
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    令和３年５月１８日（火）午後４時４０分 

 

３ 閉会日時    令和３年５月１８日（火）午後５時１９分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ３件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ２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３年５月１８日（火） 

 

２ 招集の場所   くすのきプラザ ２Ｆ 研修室 

 

３ 出席者 

          教育長  新田 憲章 

          委 員  坂田 眞澄 

委 員  上之園 公子 

          委 員  神原 謙治 

委 員  松本 真奈美 

 

  

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７号  代理行為の承認について 

             「府中町教育支援委員会委員の任免について」 

日程第４  第１号議案  令和３年第３回府中町議会定例会に提案される教育委員会 

関係の議案等に対する意見について 

日程第５  第２号議案  令和４年度に小・中学校で使用する教科用図書の採択基本 

方針について 

             

  

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長      榎並 隆浩    教育委員会事務局主幹   大神 規正 

総務課長      岩﨑 雅男    社会教育課長       山本 進一 

総務課課長補佐兼総務係長 松林 亮  総務課事業調整員     小路 靖子 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後４時４０分） 

 

教育長    それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから定例教育委員

会会議を開催します。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございます。よろしいでしょう

か。 

 

（異議なし） 

 

教育長    よろしいようでございますので、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、私と神原委員

を指名することとしますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

教育長    では、次に参ります。日程第２「教育長報告」を議題といたします。 

 それでは、教育長報告をさせていただきます。 
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 まず、前回の教育委員会議において、坂田委員からご意見をいただきました３点。

校長の示す学校経営方針で、全教職員が児童に寄り添った教育を進めること、働き

方改革を後退させることのないようにすること、管理職は教職員の心のケアに留意

し教職員のおもいを受け止めた学校経営を行うことについて、１１日開催の校長会

において、指示いたしました。 

       続いて４件報告いたします。 

〇令和３年府中町成人式について 

１月から延期をしていました、令和３年府中町成人式を、５月２日日曜日の午前

中に府中中学校区、午後に府中緑ヶ丘中学校区の該当者を対象に実施いたしました。 

新型コロナウイルス感染症対策のため、保護者の会場への入場をご遠慮いただき、

別室にモニターを設置し、会場の様子をご覧いただきました。登壇者も町長、議会

議長、教育長のみとし、式典内容も簡略化し、時間短縮を行いました。参加対象者

は４７６人で、当日参加者は３１３人でした。参加率は、６５.８％で、過去４年間

の平均７３.５％より７.７ポイント下がっていますが、予想以上の参加者があったと

思います。新成人の皆様のご協力により、式典は厳粛な雰囲気のうちに無事執り行

うことができました。 

〇広島県町教育長会議について 

次に、広島県町教育長会議についてです。５月１０日月曜日に、ZOOM を活用し

たオンライン会議で、広島県内の９町の教育委員会教育長の会議が開催されました。

会議では、新型コロナウイルス感染状況が、７日の段階でステージⅢになったこと

により、各教育委員会の学校教育・社会教育関係施設での、対応方針の情報共有を

行いました。 

また、このオンライン会議を今後毎月実施し、県内の町教育委員会での情報共有と

ともに、教育活動の協同を推進するために協議の場を設けることを決定いたしまし

た。 

〇新型コロナウイルス感染症対策関連について 

 ３件目は、新型コロナウイルス感染症対策関連についてです。５月１４日に、広

島県に緊急事態宣言が発出されることとなり、同日１４時３０分から開催された、

府中町新型コロナウイルス感染症対策本部において、６月１日まで本町所管施設の

臨時休館と主催イベントの中止・延期が決定されました。１６時３０分から、臨時

校長会を開催し、府中町新型コロナウイルス感染症対策本部の方針を説明し、緊急

事態宣言期間に実施予定の小学校の運動会の中止を決定をするとともに、文部科学

省が示す「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」

のレベル３段階の対応に従い、感染リスクの高い教科活動の中止、部活動の原則中

止、健康診断の延期、給食の配膳過程を省略できるメニューの工夫などを協議いた

しました。 

次に、プール指導及び夏休み中のプール開放事業についての新型コロナウイルス

感染症対策です。小学校プールを利用した夏休み中のプール開放事業は、感染予防

対策が不可能ですので、この夏も中止いたします。学校体育でのプール指導は、小

学校では、学年単位で実施しており、更衣室などでの感染予防が不十分になります

ので、中止いたします。中学校では、２学級程度で実施していることや、府中中学

校の民間施設利用などにより、感染予防対策をとる可能性がありますので、実施い

たします。 

また、修学旅行や野外活動などは、実施時期が８月以後になりますので、今後の

感染状況を勘案しながら検討できるよう学校に指示を行いました。 

〇府中中学校水泳指導業務の民間委託について 

４件目は、府中中学校水泳指導業務の民間委託についてです。府中中学校の今年

度の水泳授業については、学校プール施設の老朽化が進んでおり、安全面の確保が

難しいことから、学校のプール施設では行わず、民間事業者に試行的に委託し、バ

スによる送迎、民間事業者が所有するプールにおいて、専門的なインストラクター
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と教員との連携による水泳指導を実施する方向で進めています。現在、教育委員会

において、公募型プロポーザル方式による事業者選定を進めており、昨日、応募の

あった１社から提案内容のヒアリングを行ったところです。今後は、審査委員のヒ

アリングによる審査結果を集計し、今月下旬には事業者決定を行い、その後、契約

締結、水泳指導の実施という流れで進めてまいります。教育長報告について以上で

ございます。 

 

教育長    何か質問等ございますか。 

 

坂田委員   はい。 

 

教育長    はい。坂田委員お願いします。 

 

坂田委員   はい。では、２点ほど。１点目はですね、町内校長会において、私の方からお願

いした３点を話していただき、ありがとうございました。もう１点の方は、運動会

が中止ということで、これは延期はないというふうに理解します。それで、コロナ

が本年度中に収まればですね、可能ならば、例えば、学年ごとにですね、体育につ

いての公開、学年リレーなりですね、何らかのものをして、やっていけたらという

ふうに思います。以上です。 

 

教育長    教育部長。 

 

教育部長   教育部長です。運動会につきましては、経緯を言いますと、緊急事態宣言が出る

前はですね、集中対策取組期間ということで、感染予防をしっかりやりましょうと

いうふうなことがございました。それで、その時に開いた校長会では、対策本部の

考え方も踏まえまして、校長先生から聞かれたら、教育委員会としては、やっぱり

延期がいいんではなかいかと。ちょうど５月２２日とかですね、ちょうど取組期間

に入っておりましたので。中学校はちょっと外れていましたけど。そういう話がご

ざいました。それを言ったら、校長先生いろいろ皆さんでお話しされて、決められ

たのは、保護者の参観はご遠慮いただくという中で、無観客というのが適切かどう

かわかりませんけど、体育の授業の一環として、５月２２日、あるいは６月にやら

せてくださいというふうな。特に小学校ですね。そういうふうなお話があって、し

っかり感染防止をとってやろうかなというふうなことで進めてたんですが、ご承知

のように、テレビの方でも最初はまん延防止措置が広島県も対象になるんではない

かというふうな思いから、政府はもう一挙に緊急事態宣言になってしまったんで、

それを受けて臨時校長会を、先ほど教育長が言いったようにやりまして。やはり中

止または延期ということで、校長先生も、やむを得ないのかなというふうなご意見

がございました。そういう中で、保護者の方に、１回目は無観客というか、保護者

の参観は見合わさせてください、一応やる予定ですと。２回目は、今度は１７日、

昨日、多分保護者の方には、メールないし文書がいってると思うんですけど、今回

のような事態を受けて、今回は、運動会あるいは体育祭という形はとれないけど、

代替え案を考えておりますので、またそれについては、後日お知らせしますという

ふうな内容の保護者への文書を昨日出したと聞いておりますので、坂田委員がおっ

しゃったように、体育祭あるいは運動会という形はとれないんだけど、授業の一環

という中で何かできないかなというふうなことで、今校長先生が考えております。

これに至ったのは、無観客でもやりたいというのは、昨年できなかった、中止にな

ったということがございまして、となれば今の６年生、５年生と６年生で２年間も

できずに卒業するのかということも学校現場でどうなのかなということは、いろい

ろ議論されたと思います。そういう中での無観客の開催というというか、保護者の

参観を見合わせてという中で考えられた結果、こういうふうになったということで
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ございます。以上です。 

 

教育長    他にはございませんか。 

 

松本委員   はい。少し。 

 

教育長    松本委員。お願いします。 

 

松本委員   私も、運動会が中止になったというご連絡をいただきまして、すごい残念な思い

をしたんですけど、どうにか違う形でと今聞いたので、少しちょっとほっとしまし

た。ほんとに、まずは感染が落ち着くのが一番だと思うんですけど、運動会は小学

校が確か土曜日ということで、子どもたちが下校するということで、運動会が終わ

ってからの見守りの活動をして下さる方たちに、運動会が中止で、それで、時間変

更というのも連絡がありました。その方たちに子どもたちが安全に帰るために、ち

ゃんと立ってくださっているので、そういう方たちの連絡もきちっと行き届きなが

ら、また子どもたちもちゃんと家に帰れる、今特に１年生が、ほんとに元気いっぱ

い、横断歩道で青になったらバーッと走っている姿を何回か見て大丈夫かなと思っ

ていて、だから、無事故で帰れるようにと思っております。その中で、ちゃんと１

年生が重たい、大きなランドセルを持って、ちゃんとマスクをみんなしているの

を、今すごく目にするので、子どもなりにちゃんと対策して頑張っているんだなと

思いました。１日も早く落ち着けばと思います。以上です。 

  

教育長    他にございますか。 

 

（質問なし） 

 

教育長    よろしいですか。それでは、次に参ります。 

日程第３、報告第７号「代理行為の承認について（府中町教育支援委員会委員の

任免について）」を議題とします。説明をお願いします。 

 

教育部長   はい。 

 

教育長    はい。教育部長。 

 

教育部長   はい。報告第７号。令和３年５月１８日。代理行為の承認について。府中町教育

支援委員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、本来であれば学校教育課長が行うんですが、本日所用で休んでおりますので、

学校教育課長関係は、私の方から、この後も説明をさせていただきます。 

それでは、教育支援委員会委員の任免の代理行為について説明をいたします。府中

町教育支援委員会は、児童生徒のうち、障害により教育上特別な配慮を要するもの

に対して、その就学について的確に診断を行うための委員会でございます。府中町

教育支援委員会規則に基づきまして、令和２年９月１日から令和３年８月３１日ま

での任期で、教育委員会が、教育支援委員会の顧問の委嘱及び委員の任命をしてい

ましたが、令和３年４月１日の人事異動に伴い、６名の委員の任命の解除と、７名

の委員を新たに任命することになりました。まず、委員の任命の解除される６名の

方なんですが、そちらに書いてありますように、府中中央小学校校長垰田武弘氏、

府中東小学校校長西田浩子氏、府中南小学校教諭海原眞紀氏、府中中央小学校教諭

佐々木由華氏、府中緑ヶ丘中学校教諭藤田敬子氏、そして府中町福祉保健部次長兼

福祉課長の倉﨑誠一郎氏でございます。以上が委員の任命の解除となります。次に、
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新たに委員に任命される方７名をご紹介いたします。府中中央小学校校長有﨑美紀

氏、府中東小学校校長梅田敬司氏、府中南小学校教諭松谷典枝氏、府中中央小学校

教諭海原眞紀氏、府中緑ヶ丘中学校教諭大塚幸子氏、そして府中町福祉保健部次長

兼福祉課長長西弘子氏、さらには府中町青少年教育相談員垰田武弘氏でございます。

以上７名が委員に任命されております。なお、１名任命された方が多くなっており

ますのは、府中町青少年教育相談員につきましては、昨年度２名体制で従事してお

りましたが、今年度から３名体制となったため、新たに青少年教育相談員垰田氏１

名を任命したものでございます。任期につきましては、いずれも前任者の残任期間

でございます、令和３年８月３１日までとなっております。説明は、以上です。 

  

教育長    何かご質問等ございますか。 

 

（質問なし） 

 

教育長    ないようでございます。よって、日程第３、報告第７号については、原案のとお

り承認したいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

（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７号については、そのように決しま

す。 

 では、次に参ります。日程第４、第１号議案「令和３年第３回府中町議会定例会

に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について」を議題といたします

が、本件は、成案となる前の議案の内容に係るものですので、審議は非公開が適当

と思われます。また、非公開とする期間は、府中町議会に議案が提出されるまでと

することが適当と思われます。 

 また、日程第５、第２号議案「令和４年度に小・中学校で使用する教科用図書の

採択基本方針について」は、教科用図書採択の議案となっておりますので、各委員

の自由闊達な意見交換を求めるため、非公開が適当と思われます。また、非公開の

期間は、安芸郡教科用図書採択地区協議会で採択基本方針が決定するまでとするこ

とが適当と思われます。第１号議案及び第２号議案の議事内容について、非公開と

することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（挙手） 

 

教 育 長   出席委員の３分の２以上と認め、第１号議案については非公開とし、非公開期間

については、議会に議案が提出されるまでとします。また、第２号議案についても

非公開とし、非公開期間については、安芸郡教科用図書採択地区協議会で採択基本

方針が決定するまでとします。 

 それでは、日程第４、第１号議案「令和３年第３回府中町議会定例会に提案され

る教育委員会関係の議案等に対する意見について」を議題とします。説明をお願い

します。 

 

教育部長   はい。教育部長です。 

 

教育長    はい。教育部長。 

 

教育部長   はい。第１号議案。令和３年５月１８日。令和３年第３回府中町議会定例会に提

案される教育委員会関係の議案等に対する意見について。令和３年第３回府中町議

会定例会に提案される教育委員会関係の議案等に対する意見について教育委員会の

審議に付する。詳細な説明は、総務課長が行います。 
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総務課長   はい。総務課長です。 

 

教育長    はい。総務課長。 

 

総務課長   総務課長です。それでは資料４ページからの第１号議案についてご説明いたしま

す。本件は、６月に開催される令和３年第３回府中町議会定例会の議案として、府

中町長に対し教育委員会が提案を依頼しているもので、令和３年度府中町一般会計

補正予算（第２号）に係るものでございます。資料は、５ページの方をご覧くださ

い。まず、総務課関係の歳出です。款）教育費、項）小学校費、目）学校管理費、小

学校管理運営事業は、学校事務員 1 名の報酬や期末手当などの人件費で、合計が２

１３万８千円の増額補正となっております。青崎東地区の大型マンションの建設に

よる児童数の増加により、府中南小学校のクラス数が、県費事務職員の配置基準と

なる２７以上となり、今年度の臨時の学校事務職員の人件費は県費で措置されるも

のと見込んでおりましたが、基準日となる５月１日現在の児童数が見込み数を下回

り、クラス数が２５となったため、町費で人件費を措置する必要が生じたため、こ

の度補正計上するものでございます。続きまして、学校教育課関係の歳入です。款）

県支出金、項）県補助金、目）教育費県補助金、教育支援体制整備事業費補助金は、

６４万３千円の増額補正です。歳出に計上しております、会計年度任用職員報酬（非

常勤講師）の特定財源となっております。続いて、歳出です。款）教育費、項）教

育総務費、目）事務局費、学校運営改善推進事業は、非常勤講師の人件費で６６万

５千円の増額補正です。中学校の学力低位の生徒に対し、個別の支援を行うことに

より、学習意欲の向上と学習内容の定着を図ることを目的として、両中学校に 1 名

ずつ非常勤講師を配置するために補正計上するものでございます。なお、歳入に計

上している教育支援体制整備事業費補助金が全額充当されます。説明は以上でござ

います。よろしくお願いします。 

 

教育長    何かご質問等ございますか。 

 

坂田委員   学校教育課関係のところで質問します。中学校の学力の低位の生徒に対して、学

習支援が十分に行われるように計上されたと思うわけですけど、分かればですね、

一人の先生当たりの年間総時間数、それから週当たりの時間数がわかれば教えてく

ださい。 

 

教育長    はい。教育部長。 

 

教育部長   はい。教育部長です。今予算で想定しているのがですね、時間給単価が１，３８

４円、１日当たり４時間、週に２日間、年間で３０週ということで、その方が２名

ということで６６４，３２０円となっています。以上です。 

 

坂田委員   はい。わかりました。やっていく中でですね、もっと必要だという時にはです

ね、少しこう補正を増やすということを可能ならばお願いします。 

 

教育長    はい。教育部長 

 

教育部長   これがですね、今なかなか財政が認めてくれないというのがですね、歳入が入っ

た分だけでやりなさいというのが基本にございますので、特定財源、歳入がなけれ

ばその範囲でやってくれというのが、今、筋ということになりますので、なかなか

ご要望にお応えできるということがむつかしいかなと考えております。以上です。 

 

教育長    他にございませんか。 
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（質問なし） 

  

教育長    ないようでございます。よって日程第４、第 1号議案については、原案のとおり

可決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようでございますので、第１号議案についてはそのように決します。 

 では、次に参ります。日程第５、第２号議案「令和４年度に小・中学校で使用する

教科用図書の採択基本方針について」を議題といたします。 

 

上之園委員  はい。 

 

教育長    はい。上之園委員。 

 

上之園委員  よろしいでしょうか。席を外させていただいてよろしいでしょうか。 

 

教育長    はい。わかりました。 

 

上之園委員  よろしいですか。では、終わるまで席を外させていただきます。 

 

（上之園委員退席） 

 

教 育 長   それでは、説明をお願いいたします。 

 

教育部長   はい。教育部長です。 

 

教育長    はい。教育部長。 

 

教育部長   はい。第２号議案。令和３年５月１８日。令和４年度に小・中学校で使用する教

科用図書の採択基本方針について。令和４年度に小・中学校で使用する教科用図書

の採択基本方針について、教育委員会の審議に付する。詳細な説明は、私の方から

させていただきたいと思います。この教科書採択につきましては、本年度は、本来

行わない年でした。しかしながら、中学校社会科（歴史的分野）につきまして、令和

元年度に不合格とされた発行者が、教科用図書検索検定規則に基づき、翌年度に再

申請を行い、検定審査に合格したことにより、新たに発行されることになった教科

書がございますので、今年度、採択をすることとなったものでございます。それで

は、採択基本方針について、読み上げたいと思います。 

令和４年度に小・中学校で使用する教科用図書の採択基本方針について（案） 

１ 採択の基本 

教科用図書は、学校教育において、教科の主たる教材として使用される重要なも

のであることを認識し、教育基本法や学校教育法で明確に示された教育の理念や

目標及び学習指導要領に示された各教科の目標や内容等に則り、本町の児童生徒

に最も適切な教科用図書を採択する。 

また、学校教育法附則第９条第 1項の規定による教科用図書については、本町の

児童生徒の障害の状態及び発達の段階に適合したものを採択する。 

２ 適正かつ公正な採択の確保 

（１）教科書発行者等による宣伝行為等に影響されることなく、採択権者の権限

と責任において、採択における適正、公正を期す。 

（２）特定の教科書発行者と関係を有する者が教科書採択に関与することがない

ようにする。 

３ 開かれた採択の推進 
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（１） 採択結果及び採択理由について、採択後、遅滞なく公表する。 

（２） 次の事項について、採択後、遅滞なく公表するよう努める。 

ア  小・中学校において使用する教科用図書の研究のために資料を作成したと

きは、その資料 

イ 教育委員会会議の議事録を作成したときは、その議事録 

（３）その他開かれた採択を推進する観点から有用と思われる情報の公表につい

て、検討する。 

     ４ 方法、組織及び手続 

（１）小学校用教科用図書について 

ア 令和３年度使用教科書は、原則、令和２年度に採択した教科書と同一の

ものを採択する。 

（２）中学校用教科用図書について 

ア  中学校用教科用図書の採択は、文部科学省「中学校用教科書目録（令

和４年度使用）」に登載されている教科書のうちから行う。 

 イ 令和３年度においては、原則、令和２年度と同一の教科書を採択しな

ければならない。 

ウ 新たに発行されることになった教科書がある社会（歴史的分野）につ

いては、採択替えを行うことも可能である。 

エ 社会（歴史的分野）について採択替えを行うか否かは、採択権者の判

断によるべきものである。その際、県教育委員会が作成する「選定資

料」のほか、令和２年度における採択の理由や検討及び内容等を踏まえ

て判断することも考えられる。 

（３）学校教育法附則第９条第 1項の規定による教科用図書について 

小・中学校の特別支援学級で特別の教育課程を編成する場合に検定済教

科用図書を使用することが適当でない場合は、文部科学大臣の検定を経た

下学年用教科用図書又は文部科学省著作教科用図書の採択を十分考慮し

た上、学校教育法附則第９条第１項の規定による教科用図書を採択する。 

ということでございます。以上が採択基本方針の案でございますが、採択までのス

ケジュールについて、説明をさせていただきます。明日１９日にですね、安芸郡教

科用図書採択地区協議会が開催される予定でございます。そこで、本日審議を経た、

府中町としての基本方針をもって協議会に臨み、同日、安芸郡の教科用図書採択地

区協議会としての基本方針が改めて決定される予定でございます。その後、その方

針に基づき、協議会において来年度から使用する教科用図書について、選定委員会

に諮問することとなっております。その選定委員会では、調査研究の観点を決定い

たしまして、調査員会で観点に基づいて調査研究を行い、その結果を選定委員会で

検討を行います。そして、その結果を協議会へ答申するという運びになっておりま

す。協議会におきましては、その答申を再度検討した結果を協議会として内定を行

います。それを踏まえまして、最終的には８月の教育委員会会議において採択して

いただく予定となっております。 

なお、今回の教科書の展示会につきましては、現時点において、６月１１日の金曜

日から６月３０日の水曜日までを予定しております。説明は以上です。 

 

教育長    何かご質問等ございますか。 

       はい。坂田委員。 
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坂田委員   解釈ですけども、今回のは、４の（２）の中学校用教科用図書についてのところ

の、ウとエにあたるところを、今日判断するということですよね。社会について、

採択替えを行うことも可能である。新しく発行されるものがあった。それを決めて

いくということが一番重要ですね。 

 

教育部長   おっしゃるのが、今回は、本来教科書採択なんて出てくるはずではなかったとい

うことでございます。坂田委員がおっしゃいましたように、社会の歴史的分野の部

分が、何度も言うようですが、本来は不合格となったんだけど再申請したら決定さ

れた図書が出てきたので、改めて、今回のこの基本方針、小・中学校全体の基本方

針を定める中で、特に言われる部分はさっきの中学校の社会（歴史的分野）の分に

ついて、今までの分も当然に含めて検討していただくというのが趣旨でございま

す。この中の方針の主要な部分はここになります。 

 

坂田委員   その上で、実際その物を見ていないので、やはりそれを見るべきだと思いますの

で、採択替えの検討をするということで、この案に賛成です。 

 

教育長    他にはございませんでしょうか。 

 

（質問なし） 

  

教育長    ないようでございます。よって日程第５、第２号議案については、原案のとおり

可決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようですので、第２号議案についてはそのように決します。 

       それでは、上之園委員をお呼びしますので、よろしくお願いいたします。 

 

（上之園委員着席） 

 

       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

を閉会といたします。 

 

 

 

（閉議 午後５時１９分） 

 

 

 

 

  


