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第１号議案 平成 28 年広島県議会２月定例会に提案される教育委員会関係の議案に対する意見につ

いて 

 

下﨑教育長： それでは，第１号議案，平成 28 年広島県議会２月定例会に提案される教育委員会関

係の議案に対する意見について，畦地総務課長，説明をお願いします。  
畦地総務課長： 第１号議案について，御説明申し上げます。 

 平成 28 年広島県議会２月定例会に提案される，教育委員会関係の議案につきまして，

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条により，知事から意見を求められて

おりますので，これに同意する旨の回答をすることにつきまして，御提案申し上げる

ものでございます。 

 今回，議会に提案されます教育委員会関係の議案は，１枚目資料の中ほどにござい

ますように（１）から（９）の９件でございます。少々長くなりますが，資料に沿っ

て順番に御説明をいたします。 

 まず，１ページをお開きください。 

「職員の退職管理に関する条例案」について御説明いたします。 

地方公務員法が平成 26 年５月に一部改正されまして，地方公務員について，再就職

者による依頼等の規制の導入等によりまして，退職管理の適正を確保するための措置

を講ずることとされました。 

このことに伴いまして，本条例案は，退職管理に関し必要な事項を定めるものでご

ざいます。 

具体的には，営利企業等への再就職者のうち，部課長相当職に離職前５年より前に

就いていた者によります現職職員への働きかけを規制するとともに，管理職職員が営

利企業等に再就職した場合は，再就職情報の届出を義務付けることとされております。 

施行期日は，平成 28 年４月１日とされております。 

続きまして，２ページをお開きください。 

「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」についてでございます。 

この条例案は，平成 27 年広島県人事委員会勧告を考慮いたしまして，職員の給料表

を改定するなどとともに，地方公務員法の一部改正に伴い，必要な規定の整備を行う

ものでございます。 

具体の内容についてでございますが，まず，平成 27 年度の改定につきましては，平

成 27 年４月の公民較差に基づきまして，国の俸給表に準じて給料表の改正を行うとと

もに，勤勉手当の支給月額の引上げなど，諸手当の改正を行うものでございます。 

また，国の指定職に準じまして特別職の期末手当の支給月額を引き上げることとさ

れております。 

これらの施行期日は，平成 27 年４月１日となっております。 

平成 28 年度以降の改定につきましては，管理職員の職務・実績をより的確に反映で

きる給与制度とするため，給料月額及び管理職手当の引上げ並びに扶養手当及び住居

手当の廃止等を定めるものでございます。 

人事委員会勧告では，管理職の扶養手当は「全て非支給」となってございましたが，

本県の重要施策である「子育て支援及び少子化対策」に配慮すべきとの意見があった

ことも踏まえまして，本県施策推進の観点を加え，「第３子以降は廃止せず支給」と

いう内容となっております。 

また，地方公務員法の一部が改正されたことに伴い，職務給の原則を徹底するため，

簡素で明確な職制に応じた給料表に改定するとともに，職員の職務を給料表の各等級

に分類する際の具体的な基準となる「等級別基準職務表」を新たに条例に規定するも

のでございます。 

これらの施行期日は，平成 28 年４月１日となってございます。 

また，これに併せまして，「市町立学校職員の給与，勤務時間その他の勤務条件に

関する条例の一部を改正する条例案」も併せて提案されてございます。 

続きまして，３ページを御覧いただければと思います。 

「職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例案」についてでございます。 
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この条例案は，家族を介護する職員の職業生活と家庭生活の両立を支援することを

目的として，介護休暇制度を拡充するために必要な改正を行うものでございます。 

具体的には，現行の介護休暇は最長で６月取得できることとなっておりますが，要

介護者の要介護状態が継続している場合には６月を単位として２年６月の範囲内で介

護休暇を取得できるよう定めるものでございます。 

施行期日は平成 28 年４月１日からとされております。 

続きまして，４ページを御覧ください。 

いわゆる，マイナンバー法の施行に関するものでございますけれども，「行政手続

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に基づく個人番号の

利用に関する条例の一部を改正する条例案」についてでございます。 

行政手続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では，マ

イナンバーを利用することができる事務が限定制限列挙されておりますが，地方公共

団体は，社会保障，地方税又は防災その他これらに類する事務について条例で定めた

場合には，マイナンバーを利用することができることとなっております。 

法令で規定された法定事務について，平成 29 年７月から地方公共団体間において，

マイナンバーを活用して，同一の者に関する個人情報を他の地方公共団体との間で迅

速かつ確実にやり取りする情報連携が始まりますが，法定事務と一体的に処理してい

る県独自の事務についても，マイナンバーを利用して情報連携することで，添付書類

の省略など住民の利便性の向上を図ろうとするものでございます。 

今回，国の第三者機関である個人情報保護委員会が，地方公共団体の独自事務で情

報連携が可能であると示した事務のうち，本県で実施している事務は全てマイナンバ

ーを利用できるように予め規定を整備するものでございます。 

教育委員会関係の事務といたしましては，授業料等の減免に関する事務や特別支援

学校への就学のために必要な経費の支弁に関する事務など，いわゆる，税あるいは住

民票の記載事項をマイナンバーによって取得しようというものでございます。 

続きまして，６ページを御覧いただければと思います。 

「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案」

についてでございます。 

これは，学校教育法等の一部が改正されまして，小学校から中学校までの義務教育

を一貫して行う「義務教育学校」という学校種が新たに創設されたことに伴いまして，

７ページにお示ししております関係条例について必要な規定の整備を行うものでござ

います。 

利用料金の減免の対象者の範囲が，新たに義務教育諸学校に通われる子供さんが入

ってくるということの改正でございます。 

施行期日は，平成 28 年４月１日とされております。 

続きまして，８ページをお開きいただければと思います。 

「広島県教育振興基金条例の一部を改正する条例案」についてでございます。 

この条例案は，本県教育の振興及び充実のための資金として受納した寄附金を，広

島県教育振興基金に積み立てまして，同基金の設置目的を達成するために必要な施策

の財源に充てられるよう，必要な改正を行うものでございます。 

具体的には，「広島版『学びの変革』アクション・プラン」に基づき，「広島版

『学びの変革』推進寄附金」を創設しまして，県民の皆様をはじめとした広島にゆか

りのある方々に広く寄附を募集し，県民総ぐるみで児童生徒や学校の新たな挑戦を応

援する仕組みを整えるというものでございます。 

寄附金の使途としましては，大きく２項目を考えております。 

１つは，「『学びの変革』を推進する県事業」でございます。例えば，海外留学助

成金の拡充でありますとか，海外留学生への奨学金，『学びの変革』を先導的に実践

する学校の設置・運営などへの活用を考えております。 

もう１つは，寄附者が指定する県内の学校において，児童生徒が使用する教材を充

実させるなどの「課題発見・解決学習」を推進するための活用や，海外姉妹校交流及

び異なる国の子供たちとのグローバルキャンプなど，「異文化間協働活動」を推進す

るための活用を考えてございます。 

これは国公私立の設置者を問わず県が窓口となって，新たな寄附の受け入れを行う

という全国的にも珍しい仕組みとなってございます。 
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この度の条例改正は，このように寄附金を活用できるように基金の用途を拡充する

ものでございまして，（３）にありますとおり，これまでの「県立学校の施設整備」

及び「図書館，公民館等の社会教育施設の設備の整備等」に，「基金の設置の目的を

達成するために必要な施策」という項目を追加するものでございます。 

施行期日は，平成 28 年４月１日となってございます。 

続きまして，10 ページをお開きください。 

「広島県学校職員定数条例及び広島県警察職員定数条例の一部を改正する条例案」

についてでございます。 

今回改正されます職員定数条例のうち，教育委員会に関係するものは，「広島県学

校職員定数条例の一部改正」についてでございます。 

これは，学校職員の定数の改正を行うものでございまして，具体的には，１の表に

ございますとおり， 

県立学校の教職員は，「5,270 人」から「5,290 人」へと 20 人の増員，市町立学校

の県費負担教職員は，「14,790 人」から「14,836 人」へと 46 人の増員となっており

ます。 

増減の理由でございますが，表の主な増減要因を御覧いただければと思います。 

小・中・高等学校の児童生徒数の減によりまして，教職員定数が 99 名減りますが，

一方で特別支援学級，特別支援学校に在籍する児童生徒の増加により，111 名の定数増

が見込まれてございます。 

また，国の加配定数の活用によりまして，『学びの変革』を推進し，本県の教育水

準の向上のため，「課題発見・解決学習」指定校に教員を加配するなど，54 名の増と

しております。 

これらによりまして，全体では 66 人の増となり，20,126 人としております。 

なお，２にございます栄養教諭につきましては，配置状況表の表にございますとお

り，11 人の増員としているところでございます。 

続きまして，11 ページを御覧いただければと思います。 

「平成 28 年度教育委員会関係当初予算案」についてでございます。 

まず，「１ 平成 28 年度一般会計予算」についてでございます。 

「（１）歳入」を御覧ください。 

中ほど，平成 28 年度の一番下の合計欄でございますが，総額で 610 億 8,000 万円余

となってございます。前年度と比較いたしまして，57 億 6,000 万円余の減となってご

ざいます。 

主なものといたしましては，「使用料及び手数料」が 15 億円余の増額となっており

ますが，これは，高等学校の授業料無償制の段階的見直しにより，平成 28 年度は，徴

収対象が３学年分となることから，授業料収入が 15 億 2,000 万円余増加することによ

るものでございます。 

「国庫支出金」につきましては，１億 8,000 万円余の減となっておりますが，主な

理由といたしましては， 

・所得制限該当生徒の授業料に充てるための高等学校等就学支援金交付金が，15 億

2,000 万円余増額となっている一方， 

・授業料無償制の段階的見直しにより，公立高等学校授業料不徴収交付金が 14 億円余

の減となっているほか，県立学校耐震化対策の終了や特別支援学校の教室不足対策事

業の減少に伴う国庫補助対象事業の減少によりまして，４億 4,000 万円余の減となっ

ているところでございます。 

また，「県債」につきましては，県立学校施設の耐震化工事事業終了に伴い，71 億

7,000 万円余の減となっております。 

続きまして，「（２）歳出」を御覧ください。 

教育委員会所管の歳出総額は，一番下の合計欄にございますとおり，2,182 億 9,000

万円余で，前年度と比較いたしまして，84 億 4,000 万円余の減となっております。 

12 ページを御覧ください。 

「（３）歳出の経費区分別内訳」でございます。 

「一般事業費」につきましては，「比較（Ｂ）―（Ａ）」欄にございますとおり，

72 億 6,000 万円余の減となっております。 

主な理由といたしましては，県立学校施設の耐震化対策が終了したことにより，

「施設設備」で 96 億 3,000 万円余の減となっております。 
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また，「その他」の事業として，高等学校の授業料無償制の段階的見直しに伴いま

す， 

・所得制限該当生徒の授業料に充てるための高等学校等就学支援金が 15 億円余の増，

更には， 

・授業料以外の教育費負担を軽減するための奨学給付金が１億円余の増となっている

ところでございます。 

次に「（４）債務負担行為」を御覧いただければと思います。 

「学びの変革先導的実践校整備事業」につきましては，グローバルリーダー育成校

（仮称）の設置に係る設計委託費等によるもので，限度額は，１億 7,000 万円余でご

ざいます。 

また，「新しいタイプの高等学校整備推進事業」につきましては，生徒の多様なニ

ーズに応じた教育を提供するため，広島市と共同で整備を行います，フレキシブルス

クール（仮称）の整備に伴う交付金によるもので，限度額は，22 億 2,000 万円余でご

ざいます。 

「県立学校施設整備事業」につきましては，県立学校の校舎整備等の工事について，

平成 28 年から 29 年度の２か年で実施することによるもので，７億 5,000 万円余を計

上しているところでございます。 

更に，「共同地下アクセス整備改修負担金」につきましては，基町パーキングアク

セス株式会社が，平成 28 年度から 32 年度までの５年間で実施します共同地下アクセ

ス設備更新工事等に係る経費として，2,000 万円余を計上してございます。 

続きまして，「２ 平成 28 年度高等学校等奨学金特別会計予算」についてでござい

ます。 

「（１）歳入」につきましては，総額４億 1,000 万円余で，前年度と比較しまして

9,000 万円余の減となっております。 

「（２）歳出」につきましては，貸付生徒数が減少傾向にある中，執行状況を踏ま

えまして，前年度当初と比較して，9,000 万円余の減の４億 1,000 万円余の規模として

ございます。 

なお，この特別会計は，償還金や繰越金によりまして，自立運用を行っていくこと

としておりまして，歳入・歳出は同額となってございます。 

当初予算に関する説明については，以上でございます。 

以上が，今回提案されます教育委員会関係の議案でございます。 

教育委員会の関係課が確認をいたしまして，内容に問題がないことから，同意する

ことが適当であると考えてございます。 

あと，資料後半には，関係の議案条例を付けております。説明は以上です。 

御審議のほど，よろしくお願いします。 

下﨑教育長： ただ今の説明に対しまして，御質問，御意見がありましたらお願いいたします。 

中 村 委 員： 「広島県教育振興基金条例の一部を改正する条例案」についてのところですけれど，

以前お聞きしたときには，この寄附については，ふるさと納税の対象になるとお聞き

をしたと思うのですが，この資料にはそれが抜けているんですけれど，その点は変わ

りなしという理解でよろしいですか。 

畦地総務課長： 以前説明したとおり，変わりはございません。ふるさと納税の対象になります。 

中 村 委 員： であれば，普通の寄附とは違って，一定の範囲内であれば自己負担なしで寄附でき

るということになって，非常に大きな項目だと思いますので，それが寄附したいと思

う方によく分かるように周知をされた方がいいと思いますので。 

佐 藤 委 員： 奨学金について，お尋ねするんですが，支給対象生徒が数が減って支給金額が少な

くなっているようですが，人数の変動を教えていただければ。 

畦地総務課長： すみません，あとでお願いします。 

下﨑教育長： では，あとでよろしくお願いします。ほか，いかがでしょうか。たくさんありますけ

れども。 

二 宮 委 員： ３ページの介護休暇を取られて，給料は支給されないわけですが，元のポストにそ

のまま自動復帰されるんですか，２年６か月後。 

畦地総務課長： 給料は支給いたしません。無給という形で，基本的には長期にわたる介護のための離

職を防ごうというのが趣旨でございまして，基本的には６月を３年に延ばすというの

が大きなことだと。 

下﨑教育長： 身分は変わらないのですか。  
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畦地総務課長： 変わりません。 

二 宮 委 員： 学校の先生も取れるんですか。 

畦地総務課長： そうです。 

中 村 委 員： すみません，もう１点だけ。聞き逃したかと思いまして大変恐縮ですけど，12 ペー

ジの債務負担行為の（４）ですけれども，一番上の「学びの変革先導的実践校整備事

業」の実践校の整備，その下の 22 億円はどういった用途でしたか，もう一度，すみま

せん。 

畦地総務課長： 広島市と共同で設置しますフレキシブルスクールの負担金という形にしております。 

二 宮 委 員： ６ページの義務教育諸学校の教員の採用についてですが，小学校，中学校の免許状

の併有を原則として，当分の間は例外ですけれど，これは中学校の先生としてアプラ

イしようと思って，小学校の免許を持っていなくても大丈夫だということですね。 

畦地総務課長： 義務教育諸学校で１つの学校をつくったときも，小学校の免許がなくても中学校の

免許とか，小学校の免許を持っていても義務教育諸学校には所属できるということで

ございます。 

二 宮 委 員： 当分の間ですか。  

畦地総務課長： はい。 

二 宮 委 員： 変わらないということですね，しばらくは。 

畦地総務課長： はい。 

下﨑教育長： そのほか，御意見等はございませんか。  

 

（ な    し ） 

 

下﨑教育長： 以上で本件の審議を終わります。 

採決に移ります。 

原案に賛成の方は，挙手をお願いいたします。 

 

（ 全 員 挙 手 ） 

 

下﨑教育長： 全員賛成と認めます。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

第２号議案 知事の専決処分に対する意見について 

 

下﨑教育長： 続きまして，第２号議案，「知事の専決処分に対する意見について」，畦地総務課長，

説明をお願いします。 

畦地総務課長： 第２号議案について，御説明申し上げます。 

知事が，地方自治法第 180 条の規定によりまして，専決処分をしようとする教育委

員会関係の事案につきまして，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条によ

り，知事から意見を求められておりますので，これに同意する旨の回答をすることに

つきまして，御提案申し上げるものでございます。 

専決処分の内容でございますが，建造物損傷事故により発生した損害賠償の額を定

めるものでございます。 

具体的には，平成 27 年 11 月 11 日に広島県立神辺高等学校の教員が，体育の授業中

におきまして，生徒に対して適切な指示を行わなかったことにより，ソフトボールの

試合中に生徒の打ったボールが民家の２階屋根瓦を破損したものでございます。 

当該事故に係る損害額は 16,092 円でございまして，損害賠償について示談をするた

めに，相手方に過失はないことから全額を損害賠償額として決定することについて，

知事が専決処分を行うものでございます。 

なお，当該民家は４名の共有となっておりますので，各共有者の損害賠償額は持分

に応じて按分した額となっているところでございます。 

教育委員会の関係課が確認しまして，内容に問題がないことから，同意することが

適当であると考えております。 

御審議のほど，よろしくお願いいたします。 

下﨑教育長： ただ今の説明に対しまして，御質問，御意見がありましたら，お願いします。 



 

6 

 

 

（ な    し ） 

 

下﨑教育長： 以上で本件の審議を終わります。 

採決に移ります。 

原案に賛成の方は，挙手をお願いいたします。 

 

（ 全 員 挙 手 ） 

 

下﨑教育長： 全員賛成と認めます。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

第１号議案 平成 28 年広島県議会２月定例会に提案される教育委員会関係の議案に対する意見につ

いて 

 

畦地総務課長： 先ほど，御質問がありました奨学金の推移でございますけれども，例えば，平成 21

年に貸付が 2,743 件，その後ずっと下がって参りまして，平成 26 年には 1,386 件，平

成 27 年には，見込みですが 1,100 件という状況でございます。 

要因といたしましては，例えば，高等学校の授業料無償化が平成 22 年から始まって

あるとか，いわゆる，給付の方の制度が出てきたというところがあろうかと思います。

もちろん，子供の数も少なくはなっておりますけれども。そんな状況でございます。 


