協議会委員の委嘱について、第 11 号安芸太田町社会教育委員

の委嘱について、第12号安芸太田町公民館運営審議会委員の委嘱について、第13号安芸太田

町立図書館協議会委員の委嘱については、公開しないで審議することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成と認めます。従いまして、議案第９号、11号、12号、13号は公開しないで審議す

ることといたします。 

 

 

 日程第２、教育長報告 

  

教育長） 

それでは、私からの報告を資料の１ページにより行います。 

１「５月から６月の学校等の状況」 

広島県市町の教育委員会の連合会総会が５月 29 日にありました。県教委への要望等もさせ

ていただきました。この総会の中で正山幸夫元教育委員さんが教育功労表彰ということで、国

の表彰と県の表彰がございました。残念ながら正山さんは出席されませんでしたので、私の方



で代わって持って帰らさせていただきました。13 年間在職していただき、大変ありがたく思

っております。５月 31 日には山県教科用図書採択地区協議会を開きまして、小学校と中学校

の教科書の採択に向けての作業をスタートさせていただきました。次に全員お揃いではありま

せんでしたが、山県郡教育委員会連絡協議会総会ならびに研修会を北広島町で行いました。芸

北地域ということで、八幡のアンデルセン所有の元八幡小学校校舎で会議をし、その後樽床ダ

ム湖畔にあります国指定の古民家の復元、茅葺屋根の家の様子を見させていただきました。こ

ういう文化財の保存、維持管理というのは大変ですけれども、茅葺だけでも数千万円かかると

いうように聞いていますし、総工費も１億かかると言われていました。貴重な話しを聞かせて

いただきました。参加された方、ご苦労様でした。それから６月８日から定例町議会がありま

して、これは後ほど一般質問もありましたのでご紹介させていただきます。特に町長、副町長

の先般の不祥事に関わります給与の減額等について、賛成多数で可決されました。次に予定で

ございますが、明日から３日間、皆さんと一緒に町内の学校訪問をさせていただきます。よろ

しくお願いします。それから町の防災会議が今週ございます。土曜日ですが山県・高田地区の

学校経営研修会ということで、校長、教頭、主幹等の候補者育成ということで研修会をされま

す。これは主に校長会を中心にやっていただき、芸北支所の支援もいただいて行われます。次

の日曜日ですが、広島県子ども会連合会主催の健全育成大会が戸河内のふれあいセンターで行

われます。主には安芸太田町の特徴ということでライフル射撃をしっかりと打ち出して、参加

者や子どもさんにも体験していただき、親子チームの競技も行うというふうに聞いております

けれども、こういうものがあります。それから、安芸太田町の学校運営協議会、いわゆるコミ

ュニティ・スクールの今年度第１回の会が７月の上旬に行われます。７月８日にはグラウン

ド・ゴルフ大会が深入山であります。 

２「国道191号砂ヶ瀬の崩落事故」 

すでにたくさんの報道がされていますが、６月 14 日に安芸太田町と町議会として、知事な

らびに県の議長に対して緊急要望書を提出されました。 

３「安芸太田町議会６月定例会一般質問について」 

直接的には大江議員さんの質問で、就学前保育・教育について、安芸太田町の行政としてど

のような理念を持っているのかという質問がひとつ。それから、既存の各就学前保育・教育施

設の利点と問題点についてという質問がありました。これについて私の方からは、保育も教育

も就学前については大切であるということと、かつての保育所・幼稚園とを考えれば現在は認

定こども園も備え、保育所も認定こども園も教育を充実させますよということ、これをもっと

強化しなくてはいけないということを述べさせていただきました。教育施設の利点と問題点の

質問についてですが、少人数できめ細やかにという利点はありますけれども、残念ながら幼稚

園については、保護者の働き方の環境もあって短時間の幼稚園に預けることができない保護者

が増えている中では少人数の活動しかできなくなってきていることが課題であるということ

を申し上げています。その他は教育に関わってはありませんでしたが、関連といえば統廃合い

たしました校舎や土地の跡利用ということについて質問がありました。主には地域づくり課で

答えていただいたところです。 

４「平成31年度使用小学校・中学校教科用図書採択について」 

先ほど申し上げました教科書の採択に関わりましては、５月 31 日の山県地区教科用図書採

択協議会、その後選定委員会、現在は各教科の調査員によって調査が進められているところで

す。８月の中旬あたりで選定委員会からの答申があろうかとは思いますが、それを受けて地区

の協議会での採択、あるいは教育委員会での採択という方向で進めていきたいと思います。 

５「服務規律の徹底について」 

交通事故については、本人に責任がない場合も多々あります。駐車場に止めている車にぶつ

けられるとかですね、本人が責任が無くても、常に報告をいただき、未然防止について取り組

みを進めていただくよう校長会にもお願いしています。私からは以上でございます。 



 

 何かご質問等ございますか。よろしいですか。 

 

 

 日程第３、議事 

 

 教育長） 

  議案第10号安芸太田町学校関係職員定期健康診断実施要領についてを議題とします。事務

局より説明をお願いします。 

 

 児玉課長補佐） 

  （議案第10号安芸太田町学校関係職員定期健康診断実施要領について、変更点を説明する。） 

 

 教育長） 

  議案について質疑に入りたいと思います。ご質問ありませんか。 

  だから、新たに加わった検査項目というのは。 

 

 児玉課長補佐） 

  今までは、身長、体重、既往歴等々が全員が受ける内容だったんですけれども、そこに 40

歳以上にありました、腹囲測定や血液検査の貧血、肝機能、脂質検査、血糖検査や心電図検査

等が全員受診に加わっています。 

 

 教育長） 

  若い人は受けない項目があったということですね。 

 

 児玉課長補佐） 

  そうですね。今申し上げた内容はどちらかと言えば医師がしなくてもよいとした場合は省く

ことができるとしている項目ですが、一応全員が受診する項目とするということです。 

 

 教育長） 

  何かご質問ありますか。よろしいですか。 

それではお諮りします。議案第 10 号安芸太田町学校関係職員定期健康診断実施要領につい

て原案のとおり賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ということで、議案第10号は原案のとおり可決いたしました。 

 

 

 日程第４、報告・協議 

 

 教育長） 

  １「７月の行事予定について」生涯学習課から説明をお願いします。 

 

 生涯学習課長） 

  （行事予定について説明をする。） 



 

 教育長） 

  ７月行事についてご質問等ありませんか。 

  ２「コミュニティ・スクールの導入・進捗について」学校教育課から説明をお願いします。 

 

 林主幹） 

  （コミュニティ・スクールの導入・進捗について国等の状況を説明する。） 

 

 教育長） 

  何かご質問ありますか。よろしいですか。 

３「科学アカデミーについて」説明お願いします。 

 

 林主幹） 

  （科学アカデミーの予定等について説明する。） 

 

 教育長） 

  ご質問ありますか。はい河野委員。 

 

 河野委員） 

  各30人の募集人数というのはどうなっていますか。 

  

 林主幹） 

  技術士会の方の材料の準備ですとか、プログラミングの方ではパソコンの台数などの兼ね合

いがあって30人とさせていただいています。 

 

 河野委員） 

  少ないとか多いとかいうことはないですか。希望者はこれで全員参加できそうですか。 

 

 林主幹） 

  子ども達の地域行事等がない日を選択はしています。 

 

 河野委員） 

  もうひとつ。予算措置というのはどうしていますか。 

 

 児玉課長補佐） 

  予算措置については、技術士会さんは協力という形をとっていただいているので、昼食代と

こちらに来ていただく旅費のみ予算化しています。 

 

 教育長） 

  このアカデミーを担当していただく日本技術士会の中国本部は広島にあるんですが、なぜこ

ちらにお願いしているかと申しますと、東京大学と協調学習を一緒にやっていますけれども、

技術士会が中心となっている日立理科クラブというグループがあって、そこの方が理科の授業

の原案をつくられて、東大でためし授業を行ったということがあって、本町からも当時戸河内

中や加計中の生徒が東京まで行って授業を受けるということがありました。その時にぜひとも

日本技術士会の力を借りて、広島の技術士会の方に活躍していただいて、ここの町で理科の授

業をやっていきたいということをお願いしましたら、大変喜んでいただきまして、日本技術士



会とすれば社会貢献として、いわゆるボランティアでやりたいということで６年が過ぎており

ます。メンバーはOBの方が主ですが、例えば瀬戸内海や九州に架かっている大きな橋ですと

かトンネル、世界的な建築構造物に直接かかわった、あるいは設計したという人ばかりがおら

れます。あるいは液晶の発明だとか、いわゆる博士号を持っておられないとなれないんだそう

で、自負を持っておられる方々です。これまでも広島工業大学、広島国際大学の学生さんや教

授も加わっていただいてやってきた経緯があります。そういう点では安芸太田町のアカデミー

で開発したものが次の年にはよその地域で使われるというような、ある意味では常に新しいも

のを持ち込んでやりたいということで、大変努力しておられます。 

 

 河野委員） 

  今、そういった説明を受けて、今までは大きな予算を伴う事業だと思っていましたが、非常

にありがたいことだと思いました。 

 

 教育長） 

  たとえば、ラジオキットといって組み立てたらラジオができるというのもありましたが、そ

れらは技術士会の皆さんが、経済産業省の補助金制度を利用されて、そのキットを準備して提

供される、それなりに資金調達されて独自にやっていただいています。できるだけ続けてやっ

ていけるようつながりをつくってきたいと思います。 

 

 清胤委員） 

  毎年の参加者はどうなっていますか。 

 

 萩原主幹） 

  通年は夏休みの前半と後半くらいで、小学生メインのものと中学生メインのものとを行って

います。小学校の方は、放課後子ども教室や児童センターに呼びかけしてもらって、平日にた

くさん来てもらって、ほぼ満員といった状況です。中学校の方はどうしても部活があったりで

その後に来てもらったりしていますが、15～16 名くらいは参加があります。中学校の場合は

かなり高度なものをしていただくので、30 人もいるとなかなか終わりませんので、丁度良い

くらいの人数だと思います。本年度も同じように呼びかけする予定ですけれども、プログラミ

ングの方はかなりニュース等でも取り上げられていますので、興味を持ってもらえるのではな

いかと考えています。 

 

 清胤委員） 

  安芸太田町は人口も少ないですけれども、教育の先進地域ではないかと思っています。今説

明いただいたように、いかに日本技術士会の方の取組がすばらしいとかを広報等に載せられ

て、広く町民、保護者の方々に周知していただいて、子どもに行った方がいいよとか家庭内で

言っていただければ、すばらしい催しだと思いますのでよろしくお願いします。 

 

 萩原主幹） 

  ありがとうございます。毎年開催後には広報に写真と内容について載せさせていただいて、

技術士会のことについても少しだけ紹介させていただいています。おっしゃっていただいたよ

うな取り組みもさせていただきます。 

 

 教育長） 

  よろしいですか。 

  ４「管理職選考について」説明をお願いします。 



 

 林主幹） 

  （平成31年度の管理職等選考について説明する。） 

 

 教育長） 

  何かありますか。よろしいですか。 

  ５「安芸太田町就学前保育・教育のあり方検討委員会の報告について」お願いします。 

 

 学校教育課長） 

  （第２回安芸太田町就学前保育・教育のあり方検討委員会の意見等について報告する。） 

 

 教育長） 

  この件について何かご質疑ありますか。よろしいですか。 

  ６「教育委員学校訪問について」お願いします。 

 

 萩原主幹） 

  （教育委員学校訪問の日程確認等について説明する。） 

 

 教育長） 

  ほめていただく部分はほめていただき、気が付いた部分はしっかりと言っていただいてと思

いますので、よろしくお願いします。日程等でご要望等ありませんか。 

 

 清胤委員） 

  給食を２回いただくことになっていますが、共同調理場は２箇所ありますよね。それぞれの

給食を体験できるということですよね。 

 

 萩原主幹） 

  はい。そうです。それぞれ特色もございますので１回ずつと思っております。 

 

 清胤委員） 

  料金は同じ設定ですか。 

 

 萩原主幹） 

  はい。今回は小学校でということで量は少ないのですが１食252円です。中学校は309円で

統一しています。 

  

 教育長） 

  他にありませんか。 

  ７「服務規律の厳正確保について」 

 

 林主幹） 

  （県教委記者発表資料により教職員の懲戒処分について説明する。） 

 

 教育長） 

  何かございますか。よろしいですか。 

  その他、事務局から何かありますか。長尾課長。 



 

 学校教育課長） 

  学校ICTの機器整備について、現在の状況を報告させていただきます。児玉課長補佐を主担

当に着々と準備を進めてまいりまして、６月の初めには契約担当に起案を回しております。入

札にあってはプロポーザル方式を採用するということで、現在総務課の方で整理をしていただ

いているところですけれども、この事業は今までに例がなく、当初予定しておりました時期か

ら後ろに下がってきている状況です。間もなくだと思いますがホームページで公募ということ

になろうかと思います。それを経過してプロポーザルという流れになります。現在、総務課か

ら聞いておりますのが、仮契約が７月下旬、金額が700万円を越える備品購入は議会の議決が

必要ということになりますので、契約に関しては議決案件になろうかと思います。こちらが８

月上旬に臨時議会という流れになると聞いております。以上です。 

 

 教育長） 

  若干、遅れが出ているということです。 

  他にありませんか。 

それでは議案で最後に回して審議するとしていた議案第９号、議案11号、議案12号、議案

13号について非公開で審議します。 

 

  （議案第９号安芸太田町学校運営協議会委員の委嘱について、議案第11号安芸太田町社会

教育委員の委嘱について、議案第12号安芸太田町公民館運営審議会委員の委嘱について及

び議案第12号安芸太田町立図書館協議会委員の委嘱について非公開で説明、審議を行う。） 

 

 

 教育長） 

以上で本日の日程をすべて終了しました。次回の日程について、事務局からお願いします。 

 

 

萩原主幹） 

 次回は７月18日９時30分開会で予定させていただきます。 

 

教育長） 

  以上で第７回安芸太田町教育委員会会議を終了いたします。ありがとうございました。 

 

                                             

（午前10時39分 閉会） 

  

 


