
 

 

平成２９年第３回佐伯市教育委員会会議録 

 

１ 日 時   平成２９年３月２７日（月） 

        開会 １５時００分  閉会 １６時３２分 

２ 場 所   佐伯市教育委員会 教育委員会室 

３ 出席委員の氏名 

１番 河野 利道       ２番 谷口 久枝（欠席）   ３番 近藤 愛子 

４番 桑門 超        ５番 分藤 高嗣 

４ 事務局 

教育部長    丸山 初彦    教育総務課長  小野 正司 

学校教育課長  川野 剛     社会教育課長  長田 文春 

体育保健課長  阿部 俊二 

本日の書記   総括主幹 山口 文子 副主幹 河野 晃己 

５ 付議した議案   ９件 

６ 報告事項等    ３件 

７ その他      ０件 

８ 傍聴人      ０名 

 

開   会 

 

委員長   （委員の出席を確認）それでは只今から平成２９年第３回佐伯市教育委員会を開

会します。 

 

前回議事録の承認 

 

委員長   前回議事録の承認は私が行います。 

 

教育長の報告 

 

教育長     ・2/20～24 県内合同一周駅伝大会 

・2/21～22 特色ある学校づくり審査会 

・2/19、26、3/5 閉校記念式典 

・2/28 ３月議会開会 

・3/3～4 中学校卒業式 

・3/7～9 議会一般質問 

・3/8 臨時教育委員会 

・3/13 教育民生常任委員会 

・3/17 小学校卒業式（蒲江６校） 

    教職員人事異動内示 

・3/18 新規採用者、臨時講師面接 

・3/21～23 小学校卒業式（蒲江以外） 

・3/23 議会閉会 



 

 

・3/22 社会教育委員会 

    市職員人事異動内示 

・4/7 教育長退任予定 

 

議   案 

【議 事】 

議案第６号 佐伯市教育委員会文書管理規程の一部改正について 

 

委員長   それでは議事に移ります。議案第６号 佐伯市教育委員会文書管理規程の一部改

正について教育総務課、説明をお願いします。 

 

教総課長  資料の１ページをご覧ください。佐伯市教育委員会文書管理規程の一部改正につ

いてでございます。この改正につきましては、３月議会で蒲江幼稚園の廃止に関

する条例が可決されたことに伴いまして、規定を改正するものであります。３ペ

ージの新旧対照表をご覧ください 

＝資料を説明＝ 

 

委員長   それでは、ただいま説明がありました、佐伯市教育委員会文書管理規程の一部改

正について、何かご質問はありませんか。ないようですので、提案のとおり承認

してもよろしいですか。 

 

各委員   （全委員から「はい」との意見あり） 

 

委員長   提案のとおり承認されました。 

 

議案第７号 佐伯市情報公開・個人情報保護審査会からの答申について 

議案第８号 佐伯市立学校管理規則の一部改正について 

議案第９号 佐伯市立小中学校における防犯カメラの設置及び管理運用規則の制定に

ついて 

議案第 10 号 佐伯市学校情報セキュリティ基本方針の一部改正について 

 

委員長   それでは議案第７号から 10 号については、小中学校の防犯カメラの設置について

に関することでありますので一括して説明をお願いします。 

 

教総課長  議案第７号 佐伯市情報公開・個人情報保護審査会からの答申について、資料の

５ページをご覧ください。平成 28 年 11 月 11 日付け教育委員会からの諮問に対し

ての答申であります。審査会の判断といたしましては、本人以外から収集した個

人情報については、保護者条例及び実施期間が制定予定の佐伯市立小・中学校に

おける防犯カメラの設置及び管理運用規則に基づいて徹底した適正な管理運用を

行い、個人情報の漏えいや紛失等を防止するよう適正な取扱いを求めるというこ

とであります。この答申をもとに議案第９号 佐伯市立小中学校における防犯カ

メラの設置及び管理運用規則を制定するものであります。関連しまして議案第８



 

 

号、議案第 10 号を改正するものであります。内容については、19 ページをご覧

ください。 

＝資料を説明＝ 

 

委員長   それでは、ただいま説明がありました件について何かご質問はありませんか。 

 

桑門委員 全国的には例があるのですか。 

 

教総課長 あります。他県の例をもとに原案を作りましたが、別府の例などあり、審査会の

審議で時間がかかりました。 

 

委員長 県内で防犯カメラの設置をしている学校はありますか。 

 

教総課長 県内ではまだないと思います。 

 

近藤委員 何か事故があった時のための防犯カメラであれば設置した方がいいと思います。 

 

委員長   その他、ご意見・ご質問はありませんか。ないようですので、提案のとおり承認

してもよろしいですか。 

 

各委員   （全委員から「はい」との意見あり） 

 

委員長   提案のとおり承認されました。 

 

議案第 11 号 佐伯市教職員住宅管理規則の一部改正について 

 

委員長   次に、佐伯市教職員住宅管理規則の一部改正について説明をお願いします。 

 

教総課長 議案第 11 号 佐伯市教職員住宅管理規則の一部改正についてであります。資料の

34 ページをご覧ください。教員住宅の解体に伴う規則の改正であります。 

＝資料を詳しく説明＝ 

 

委員長   それでは、ただいま説明がありました件について、ご意見・ご質問をお願いしま

す。 

 

桑門委員 教育委員会管理でなくなった財産はどうなるのですか。 

 

教総課長 振興局か管財課の管理になると思います。確認いたします。 

 

委員長   その他、ご意見・ご質問はありませんか。ないようですので、提案のとおり承認

してもよろしいですか。 

 



 

 

各委員   （全委員から「はい」との意見あり） 

 

委員長   提案のとおり承認されました。 

 

議案第 12 号 教育長の辞職について 

議案第 13 号 佐伯市教育委員会事務局職員人事異動について 

 

委員長   それでは次の議案第 12 号教育長の辞職について、議案第 13 号佐伯市教育委員会

事務局職員人事異動について教育総務課長、説明をお願いします。また、この議

案に関しましては、個人情報並びに人事案件でありますので、教育委員会の非公

開を致したいと思いますが、みなさんよろしいでしょうか。 

 

各委員   （全委員から「はい」との意見あり） 

 

委員長 それでは、非公開といたします。議案第 12 号について教育総務課説明をお願いし

ます。 

 

教総課長 それでは議案第 12 号教育長の辞職について、資料をご覧ください。 

      ＝資料を説明＝ 

       

＝非公開＝ 

 

＝原案のとおり承認＝ 

 

委員長 議案第 13 号について、教育総務課説明をお願いします。 

 

教総課長 それでは議案第 13 号佐伯市教育委員会事務局職員人事異動について、資料をご覧

ください。 

      ＝資料を説明＝ 

       

＝非公開＝ 

 

＝原案のとおり承認＝ 

 

議案第 14 号 佐伯市総合運動公園管理運営規則の一部改正について 

 

委員長   それでは、佐伯市総合運動公園管理運営規則の一部改正について体育保健課から

説明をお願いします。 

 

体保課長 議案第 14 号佐伯市総合運動公園管理運営規則の一部改正について、資料の 45 ペ

ージをご覧ください。３月議会で承認をいただきました総合運動公園内の宿泊研

修施設の共用開始に伴う申請書、許可証の変更に関するものです。 



 

 

      ＝資料を詳しく説明＝ 

 

委員長   それでは、ただいまの件について、ご意見・ご質問をお願いします。 

 

委員長 どういう方が対象となるのですか。 

 

体保課長 宿泊研修施設なので教育委員会としては、合宿目的で使ってもらいたいと思いま

す。社会教育の子どもたちの体験学習などにも使ってもらいたいと思います。 

 

委員長 何人ぐらい宿泊できますか。非常時の避難所としての役割もあるようですね。 

 

体保課長 50 人までですが、食事は自炊式です。 

 

委員長 その他、何かございますか。ないようですので、提案のとおり承認してもよろし

いですか。 

 

各委員   （全委員から「はい」との意見あり） 

 

委員長   その他報告事項について各課からお願いします。 

 

報告事項等 

 ・佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則

の一部改正について（学校教育課） 
 ・３月議会一般質問について（教育委員会関係）（関係各課） 

 ・次回教育委員会までの主要行事について（関係各課） 

 

委員長   以上報告事項、その他に報告事項等ありませんか。 

 

（確認：特になし） 

 

特にないようですので、以上で本日の第３回佐伯市教育委員会を終了します。  

                            終了１６時３２分 


