
会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成２９年８月２２日（火）午後３時００分 

 

３ 閉会日時    平成２９年８月２２日（火）午後４時１０分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ４人 

 

５ 議決件数    ７件 

 

６ 議決の状況   原案可決    ５件    承  認   ２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



1 

 

教育委員会定例会議事録 

 

１ 会議年月日   平成２９年８月２２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 

             「府中町歴史民俗資料館再整備検討委員会委員の委嘱について」 

日程第４  報告第１３号 専決処分の報告について 

             「教育委員会の任免に係る職員のうち係長以下の職員の任免そ

の他の人事に関することについて 

日程第５  第９号議案  平成２８年度教育委員会事務点検・評価報告書について 

日程第６  第１０号議案 府中町スクールカウンセラー設置要綱の制定について 

日程第７  第１１号議案 府中町スクールソーシャルワーカー設置要綱の制定について 

日程第８  第１２号議案 平成３０年度使用小学校教科用図書採択について 

日程第９  第１３号議案 平成３０年度使用特別支援学級用教科用図書採択について 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長     奥田 米穂    教育次長     中坊 京子      

総務課長     谷口 充寿    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  沢元 保夫     

総務課長補佐   土井 賢二    総務課主任    野田 直子 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後３時００分） 

 

教 育 長   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、お手元に配布しているとおりでございますが、よろしいです

か。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   なお日程第４、報告第１３号につきましては人事案件でございますので議事進行

上、日程第７の後に審議することとさせていただきたいと思いますが、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」
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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、私と田村委

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   ご異議ないようですので、そのようにさせていただきます。 

       次に、日程第２、「教育長報告」を議題といたしたいと思いますので、報告をい

たします。私から３点ほど報告させていただきたいと思います。 

      ○８月４日（金）府中町教職員研究大会について 

お手元に資料も配布させていただいておりますが、まず８月４日に行いました教

職員研究大会についてです。全部で２０９名の参加者でした。内容につきまして、

皆さんもご出席はいただいておりますので、本当に簡単にしたいと思います。 

       研究レポートですけれども、伝え合う力を高める指導工夫ということで、府中南

小学校の先生方の取組みの報告を１つ、それから自他を認め高め合う集団の育成と

いうことで、これは府中緑ケ丘中学校の人間関係づくりトレーニング実践を通して

という発表をしていただきました。それから、各中学校区の小中連携事業について

の実践発表、それぞれ、中学校から行っていただきました。講演は文部科学省の生

徒指導調査官、長田先生から「社会状況を踏まえたキャリア教育」という演題で行

っていただきました。アンケートの結果としては、５の、縦５のところのアンケー

ト集約にあります。全体的には本当によかった、大変参考になったという大きな反

響があったと思っていますが、特に講演については、ぜひ来年ももう一度、長田先

生の話を聞きたいと、そういった話もありました。目からうろことか、いろいろな

先生方の表現がありますので、参考になった内容をアンケート集約の（２）に、先

生方の感想を入れておりますので、見ておいていただければと思います。 

      ○８月１1 日（金）村山聖杯将棋怪童戦について 

それから２点目が、８月１１日金曜日にありました、第１６期村山聖杯将棋怪童

戦についてでございます。１４の都府県から全部で２５９名の参加ということです。

これは過去最高です。これまで２００人前後、昨年が２００人ちょっとだったんで

すが、それまでは２００人に届かないぐらいでしたけれども、藤井聡太君の影響も

あって将棋界が盛り上がっている感じです。東は一番遠くが宮城県、西は福岡県ま

でで、過去最多でありました。怪童としては、学院の生徒で田中倫規君、１６歳、高

校２年生であります。３年ぶり２度目とこの資料に書いてありますので、３年ぶり

ということは前回は中学生のときに怪童になったということでありました。 

      ○８月１７日（木）～８月１８日（金）中国五県町村教育長研究大会について 

それから３点目が、８月１７日から１８日、先週ですけども、中国地区５県の町

村教育長研究大会が広島県で行われました。広島県の大崎上島町で行われました。

離島でやるのは初めてで、離島でできたのはとてもよかったなと思っております。

中国地区町村の数が全部で５３あります。その中で４２名が参加されました。内容

は、研究発表で、学校教育について、社会教育について、そして教育行財政につい

てという３つのテーマで各県が順番で持ち回ってやります。学校教育については、

鳥取県に南部町がありますけれども、そこの教育長さんが長年、ずっとやってこら

れて、鳥取県教育長会の会長さんで、全国コミュニティスクールなどで随分有名な

方でもあります。１２年間の、南部町版学校改革１２年の軌跡ということで、１２

年間取り組んできた取組みを発表されました。学校教育における教育長の使命とい

うことで、実践されてきたことをお話しされました。 

       それから社会教育については、お隣の山口県和木町、大竹の隣です。ちょうど府

中と似たような実態の町です。人口は３万人ぐらいですけども、広さが同じぐらい、

１０．７平方キロで半分は工業地帯ですから、とても裕福な町であります。１つの

中学校区に１つの小学校です。そこでやっている和木学園という生涯学習大学とい

うか、そんな感じですかね。住民大学、そんなような感じの取組みでありました。

和木学園構想とおっしゃいました。それから、教育行財政については、熊野町の取

組み、自治体予算の中で教育委員会の予算がどれぐらいを占めているかといったよ
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うなことをテーマに話をなさっていました。その後は、文部科学省の行政説明があ

りました。新しい学習指導要領の考え方ということで、教育課程企画室の担当の係

長にお話をしていただきました。本当に矢のような情報をたくさん打たれた感じで

あります。この新しい学習指導要領については、中国地区の教育委員さんの研修会

でも、教育委員会連合会の研修会でもあったので、同じような内容でありますが、

ポイントを得たようなお話をしていただきました。 

       ２日目に池谷公二郎さんの記念講演がありまして、ものすごくおもしろかったで

す。私の野球人生ということなんですが、それぞれ教育長さんが集まっておられる

ので、組織の長としてどういう経営をしていくかという点では、仕えた監督さんの

いろいろなやり方を通して、学んでいくところがたくさんあったかなと思います。

うなずきながら聞いてました。例えば、本当に改革が必要なときには、そういうの

に合うような考え方をがらっと変えるような人を持ってくる。あの学校をどうして

も変えないといけないというときは、どうしてもそういう校長人事をしたりするの

で、そういう意味では適材適所という考え方がどこの世界でもプロでやっていく、

厳しい、失敗を許されない世界で、そういうことはやっていかないといけないとい

うこと。 

       その他、長嶋茂雄さんのエピソードとかめちゃくちゃおもしろかったです。とに

かくもう本当に破天荒な人だけど、みんな長嶋さんのことが大好きなんだそうです。

人柄とか、野球にかける熱い思いとかみんなが感じていて、どうにかして優勝させ

たいとみんなが思うような、そういったようなリーダーの一人でもあるといったよ

うなことをおっしゃっていました。また、今度いつか来てもらえることがあったら、

府中にも来てもらえたらいいなと思いました。 

       以上３点、私から教育長の、この１カ月の間の動きについて報告させていただき

ました。あと、協議会の方で学校の様子とかをお話しさせていただくことになろう

かと思います。 

 

坂田委員   今のと関連しての感想と質問ですけれども、感想は、先ほど教育長もおっしゃい

ましたけども、講演会の肯定的評価が１００％ということで、それから感想を読ん

でも大変有意義な講演であったことがわかります。ぜひ学んだことを各校において、

今後のキャリア教育推進に役立てていってほしいと思います。それから、研究レポ

ート発表等の実践発表ですけども、これも両方とも上が９８％、９７％以上で、大

変有効であったことがわかります。先生たちの取組みがよくわかります。今後も教

職員の研修ですね。先生方、ぜひ積んでいってほしいと思います。 

      質問は、教職員の参加率はどのぐらいだったかわかりますでしょうか。当日、どれ

ぐらい集まれたかでもいいです。それぞれ事情があって休まれたと思うので、その

休まれた先生方にこの内容がきっちり各校においてわかるように、伝えられるよう

にしてほしいと思います。そうじゃないと研修することができないので。その辺、

よろしくお願いいたします。以上です。 

 

田村委員   長田先生のお話は本当にすばらしいなと思ったんですけれども、そこで印象に残

っているのが、将来や社会の何につながるのかを本当にうまく声かけをしながら指

導していく、教育していくのが、本当にすごく印象に残っています。家庭に置きか

えてもやっぱり子供たちがなかなか、我が子に限ってはテストのための勉強をして

いるというか、なかなか入試のための勉強をするけれども、その力が将来社会の何

につながるのかがやっぱりなかなか理解されないために、一夜漬けとかになってい

るんだなとちょっと、母親として反省をしたところです。あと、一生懸命な大人の

姿を見せる。格好いい大人ではなくて、一生懸命な大人の姿を見せるところもすご

く大切だなと本当に思いまして、南小であればコミュニティスクールの取組みで、

本当に大人の方が計算なしで一生懸命、子供たちの成長に携わっている、そういう

姿を見せていくのが大切だなと思いました。 

       あと、もしわかれば教えてください。アンケート集約の、このあまり参考になら

なかったという研究レポート発表である３件と、あと実践発表だったら６件あるん
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ですけれども、これは何かそのアンケートの中にコメントがあったんでしょうか。 

 

学校教育課長 アンケートは、ここは４択の選択式でしたので、これに対してのコメントはあり

ませんでした。後半に自由記述の欄があるので、もしかしたらそこにあるかもしれ

ません。また確認しておきたいと思います。 

 

坂田委員   今と関連するんですが、７ページの、運営についての２番のところで、その辺と

関連があるかどうかはわかりませんけども、終業時刻の、その次です。たくさんの

研究レポートを作成しておられることを知り、感心しました。ブースを設けて直接

発表、質問ができるようなパネルディスカッションという内容があったようです。

実際にあれは難しいと思うんですけども、せっかく発表した先生の話を直接聞いて

質問を、質疑応答をしたいというその辺、関係があるかなとちょっと思ったのです

が。参考にならなかったと読んでみてそう感じました。そうでないかもしれません

が。 

 

小濱委員   個人的に講演会の内容が、その後くすのきが呼んだ水野先生の話はすごく、私は

似ているなとちょっと思ったんですけど、結局子供たちの教育の最終的な目標はや

っぱり自立かなというところで、その自立に向けて、キャリア教育は私なんかだと

今まで、仕事とか将来は何になりたいかとか、そういう発想が強かったんですが、

最終的にはどういう大人になるかとか、どうやって自分で自立して生きていくかに

結びついていく。そういう発想で声かけをしていくところが、どちらの話でもそう

いうものなんだなという。だから、学校だけじゃなくて家庭もそういう方向で取り

組んでいかなくちゃいけないし、みんながそういう方向でやっていかないと、子供

に対して向き合っていかねばならないかなと、すごく理解させていただいたなと思

いました。すごく勉強になりました。 

 

上之園委員  その講師の先生のお話はおもしろかっただけではなくて、校内研修だとどうして

も授業改善に目が行ってしまって、カリキュラムよりも学校改善のほうがなかなか、

緊急の課題として捉えにくいので、こういう、要するに行政と教員が学ぶ研修で、

省庁の人とか学校改善の評価にかかわるような講師を意図的にきちんと呼んでいく

ような研修が、とても意義があるかなと思います。どうしても学校で呼ぶときには、

主体的な深い学びの授業改善とか教科とかそういう、あしたの授業にすぐ役立つか

みたいな感じになってしまいがちなので、こういう大規模な、府中町が主催するも

のに関してはそのカリキュラムみたいなものを今後も取り入れていかれるのが、こ

の感想の中でもキャリア教育と授業教育と違ってるんですねみたいなその素朴なも

のがいっぱい出てきたということは、やっぱり急な課題だと思っていないと、思い

にくいというか、とてもこういうようなものは、後でも、特活の先生もとかという

部分で、その教科に直接結びつかないような研修が、こういう機会なので続けても

らえるととてもよいかなと思います。 

 

教 育 長   ありがとうございます。そういう意味では本当に教育委員会がやる、学校という

ものは本当に、目の前のあしたの授業をどうするか、この子をどうするかというお

話にどうしてもなっていくので、やっぱり将来を見据えて教育の、今のここをやっ

ているという、さっき自立の話があって、子供は確実に親の方が先に死ぬんだから、

親が死んでもきちっと生きていけるようにしておかなきゃいけないという、そうい

うところに目を向けて、今の子供を見ていくという大きな視点で子供を見られるよ

うになったのはよかったのかなと今、聞いていて思いました。教育委員会では、や

っぱりそういう感じの研修会を組んでいくことが大切かなと思いました。ありがと

うございました。 

       それでは、次に参りたいと思いますが、いいですか。 

       日程第３、報告第１２号「代理行為の承認について（府中町歴史民俗資料館再整

備検討委員会委員の委嘱について）」事務局からの説明をお願いします。 
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何かその他、報告の中でありますか。 

 

教育部長   府中町歴史民俗資料館再整備検討委員会委員の委嘱について、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いたしましたので、同条第２項の規定に

より報告し承認を求めたいと思います。説明は、社会教育課主幹からいたします。 

 

社会教育課主幹 先月、教育委員会会議で歴史民俗資料館再整備検討委員会設置要綱について審議

していただきましたけれども、その要綱に基づきまして委員を委嘱させていただき

ましたが、７人以内で歴史文化教育等にすぐれた識見を有する者のうちから委嘱す

るということでありました。名簿に７名がお示ししてあると思いますけれども、横

田先生から佐伯先生までの４名の方は文化財保護委員の先生でございまして、それ

ぞれ専門分野もそこに書いてあると思いますけども、その文化財保護委員の先生４

名と、歴史民俗資料館は今度、公民館と合築といいますか、複合施設になるという

ことで、公民館関係の方にも入ってもらおうということで、府中公民館のハロー公

民館代表者であります川本さん、それから、歴史民俗資料館を小学生がたくさん毎

年利用していただいておるんですけれども、その小学校の利用に当たって小学校の

先生のご意見も聞きたいということで東小学校の末元先生、それから最後の向田さ

んですけれども、この方は県の文化財課長でもありまして、その前は県の三次にあ

ります歴史民俗資料館の館長もやられていた方で、歴史民俗資料館について前述の

ように詳しい方ということで、この方をお願いいたしまして、計７名の方に委嘱い

たしました。８月１６日付けで委嘱させていただいております。会議は、第１回目

を９月の初旬に行うように準備を今進めておるところです。以上です。 

 

教 育 長   今、説明がありましたけれども、何かご質問等はありますか。よろしいですか。 

 

（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、報告第１２号については、そのように決します。それ

では、日程第４は、先ほど申し上げましたように後に持ってくるということで日程

第５、第９号議案「平成２８年度教育委員会事務点検・評価報告書について」を議

題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   平成２８年度教育委員会事務点検・評価報告書について、教育委員会の審議に付

したいと思います。説明は総務課から行います。 

 

総務課長補佐 平成２８年度教育委員会事務点検・評価報告書についてですが先月、７月２８日

に比治山大学の山田恵次教授にヒアリングをしていただきました。その結果、変更

になった点を中心に説明させていただきます。 

       まず１０ページのエ、課題と今後の方向性ですが、３行目に一文加えさせていた

だいております。「また、その取組みについては進捗を管理するとともに、積極的

に情報発信を行います」という一文を加えさせていただきました。これは、総合教

育会議の中身を踏まえまして一文を加えさせていただいております。 

       続きまして１１ページ、こちらもエの課題と今後の方向性のところで変更がござ

います。２行目以下は文の構成を変えておりますので、中身的には変わってないの

で、中身で加えさせていただいたのが上から４行目、「また、同一学年の経年比較

等分析方法を工夫し」という一文を加えさせていただいております。こちらは、山

田教授から経年比較をするような分析方法も取り入れたらどうかというアドバイス
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をいただきましたので、こういった表現を加えさせていただいております。 

       続きまして１２ページ、こちらはイの取組みと成果。こちらはちょっと数値的な

記載の誤りがありましたので、前年の内容ですけれども、イの成果、「将来の夢や

目標はかなうと思います」の小学校、こちら８０．８が正しいですが、もともと県

との比較でプラスマイナスが誤って表示されていました。もともと県プラス１．６

になっておりましたが、正しくは県マイナス１．６で、こちらは申し訳ありません

でした。 

       続きまして１４ページ、こちらは取組みと成果の、イの成果のところで、項目自

体を追加しております。「勉強が好きです」という項目を加えさせていただいてお

ります。それと「勉強はよくわかります」という項目の横に米印をつけさせてもら

っております。というのも、米印が評価基準の項目でありますということにさせて

いただいて、それに加えて「教科の勉強が好きです」という項目を加えております。

そちらの内容を書いた上で自己評価、こちらもその中身を踏まえた格好のものに一

文というか、ここは丸々変更させていただいております。理由のところですが、「授

業がよくわかる」の設問に対し、「児童が肯定的に回答した割合は目標の４．７％

を下回り、達成できませんでしたが、生徒が肯定的に回答した割合は目標の２．７％

を上回り、達成しました」と表現を変えさせていただいております。また、エの課

題と今後の方向性ですが、下から４行目、一方、児童生徒の意識調査からは、各教

科を「よくわかる」と肯定的に答えても「好きである」とは限らない場合が１割程

度あることから、教科への興味・関心を持たせることに課題があることがうかがえ

ます。こちらを先ほどの成果、「勉強はよくわかります」、「勉強が好きです」の差

ですよね。ここはどの教科も１割程度あることを踏まえまして、こういった表現を

加えさせていただいております。これも山田教授からこういったところに課題が見

えるのではないかというご指摘がありましたので、そういった内容を踏まえてそれ

以降、埋めるというか、差を縮めていくような取組みがまた必要ではないかという

ことで、変更させていただいております。 

       続きまして１５ページですが、まずはアの施策の目標、ここの一文の表現の仕方

がちょっと今までの学校教育課の書き方と、過去形で書いてあった、何々しました

というような書き方で、表現の書き方が違うのでないかと御指摘がありました。こ

れは、字句修正ですね。「充実を図りました」とありましたが、「図ります」と。で

すますで整えております。また、こちらについての米印はついてたんですけど、そ

れが何の意味かを詳しく書いておりませんでしたので、米印が評価基準となる項目

ですと加えさせていただいております。また、エの課題と今後の方向性、こちらに

ついて２行目から、「図書館では講座の実施件数は増加しましたが、入館者数・年

間貸出冊数はともに減少しました」と。「貸出冊数の内訳としては大人対象の本の

貸し出しが減少傾向で、児童本は増加傾向にあります。今後も利用者からの予約・

リクエストの把握に努め、ニーズを踏まえながら蔵書の鮮度を保ち、入館者数・年

間貸出冊数の維持に努めます」というような表現に変えさせていただいております。 

       続きまして１６ページ、こちらも先ほどのページと同様に語尾を、「ました」に

なってましたが、「します」という表現に変えております。また、米印が成果の評価

基準となる項目を追記しております。エの課題と今後の方向性ですが、２行目の最

後の一文です。「団体活動の減少と高齢化が問題となっています」と、問題となっ

ていますというような表現に変えております。また上から５行目で、「また、幼児、

小学生及び中学生がふれあい、参加できるイベント」という格好で、対象を広げた

ような表現を加えさせていただいており、これについても山田教授から問題提起と

どういった取組みをすべきだろうというご指摘をいただきましたので、そちらを加

えさせていただいております。 

       続きまして１７ページ、こちらも表現、語尾が何々しましたでしたが、しますと

いう表現にかえさせていただいてるのと、イの成果のところに米印が評価基準とな

る項目という表現を加えております。また、エの課題と今後の方向性について、一

文を加えております。下から３行目、「今後は、高齢者の増加が見込まれることか

ら、利用者が多い施設であるくすのきプラザ等について、継続的に取り組め、日々
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生き生きと暮らしていけるような運動のきっかけを提供することが必要であると考

えています」という一文、こちらについても山田教授から高齢者に対しての何かし

ら施策を考えたらどうかというご指摘もありましたので、一文加えさせていただい

ております。 

       続きまして１８ページ、これはアの施策の目標のところの７施設、真ん中評価基

準のところ。平成２８年度目標値の７施設の後に、内訳をつけさせていただいてお

ります。内訳：くすのきプラザ及び町内小中学校（府中中を除く）という一文を加

えさせていただいております。 

       以上が変更点です。最後に、２０ページに山田教授からの点検・評価を記載した

ものを本議案として提出させていただきました。よろしくお願いします。 

 

坂田委員   それでは、まず訂正の分から次、１６ページのところ、多分修正があると思うん

ですけど。中学校のところ、国数理英の英が英語の英になっていないです。 

       それから、２０ページの山田先生のところで、文の下から４行目になるんですけ

ども、青少年層によるダンス・バンド等のイベントやボランティア活動、高齢者等

の等ですね。その中身を私的には、例えば障害者との交流をするとか、そういうふ

うなものが含まれているのかなと、自分的にはそうなったらいいと思うんですけど

も、文はこれでいいんですが、その等の中身を、もし聞かれていたら教えてくださ

い。 

 

総務課長補佐 こちらについてはちょっと確認はしておりませんでしたので、ただヒアリングの

ときに障害者という話はなかったので、そういった意味はないのかもわからないで

す。ちょっと想像の域でしかないですけれども。ヒアリングのときに高齢者の話は

出たんですけれども、障害者までの話は及んでなかったです。 

 

坂田委員   今の部分を読んでみると、高齢者の話が中心になっているので、そういうことで。

それで、その等がどういう意味をあらわしているのか、もし聞かれていたら教えて

いただきたいなと思います。 

 

総務課長補佐 はい、わかりました。 

 

坂田委員   それと、その上の行のですね、青少年層によるダンス・バンドというポツになっ

てますけれども、ダンスとバンドはあれですか。音楽のバンドですか。 

 

総務課長補佐  そうです。 

 

坂田委員   いう意味ですよね。ダンスはもちろん。意味的にちょっと違うか、ポツじゃなく

てカンマかもわからない。ごめんなさい。細かいところをすみません。以上です。 

 

教 育 長   ほかにありますでしょうか。 

 すみません。私から今、ここを読みながら気がついたので、今ごろ言うのはいけ

んのですが、１６ページ。課題と今後の方向性のところの、さっき２行目を変えた

というところがあったんですが、その上から、「あきふちゅう文化協会や公民館祭

り等へ参加する団体数などからうかがえますが、活動団体の減少と高齢化が問題と

なっています」と、高齢化を問題にするのはどうかなという感じがちょっとするの

で。高齢化は悪いのかなという感じがするので、例えば、活動団体の減少と次世代

育成が課題となっている。問題となっているであれば、高齢者ばかりになっていて、

高齢者になっているのが悪いのではなくて、次の世代とのつなぎというか、そこが

うまくいっていないということであれば、次世代育成をどうしていくかを今、問題

として考えているとした方がいいのかなと思いました。 

 

坂田委員   賛成ですね。高齢者が活躍している場合もあるので。 
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教 育 長   その他ございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようでございます。それでは、日程第５、第９号議案については、今お話が

あったところを直して、それで直すことを条件にこれを認めていくということでよ

ろしいでしょうか。 

 

（意義なし） 

 

教 育 長   ご異議がないですので、第９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６、第１０号議案「府中町スクールカウンセラー設

置要綱の制定について」を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育部長   府中町スクールカウンセラー設置要綱の制定する訓令について、教育委員会の審

議に付したいと思います。説明は学校教育課長、お願いいたします。 

 

学校教育課長 スクールカウンセラー設置要綱についてですが、これまで、昨年度１２月の議会

で議決いただき、町費で初めてスクールカウンセラーを委嘱しております。これま

では、非常勤講師の要綱に基づいて、長期のスクールカウンセラーとして委嘱して

いたのですが、今回はその制定、規定の整備を行うものでございます。ですから既

に委嘱している者に影響を与えるものではございませんが、今後きちんと設置要綱

を制定することで、今後新たに委嘱する場合にはこの要綱に基づいて委嘱していき

たいと考えています。この要綱の案についてご審議いただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

教 育 長   今、説明がありましたけれども、何か質問等はございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようですので、日程第６、第１０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。では、次に参ります。日程第７、第１１号議案「府中町スクールソ

ーシャルワーカー設置要綱の制定について」を議題といたします。説明をお願いし

ます。 

 

教育部長   引き続き、少し似たような案件ですけども、府中町スクールソーシャルワーカー

設置要綱を制定する訓令について、教育委員会の審議に付したいと思います。 

       引き続き、学校教育課長から説明いたします。 

 

学校教育課長 先ほどのスクールカウンセラーと同様、スクールソーシャルワーカーについても

設置要綱がございませんでした。現在、町内のスクールソーシャルワーカーは、府

中中学校区に県費として配置されています。今年度、府中緑ヶ丘中学校にも町とし

て委嘱していきたいと思っておりました。やっと人選もできて、２学期以降配置し

ていきたいと考えております。それで、スクールカウンセラーと同様、スクールソ

ーシャルワーカーについても設置要綱を整備していきたいと考えております。よろ

しくお願いします。 

 

教 育 長   きちんとスクールカウンセラーと同じように、要項設置をきちんとしてそれに基

づいて進めていくといったようなことで、要綱を設置しました。 

 

教育部長   基本的には、県費の非常勤職員の設置要綱とか町の非常勤職員設置要綱等を参考

にこれをつくっていますので大きく変わるものではありませんが、根拠をもって任
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用したいと。あるいはいろいろな勤務状況とかを確認したいということで、改めて

整備したとご理解いただければと思います。 

 

坂田委員   すみません。これは何日からですか。 

 

教 育 長   本日、平成２９年８月２２日から施行するということで、可決したいと思います。

ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ないようですので、第１１号議案についてはそのように決します。それでは続い

て、先ほど人事案件ということで後ろに持ってきました、報告第１３号、「専決処

分の報告について」を議題としたいと思います。先ほど、ここは非公開となりまし

た。それから次の日程第８、第１２号議案、日程第９、第１３号議案についてです

けども、小学校の教科用図書採択について、それから使用特別支援学級用教科用図

書採択についてですけれども、実は安芸郡の教科用図書採択地区の採択事務に関す

る規約に基づいて進められているんですが、その中で情報公開という項目がありま

して、第１４条の中で公開の時期は広島県教育委員会が文部科学省に、広島県内の

全ての採択地区における採択結果を報告した後とするとしております。例年ここは、

そういうこともあって非公開でやってきているんですけれども、ここも非公開で行

いたいと思います。それから、この教育委員会としても、教科用図書の採択議案で

すので各委員の自由闊達な意見交換を求めるために、やはり非公開が適当かと思わ

れますが、いかがでしょうか。もちろん、公開の時期もこの協議会と合わせて非公

開の期間を教科用図書採択が決定し、文部科学省への報告が済むまでが適当と事務

局として考えますけれども、非公開とすることに賛成の委員は挙手をお願いしたい

と思います。 

 

（挙 手） 

 

教 育 長   全員非公開ということで挙手いただきましたので、そのように進めていきたいと

思います。 

まず、日程第４から進めたいと思います。それでは日程第４、報告第１３号「専

決処分の報告について（教育委員会の任免に係る職員のうち係長以下の職員の任免

とその他の人事に関することについて）」事務局から説明をお願いします。 

 

教育部長   教育委員会の任免に係る職員のうち係長以下の職員の任免とその他の人事に関す

ることについて、教育長専決事項に関する第２条の規定により専決いたしましたの

で報告いたします。総務課長から説明いたします。 

 

総務課長   （説明） 

 

教 育 長   事務局職員の異動について説明がありましたけれども、何か御質問はありますか。 

      ないようですので、日程第４、報告第１３号についてはこのように決したいと思い

ます。では、次に参ります。日程第８、第１２号議案「平成３０年度使用小学校教科

用図書採択について」及び日程第９、第１３号議案「平成３０年度使用特別支援学

級用教科用図書採択について」を議題といたしますが、第１２号議案、及び第１３

号議案はともに教科用図書採択の議案となっておりますので、ここで関係委員の退

席をお願いしたいと思います。上之園先生、すみませんが、退席をお願いします。 

 

上之園委員  関係しておりますので、ここで退席させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 
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（退 席） 

 

教 育 長   それでは、日程第８、第１２号議案「平成３０年度使用小学校教科用図書採択に

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   まず、第１２号議案からです。平成３０年度使用小学校教科用図書採択について、

教育委員会の審議に付したいと思います。説明は、学校教育課長からお願いします。 

 

学校教育課長 １５ページにあります、平成３０年度使用小学校教科用図書採択について、案と

して提出させていただきます。来年度から小学校で使用する特別の教科、道徳の教

科書についてでございます。 

       まず、５月２３日の教育委員会会議で、採択の基本方針について決定していただ

きました。そのうち、５月２６日に安芸郡４町の採択地区協議会が開催され、協議

会としての基本方針が決定されております。そして、協議会会長から調査・研究に

ついて選定委員会に調査・研究が諮問されました。そこで、選定委員会からさらに

調査員による調査を３回ほど実施しています。その調査の結果を踏まえて、選定委

員会から答申が協議会に出されております。その答申を受けて、８月４日の採択地

区協議会で来年度から使用する小学校道徳の教科書について協議、そして内定をし

ておられます。それが、発行者、東京書籍株式会社でございます。 

教科書の見本をこちらに置かせていただいています。選定理由としましては、１

５ページにありますように、巻頭部分に１年間の学習内容や、学び方等がわかりや

すく適切に示されており、児童にとって学ぶ意欲や学習のイメージ、あるいは見通

しが持てるように工夫されている。また、考え、議論する道徳の学習を進めるため

の流れやポイントが示してある。また、主体的に学習に取り組むために、問題解決

的な学習を展開する問いや、発問等が設定されている。特に発問では、どの学年の

教材にも共通して、道徳的価値にかかわる事象を自分自身の問題として受けとめる

ことができるように設定されている。中学年以上の発達の段階に応じて設定されて

いる「問題を見つけて考える」では、導入で自分の生活と結びつける問いがあり、

教材の終わりには議論のプロセスを示す「考えるステップ」を設け、主体的、対話

的で深い学びを実現する工夫がなされている。特に最後のステップでは、自己を見

詰め実践意欲や態度を育てることができる。巻末には、学習の振り返り等を記録す

る欄が設けてあり、児童自身が年間を通して成長する過程がわかるとともに、指導

者の教科に活用することができるという選定理由でございます。こちらについて、

ご審議いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長   以上、説明がありましたけれども、何かご質問等はありますでしょうか。 

 

坂田委員   質問で、別冊がある教科書会社もあったんですけれども、それが採用されなかっ

た理由等があれば教えてください。 

 

学校教育課長 別冊がある会社があるんですが、教科書の中に入っていて、道徳ノートという形

で入っており、これが使いやすいと思われるところもあるのかもしれないですが、

いろいろと調査した本の中では、分かれていることが逆に使いにくい。そして、ノ

ートとして既にいろいろな設問があったり流れが決まっているので、そういったと

ころも進めにくいというようなご意見があったようです。 

 

坂田委員   そういう考えで賛成です。 

 

教 育 長   別冊があることで、内容が多くなり過ぎてというようなことはないですか。 

 

学校教育課長 多くなることはございません。考える流れがそのノートを見ると決まっています

ので、自由度がなくなるというところです。 
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教 育 長   その他ございませんか。 

 

坂田委員   それから、いじめ問題について考える場面が、始まったと思うんですけれども、

その辺についての議論はありましたか。 

 

学校教育課長 いじめについて東京書籍もそうですが、特にほかにもすぐれていたのは光村図書。

それから日本文教出版が、いじめの内容の教材が１つではなくて２つ、そして、コ

ラム等もあって重点的にいじめに取り組むことができる中身にはなっていたという

ことでした。 

 

小濱委員   携帯の取り扱いについては、インターネットのいじめも絡めてですけど、それだ

けじゃなくて、いかにしてああいうツールを使って、どういうところに気をつけて

とか、マナーですよね。 

 

学校教育課長 道徳の内容項目が、学年によって違いますが、１９から２２で、そういったネッ

ト社会に特化したものはなく、例えばマナーを守って行動しようとか、思いやりの

心とか、そういったところに絡めて教材化されています。 

 

小濱委員   これ、中自体にあまりそういうものは出てきてないですか。 

 

学校教育課長 どこの社かは記憶していないですけれど、それらのマナーを守って使おうという

教材はあったと記憶しております。 

 

教 育 長   中には携帯を、さっきの項目を達成するために、携帯を取り上げてマナーである

とか、そういうことをやっている教科書もあります。 

各社、いろいろな取り上げ方はしてると思うんですね。携帯も取り上げていると

ころがたくさんあって、東京書籍も取り上げていると。教材の中で取り上げてある

ことと同時に、この教材を使って道徳をどういうふうに子供の中に定着させていく

かという観点で、そういう流れでどこもそうだけれども、授業の流れというか、そ

ういうことを総合的に考えた中で、調査員の方がこれがやっぱり今の子供に、一番

この地域では進めていく、より考えを深めていくための教科書として扱うにはこれ

かなというようなことでしょう。 

 

学校教育課長 すみません。最初に御説明が抜けておりましたが、調査される観点が５つありま

して、１点目は基礎・基本の定着、それから２点目は主体的に学習に取り組む工夫、

３点目が内容の構成・配列・分量、それから４点目が内容の表現・表記、そして５点

目が言語活動の充実で、それぞれいろいろな教材、先ほど教育長も申しておりまし

たが、いろいろなことを教材化していますけれど、それらが今の観点でどのような

例を使っているかというようなところで研究しておられます。 

 

教 育 長   その他何かありますか。 

 

田村委員   高学年位になったら、ディベートとかできたらすごくいいですよね。 

 

教 育 長   そういった、また授業の中での手法も、どういう手法をとっているかはまた各々

でいろいろな取り上げ方もあるし、教科書にもいろいろなことが紹介してあるなと

思います。 

 

学校教育課長 今回、「考え、議論する道徳」がポイントになっていますので、授業でディベー

ト方法等も考えていくと思います。 

 

教 育 長   たしかこの東京書籍が全てにおいてすぐれているのではなくて、こういう観点に
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ついては、こういう面がいいとか、こことここが特徴的でこういうものがいいなど、

それを総合的に見ると東京書籍かなといったような、選定委員会からの報告であっ

たように思います。 

       その他ございませんでしょうか 

 

学校教育課長 可決いただいた後の流れは、安芸郡の共同採択ですから４町ともそれぞれ教育委

員会会議で今の件について承認が得られたら、安芸郡としては東京書籍になってい

くと思います。県、文部科学省に報告します。 

 

教 育 長   これからの事務については、今報告がありましたけれども、一応、決定するのは

教育委員会なので、協議会で諮問したことに対して、今日選定委員会から答申をも

らってますので、その答申が協議会では一応東京書籍を決定しようということにな

った。それを各教育委員会に持ち帰って、ここで議論をして、府中町は東京書籍で

いいですよ。安芸郡の教育委員会の中で疑義が出れば、もう一度選定委員会、協議

会へ返すことができるということです。そうなったら大至急協議会を開いて、８月

末には報告しなければならないといったような流れになります。ということで、自

由な意見を言っていただいていいですよ。 

 

坂田委員   それで、県全部まとまって発表するのが９月ですか。 

 

学校教育課長 ９月半ばには文科省に報告があると思います。 

 

坂田委員   学校が知って、来年度の教育計画はそれからということになりますね。 

 

教 育 長   それからという流れになります。 

       その他質問はございませんか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようですので、日程第８、第１２号議案「平成３０年度使用小学校教科用図

書採択について」は原案のとおり決したいと思いますけれども、よろしいでしょう

か。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   そのように決しました。あとの事務についてよろしくお願いします。それでは、

続いて日程第９、第１３号議案「平成３０年度使用特別支援学級用教科用図書採択

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   平成３０年度使用特別支援学級用教科用図書採択について、教育委員会の審議に

付したいと思います。引き続き、学校教育課長からご説明いたします。 

 

学校教育課長 平成３０年度使用特別支援学級用教科用図書でございます。特別支援学級用は、

毎年採択していただいているところです。小・中学校においては、学校教育法第３

４条に文部科学大臣の検定を経た教科用図書、または文部科学省が著作の名義を有

する教科用図書を使用しなければならないと規定されているのですが、ただし、こ

の特別支援学級においては、学校教育法附則第９条の規定により、当分の間、いわ

ゆる検定図書以外の教科用図書を採択することができるとされております。各学校

においては、児童・生徒一人ひとりに合った教科書を採択する必要があるため、毎

年学校内の選定委員会で内定しているところでございます。その一覧が１７ページ

です。これは、各学校をまとめたものです。１８ページ以降は、各学校について記

載しております。こちらについてご審議いただきたいと思います。 
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教 育 長   今、説明がありましたけれども、何か御質問等、ございませんか。意見を合わせ

てしてもらってもいいのかなと思います。 

 

田村委員   府中小学校の自閉症・情緒学級の「一般図書選定なし」だったらどうなるのです

か。 

 

学校教育課長 検定教科書を使うということです。それぞれの学年の検定済み教科書を使います。

自閉・情緒学級の児童・生徒で、知的な遅れがない児童・生徒については、教育課程

が一般の教育課程となると一般の検定済み教科書、それぞれの学年の教科書となり

ます。 

 

教 育 長   その他はよろしいですか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようです。よって、日程第９、第１３号議案については原案のとおり可決し

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   ご異議がないようですので、第１３号議案についてはそのように決します。それ

では、退席された委員は席に戻ってください。 

       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４時１０分） 

 

 


