
 

会 議 結 果 報 告 書 

 

１ 定例会 

 

２ 開会日時    平成３０年６月２７日（水）午後１時 

 

３ 閉会日時    平成３０年６月２７日（水）午後１時４０分 

 

４ 出席者     教育長  委員 ３人 

 

５ 議決件数    ２件 

 

６ 議決の状況   原案可決    １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   平成３０年６月２７日（水） 

 

２ 招集の場所   府中町立府中中央小学校 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 

 

計  ４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６号 代理行為の承認について 

「付議事件に関する意見聴取について」 

日程第４  第８号議案 府中町子どもの読書活動推進計画（第二次）の策定について 

 

５ 職務のため会議に出席した者 

教育部長     奥田 米穂    総務課長     谷口 充寿     

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        

総務課係長    山王 真由美   総務課主任    野田 直子 

 

６ 議事の内容 

（開議 午後１時） 

 

教 育 長   それでは定刻になりました。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、お手元に配布しているとおりでございますが、よろしいでし

ょうか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   それでは、日程第１「議事録署名委員の指名」を行います。規則によりまして、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   それでは、次にまいります。日程第２「教育長報告」に移りたいと思います。 

      〇５月２１日（月）安芸郡教科書採択地区協議会について 

       ５月２１日、月曜日ですが、安芸郡教科書採択地区協議会がございました。今年

は府中町が事務局ということですので行かせてもらいました。最初、教科書採択の

概要について事務局から説明をし、会長と副会長の選出を行いました。会長は坂田

委員にお願いしております。副会長は次の事務局になる海田町からということで、

海田町の林委員が副会長に選出されました。 

      その後、採択の基本方針について協議が行われましたけれども、原案のとおり決定

いたしました。４町で同じ基本方針で行うということであります。県の教育委員会

からの基本方針をもとにつくられております。それから選定委員と調査委員につい
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ても決定いたしました。小学校の選定委員については、安芸郡の小学校長会、安芸

郡の小学校の教頭会、安芸郡のＰＴＡ連合会の会長さんと副会長さん、さらに各町

の担当指導主事ということになっております。学識経験ということで、奥先生、府

中小学校前校長先生にお願いをして、承認されました。 

       最後にスケジュールについて説明がありました。日程ですけれども、現在、教科

書の展示を各町で行っております。６月１５日から１４日間、６月いっぱいという

ことになるかと思います。府中町の場合は図書館で行っておりますので、ぜひ行っ

てみていただきたいと思います。今回ちょっと出足が悪いなという感じがしますの

で、ぜひ見ていただきたいと思います。 

       第１回の選定委員会が既に６月４日に１回目が終わっています。第２回目の選定

委員会は７月中旬、７月１２日の予定です。それから第１回の調査委員会は６月１

１日、それ以降大体３回か４回ぐらい調査委員が集まるということになっておりま

す。それで最終的に第２回目の採択地区協議会が８月１日、ここを予定しておりま

して、そこで教科書の選定が行われるということです。それから町の教育委員会議

に諮って決議していくという、そういった流れになります。８月中に検討委員会へ

報告していくということになります。それまでは、この情報については全部非公開

で行うということであります。教科書採択については今こういったようなものにな

っております。 

      〇５月２５日（金）提案活動（広島県教育委員会）について 

続いて５月２５日、県の教育委員会に主要事業に係る提案活動を行ってきました。

教育委員会からは県の教育長に県の次長が同席されましたけれども、学校運営改善

の推進についてということで業務改善加速事業、国の事業をとって２年目になりま

すけれども、これについての継続の支援をお願いしております。 

       それからもう１点、埋蔵文化財で下岡田遺跡の発掘調査の国庫補助金の配分を引

き続きお願いしたいということでお願いに行っております。この県の提案活動と同

時に国への提案活動に行っておりますが、教育委員会関係では、部長が町長に随行

して、文化庁の文化財部長と課長に下岡田遺跡の提案活動をお願いに行っておりま

す。 

      〇５月２５日（金）広島県町教育長会定期総会・研修会について 

続いて同じく５月２５日ですけれども、県の町教育長会定期総会と研修会がござ

いました。町教育長研修大会は、本年度は神石高原町で行うということであります。

それぞれ県内の町を回らせていただいているのですけれども、それぞれ町の独自の

取り組みがあって随分参考になっております。地域実態を踏まえた学校の経営や社

会教育の取り組み等について研修しております。 

       そのほかで言いますと、中国五県町村教育長研究大会が今年は８月に岡山の吉備

中央町であります。 

議事については全部了承されました。昨年度の事業報告、決算、それから今年度

の事業計画、予算についてです。それから毎年大会の決議もしております。決議案

についても議決されております。研修会を一緒にやったのですけれども、そのとき

に県の教育長さんに来ていただいて話を聞かせてもらいました。県の教育長は留学

する学生の支援をする会社を設立して、全世界の学校をかなりまわっておられるの

です。その中でオランダの教育の話をされました。オランダは日本と全然仕組みが

違うのです。３分の１がイエナプラン、３分の１がシュナイダー教育とか取り入れ

てやっているとか私立も公立も同じなのです。イエナプランというのは子どもが自

ら時間割りをつくって勉強していくといったような、学習指導要領みたいなのがな

いという感じで、それはそれで自主性でいい面もとてもあるのかもわからないけれ

ど、日本にはどうなのかなというところです。今年は教育長さん方を募ってオラン

ダに視察に行くという話がありましたけれども、私はお断りをしましたけれども。

そういうような形で風を入れようと、ただ同じことはできないけれども考え方とか

いろんなことを勉強して、できるものがあるのかなとは思っております。それが総

会・研修会の様子です。 
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      〇５月２６日（土）町内小学校の運動会について 

５月２６日ですけれども、町内の小学校の運動会が５校ありました。これも委員

の皆さん方に行っていただいてありがとうございました。府中南小学校は行進で府

中緑ケ丘中学校の吹奏楽部がやってくれて、子どもたちの感想の中でもとてもうれ

しかったというのが随分出ていて、ああいうふうに活動を地域に返していくという

のがありがたいと思います。また後でいろいろと感想等聞かせていただければと思

います。 

      〇６月２日（土）府中町学校ＰＴＡ連絡協議会について 

６月２日、町学校ＰＴＡ連絡協議会がありました。これも全部昨年の事業報告並

びに決裁について承認され、今年の事業計画と予算についても承認されました。７

月７日に家庭教育フォーラムがあるということで、今年はスマホをテーマにやると

いうことですので、また委員さんの方もぜひ参加をよろしくお願いします。 

       今年はビーチボールバレーが交流会の種目です。くすのきで７月の最後の土曜日

にあります。 

      〇６月１１日（月）総務文教委員会 

６月２２日（金）から２６日（火）まで府中町議会について 

それから６月１１日、総務文教委員会、６月２２日から２６日が府中町議会であ

りましたけれども、このときに実は今問題になっているブロック塀についての色々

と答弁しておりますので、後ほど協議会の中でブロック塀のことも含めてブロック

塀の調査の取り組み、進捗も含めて、部長から総務文教、それから議会について報

告してもらおうと思っておりますので知っておいてください。ということで、以上

でありますがそのほか、坂田委員から県の市町教育委員会連合会定期総会に出席し

ていただいておりますので、その報告をお願いします。 

 

坂田委員   ３ページのところにあるのですけれども、出席して、まず平川県教育長さんの話

ですけれども、今までにとらわれず、子どものための改革を進めるということで、

そのために生の学校の姿を見るということで、２９日時点で４３校を見て回られて

たということで、府中町にも近いうちに来られるのではないかと思います。 

 

教 育 長   ７月９日、月曜日です。 

 

坂田委員   「学びの変革」アクション・プランを推進するということでありました。意見交

換があったのですけれども、３つのテーマについてやりまして、１つ目が教職員の

人材確保及び人材育成についてです。その中で昨年と同じような県教委からの回答

があったのですけれども、３ページの真ん中あたりのところですけれども、新規採

用説明会を全国１６カ所で実施するということ、それから中国地区の各大学に出向

いて説明をする、再任用の働き方ということで、昨日の朝日新聞にも出ていました

けれども積極的に採用をということを言われていました。 

       ２番目が特別支援教育にかかわる教員の採用及び特別支援教育支援の配置につい

てということで、県教委からの回答としては県費での支援や配置、学級編制基準の

見直し、県非常勤講師措置時数の一週当たりの２０から３０時間というふうに願い

を出しているわけなのですけれども、財政が大変厳しいのでなかなか難しく、国庫

補助を要求しているという回答がありました。その１番下の行になるのですけれど

も次のページにいってもらって、府中町から具体的なものを町費でどのくらいある

かということを調べてもらって、私のほうで質問しました。教育支援員、学校生活

及び学習支援員として２６名の採用をしている。報酬費だけでも４，７００万円強

で予算として組んでいる町の負担軽減のためにということでお願いしてきましたが、

回答としてはさっきのとおり財政が厳しいということです。 

       ３番目の働き方改革については、府中町からとして府中町では３年計画で１年目、

昨年度は基礎づくり、本年度は施行、来年度は実行定着としているということを説

明しました。その中で昨年度の課題をまとめられていたので、それを３つ言いまし

た。業務改善の意識が高まりきれていない、それから教職員の達成感が感じられて
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いない、学校間に意識、取り組みの差があるということです。 

       具体的な取り組みをということで３つ紹介しました。１つは勤務時間の管理とい

うことで、府中緑ケ丘中学校なのですけれども職員室に入ったところにパソコンが

あって出勤退勤時に入力することになって、多分どこの学校もやられているのでは

と思うのですけれども、そういうふうにしっかり管理していくということです。そ

れから放課後の電話対応の軽減ということで、平日１９時以降は保護者に対して電

話を控えてもらうとかそういうのを進めていくということで、将来的には電話留守

録とかそういうのもと聞いております。部活動の休養日の推進ということで実施状

況の定期的なことを進めていくということを本年度は取り組んでいくということを

紹介しました。以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございました。それからその下に２つほど、６月７日と６月１４日に

府中町転入者研修会という研修会を実施しております。これは平成２７年１２月８

日に中学校の生徒が自死をした事案について、この第三者委員会からの答申を読ん

でいただいて、赴任者の方にレポートというか、少し書いてもらったものをもとに

協議をしたという中味であります。私のほうから３０分ぐらい最初に話をさせてい

ただいて、その後、子どもに寄り添うということについて、どういったことをやっ

ていこうかということについて、そういったようなことをテーマにグループワーク

をしたといったようなことで進めました。１時間半ぐらいの会を持つことができた

と思います。 

       これで報告案件全部説明いたしましたが、何かご質問等ありましたらお願いしま

す。 

 

坂田委員   運動会のほう、いいですか。 

 

教 育 長   お願いします。 

 

坂田委員   府中南小学校からで２６日に行ったのですけれども、入場行進は１年生も含めて

手をしっかり振って足並みもよくそろっていて大変よかったです。開会式は１年生

は動くことなくしっかり集中していました。１年生による児童代表の挨拶があった

のですけれども、はっきり間をとりながら落ちついてできていて大変よかったです。

児童のテント内での待ち方が大変良かったです。全学年の子が応援団の指揮のもと

一生懸命応援していました。 

       次に府中中央小学校ですが、応援合戦の声がよく出ていたのが印象に残りました。

使用用具の片づけを係の児童がとてもテキパキとやっていたのが大変良かったです。

府中小学校２年生、３年生の表現を見たのですけれども、どの子もリズムに乗って

笑顔で楽しんで演技をしていたので大変よかったです。 

 府中北小学校は１年生からの選手リレーの場面だったのですけれども、大変盛り

上がって良かったです。入学間もない１年生もルールを守って一生懸命最後まで走

ることができていました。 

       府中東小学校は午後だったのですけれども、熱い中でも１年生も最後までだれる

ことなく競技したり応援したりしていて良かったです。それから５，６年生による

組体操がありました。一つ一つの型を確実にできていました。移動も素早くできて

いて大変良かったです。それから先ほど教育長さんからありましたけれども、府中

南小学校と府中中央小学校のほうへ府中緑ケ丘中学校の吹奏楽部が行きまして伴奏

していたこと、小中連携という意味でも大変良かったように思います。 

       それからもう少しというところですけれども、これは全部の学校に共通するので

すけれどもバトンリレーなのですが、時間がない中でなかなか指導は難しいと思う

のですけれども、高学年がもう少し技術を上げることができたらいいなと思いまし

た。具体的にはリレーゾーンの使い方、バトンの渡し方、基本は右手で受け取り左

手に持ちかえて次の走者にバトンを渡すということだと思うのですけれども、これ

は昨年もあったのですけれどもお互いに向かい合って受け渡し等があったので、で
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きるならもう少し特に高学年ができたらと思いました。 

       次に参観日に行った分ですけれども、６月１４日府中中央小学校の道徳参観日に

行きました。どのクラスも子どもたちが落ちついて授業に取り組んでいました。先

生も子どもの考えをうまく吸い上げて板書に反映させていたし、授業の流れ、友達

の考えがよくわかるものになっていて大変良かったです。廊下での保護者のおしゃ

べりは、やはり多いと感じました。教室に入ってもらう工夫が必要のように思いま

した。 

       ２０日は府中東小学校に田村委員さんと一緒に行ったのですけれども、５年生の

授業と安芸府中高校にハワイから来ている２名の生徒との交流会を参観させてもら

いました。ハワイの特色について紹介し、後でクイズ形式で児童が興味を持つよう

に工夫していました。児童も我が町にある高校という意識を持つことができて良か

ったように思います。 

       ２１日は府中小学校の参観日、最初に校長先生から６年生教室の前のフロアに座

って読める読書コーナーを新設したのを紹介していただきました。「君たちはどう

生きるか」など自分の生き方を考えさせる本を数多くそろえておられました。休み

時間にすぐ読めるのでとても良い取り組みだと思いました。４月の参観日に比べて

教室内での参観者が多くなっていたように思いました。学校だよりなどでの呼びか

けがよかったのではないかと思います。全体的には前回よりもおしゃべりが少なか

ったと思うのですが、やっぱり廊下にいる保護者はおしゃべりしている方が多かっ

たです。でもどんどん取り組みが進んでいるように思います。児童は全体的に集中

して学習に取り組んでいたように思います。 

       ２３日、府中南小学校の参観日に行かせてもらいました。１年生は大変落ちつい

て学習に取り組んでいました。学習規律も身についていたし大変良かったです。全

学年のノート指導も丁寧にされていました。保護者の参観の様子なのですけれども、

本校舎での保護者は比較的静かだったです。食育もあったのでそうかなと思うので

すが、特別校舎の廊下ではちょっとおしゃべりが多かったです。気になったところ

で府中南小学校なのですけれども、教室前面にやや掲示物が多いような気がしまし

た。中には新出漢字を小黒板に書いてそれを前面に置いているクラスがありました。

あれはちょっとどうかなと思いました。廊下に張り出していた児童の絵はとても丁

寧に描かれていたのですが、やや同じ構図、色使いが気になりました。そういう狙

いでやっていたのかなと思うのですけれども、もう少し自由な発想があってもいい

かなと思いました。 

       授業参観後、上之園委員さんと一緒に行ったのですけれども、４年生の保護者対

象の親プロの様子を、進行は田村委員さんがやられたのですけれども、それを見せ

てもらいました。ファシリテーターの進行のもと参加者が自分の思いや考えをお互

いに出し合うことができていて大変良かったです。５、６年生の保護者が修学旅行、

野外活動の説明会がある日と重なっていたので、別にするともう少し参加者が多く

なるかなと思いました。長くなりましたが以上です。 

 

教 育 長   ありがとうございます。 

 

田村委員   運動会と参観の様子を報告させていただきます。府中南小学校は吹奏楽部の演奏

があって、足があっていない子もいたのですけれども子どもたちが生き生きと元気

よく行進していたのがほほ笑ましかったです。 

       残念だったのは昨年もそうだったのですけれども、昨年は国旗掲揚でみんなが注

目しているのを保護者が子どもに手を振って子どもの集中をそらしたのだけど、今

年は手を振らないのだけれども写真を撮っていて、子どもが後ろを向くので保護者

の方は一斉に写真を撮り、起立してとは言えないのかもしれないのだけれども座っ

たままの方が多数いて、全然注目しない方もいらっしゃったのでそれが残念でした。

でも、先生方の表情がよくて笑顔も動きもとっても良かったと思います。 

       また残念なのは、保護者の方が多分近隣のところに車を駐車していらっしゃった

のか、車をすぐに移動してくださいという放送が大抵毎年かかるので、それが本当
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に残念でなりません。子どもたちは本当に競技を頑張っていて日ごろ学んでいる防

災であるとか、毛布を畳んで担架のようにして運ぶことを競技に入れているという

のがいいなと思いました。 

       府中中央小学校ですが、子どもたちは暑い中で頑張っていたのだけれども、１つ

気になったのは係の子が一生懸命過ぎて、例えば自分は１番の子を１番のところに

連れていく係だと思うのだけれども、最後まで走り切っていないのに係の子が飛び

出して、まだ走っているのに１番の子を連れて行っていたので、そこらが全員走り

終えて係の子が出て１番の子を連れて行くとか、２番の子を連れて行くというのが

できたらいいなと思いました。 

       府中東小学校もとても元気で応援も本当に一体感があって、全力を尽くしている

と思いました。府中小学校も迫力があって、笑顔でみんなが楽しくやっていたのが

よかったです。府中北小学校は、最後の５、６年生の組体操のところから見せてい

ただいたのですけれども、本当に集団行動がとてもきれいで見ている先生とか下級

生から１つ何かができるたびに、「おお、すごい。」という声が上がっていたので、

素晴らしくてレベルが高いと思いました。見ごたえがありました。 

       ありがとうございます。運動会は以上です。 

       参観日は５月３０日の府中南小学校なのですけれども、机の上は整理整頓、かば

んも整理整頓、ノートもきれいに書いているということで、子どもたちは頑張って

いるなと思いました。 

       ６月１８日月曜日は、府中東小学校のＰＴＡ講演会で「ヨガしゃべり場」をさせ

ていただきました。コミュニティ・スクールの一環ということで、府中東小学校は

これが初めてなんだとおっしゃっていたのだけれども、参加者が保護者だけではな

くておばあちゃんもいらっしゃって、こういうしゃべり場で横のつながりがどんど

んできていってコミュニティ・スクールが活性化すればいいなと思いました。 

       ６月２０日には坂田先生がおっしゃったように、安芸府中高校とニュージーラン

ドからレーガン君という留学生も来ているので、その子と後はメリノールの子ども

さんということで文化交流だけではなくて、給食を一緒に食べ掃除も一緒にしてと

いう取り組みもいいなと思いました。 

       府中小学校はさっき言われたとおりです。いつも府中小学校の参観日も保護者が

たくさんしゃべっているのだけれども、今年はその対策として多目的広場に掲示板

を立てかけて、子どもの様子をしっかり見てくださいという掲示をされていて、い

つもよりは本当に保護者の方が教室の中に入っていてしゃべっている方は少なかっ

たと思います。 

 緑ケ丘中学校にも文化交流で行きました。良かったです。府中小学校でもまた６

月２３日の府中南小学校でもそうだったのだけれども、保護者の方がスマホで子ど

もの様子を撮っていらっしゃるのです。あれがちょっと気になったのでその分はあ

らかじめ参観日のお知らせ等で注意喚起をしていただきたいのと、あと府中南小学

校はコの字型に保護者がうまく教室の中に入れていたので、それも良かったと思い

ます。以上です。ありがとうございます。 

 

教 育 長   ありがとうございます。 

 

小濱委員   私は運動会の感想を、まず府中南小学校から行きました。初めて私は府中南小学

校の開会式を見たのですけれども、すごく伸び伸びしている中にも規律がきちんと

あって府中南小学校らしいと思いました。ただ、子どもを見ていて柔軟体操ができ

ていないのが気になりました。先生もすごく子どもたちをよく見ているというのは

感じました。後ほかの方が言ってらっしゃったのですけれども、府中南小学校の子

どもたちがテントの中で待っているときも上級生がきちんと下級生に対して、「き

ちんと見ようね」と声掛けをしていたりとか、１年生が全部出ていった後にシート

にある砂を払ったりとか、そういう子どもたちの姿が本当にすばらしかったと思い

ました。 

       府中中央小学校です。途中から行ったのですけれども、ここも子どもたちが落ち
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ついていると思いました。子どもの待っているときの姿勢がすごくよくて、応援も

すごく一生懸命しているのでその辺が凄くいいなと思いました。個人的に思ったの

は、府中中央小学校は男の子の肥満が多いかなとちょっと感じました。 

       次に府中小学校は、競技を見ていて１年生は凄く落ちついていると思いました。

見ている大人もすごくしっかりと子どもたちを見ているし、学年全体でやっている

子どもたちを応援しているのが凄く運動会らしくて良かったと感じました。 

       その後、午前の最後に府中北小学校へ行きました。もう最後のほうだったのでほ

とんどあまり見られなかったのですけれども、凄くほのぼのとした雰囲気で地域の

人とか保護者みんなが一つの仲間というかファミリーですよみたいな感じの運動会

で凄く温かいものを感じました。 

       府中東小学校は昼過ぎから行ったのですが、昼過ぎでも凄く子どもたちみんな元

気がよくて１年生もしっかり走れていました。先生方もすごくよく動いているとい

う印象を受けました。組体操の最後は何段にもなって下の子たちが「わー」と声を

上げるので、ああいうのはすごくいい見本になると思いながら見ていました。以上

です。 

 

教 育 長   ありがとうございます。そのほか質問やご意見等あると思うのですが、協議会の

ほうに回させていただいて先に進みたいと思います。日程第３、報告第６号「代理

行為の承認について（付議事件に関する意見聴取について）」を議題といたします。

説明をお願いします。 

 

教育部長   報告第６号、資料でいきますと５ページからになります。議会の関係の報告にな

ります。代理行為の承認ということで付議事件に関する意見聴取について、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。説明は総務課長のほうから行い

ます。 

 

総務課長   総務課長です。６月議会で付議された議案のうち、教育委員会に関係するものに

ついて町長から教育委員会に意見聴取がございまして、教育委員会会議を開く暇も

ないために、教育長に対する事務委任規則により同意する旨の回答をしているもの

でございます。付議事件について７ページにございますように、第３０号議案、平

成３０年度府中町一般会計補正予算（第２号）で前回の教育委員会会議でご説明し

ました小学校維持管理事業、小学校における施設修繕料、府中中学校転落事故関係

の報酬及び補償費の歳出と保険金受領に伴う歳入の補正予算を組んだもので、原案

のとおり提出され６月２２日に可決されております。これについては９ページから

１４ページに資料を添付しておりますが、前回の教育委員会会議に提出させていた

だいた資料と内容に変更はありませんので説明は割愛させていただきます。以上で

ございます。 

 

教 育 長   今の小学校維持管理費というのは、府中北小学校のＬＥＤですね。これを設置す

るというもので。中学校の場合は弁護士謝礼と後遺障害ということですので、何か

ご質問ありますか。 

 

（なし） 

 

教 育 長   ないようですので、日程第３、報告第６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   ご異議ないようでございますので、報告第６号については、そのように決します。 

      次にまいります。日程第４、第８号議案「府中町子どもの読書活動推進計画（第二

次）の策定について」を議題といたします。説明をお願いします。 
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教育部長   資料でいきますと２４ページからになります。第８号議案、府中町子どもの読書

活動推進計画（第二次）の策定について、教育委員会の審議に付したいと思います。 

      説明は社会教育課長のほうから行います。 

 

社会教育課長 社会教育課長です。第二次府中町子どもの読書活動推進計画についてご説明いた

します。子どもの読書活動推進計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」

（平成１３年２月施行）により、国、県、市町村でそれぞれ策定するよう定められ

ているものです。また市町村が策定するに当たっては国、県の計画を基本とすると

ともに各自治体の実情を踏まえたものにすることとなっております。このたび、国

及び県の計画の実情は本を読む習慣の確立に有効な運用資金に本に親しませる取り

組みを一層充実すること、また複雑化している社会へ対応するため、本から学び自

らの考えを深める取り組みを一層充実することです。 

       この方針に基づきまして、府中町でも別添のとおり第二次計画の案を策定いたし

ました。計画期間は平成３０年度から平成３４年度までの５年間です。計画の基本

方針につきましては、「本を通じて言葉の力を育てる」としております。また「めざ

す子どもの姿」を「１．本に親しんでいる子ども」、「２．本をたくさん読む子ど

も」、「３．目的に応じて読んだり、読んだことを表現したりする子ども」としてそ

れぞれに取り組みの柱とそれに沿った具体的な取り組みを位置づけております。取

り組みの多くは学校現場におけるものですが、家庭、地域がそれを支えるものとし

て連携するよう目標を掲げております。 

       なお、この案につきましては５月の府中町教育委員会会議の協議会、それと平成

３０年度第１回府中町図書館協議会におきましてご意見を伺っております。さらに、

パブリックコメントを実施いたしましてご意見を募集いたしましたが、意見はなか

ったことをご報告いたします。以上です。 

 

教 育 長   ご質問等ありましたらお願いしたいのですけれども、前回これを出したときに、

それから変えたところはありますか。 

 

社会教育課長 特にございませんが、坂田委員からありました数字の部分につきましては訂正さ

せていただきました。 

 

教 育 長   数字のところについて少し訂正したということでありますけれども、いかがでし

ょうか。パブリックコメントをしていたり、図書館協議会もこれで良いといったよ

うな流れになっておりますけれども。 

 

教育部長   これは今後、ホームページ掲載と広報を配るだけですか。 

 

社会教育課長 その辺ちょっとこちらのほうで確認させてください。 

 

教 育 長   パブリックコメントもやってあるので、ぜひ町民のほうに広報のほうをお願いを

していただきたいと思います。 

 

教育部長   学校にも伝えないといけないですよね。 

 

教 育 長   概要版みたいなものは出ないですか。 

 

教育部長   せっかくつくった計画なので計画に沿った取り組みが進められないと意味がない

ので。 

教 育 長   また最近、特に県の教育長さんが学校図書館の充実を取り上げてしているので、

今回の読書推進計画の学校との連携、学校図書館を随分重点的に出していると思っ

ていますので、今の全体の流れに沿うものとなっているのかなとは思いますが、あ
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とは具体的に事務局のほうでやっていただくということになると思います。 

       それでは、日程第４、第８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か。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長   ご異議ないようでございますので、報告第８号については、そのように決します。 

      以上で、本日の議事日程は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１時４０分） 

 


