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報告協議事項 

１ ６月の行事予定等について 

２ 平成31年度人事異動の概要について 

３ 広島県西部教育事務所芸北支所の取組について 

４ 教員採用試験について 

５ 新しい学びプロジェクトについて 

６ 「基礎・基本」定着状況調査の児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調

査について 

７ 学校訪問について 

８ その他 

 



 

【 議 事 録 】 

 

 

 日程第１、開会                        （午後１時30分開会） 

 

教育長） 

皆さん、こんにちは。 

今日は午後からの開会ということで、みなさんお忙しい中お集まりいただきましてありが

とうございました。 

先日来、大変な暑さで、これからまた１週間近く 30 度を超す夏日になるのではと言われ

てますが、体調を崩さないようによろしくお願いします。 

今日の議題について、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、いかがしょうか。 

 

 清胤委員） 

 はい。議案第13号安芸太田町社会教育委員の委嘱についてから、議案第16号安芸太田町

学校運営協議会委員の委嘱についてまでは、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、ただ今の清胤委員の発議について採択いたします。 

議案第13号安芸太田町社会教育委員の委嘱について、議案第14号安芸太田町公民館運営

審議会委員の委嘱について、議案第 15 号安芸太田町立図書館協議会委員の委嘱について及

び議案第 16 号安芸太田町学校運営協議会委員の委嘱については、公開しないで審議するこ

とに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

  （全員挙手） 

 

   全員賛成と認めます。従いまして、議案第13号から議案第16号までを公開しないで審議

することといたします。 

 

 日程第２、教育長報告 

 

 教育長） 

  （以下の項目について報告） 

  

  １ ５月～６月の学校等の状況 

   ① 天皇退位・即位に係る大型連休（４月27日～５月６日） 

   ② 全国町村教育長会総会・研究大会（５月８日～10日）東京 

   ③ 安芸太田中体育祭・加計中運動会（５月11日） 

   ④ 新しい学びプロジェクト連絡協議会（４月13日）京都市 



   ⑤ 山県地区教科用図書採択協議会開催（５月16日）北広島町 

   ⑥ 町内小学校連合修学旅行（５月22～23日）姫路・神戸方面 １泊２日 

   ⑦ 【予定】広島県町教育長会総会・研修会（５月24日）広島市 

   ⑧ 【予定】安芸太田町総合教育会議（５月29日）川森Ｃ 

   ⑨ 【予定】広島県市町教育委員会連合会総会・研修会（５月30日）広島市 

   ⑩ 【予定】山県郡町教育委員会連合会総会・研修会（６月３日）北広島町 

   ⑪ 【予定】６月定例議会開会（６月７日～） 

  ２ 全国町村教育長会総会・研究大会（５月８日～10日）東京 

   ① 全国町村数 925町村（令和元年５月１日現在） 

   ② 初等中等教育における今日的課題 

    ・新学習指導要領の円滑な推進 

    ・学校における働き方改革 

    ・教育の情報化の推進（ＩＣＴ） 

    ・新時代の学びを支える先端技術活用推進 

    ・いじめ・不登校・児童虐待対策 

    ・地域と学校の連携・協働（ＣＳ：コミュニティスクール） 

   ③ 記念講演 

    ・「ＡＩ社会を生きる子供たちをどう育てるか」 

      講師：新井紀子（国立情報学研究所所長・《一社》教育のための科学研究所代理理

事）著書「ＡＩ VS. 教科書が読めない子どもたち」 

  ３ 服務規律の徹底について 

    ・セクハラ・飲酒運転等の未然防止 

    ・交通違反や交通事故の未然防止 

 

 教育長） 

私からは以上です。 

   何かご質問等ありますか。よろしいですか。 

 

 日程第３ 議事 

 

 教育長） 

   議事に入らせていただきますが、議案第13号から16号までは後程させていただきます。

「議案第17号安芸太田町立小・中学校の通学区域に関する規則の一部改正について」、「議

案第18号安芸太田町遠距離児童・生徒及び園児通学（園）費補助金交付規程の一部改正に

ついて」を一括して説明していただき審議したいと思います。 

 

 淺田課長補佐） 

   （議案説明）集落編成変更に伴う通学区域等の一部改正 

 

 教育長） 

   議案第17号、18号と一括説明ありましたが、何かご質問ありますか。 

 

 河野委員） 

   対象の子どもはいますか。 

 

 児玉課長） 



   おりません。 

 

 教育長） 

   議案第17号、18号を一括してお諮りしたいと思います。 

   議案第17号及び議案第18号について、原案のとおり賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

  （全員挙手） 

 

 教育長） 

   全員賛成ということで、議案第17号安芸太田町立小・中学校の通学区域に関する規則の

一部改正について、及び議案第18号安芸太田町遠距離児童・生徒及び園児通学（園）費補

助金交付規程の一部改正については、可決いたしました。 

   それでは次に、報告・協議に入ります。 

 

 日程第５ 報告・協議 

 

 教育長） 

   ６月の行事予定についてお願いします。 

 

 上田課長） 

   （吉水園春の一般公開について説明） 

 

 河野委員） 

   吉水園の水不足は、以前は消防団が出ていたと思いますが、対応が心配ですがどうですか。 

 

 上田課長） 

   総務課へ放水訓練依頼をしており、今日の午後、することになっておりました。 

 

 清胤委員） 

   人工の雨を降らせるということですか。 

 

 上田課長） 

   水のない所なので、長尾神社の前の屯所からホースを13本つないでする予定でしたが、

雨が降ったので中止にしました。池の中にはいるとは思いますが、雨が降らないと木の上に

移動して卵を産まないようです。吉水園については、そのような状況です。 

 

池野委員） 

   先ほど説明があった、安芸太田中学校が吉水園の掃除の手伝いをしたことについては、合

併して安芸太田町全体という意味においてはいいことだと思います。 

 

 清胤委員） 

   私も中学生の清掃活動を聞いてすごくいいことだと思いました。町の天然記念物を守ると

いうことにもなり、広報に載せられたらと思います。正覚寺の庭にも吉水園のミニサイズが

あり、今年は一つも卵はないしカエルも鳴かないので、公開の時に産卵がないのは心配です

ね。 

 



 上田課長） 

   確かに雨が降った翌日に見に行くと卵がたくさんつけている状況でした。吉水は群生して

いるということで天然記念物として指定されていますが、やはりそれを見に来られた方に人

工の雨にはなっても見ていただきたいと思います。 

 

 教育長） 

   よろしいでしょうか。６月の次の週も特別公開ということですかね。 

 

 上田課長） 

   はい、加計さんの方で特別公開をされます。 

 

 教育長） 

   それでは、次の報告２ 平成31年度人事異動の概要についてお願いします。 

 

 林主幹） 

（平成31年度人事異動の概要について説明する。） 

 

教育長） 

何かご質問ありますか。 

それでは、続いて広島県西部教育事務所芸北支所の取組についてお願いします。 

 

林主幹） 

（広島県西部教育事務所芸北支所の取組について説明する。） 

 

教育長） 

よろしいでしょうか。 

では、続いて教員採用試験についてお願いします。 

 

 林主幹） 

（教員採用試験について説明する。） 

 

 教育長） 

何かご質問等ありますか。 

 

 河本委員） 

   希望者がすごく減っているのでしょうか、倍率がすごく下がっているようですが。 

  

 教育長） 

   今、募集人員そのものも膨れています。県だけでも1,000人近いのではと思います。以前

は 700～800 人がピークだったかと思います。ここの志願者・受験者が 4,000 いくらで約

1,000人は違いますね。ですから、他の業種へ流れている。小学校が去年の受験レベルで1.7

倍ですから、よそでは1.2倍というのも聞いております。６倍ぐらいがだいたい今までだっ

たと思います。 

 

 河野委員） 

   今度小学校は専門の教科担任制と聞きますが、どうですか。 



 教育長） 

   今でも、例えば加計小学校の英語の担当の先生は英語ということで入っております。それ

から、退職教員ですが、理科の専科ということで小学校を回っている理科の先生がいます。

今までもやっておりゼロではないですが、よりそれを進めるという意味です。 

 

 河野委員） 

   小学校は全部で中学校は専門、その意味とは違うということですか。 

 

 教育長） 

   違います。小学校の免許を持っていれば中学校を教えられませんし、中学校はそれしか教

えない。音楽の専科というのは、大きい学校では昔からありました。この教科担任制という

のは大きい学校での話で、どういう発想をもっておられるのかわかりませんが、複式の学校

では考えられない制度です。 

 

 河野委員） 

   ちょっと聞いてみます。今、採用試験を受けようと経験を積んでいる先生がおられますよ

ね。 

   頑張っておられて、評判のいい先生がおられるので、何とか特別選考みたいなのとかで、

しょうがないかもしれんけど、なんとかなったらいいなと思います。 

 

 教育長） 

   よその県で採用されていろんな事情でその県を辞められて広島県へ来られたという場合、

つい最近までは最初から受け直さなければならなかったんですが、よその県で教員としての

資格を持っていれば、特別選考ということで、ほとんど資格を有していると同じくらいの扱

いになっています。30 年くらい前までは異動してくるような感じで入って来ていたのです

が、途中からゼロになって機能しなくなり、またそれに近い状況に戻ってきています。 

 

 河本委員） 

   二次選考の１週間後が特別選考なので、そこで人数が決まるということですか。 

 

 萩原主幹） 

   採用枠の数については、特別選考が得なのかどうなのかも含めて情報が出ていないのでわ

からないところです。 

 

 河本委員） 

   勉強しながら働きながらで大変だと思うので、ここで日程が違うので優先されればいいな

と思いました。 

 

 林主幹） 

   昨年度、町内の先生で特別選考を受けた先生もおられますが残念ながらだめで、今年こそ

はという思いでおられます。 

 

 教育長）  

   それでは次に入ります。 

   報告・協議 ５ 新しい学びプロジェクトについてお願いします。 

 



 萩原主幹） 

   （新しい学びプロジェクトについて説明する。） 

 

 河野委員） 

   先生方ががんばっておられると思う中で、働き方改革の部分が気になりますがどうです

か。 

 

 萩原主幹） 

   働く時間の拘束される時間やそれをしなければいけない時間とか、何も負荷がないとは思

っていません。しかしながら、教職員は研修・研鑽をしなければいけないという身分にあり

ますので、限られた中で進めていくことは必要だと思っております。説明の中にありました

メーリングリストや遠隔授業は、ある意味場所を移動しなくても席でできる、自分の空いた

時間を使えるという、ある意味働き方改革の部分があると思います。先生方には、責任感を

持っていろいろやったり、熱心に取り組んでいただいたりしている方もおられます。その

時々の自分の状況に応じて授業研究や授業づくりをしていただいているのではないかと思

っております。町教委としてもフォローできる部分はしていきたいと思います。ＩＣレコー

ダーに録音された発話記録の収集やテレビ会議システムを使った授業の時のスタッフ的な

ものを含めて学校には極力負担をかけないように事務局で行うことにしています。 

 

 教育長） 

いいですか。 

では、「基礎・基本」定着状況調査の児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査についてお

願いします。 

  

 萩原主幹） 

   （「基礎・基本」定着状況調査の児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査について説明す

る。） 

 

 教育長） 

   この調査は「毎朝ごはんを食べていますか」といったような長年やっている調査です。 

   次に、７ 学校訪問についてです。 

 

 林主幹） 

   （学校訪問について、説明と出席確認をする。） 

 

 教育長） 

   それでは、先ほど公開しないで協議することとした議案の４つについて、これから審議を

行います。 

 

 日程第４ 議事 

 

   （議案第13号～16号 非公開により審議する。） 

 

 教育長） 

   それでは、次回第６回の教育委員会議の日程について、事務局から提案と調整をお願いし

ます。 



 

林主幹） 

  ６月21日金曜日、13時集合、13時30分開会で予定させていただきます。 

 

 

教育長） 

   以上で第５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。 

 

                                             

（午後２時47分 閉会） 

 

 


