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はじめに 

１ 趣旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づき，教育委員会は，毎年，その

権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い，その結果に関する報

告書を作成して議会に提出し，公表することとされており，効果的な教育行政の推進に資す

るほか，市民の皆様への説明責任を果たすため，２０１７年度（平成２９年度）の教育委員

会の事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うとともに，学識経験を有する者

の意見を付し，報告書を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第二十六条 教育委員会は，毎年，その権限に属する事務（前条第一項の規定により教育長

に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項の規定により事務局職員

等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を

行い，その結果に関する報告書を作成し，これを議会に提出するとともに，公表しなけれ

ばならない。 

２ 教育委員会は，前項の点検及び評価を行うに当たっては，教育に関し学識経験を有する

者の知見の活用を図るものとする。 
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２ 点検評価の対象 

教育委員会の活動状況及び２０１７年（平成２９年）３月に策定した第二次福山市教育

振興基本計画を基に，「就学前教育」，「学校教育」，「生涯学習・社会教育」，「文化

財」の分野を対象に点検及び評価を行った。 

 

■第二次福山市教育振興基本計画の体系図 

  

基本
理念

基本目標

(１) 生活や学びの基盤をつくる教育・保育内容の充実

(２) 認定こども園の整備

《学校教育》

(１) 行動化できる学びを確かにする小中一貫教育の推進

(２) 行動化できる学びを牽引する中高一貫教育の推進

(３) 外国語教育・国際理解教育の推進

(４) 教科の専門性を高める教職員研修の充実

(５) 教育課程を中心に据えた学校経営

(１) 学校・家庭・地域で目標やビジョンを共有して
(１) 進める教育活動

(２) 市民一丸の機運の醸成

(１) 望ましい学校教育環境の整備

(２) 子どもの安心・安全対策の充実

(３) 教育上特別な配慮を必要とする子どもへの支援の
(３) 充実

(４) 就学支援の充実

(１) 公民館等での学習機会の充実

(２) 誰もが気軽に利用できる図書館の充実

(１) 地域で活動する人材の育成

(２) 学習成果を活動につなげる仕組みづくり

《文化財》

(１) 文化財の調査・研究

(２) 文化財資料の調査と収集

(１) 文化財の保存・管理・活用

(２) 文化財保護意識の醸成

《就学前教育》

《生涯学習・社会教育》

学びの成果を活
かせる生涯学習
の推進

生涯学習・社会
教育活動の充実

学習成果を地域
で活かせる環境
の整備

福山の歴史を身
近に感じられる
文化財の保存と
継承

文化財の調査と
資料収集

文化財の保存と
活用

基本施策 主な取組

「

福
山
１
０
０
Ｎ
Ｅ
Ｎ
教
育
」

の
推
進

質の高い就学前
教育の推進

教育・保育の質
の向上

「たくましく生
きる力」を育成
する学校教育の
推進

「自ら考え学ぶ
授業」の推進

市民一丸となっ
た取組の推進

子どもの学びを
支える教育環境
の整備
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３ 点検評価の方法 

（１）点検評価の視点 

教育委員会会議の開催状況など教育委員会の活動状況を明らかにするとともに，施策

について，実施状況を点検及び評価し，成果と課題を踏まえた今後の取組の方向性を明

らかにした。 

評価については，数値指標のほか主な取組に関係する実績数値などから総合的に判断

して，「順調」「おおむね順調」「やや遅れ」「遅れ」の４段階で評価を行った。 

 

（２）学識経験者の知見の活用 

点検及び評価の客観性を確保するため，教育に関し学識経験を有する者から，点検及

び評価に関し意見を聴取した。（５２ページに掲載） 

 

名 前 役 職 等 

大島 衣恵 喜多流能楽師 

大塚 佐知恵 福山市ＰＴＡ連合会会長 

田丸 敏髙 福山市立大学学長 

                       （五十音順） 
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Ⅰ 教育委員会の活動状況 

１ 教育委員の選任状況 

教育委員は，当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で，人格が高潔で，教育，学

術及び文化に関し識見を有するもののうちから，地方公共団体の長が議会の同意を得て任

命している。 

教育委員の任命に当たっては，年齢・性別・職業等に著しい偏りが生じないよう配慮す

るとともに，保護者である者が含まれるようにしなければならないとされている。 

 

   ２０１８年（平成３０年）３月３１日現在 

職 名 名 前 委員の任期 備考 

教育長 
みよし まさあき 

１期目※ 
２０１５年（平成２７年） ４月 １日 ～ 

２０１８年（平成３０年） ３月３１日 
 

三好 雅章 

教育長 

職務代理者 
かきはら ひろき 

２期目 
２０１６年（平成２８年） ６月２８日～ 

２０２０年（平成３２年） ６月２７日 
 

柿原 博樹 

委 員 
すがた あきよ 

１期目 
２０１４年（平成２６年） ６月２９日～ 

２０１８年（平成３０年） ６月２８日 
保護者 

菅田 章代 

委 員 
きん ひとし 

１期目 
２０１６年（平成２８年） ３月２１日～ 

２０２０年（平成３２年） ３月２０日 
 

金 仁洙 

委 員 
かんばら たえ 

１期目 
２０１７年（平成２９年）１０月２５日～ 

２０２１年（平成３３年）１０月２４日 
 

神原 多恵 

※教育長の現在の任期は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う新「教育長」

に係るものであり，それ以前の任期は２０１４年（平成２６年）７月１日から２０１５年

（平成２７年）３月３１日までである。なお，２０１８年（平成３０年）４月１日から２期

目就任。 

 

２ 教育委員会会議の開催状況 

教育委員会は，地方公共団体に置かれる合議制の執行機関であり，教育に関する事務の

管理及び執行の基本的な方針，教育委員会規則等の制定及び改廃，学校その他教育機関の

設置及び廃止などについて，教育委員会会議を開催し，審議・決定している。 

会議は公開（人事案件等を除く。）で開催しており，ホームページにおいて議事録等を

公開している。 

２０１７年度（平成２９年度）は，１２回開催し，５９件の議案を審議した。 

開催日 付議事項・報告事項 

４月２１日 

議第 １号 臨時代理の承認を求めることについて（福山市立幼稚園保育料等

徴収条例施行規則の一部改正） 

議第 ２号 福山市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の解嘱及び委嘱に

ついて 

議第 ３号 福山市図書館協議会委員の解任及び任命について 

議第 ４号 臨時代理の承認を求めることについて（２０１７年度（平成２９

年度）福山市教職員研修基本方針） 

議第 ５号 福山市奨学金審議会委員の任命について 

議第 ６号 福山市青少年修学応援奨学金審議会委員の委嘱について 

議第 ７号 臨時代理の承認を求めることについて（福山市教育支援委員会委

員の解嘱及び委嘱） 

報告 図書館の臨時休館について 

報告 ２０１７年度（平成２９年度）福山中・高等学校第１学年入学者状況に
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開催日 付議事項・報告事項 

ついて 

報告 福山１００ＮＥＮ教育の推進に向けた今後の取組について 

報告 広島県高等学校共通学力テストについて 

５月２６日 

議第 ８号 福山市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

議第 ９号 福山市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

議第１０号 福山市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について 

議第１１号 ２０１８年度（平成３０年度）に使用する福山市立小学校・中学

校用教科用図書の採択方針について 

議第１２号 ２０１８年度（平成３０年度）に使用する福山市立福山中学校及

び福山市立福山高等学校用教科用図書の採択方針について 

議第１３号 福山市小学校用教科用図書選定委員会委員の委嘱について 

議第１４号 福山市小学校用教科用図書選定委員会への諮問について 

議第１５号 臨時代理の承認を求めることについて（２０１８年度（平成３０

年度）福山市立福山中・高等学校入学者選抜の基本方針及び入学

者選抜日程） 

６月９日 

議第１６号 議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について 

議第１７号 福山市文化財保護審議会への諮問について 

議第１８号 福山市文化財保護指導員の委嘱について 

議第１９号 福山市奨学金審議会委員の任命について 

議第２０号 福山市青少年修学応援奨学金審議会委員の委嘱について 

報告 学校整備について 

報告 特別史跡「廉塾ならびに菅茶山旧宅」の保存整備について 

報告 国史跡「朝鮮通信使遺跡鞆福禅寺境内」の保存整備について 

報告 学校選択制度の実施状況について 

報告 公立幼小中高等学校別園児数・児童数・生徒数について 

報告 ２０１７年度（平成２９年度）地域学習活動支援事業について 

７月２８日 

議第２１号 福山市鞆町伝統的建造物群保存地区保存計画の策定について 

議第２２号 公民館長の解任について 

議第２３号 福山市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

議第２４号 ２０１８年度（平成３０年度）使用教科用図書（福山市立福山高

等学校）の採択について 

議第２５号 ２０１８年度（平成３０年度）使用教科用図書（福山市立小学

校）の採択について 

協議 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

報告 福山市立福山中学校及び福山高等学校オープンスクールについて 

８月２３日 

議第２６号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

議第２７号 議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について 

議第２８号 福山市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

議第２９号 （仮称）千年小中一貫教育校（義務教育学校）の整備について 

議第３０号 臨時代理の承認を求めることについて（教職員の人事） 

議第３１号 ２０１８年度（平成３０年度）福山市立福山高等学校の入学定員

について 

議第３２号 ２０１８年度（平成３０年度）福山市立小中学校の特別支援学級

で使用する教科用図書の採択について 

報告 「チャレンジ・ウィークふくやま２０１７」について 

９月２９日 
協議 福山市歴史文化基本構想の策定について 

協議 福山１００ＮＥＮ教育の推進に向けた取組について 

１０月３１日 

議第３３号 臨時代理の承認を求めることについて（議会の議決を経るべき議

案に対する意見の申出） 

報告 図書館の特別整理期間の実施について 
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開催日 付議事項・報告事項 

報告 「チャレンジ・ウィークふくやま２０１７」実施報告について 

報告 北京市教育交流推進事業について 

１１月１７日 

議第３４号 議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について 

議第３５号 福山市文化財の指定について 

議第３６号 北京市教育交流推進事業について 

協議 福山市歴史文化基本構想の策定について 

協議 福山市立中学校完全給食実施方針の策定について 

報告 福山市中央図書館水呑分室の廃止について 

報告 学校選択制度に係る申請状況について 

１２月２２日 

議第３７号 臨時代理の承認を求めることについて（議会の議決を経るべき議

案に対する意見の申出） 

議第３８号 臨時代理の承認を求めることについて（福山市立中学校完全給食

実施方針の策定） 

報告 ２０１７年度（平成２９年度）広島県児童生徒の体力・運動能力調査に

ついて 

報告 「学校へ行こう週間」での取組状況について 

１月２６日 

議第３９号 福山市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について 

議第４０号 福山市歴史文化基本構想の策定について 

議第４１号 福山市善行児童生徒顕彰における対象者の選考について 

報告 福山市鞆町伝統的建造物群保存地区保存計画の変更について 

報告 平成２９年度文部科学大臣優秀教職員表彰及び広島県教育奨励賞につい

て 

報告 福山市立福山中学校入学者選抜受検状況について 

報告 ひろしま給食１００万食プロジェクト福山レシピ賞について 

報告 臨時校長会議について 

２月１６日 

議第４２号 教育機関の廃止について 

議第４３号 福山市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一

部改正について 

議第４４号 教育委員会の職務権限に属する事務の補助執行にかかる協議につ

いて 

議第４５号 議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について 

議第４６号 臨時代理の承認を求めることについて（教職員の人事） 

議第４７号 福山学校元気大賞の被表彰者の決定について 

報告 国史跡「福山城跡」保存活用計画の策定について 

報告 ２０１８年度（平成３０年度）福山市立幼稚園入園申込状況について 

報告 福山市子どもの生活に関する実態調査結果（中間報告）について 

３月３０日 

議第４８号 臨時代理の承認を求めることについて（市長の職務権限に属する

事務の補助執行にかかる協議） 

議第４９号 臨時代理の承認を求めることについて（議会の議決を経るべき議

案に対する意見の申出） 

議第５０号 福山市教育委員会事務局処務規則及び福山市立幼稚園規則の一部

改正等について 

議第５１号 福山市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の

一部改正について 

議第５２号 福山市教育委員会事務決裁規程の一部改正について 

議第５３号 福山市立認定こども園規則の制定に対する意見の申出について 

議第５４号 臨時代理の承認を求めることについて（公民館長の任命） 

議第５５号 臨時代理の承認を求めることについて（福山市教育委員会事務局

職員及び福山市立福山高等学校教職員の人事） 

議第５６号 福山市立小中学校の児童生徒に対する就学援助費支給規則の全部
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開催日 付議事項・報告事項 

改正について 

議第５７号 ２０１８年度（平成３０年度）福山市教職員研修実施計画につい

て 

議第５８号 臨時代理の承認を求めることについて（教職員の人事） 

議第５９号 福山市奨学金審議会委員の任命について 

報告 ２０１８年度（平成３０年度）の組織・機構について 

 

 

 ３ 研修会への参加状況 

教育委員は，各種研修会に積極的に参加し，国，県の動向について情報を収集するとと

もに，他市町の教育委員との協議や意見交換を通じて，課題研究に努めている。 

研修名 内 容 

広島県・市町教育

委員合同研修会 

県教育委員会委員と市町教育委員会連合会役員が相互に教育課題

の理解を深めることを目的とした合同研修会 

 

◇協議 

・テーマ： 「学校における働き方改革について」 

  「教職員の病気休暇・育児休暇等による代員の確保に

ついて」 

  「外国語教育における新学習指導要領の実施に向けた

教育現場の現状と今後の展開について」 

広島県市町教育委

員会教育委員研修

会 

教育委員の職務や教育行政の課題等の理解を深めることにより，

市町教育委員会の組織及び運営の充実強化・活性化を図ることを目

的とした研修会 

 

◇講話 広島県教育委員会教育長 

・演題：｢広島で学んで良かったと思える日本一の教育県の創造｣ 

◇実践発表 

・演題：｢広島版『学びの変革』で生徒はこう変わる！ 

～江田島市立能美中学校（パイロット校）の実践～｣ 

・発表者：江田島市立能美中学校長 

◇講演 

・演題：｢これからの学校教育に求められるもの～新学習指導要領

と学校における働き方改革について～｣ 

・講師：文部科学省 初等中等教育局教育制度改革室長 

市町村教育委員研

究協議会 

全国の市町村教育委員が一堂に会し，教育及び教育行政全般につ

いて理解を深めるとともに，教育委員会運営の活性化に資すること

を目的とした研修会 

 

◇行政説明：文部科学省初等中等教育企画課長 

 （演題）「初等中等教育施策の動向について」 

◇研究分科会 

 （テーマ）：「働き方改革について」 

「いじめ対策・不登校支援について」 
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研修名 内 容 

広島県女性教育委

員グループ研修会 

県内の女性教育委員をもって組織され，委員相互の連携を密にし

て，県民の教育の向上並びに福祉の増進を図ることを目的とした研

修会 

 

◇第１回研修会 

・講話：広島県教育委員会 幼児教育担当課長 

(演題)「『遊び 学び 育つひろしまっ子！』推進プランについ

て～広島県の全ての乳幼児の健やかな成長のために～」 

・情報交換：「本日の講話について」 

 

◇第２回研修会 

・講話：東広島市教育長 

(演題)「Reborn!独創教育－これからの教職員を育てる学校支援」 

・視察：三ツ城古墳，東広島市立西条中学校(授業参観) 

・情報交換：「本日の研修を振り返って」 

◇第３回研修会 

・講演：広島県立教育センター 特別支援教育・教育相談部長 

(演題)「行動面に課題のある児童生徒の指導」 

・実践発表：府中市教育委員会 

(演題)「府中市が目指す義務教育」 

・情報交換：「本日の講話及び実践発表について」 

       「各地域における取組について」 

 

 ４ その他の活動状況 

教育委員は，教育委員会会議へ出席するほか，各種研修会への参加や学校訪問，本市の

課題や施策の参考となる先進地の視察などを行っている。 

市長との協議・調整の場である総合教育会議が２月に開催され，学校再編などについて

協議・調整を行った。 

学校訪問については，教育委員及び教育長が学校を訪問し，授業や児童生徒の様子，学

校の課題など学校の状況を確認しており，また，教育長の訪問の様子を「教育長学校訪問

記」として教育委員会ホームページで公開し，広く市民へ学校の状況を伝えている。 

項 目 内 容 

総合教育会議 

 

・趣旨：市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り，地域の教育課題やあ
るべき姿を共有しながら協議・調整を行い，その結果を互いに尊
重することで，より一層民意を反映した教育行政の推進を図る。 

・開催時期：２月 
・内容：学校再編などについて 

教育行政視察 ・趣旨：本市の課題や施策の参考となる事例を視察し，今後の教育行政に

活かす。 

・実施時期：９月 

・テーマ：「ＩＣＴ教育」 

・視察先：神戸市教育委員会，神戸市立若草小学校，大池中学校 

・内容：神戸市では，従前よりＩＣＴ環境の整備に取り組んでおり， 

2016 年度（平成 28 年度）に市内の２小学校１中学校を「ＩＣＴ

活用」重点推進校として指定し，電子黒板や書画カメラを全教室

に配置して，ＩＣＴを活用した授業のあり方について実践と検証

を重ねている。 
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項 目 内 容 

視察では，２校で実際にＩＣＴ機器を活用した授業の様子や機器

の整備状況などを見学し，校長等から説明を受けたほか，教育委

員会担当者から導入経緯，ＩＣＴ機器の利点や運用の課題などに

ついて聞き取りを行った。 

学校訪問 

（教育委員） 

・趣旨：年度末退職予定の校長や新任校長等の学校へ訪問し，学校や児童

生徒などの状況を把握し，今後の教育行政に活かす。 

・実施時期：６～７月   

・訪問時間：１校当たり１時間程度 

・訪問校数：各委員が個別に８～１３校を訪問 

学校訪問 

（教育長） 

・趣旨：教育長が学校を訪問し，授業の様子や，掃除や給食時，放課後の

児童生徒の様子，施設の状況など学校の状況や雰囲気などを見て

回り，学校現場が元気になる取組に活かす。また，その様子を

「教育長学校訪問記」として教育委員会ホームページで公開する

ことで，広く市民へ学校の状況を伝え，より学校を身近に感じて

もらう。 

・実施時期：随時   

・訪問時間：１校当たり１～２時間程度 

・訪問回数：延べ１１９回 

 

教育行政視察（神戸市・ＩＣＴ教育） 

 

学校訪問（教育長） 


