
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和元年７月２３日（火）午後１時３０分 

 

３ 閉会日時    令和元年７月２３日（火）午後２時１０分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    １件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ０件    承  認   １件 

          一部修正可決  ０件    同  意   ０件 

          継続審議    ０件    報告済    ０件 

 

７ 議事録     別添のとおり
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教育委員会定例会議事録 
 

１ 会議年月日   令和元年７月２３日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ １F 会議室 

 

３ 出席者 

          教育長  高杉 良知 

          委 員  坂田 眞澄 

          委 員  田村 雅恵 

          委 員  小濱 樹子 

          委 員  上之園 公子 

  

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１２号  代理行為の承認について 

                「府中町学校運営協議会委員の任免について」 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長     榎並 隆浩    総務課長     長西 弘子     

学校教育課長   土井 賢二    学校教育課主幹  畑尻 佳括     

社会教育課長   山下 賢二    社会教育課主幹  渡邊 昭人 

総務課長補佐   松林 亮     総務課総務係長  山王 真由美    

総務課主事    沖本 美幸 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後１時３０分） 

 

教 育 長   それでは、定刻となりました。出席委員が定足数に達しておりますので、ただい

まから定例の教育委員会会議を開催いたします。 

       本日の議事日程はお手元に配付しているとおりですが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   よろしいようですので、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項の規定によりまして私と上之園委員を指

名することとしますが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   では、次にまいります。日程第２「教育長報告」を議題といたします。私のほう

から２点ほど報告をさせていただきます。 

○７月３日（水）第１回教育長ミーティングについて 

 まず１点目ですけれども、７月３日（水）に、今年度第１回目の教育長ミーティ

ングがありました。この教育長ミーティングには、府中町の府中北小学校と府中南

小学校の放課後児童クラブを見てもらいました。広島県教育委員会から来られたの

が県の長谷川教育次長、乳幼児教育・教育支援部長の池田部長、それから生田参与

です。そのほか生涯学習課から𠮷岡社会教育監、それから学校経営支援課の岡部さ
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んであります。西部教育事務所からも教育指導課の舞さんが来られました。こうい

うことで、年間２回ある会議の第１回目がありました。 

 府中北小学校では、県教委からの感想ですけれども、学校の中のチームワークが

とてもいいということを言われていました。特に、最初の紹介をするのに学校の取

り組みを発表する人がリレー式にやっている。校長、それから教頭、教務主任、生

徒指導主事というのがきちっと持ち場を持って発表されたというところで、とても

評価されて、そのほかには、学校全体の雰囲気がとてもいいと。それから、子ども

たちはみんな前を向いて、本当にしっかり勉強している、生き生きしているという

こともありました。それから、学校の中のチームワークについていうと、例えば授

業の進め方がどこに行っても、ある程度目当てがきちっとあって、課題があって、

解決する時間をとって、話し合いをして、後にまとめていくというような、黒板の

流れでずっとわかるようになっていてといったようなことも、ものすごく丁寧にや

っているといったようなことで、とてもいい関係ができていると評価していただき

ました。それから、廊下のいろいろな掲示物が、教室の掲示物も含めて、とてもレ

ベルが高いと思いました、というようなことも言われていました。きらりんノート

とか、今府中町はいろいろなところで取り組んでいますけれども、やっぱりいいノ

ートとか、これをみんなで評価しているというか、そういったようなところも評価

してもらいました。 

 それから、放課後児童クラブなのですけれども、府中南小学校の施設が新しくで

きたので見ていただきました。それから、放課後子ども教室も見たいということに

なって、放課後子ども教室へ行きました。放課後児童クラブというのは家庭と一緒

ですから、子どもたちは「ただいま」と言って帰ります。帰ったら、おやつをもら

って、宿題をやったり、本を読んだりします。その様子を見ました。そこから、外

に遊びに行く感覚で、放課後子ども教室に行ったりすることもできるのです。放課

後子ども教室を見に行ったら、ちょうど七夕の行事に地域のボランティアの人たち

がものすごく来たり、それから、広島大学の生徒が１人来てくれていて、そういう

のを見て、「こういうことだったのですか」「やっていることが全然違いますね、

初めてわかった」と、あの様子を見て言われていました。ボランティアの方がすご

く多くて、その中で子どもたちが安全に、ああいう活動をしっかりしているという

のを見て、これも評価をしてもらいました。府中町は、よくやっているということ

を言われました。これが教育長ミーティング。その後、教育委員会で府中町の取り

組んでいる内容について、資料をもとに説明をいたしました。ということで７月３

日（水）、半日程回ってきました。 

 

○７月１０日（水）校務支援システムのプロポーザルについて 

 それから、２点目です。７月１０日（水）ですけれども、校務支援システムのプ

ロポーザルを行いました。校務支援システムは、本年度から導入していく施策です

けれども、来年の１月から本格稼働をしていく予定にしております。先生方の勤務

管理から、成績の管理、出欠席の管理であるとか、児童・生徒の状況についてのい

ろいろな生徒指導の状況も含めて、家族状況も含めて、その中で管理できていくと

いうことであります。そのまま中学校へきちんと連携ができているといったシステ

ムを導入するということであります。そのプロポーザルを行いました。 

 この公募型プロポーザル方式というのは、この業務の相手方を選定していくとい

う時に、競争入札のように価格のみを選定要素にするのではなくて、この業務目的

にふさわしい、信用があるかとか、技術力があるかとか、経験を持っているかとか、

それから財力です。資力といいますけれども、財力が適切かどうかといったような

業者であるかどうかを総合的に審査して決定していくと言った方法であります。こ

の校務支援システムの導入によって、先ほど申し上げましたように、学校で学籍、

出欠、成績、保健などの児童・生徒に関する情報や週案とか、行事予定などの情報

を一元的に適正管理していくといったような中身であります。 

 さらに、あわせてグループウエアといったようなものを導入することによって情

報を先生方が共有したり、学校内、また、例えば府中北小学校と府中南小学校とい
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ったような学校間、それから教育委員会、こういったところとの情報を連携するこ

とで、業務の効率化、また標準化を図って、教育の質を向上させていくということ

を目指しております。 

 今回の校務支援システムの導入に際して、３者の応募がありました。システム名

でいいますと、スズキ校務、それからＴｅ-Ｃｏｍｐ＠ｓｓ、それからＥＤＵＣＯＭ

という３者であります。これらの機能評価、それから価格評価、それから提案書評

価、提案されている中身がうちでやろうと思っていることができるシステムかどう

かというのをずっと評価していきます。この３つの観点から評価した点数の合計に

より、総合的に評価をしていったということであります。この評価者は各学校の校

長先生と教育委員会で行いました。 

 その結果、Ｔｅ-Ｃｏｍｐ＠ｓｓが第１位となりました。今後は、この第１順位と

なったＴｅ-Ｃｏｍｐ＠ｓｓ導入業者のマイティネットと協議をして、随意契約の締

結を進めていくということになります。 

 なお、評価については、Ｔｅ-Ｃｏｍｐ＠ｓｓは県内の導入実績は廿日市市とか東

広島市です。県内でどこも同じのを入れていればいいのですけれども、教員が異動

した時に、システムが違うとまた一からとなり、ミスがあったりするのです。そう

いう意味では、ほかのところで入れているところがあったということもいいかなと

いうことであります。 

それから、このプロポーザルの中で説明会があった時には、他の町も説明を聞き

に来たりしています。そういった導入実績であるとか価格、それからシステムの完

成度について総合的に評価が高かったということになります。そのほか、ＥＤＵＣ

ＯＭについては、システムそのものの評価はとても高かったです。Ｔｅ-Ｃｏｍｐ＠

ｓｓに次いで評価が高く、あまり差もなかったのですけれども、ただ、県内では広

島市以外の導入実績がなかったのです。広島市に異動する先生って、ほとんどいな

いではないですか。そういうところも評価にちょっと影響していました。また、ス

ズキ校務については、県内にも導入実績はあるのはあるのですけれども、価格がや

っぱり高かったということです。それから、府中町でやろうと思っていることで、

できない項目がちょっと多かったといったところで疑問が残って、評価がちょっと

低めになりました。そういうことで、Ｔｅ-Ｃｏｍｐ＠ｓｓというシステムで、これ

からいろいろな中身も詰めていくということになりましたので、ご報告をさせてい

ただきます。 

 これは、うちの事業の中でやっぱりかなり予算額も高くて、それから、今、本当

に取り組んでいます働き方改革とか、業務改善にも大きく貢献できるものだという

ことで、あえて今日報告をさせていただきました。 

 以上で、私からの報告を終わりたいと思います。 

 質問は後で一括ということで、委員のほうから何かございますか。 

 

坂田委員   いいですか。 

 

教 育 長   どうぞ。 

 

坂田委員   それでは、お手元にあると思うのですけれども、第１２回中国地区市町村教育委

員会連合会研修大会のほうに、私と田村委員のほうで参加させてもらいました。先

週の１８日（木）、１９日（水）とありまして、そこに日程が書いてあります。こ

の研修大会は、中国５県が持ち回りで、２年に１回開かれているものです。私のほ

うからは、実践発表②のところをやって、あと、田村委員のほうから実践発表①と

記念講演について話をしてもらいます。 

 では、「みんなでつくる教育のまち岩美をめざして」という資料がありますでし

ょうか。資料のほうに基づいて、実践発表②のところですが、そこを見てもらって、

大事なところのみを話したいと思います。 

 ４ページを開いてもらって、鳥取県の岩美町ですけれども、そこの課題というこ

とで教育長がいろいろお話をする中で、この３月に新規採用の１年目教員から意見
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を聞いたところ、岩美の子はガラパゴス化しているのではないか？、つまり世間知

らずのうちに、自分の町で育って、ほかのことを知らないのではないかというとこ

ろが出て、それについて協議をして、ふるさとへの思いを深めることと児童・生徒

のキャリア教育とがうまく重なっていかなければいけないのではないかということ

で教育委員会が進めました。 

 そういう中で５ページのところに、「特色ある学校教育の取り組み」というとこ

ろなのですけれども、府中町でやっていることもあるのですけれども、特色として

１番目、学校づくり推進事業補助金ということで、各校に１００万円、校長裁量で

使える予算のほうを渡して、特色ある学校教育を進めてもらっているということで

した。それから、小学校１年から３年まで全て３０人学級で、児童・生徒数が少な

いので、２ページに戻ってもらうと、そこに人数が書いてあるのですけれども、小

学校は全部で４９０人、中学校は２７５名と少ないということで、４学級ほど３０

人を超えるところがあったので、全部それを補助して３０人学級を進めているとい

うことです。それから５ページに、土曜授業と土曜学習のほうに取り組んでいると

いうことが挙げられていました。それの中で、まず５ページの下のところに「特色

ある学校づくり推進事業」ということで、そこにありますように１００万円をどう

ぞということなのですけれども、やはりどういうふうに使うかというところを慎重

に考えて取り組んでいるということが、そこに出ております。 

 それから、６ページに行きまして、そこは「スクラム教育」ということで、保・

小・中・高と学校が少ないので、それが一体となって連続性のある取り組みをして

いるということです。それから、下の県立の高等学校のほうには町営塾の開設とい

うことで、英語のほうを町が経営した塾で進めているということです。これは大変

珍しいのではないかということが出ていました。 

 それから、８ページにいきまして、これは小学校１年生に対して取り組んでいる

ことですけれども、「Ｔ式ひらがな音読支援事業」ということで進めていて、そこ

にひらがなが書いてありますけれども、これを１分間で読むことができる１年生と

いうことで取り組み、結果はわかりませんが、音読に取り組んでいる。その下のほ

うに行きますと、成果として、その子の読みの現状を把握して、保護者と連携をと

って、個別に支援に取り組んでいくというシステムを進めていくということでした。 

 それから、１１ページにいきまして、社会教育についてですけれども、「社会教

育は教育委員会事務局の花形である」ということで、そこのところで、「１％理論」

ということなのですけれども、「今までどおりでいいのだという発想ではなく、こ

れはいいのではないかという思いつきでもいいから、何か新しいものに挑戦するこ

とが大事だ」ということを言われていました。思い切ったことをやっていく中で変

わっていくことがあるという取り組みをしておられるそうです。 

 それから、１４ページのほうにいきまして、１４ページの②の教育委員会につい

て、「学校教育は「教育」なのか、「教育行政」なのか？」という話の中で、教育委

員会の準拠の職務の中に、それぞれ何々に関することという語尾を入れるわけです。

そこに曖昧さが残っている、そこを生かして、創意工夫の余地があるということで、

これは自分たちが考えたもので進めていく、そういうのがあるということで生かし

ていかなければいけないという考えです。 

 それから、飛びまして１６ページです。ここのところを見ていただいて、府中町

教育委員会との関連などを考えながら聞いていました。教育委員会会議は基本的に

月１回、ここは府中町と一緒ですよね。それから、資料の事前配付、これもしても

らっているので、私達も見てきているので大変助かります。それから、教育長事務

報告のほうも、今やられていたように、もうきちっとやられているのでよくわかり

ます。それから、今も私が言っているわけですけれども、教育委員からの意見を聞

く時間を設定されているということで大変いいと思います。 

 それから、その他のところで、学校訪問のほうです。３年前から行かせてもらう

ことができて、学校の様子、子どもの様子を見ることができて、大変、私としても

いいです。それから、教育委員研修ということで、これもそうですけれども研修に

行かせてもらって、学ぶことができて大変助かっております。 
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 そして、最後になりますけれども、「教育委員会について⑥教育委員に期待する

こと」という部分です。そこの中で教育委員はどうあるべきかということがあるの

ですけれども、積極的な発言、思ったこと、考えたこと、疑問に思うことをやっぱ

り言える場になっているので、私としても府中町の教育委員会の委員となって大変

よかったなと思っております。 

 ということで、自分の委員の立場を考えて聞いていました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございました。 

 

田村委員   私のほうからは、山口県の岩国市教育委員会の教育長がお話をされました内容に

ついて、話をさせていただきます。 

では、６ページをお開きください。６ページ、山口県の取り組みなのですけれど

も、「社会総がかりによる『地域教育力日本一』の取り組みを推進」しているとい

うことで、岩国市教育委員会は、「志高く、豊かな心と生き抜く力を育む」という

ことで、皆さんご存じのように、もう山口県は県を挙げてコミュニティスクールを

推進されている県でございます。 

 次の７ページなのですけれども、発表いただいた内容は、この①から⑤です。①

小中一貫教育、②英語教育、③いじめ等 教育支援、④家庭教育支援、⑤特徴的な

取組ということで話をされました。 

 ９ページにございますように、「小中一貫教育」に対しての岩国市の授業のスタ

ンダードということで、キャッチフレーズは、「「いつでも」「どこでも」「だれ

でも」取り組もう」ということで、授業前、授業場面ということで大切にしている

ことというのがあるのですけれども、府中町も一緒です。かかわり合いを大切にし

ているということをおっしゃっていました。 

 １０ページにもあるのですけれども、「小中一貫教育」で下の図です。両端に地

域住民があって、縦のつながり、横のつながり、斜めのつながりがあるのですけれ

ども、縦のつながりということは、９年間を見通したつながりですよね。横は、コ

ミュニティスクールということで地域と学校のつながり。斜めは、小学校と中学校

がつながっていく、そういうふうな図でございます。 

 １１ページにありますように、「意識したい５つのつながり」ということで「目

標をつなぐ」、「カリキュラムをつなぐ」、「子どもの心をつなぐ」、「教職員の意

識をつなぐ」、「家庭・地域との絆をつなぐ」ということを言われていました。 

 それから、今度は２番目の「英語教育」なのですけれども、これは１４ページで

す。１４ページの上にあるように、岩国基地がございますので、「基地のあるまち」

としてグローバル人材としての資質を育むことのできる土壌のある岩国市において、

組織的な英語教育推進体制を確立するために、英語教育推進室を４月に設置された

そうです。英語教育としては１５ページの上にありますように、英語に触れる機会

を増やす、小学校１年生からの英語教育の充実ということで、小学校１年生は教育

が年に１０回あるそうです。各中学校に国際交流支援員を配置されているというこ

とで、ここでも本当にかかわり合いのある英語教育をされているということをおっ

しゃっていました。 

 それから、３番目の「教育支援」に関してなのですけれども、１６ページの下に

もありますように、「ちかくに青少年課、ちかくに教育センター」ということで取

り組んでいらっしゃるそうです。１７ページの図にもありますように、教育支援教

室ということで中央教室、西教室、南教室があるのですけれども、それぞれ上の教

室から８名、５名、５名というように支援員を配置されているということで、不登

校が２００人ほどいるということで、アウトリーチ、家庭訪問をしながら支援をし

ているということをおっしゃっていました。 

 あとは、この支援員、サポーターはどういう人がなっているかというのは、それ

ぞれその後にいろいろと表があるのですけれども、現役の保護者が支援してもらっ

て、今度はＯＢになる。ＯＢになって、今度はまた現役の保護者を支援するという

ことで、そういうつながりもあるようでございます。 
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 それから、４番目です。４番目の取り組みということで、「家庭教育支援」は２

１ページです。２１ページに特徴的な取り組みということで何点か挙げていらっし

ゃるのですけれども、おもしろいなと思ったのは、道徳の授業に学校運営協議会委

員等が参加するということで、一緒に授業をすることで、下にあるのですけれども、

「小学校のために地域の方がどうしてそこまでしてくださるのか、話を一緒に聞こ

う」とか、児童の中からは、「地域の方の思いに触れ、自分の考えが深まり、やる

気が出た」というふうな感想があったり、これはおもしろい取り組みだなというの

をちょっと思っています。 

 ２２ページにもあるのですけれども、上の表で、やっぱり宿題がなかなか１人で

できないということで、府中南小学校でも放課後子ども教室をしているのですけれ

ども、「朝起きて学校に行きたくない」、「不登校になる可能性がある！」、「学

校運営協議会で問題提示」をして、では「学校運営協議会委員が放課後宿題サポー

トボランティア」をしようということで、こういう形でされていたり、下の表は、

授業や給食のサポートもされている様子です。 

２３ページにあるのは、ユニット研修・熟議というのは、皆さんが授業参観をし

てどうだったかというのを授業参観の後に話し合いをしたり、下の「立志について

考える会」、これは学校が主催ではなくて、コミュニティスクールの方々が中心と

なって行っているということをおっしゃっていました。 

 ２４ページは特色ある活動について、大正琴を地域と生徒が一緒に習うであると

か、中学生と乳児の交流。２５ページは、小学校２校と中学校１校による合同の運

動会の実施をするとか、そういうふうな話し合いをしているのかな。２６ページは、

子どもが考えたパンを地域がつくる、そういうふうなかかわり合いであるとか、あ

とは２８ページにありますように、小学校の夏休みの補習に中学生がリトルティー

チャーになって教えてあげる。２９ページは小中合同の避難訓練であるとか小学校、

中学校、あと地域の方が海岸を清掃しているということで、これは６５０人集まっ

たということをおっしゃっていました。 

 あと３０ページなのですけれども、国際交流で茶道や華道、調理などをしている

のですけれども、やはり子どもが日本文化を外国の方に伝えていくということは、

自分自身も日本の文化を学ぶ必要があるというのをみんなが理解して、やっていま

すということです。 

 あと記念講演として萩市の元教育長の陽信孝さんという方が、１２年間にわたり、

アルツハイマーの奥様を自宅で家族とともに介護をされたということで『八重子の

ハミング』という著書も記されているのですが、その方の話があって、「優しさの

心って何？」ということで、これに関しては別に説明はされなくて、ご自身が介護

された様子とか、あと介護のスライドを私たちに見せてくださりながら、介護のこ

とをお話しされました。最後に言われたのは、「怒りには限界があるが、優しさに

は限界がありません」ということと、「体を治すのは薬だけではないのですよ」と。

自然のもの、例えば鳥のさえずり、花の美しさ、海の広大さ、そういうものも体を

治していくのですということで、「朝顔につるべとられてもらい水」ということを

最初にお話しされて、私の話を最後まで聞いたら、最後にその意味がわかりますよ

ということでおっしゃったのが、この意味は、朝早く起き出してみると、井戸の釣

瓶に朝顔が絡みついて咲いており、それを外して水を汲むのは忍びず、そのままに

して近所からもらい水をしたということを伝えたかったということで、優しさとい

うことは何ということで奥深い話を聞かせていただきました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございました。全部一緒に質問等がありましたら、お願いします。 

 

（なし） 

 

教 育 長   今、参考になることがたくさんあったりしたので、事務局も学校を指導の時に参

考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、次になります。日程第３、報告第１２号「代理行為の承認について（府
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中町学校運営協議会委員の任免について）」を議題といたします。説明をお願いし

ます。 

 

教育部長   教育部長です。報告第１２号令和元年７月２３日「代理行為の承認について（府

中町学校運営協議会委員の任免について）」、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たので、同条第２項の規定により報告し承認を求める。

詳細な説明は学校教育課長から行います。 

 

学校教育課長 学校教育課長です。「府中町学校運営協議会委員の任免について」、説明いたし

ます。 

 府中町学校運営協議会規則第４条に基づき、平成３０年４月１日から令和２年３

月３１日までの任期で、教育委員会が、この度は府中小学校の学校運営協議会委員

を委嘱していましたが、この度本人の辞任の申し出に伴い、２名の委員の委嘱を解

除することとなりました。このことにより、新たに２名の委員の委嘱をすることと

なりました。 

 まずは、委嘱解除をする方２名をご紹介いたします。桜ヶ丘町内会長の清水晴三

氏です。もう１名が、学習支援サポーター トトロの会の前代表の久保田紀子氏で

す。この方が委嘱の解除となっております。 

 次に、新たに委嘱される方２名をご紹介いたします。江本寺町内会長の金子研二

氏です。学習支援サポーター トトロの会代表の田村加奈子氏です。以上となりま

す。 

 任期は、前任者の残任期間である令和２年３月３１日までとなります。説明は以

上です。 

 

教 育 長   今、説明がありましたけれども、何かご質問等はございませんか。よろしいです

か。 

（なし） 

 

教 育 長   ないようでございます。日程第３、報告第１２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   ご異議ないようですので、日程第３、報告第１２号については、そのように決し

ます。 

 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしましたので、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１０分） 

 

  

 


