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 【開会時刻 午後２時００分】 

三好教育長 それでは，ただいまから，２０１９年度（令和元年度）第８回福山市教

育委員会会議を開会いたします。 

 本日の議案ですが，議第４３号は，人事案件のため，福山市教育委員会

会議規則第１３条第１項の規定により秘密会として審議し，審議の順番は

公開する案件の後としたいと考えますが，御異議はございませんか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議なしということで，この案件は秘密会とし，その他の案件は公開

といたします。 

 ではまず初めに，日程第１ 教育委員会会議録の承認についてです。 

２０１９年８月６日開催の第６回の教育委員会会議録について，何かご

ざいますか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，教育委員会会議録を承認することとし，会議

終了後，委員の皆さまの署名をお願いいたします。 

 次に，日程第２ 教育長の報告についてです。 

教育長報告資料の１ページをお願いします。 

２学期が始まって，なるべく時間をとって学校訪問へ行くようにしてい

ます。目的は，中学校で行う５ラウンド，英語の教科書を５回繰り返して

学習するという手法を取り入れている５つの学校と，また，春に１回，こ

の１０月，１１月に１回，１月，２月に１回と，年３回行う校長面談の今

回２回目を，学校を見た上で，面談するということで，学校を訪問してい

ます。 

なかなか授業が子ども主体の学びにならないという状況もあります。半

面，確実に子どもたちが考えて，自分たちで調べ始めて問いを見つけてい

くという子ども主体の学びになりつつある学校も着実に増えていっている

という実感も持っています。改めて，学校の状況をしっかり見ながら取り

組んでいこうと思っています。 

 続いて，教育次長から９月定例市議会の答弁について，報告をお願いし

ます。 

 

佐藤教育次長 それでは，９月議会での教育関係の答弁について御説明いたします。 

教育委員会答弁一覧の資料，１ページをお願いします。 

水曜会の大田議員からは，中学校のクラブ活動などについて質問があり

ました。 

部活動については，国，県が示した方針を踏まえ，生徒のバランスのと

れた心身の成長や教職員の負担軽減のため，昨年８月に「運動部活動の方

針」を，また，本年８月に文化部活動を含む「部活動の方針」として新た

に策定したこと。この方針を踏まえ，休養日などの徹底と運営体制の整

備，参加する大会の見直しなどを行っていくこと。部活動の民間クラブチ

ームへの移管や武道の授業での民間道場の活用についても，学校や地域の

状況に応じて検討する必要があるとの考えを答えています。 

登山等の体験活動は，引き続き，各校の教育課程編成の考えに基づき設

定していくことなどを答弁しています。 

２ページをお願いします。 

連石議員からは，特別支援教育について質問がありました。 
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現状については，特別支援学級が，小中ともに毎年増加しており，毎月

の一斉研修での担任の授業力向上とともに，各学校では「個別の教育支援

計画」を基に関係機関と目指す子どもの姿を共有し，支援を行っているこ

と。課題は，担任の専門性向上と教室数の不足などの環境整備であると答

えています。 

次に，来年度から，情緒通級指導教室の利用を原則，小学２年生からと

した理由については，環境が大きく変わる小学１年生での学校生活の状況

を見ながら，通級指導教室利用の必要性を判断することが，より適切であ

るとの専門家の意見を踏まえて決定したこと。３ページですが，１年生の

子どもや保護者に，不安などがあった場合，担当教諭が思いを聴き，必要

な支援を行うことを答えています。 

４ページをお願いします。 

喜田議員からは，学校プールのあり方などについて質問がありました。 

まず，学校のプールに係る経費について，これまでの実績を説明すると

ともに，今後の見通しについて，長寿命化改修等に取り組む中で，プール

の耐用年数を８０年として試算すると，１校あたりのライフサイクルコス

トは約２億４，０００万円で年間では約３００万円，小中全体では年間約

２億８，０００万円になると答えています。 

また，学校のプールでの水泳の授業を公営プールに切り替えた場合のコ

ストについて，公営プール使用の場合は年間約９０万円の削減が見込ま

れ，一方，民間スクールへ委託した場合は約１２０万円の負担増となるこ

と。 

今後は，プール整備に当たって長寿命化に取り組むとともに，現在，公

共や民間の施設の活用を検討していると答えています。 

５ページです。夏季休業の短縮化については，「子どもの学び」を中心

に置いた教育環境整備の一つであると同時に，家庭の負担軽減にも有効と

考えており，教育委員会会議でも同様の提言があり，実施に向け検討を始

めていると答えています。 

学力向上アドバイザーの活用と児童生徒の学力向上に向けた取組につい

ては，アドバイザーに選任した文科省の大根田氏から，８月の研修で，学

力の伸びを把握する調査をしている２中学校区の教職員約１３０名が，個

の学力や非認知能力の変化の見方などの講義を受け，同じ児童生徒の前年

度の学力等と比較し，伸びた割合や変容を見ることで，指導のあり方など

を振り返り，調査結果の要因等を考えることができ，「評価」とは，個々

の伸びやその過程を見ていくものだと実感したこと。今後，調査の全市的

活用の検討とともに，アドバイザーに指導・助言を受けながら，調査結果

の分析に留まらず，個に応じた学びのあり方や支援等を考えるなど，「子

ども主体の学び」づくりを進めていくと答弁しています。 

６ページをお願いします。 

公明党の塚本議員からは，学校での平和学習について質問がありまし

た。 

各学校の授業では，原爆ドームが世界遺産に登録されている理由を調べ

ることなど，また，夏季休業中の登校日に，原爆語り部から被爆体験を聞

くなど，取組の内容を説明し，引き続き，各教科等の学習内容を関連付け

ながら取り組んでいくと答弁しています。 

７ページをお願いします。 

中安議員からはチャレンジウィークについて質問がありました。 

成果については，２００６年（平成１８年）にスタートして以来，昨年

度まで中学２年生を対象に８月後半の５日間，約１，４００の事業所の協

力を得て実施し，生徒は，懸命に働く大人の姿に触れ，「社会のために役

に立つ人間になりたい」「働いている人は仕事に誇りをもっている」など
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を実感し，将来の夢や職業について新たな発見や改めて考える機会となっ

ていることを答えています。 

次に，今年度からの変更の経緯について，各学校では，職場体験学習も

授業で身に付けた力を実践する貴重な場として，時期・内容等を見直し，

教育課程に明確に位置付け実施したものであり，１年生が３学期に２日間

実施する学校や２年生が７月や８月に３日から５日間実施する学校の他，

修学旅行で企業訪問したり，インターネットを利用し企業からのミッショ

ンに取り組んだりした学校があったこと。 

今後は，全ての教育活動の関連をさらに図り，「子ども主体の学び」づ

くりを通して，社会的・職業的自立に向け取り組んでいくと答弁していま

す。 

８ページをお願いします。日本共産党の高木議員からは，常金中学校の

再編計画と地域振興について質問がありました。 

市長から，学校再編については，引き続き，教育委員会が，保護者，地

域の理解を得るよう説明を重ねていくこと。地域振興については，関係部

局が連携する中で，地域が行ってきた活性化の取組など，一緒になって進

めていくと答弁しています。 

９ページをお願いします。村井議員からは，情緒通級指導教室について

質問があり，連石議員への答弁と同趣旨の答弁をしています。 

１０ページをお願いします。 

誠友会の稲葉議員からは，鞆の浦学園について質問がありました。 

これまでの取組状況について，新教科「鞆学」は，地元の方など１４人

を講師に招いて学習を進め，特に，後期課程の生徒が，鞆の未来像を描き

ながら，防災などのテーマを設定し，地域を巡って探究学習に取り組んで

いること。 

また，外国語学習は，専属のＡＬＴと担任や英語教科担当教員が授業を

行い，実践的な英語活動とともに，日常的に英語でコミュニケーションを

図ろうとする素地ができてきていると答えています。 

現状については，児童生徒は，日常的な異学年交流により，上級生には

手本になろうとする意識が見られ，下級生は上級生に憧れを抱くなど，相

互に良い効果が生まれており，生活の中でも，自分で役割を考えて行動す

る姿につながってきていること。 

保護者や地域からは，「上級生が，下級生を気にかけながら導いている

様子が見られる」といった声があることを答えています。 

また，指導面など教職員が感じていること，１０ページですが，児童生

徒，保護者が鞆の浦学園を選択した主な理由，放課後のグラウンドの使用

などについても答えています。 

鞆の浦学園の将来像については，本市初の義務教育学校として，９年間

のつながりを大切にし，「福山１００ＮＥＮ教育」をリードする学校とし

て，創造，協働，挑戦の３つの教育理念に沿って，ふるさと鞆，福山を愛

し，心身ともにたくましく，意欲を持って主体的に学ぶ子どもを育ててい

くことと答弁しています。 

１２ページをお願いします。市民連合の西本議員からは，不登校児童生

徒への対応などについて質問がありました。 

きらりルームにおける学力保障・進路保障について，生徒は，自分の学

級と同じ時間割での学習等，自分で決めて自分のペースで行っており，特

に，中学３年生については，進路に向け，担任が，本人・保護者と面談し

たり，高校へ見学に行くなどしており，昨年度の卒業生は，自分の決めた

進路に進んだことを答えています。 

小学校でのきらりルーム展開の経緯については，文科省の調査，また本

市の調査でも，一度不登校になると繰り返すことが分かり，小学校段階で
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の取組が重要なため，不登校が多く，中学校でも不登校生徒が多い中学校

区の２小学校にも設置し，小中一体で取り組んでいること。全ての教室を

全ての子どもたちにとって，違いを認め合える「学びの場」とするよう取

り組むことを答えています。 

きらりルーム設置校以外の学校の取組について説明し，１３ページにな

りますが，全ての学校で，児童生徒への個別の取組とともに，児童生徒自

らが「考える，選ぶ，決める」ことを大切にし，取り組んでいくと答えて

います。 

次に，外国籍児童生徒への対応については，外国籍の子どもが，学校や

地域の行事等で交流することは，互いの理解につながることから，該当校

では，日本語指導の時間以外は，他の子どもと同じ時間割に基づき，学校

生活を送っていること。人的支援体制については，現状を説明し，一人一

人の指導を継続することで，学習した日本語を授業や遊びの中で使うこと

を通して，支障なく生活できる子どもが増えていること。 

一方，国籍の多様化により，教員が，意思疎通が難くなってきており，

母語と日本語を話せる子どもが通訳するなど，状況に応じて指導や家庭連

携を行っていることから，現状を丁寧に把握し，環境整備を検討していく

ことを答弁しています。 

以上です。 

 

三好教育長 続いて，事務局からの報告をお願いします。 

 

藤井学校再編

推進室長 

資料３ページをお願いいたします。 

１ 特認校に係る準備委員会の設置について，御説明いたします。 

初めに，目的についてです。 

広瀬小・中学校における，集団の中で学ぶことが難しいなどの理由で校

区外から多くの児童が通っている，校区内に児童養護施設があり施設との

緊密な連携が必要であるといった現状と，不登校児童生徒に対する多様で

適切な教育機会の確保などの施策を自治体の責務とする「教育機会確保

法」の趣旨を踏まえる中で，多様な学びの場の提供の一環として，２０２

２年（令和４年）４月に教育上の配慮が必要な児童生徒が学ぶ特認校を設

置するにあたり，開校に向けて必要な事項を協議するため，準備委員会を

設置するものです。 

次に，委員会における協議事項です。ア 校名，校歌及び校章等に関す

る事項，イ 服装及び体操服等に関する事項，ウ ＰＴＡに関する事項，

エ 地域連携に関する事項，オ その他開校に関する事項について，を協

議することとしております。 

また，組織につきましては，委員２５人以内とし，地域住民の代表者，

保護者の代表者，児童養護施設「福山ルンビニ園」の施設長，小中学校の

校長，教育委員会事務局管理部長で構成することとしております。 

なお，委員会の設置期間につきましては，第１回準備委員会の開催予定

の１０月１７日から協議が終了するまでの間としております。 

参考として，開校までの主な取組をお示ししております。 

今年度は，準備委員会の開催・協議のほかに，学校教育目標や教育課程

の特色など学校の基本構想の策定に取り組みます。 

来年度は，教育課程の編成，学校運営に係る協議，施設整備に係る校舎

等の設計を行います。 

再来年度の２０２１年度は，特認校では，児童生徒の実態に配慮した教

育課程を編成することから，文部科学省への特別な教育課程の申請を行う

とともに，校舎等の改修・増築工事，児童生徒募集に係る学校案内の作

成，体験スクール，学校説明会の開催などを行う予定といたしておりま
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す。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

甚田中央図書

館長 

教育長報告資料の４ページを御覧ください。 

図書館の特別休館について，御説明いたします。 

はじめに，趣旨でございます。 

２０１３年度（平成２５年度）に整備した現行の福山市図書館システム

用機器について，２０２０年（令和２年）１月にＷｉｎｄｏｗｓ７のサポ

ートが終了することに伴いまして，２０１９年（令和元年）１２月に図書

館システム及び機器を更新いたします。 

更新作業に伴うシステム停止により，図書の貸出，返却，予約及び検索

業務ができないため，福山市図書館条例第３条の２の規定に基づき，全館

を休館するものでございます。 

休館日は，２０１９年（令和元年）１２月７日（土曜日）から１２月１

６日（月曜日）までの１０日間でございます。 

休館する図書館は，（３）に記載のとおり，全館でございます。（中央，

松永，北部，東部，沼隈，新市及び神辺図書館） 

周知につきましては，広報「ふくやま」１２月号，市及び図書館ホーム

ページ及び館内掲示等で行ってまいります。 

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

三好教育長 報告について，御意見，御質問はありませんか。 

 

柿原委員 市議会の答弁で，外国籍市民・児童生徒への対応についてですが，今，

福山市に，１万人近くの外国の方がいらっしゃって，かなりの方が対象と

なっていると思います。国籍についても多様化されていますが，これに対

応できる環境整備を検討すると答弁されています。現実を考えたときに，

今，何か国いるのかわかりませんが，福山市だけの問題ではなく，日本全

体の問題ですよね。それで，市だけで変えようとするのは限界があるの

で，文科省や県教委といったところに，新しい時代に対応するような援助

というのはあるのでしょうか。 

環境整備について，具体的な方策があれば教えてください。 

 

瀬元学事課長 現在，市の制度として，外国籍児童生徒の日本語教育という部分では行

っておらず，全て県の制度として行っています。小学校に日本語指導教室

を４校に設け，残りの小中学校で，日本語指導が必要な児童生徒がいる学

校には，非常勤講師の配置を，県の制度として行っています。 

今のところ，編入してきた子どもで，日本語指導が必要だという申請が

あったところには，全て非常勤等配置できていますので，ニーズとしては

今の制度で対応できています。ただ，今，言われたように，多言語化，多

国籍化が進んできているというのはありますので，県とも連携しながら，

対応できるようなことはやっていきたいと考えています。 

 

柿原委員 小学校４校というのは，どこのことですか。 

 

瀬元学事課長 南小学校，今津小学校，松永小学校，西深津小学校の４校です。 

５月１日現在，指導を受けている子どもの人数としては，南小学校が１

１人で，今年度から始めました。今津小学校が１２人，松永小学校が８

人，西深津小学校が１０人となっています。 

 

柿原委員 これは，それぞれその４校に常勤の先生が行かれているということです
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か。例えば南小学校の１１人にしても，国籍はみんな一緒なんですか。イ

メージとしては，ベトナム，中国，フィリピンあたりが多い気がするんで

すが，それを１人で受け持っているということですか。 

 

瀬元学事課長 南小学校は，偶然だと思いますが，１１人全員がフィリピン国籍の子で

す。ただ，そのほかの３校については，３～５か国の子どもたちが集まっ

ている状況です。 

 

柿原委員 きっちり対応することが，福山の子どもたちにとってもいい刺激を受け

てくれると思いますので，しっかり対応していただきたいです。これから

まだまだ増えると思いますし，よろしくお願いします。 

 

金委員 今のは４校ですが，他校にも児童生徒はいると思います。そのときの日

本語指導はどこで行われているのですか。 

 

瀬元学事課長 今の４校以外で，外国から編入してきた児童生徒がいて，日本語指導が

必要な場合，学校から対応の申請があがってきます。９月１日現在で，さ

っきの４校以外で，小学校１８校，中学校９校に非常勤講師をつけていま

す。対象となる子どもは，小学校３１人，中学校が１１人います。在籍学

校で指導を受けていることになります。 

 

金委員 特認校について，改めてお伺いしたいのですが，教育上の配慮が必要な

児童生徒というのは，どこまでが含まれているんですか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

現状の広瀬小・中学校に通っている子どもを踏まえて，対象者について

は，大きな集団の中で学ぶことが難しい子どもたち，地元の学校で不登校

になり，在籍校への復帰が難しい子どもたち，児童養護施設ルンビニ園に

在籍している子どもたち，それから，教育上の配慮が必要な子どもたちと

いうことで，この特認校の教育環境に適していると教育委員会が認める子

どもたちが対象になります。 

 

金委員 主に不登校の子ということですが，いわゆる，特別支援学級における，

知的学級，情緒学級の子は，この特認校には含まれないという理解でいい

のでしょうか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

特認校にも特別支援学級は設けることとしています。 

 

 

金委員 ということは，特別支援学級対象児童において，この特認校に行く場合

は，地元の学区ではなくても，広瀬を志望できるということですね。 

 

藤井学校再編

推進室長 

はい。 

 

 

三好教育長 他に，いかがですか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 それでは，次に，日程第３ 議第４２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）を議題としま

す。 
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説明をお願いします。 

 

來山教育総務

課長 

資料１ １ページをお願いいたします。 

議第４２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）」について，御説明いたします。 

福山市教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定によ

り，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，別紙のとお

り，臨時に代理しましたので，同条第２項の規定により，報告し，承認を

求めるものでございます。 

２ページをお願いいたします。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により，議会

の議決を経るべき次の議案について，市長から意見を求められたので同意

する旨を回答するものでございます。 

３ページをお願いいたします。 

平成３０年度 教育費等決算額の一覧をお示ししております。 

まず，一般会計についてであります。 

教育総務費につきましては，決算額２４億４，４５９万２千円，前年度

に比べ，４億５，７７４万円，１５．８％の減となっております。 

主な要因といたしましては， 

事務局費において，職員給与費及び共済費が４億１，７０５万４千円の

増となったものの，教育環境整備基金積立金が８億９，８３３万５千円の

減となったことによるものでございます。 

小学校費は，決算額６２億９，９５５万２千円，前年度に比べ，     

９億７，１９５万２千円，１８．２％の増となっております。 

これは主として，鞆の浦学園や加茂小学校の校舎改築費の増など 

学校建設費８億２，４１６万９千円の増によるものでございます。 

中学校費は，決算額２３億５，６７７万６千円，前年度に比べ， 

２億５，０５７万９千円，１１．９％の増となっております。 

これは主として，（仮称）千年小中一貫教育校校舎新築設計・用地取得

など，学校建設費２億６，９１２万２千円の増によるものでございます。 

中高一貫校費は，決算額５億３，７５７万６千円，前年度に比べ，８５

０万９千円，１．６％の減となっております。 

これは主として，校舎整備費など学校建設費５９７万５千円の減による 

ものでございます。 

大学費は，決算額１４億２，９９３万９千円，前年度に比べ，１億７，

４４５万円，１０．９％の減となっております。 

（同費目にかかる教育委員会の歳出はありません。） 

幼稚園費は，決算額９億８，２１６万６千円，前年度に比べ，５，２９

０万９千円，５．１％の減となっております。 

これは主として，東幼稚園が廃止され，附属こども園に統合されたこと

により，職員給与費及び共済費や管理運営費が減少したことによるもので

す。 

社会教育費は，決算額４０億２，６２６万円，前年度に比べ，１億５，

７３７万７千円，４．１％の増となっております。 

うち図書館費については，職員給与費及び共済費の増などにより，９３

３万２千円の増加となっております。 

人権教育費は，決算額１８０万６千円で，前年度に比べ，１４万８千

円，８．９％の増，社会体育費は，決算額２８億９４７５万７千円で，前

年度に比べ，７億８，００９万４千円，２１．２％の減となっておりま

す。 

教育諸費は，決算額５億８，８３９万５千円，前年度に比べ，９，８８
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１万７千円，２０．２％の増となっております。 

これは主として，就学援護費１億１０４万２千円の増によるものでござ

います。 

教育費の合計では，決算額２１５億６，１８１万９千円，前年度と比較

しますと５１７万１千円の増でございます。 

一般会計に占める教育費の割合につきましては，１３．０％で，前年度

に比べて０．１ポイントの減となっております。 

次に，誠之奨学資金特別会計についてであります。 

決算額２１９万６千円，前年度と比較しますと７３万８千円，３４．

０％の減となっております。これは，主として，私立の高校生に対する継

続分の貸付が減少したことによるものでございます。 

４ページから４７ページには，費目ごとに主要な施策の成果並びに実績

をお示ししております。 

なお，教育費以外の決算につきましても，４ページは民生費の児童福祉

費として，（仮称）東部こども園の新築工事設計委託等の関わりがありま

すので，児童福祉費についてお示しするなど，教育委員会に関連する部分

を掲載しております。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 ないようですので，お諮りします。 

議第４２号は，原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，議第４２号は原案どおり可決しました。 

 それでは，次に，日程第５ 議第４４号 イエナプラン教育の実施に向

けた児童の受入れについてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

藤井学校再編

推進室長 

資料４８ページをお願いいたします。 

議第４４号 イエナプラン教育の実施に向けた児童の受入れについて，

御説明いたします。 

２０２２年（令和４年）４月のイエナプラン教育校の設置に向け，常石

小学校への入学又は転入学を希望する児童の受入れについて，次のとおり

実施するものです。 

はじめに，趣旨についてです。 

再編後の常石小学校の施設を活用して新たにイエナプラン教育校を設置

することに向け，２０２０年度（令和２年度）から２年間を移行期間と

し，異年齢集団による教育活動を実施します。 

実施にあたり，常石小学校への入学又は転入学を希望する１年生から３

年生までの児童を，市全域から受け入れることとするものです。 

移行期間において，１年生から３年生までは，３０人程度の異年齢のグ

ループを２つ編成し，全教育活動を異年齢集団で実施します。 

４年生から６年生までは，学年ごとの学級編制を基本に，一部の教育活

動を異年齢集団で実施します。 

来年度の児童の受入れについては，新１年生から新３年生までを対象と

し，受入人数は，常石小学校の入学予定児童数と在籍児童数を踏まえ，各
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学年１０人程度とします。 

希望者が多数の場合は，抽選を行うことがあることとします。 

通学については，児童が公共バスなどを利用して自力で通学できること

又は保護者の責任において送迎できることとします。 

４９ページをお願いします。 

移行期間及び開校時の児童の受入れについてです。 

２０２１年度は，来年度と同様に，新１年生は１０人程度,新２・３年

生は在籍児童数によることから若干名としています。 

開校予定の２０２２年度は，全国から児童を受け入れることとし，対象

学年も全学年とします。 

定員は，１から３年生，４から６年生で，各３グループ編成，全児童数

１８０人程度を考えていることから，受入れ人数は，新１年生２０人程

度，新２年生から６年生は１０人程度とします。 

希望者が多数の場合は抽選を行うこととしますが，兄姉が上級学年にい

る児童は優先するとともに，常石小学校に前年度在籍している児童につい

ては，意向を聴取し，希望者は優先することとします。 

今年度の主なスケジュールについてです。 

オープンスクール及び説明会を，１０月２９日～１１月７日の（土日を

除く。５・６校時の時間帯と１１月９日土曜日に開催します。 

オープンスクール，説明会に参加いただいた上で，１１月１１日から２

２日の期間に，受入申請を受け付けることとします。 

福山市ホームページ，広報ふくやま１１月号，ポスターなどで周知を図

っていきたいと考えております。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

三好教育長 御意見，御質問はありませんか。 

 

柿原委員 現状の確認をさせてください。今，常石小学校の児童数は何人でした

か。 

 

藤井学校再編

推進室長 

今年度５月１日時点で，６５人です。 

 

 

柿原委員 ということは，各学年だいたい１０人前後ということですか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

はい。一番多い学年で，１４人です。 

 

 

金委員 ２年をかけて試行し，そのあと本格的に，２２年度から開始するという

ことですよね。流れはわかるんですが，来年度の募集は，各学年１０人程

度というのは，今，柿原委員が児童数の確認をしましたけど，今，各学年

１０人程度だから，それに合わせておおむね定員２０名ということで募集

されたと思います。この定員のところで，「常石小学校が指定校である入

学予定児童数及び在籍児童数を含む。」となっていますので，今の常石の

子たちが，全員イエナに入るというわけではないということですか。「私

はイエナには行かない」となった場合は，募集が増えるということになる

んですか。イエナの前提で１０名ということになっていると思うんです

が，これからの制度設計の中でどのように考えるのでしょうか。 

それと，指定校である常石小に在籍している住民であれば，当然イコー

ル常石小学校に進学できるわけで，このイエナプランに抽選をして入るよ

りも，住民票を移そうという動きがあった場合の対応はどうするのでしょ
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うか。そういったところの対策もとっておられるのですか。 

また，これは移行期間の間の話ですが，開校時に全国から殺到するかど

うかわかりませんが，イエナの良さが分かった場合，そういう可能性も無

きにしもあらずだと思います。そういう場合，抽選で選ぶにしても，全国

からたくさん来た場合，抽選で選ばれる率が，福山市立であるにも関わら

ず，市外からの人の方が多くなるという状況になるかもしれませんよね。

この全国からの募集というのは，数を制限するべきではないかと思いま

す。 

目新しい教育を受けてみたいという親御さんは結構おられるのではと思

うのですが，どうでしょうか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

今年度，常石小学校は準備期間ということで，全学年において，一部教

育活動を異年齢集団ですでに実施しているところです。学校では，保護者

に対し，この教育活動について理解をいただけるよう説明をし，実際に参

観日等で，子どもの教育活動を見られる中で，理解を進めているところで

す。そういった中で，他の学校へ行きたいという希望があれば，指定校を

変更して他の学校にということに制度的にはなります。そのあたりも，現

時点では読めないということで，受入人数については，おおむね１０人程

度ということにさせていただきました。 

また，２つ目の御質問についてですが，今もイエナプラン教育校につい

ては，興味・関心を持っていただき，問い合わせも多くいただいている状

況です。移住も視野に入れているという話も実際にあります。そういう中

で，移行期間について，早めにこちらに来ておけば，イエナプラン教育校

が開校したときに，優先して学校に入れるのかという問い合わせもありま

すので，そういった方に対しては，制度設計がまだできていない段階です

が，今のところそういった予定だとお答えしています。 

それから，全国から殺到した場合について，今，金委員が言われたよう

な状況になればとても嬉しいですが，通学するにしても，ある程度限られ

たところになりますが，可能性としてはあると思います。市外からの制限

については，もう少し検討させていただければと思います。 

 

金委員 全国を排除するものでもないんですが，基本は，市立の小学校であると

いう部分があります。重ねて言いますが，福山市から応募したのが１０名

で，外からの応募が９０名で，計１００名といったときに，抽選すれば，

９倍の確率で外から入るわけです。その制限がある程度必要で，どこがと

いうところは，事務局で考えていただけたらと思いますが，個人的には，

全国もいいけど，市内の適正な数というか，入れる人数は担保すべきでは

ないかというのは感じました。 

 

菅田委員 学校に自力で通学できない子は，保護者の責任において送迎というとこ

ろですが，この学校に来たいという御家族で，熱心な方が多いからなかな

かそういうことはないと思いますが，親が送り迎えをするというところ

に，子どもがかけてしまうと，親御さんが起きられないとか，都合があっ

て学校に行けないといった事態が起こってはいけないので，常石は交通面

もなかなか厳しい面もありますよね。そういうところもしっかり考えて，

理解していただいた上で選んでいただきたいと思いました。 

 

藤井学校再編

推進室長 

常石小学校には，福山駅からトモテツバスで行くバス便がありますが，

やはり交通手段については，保護者の送迎が主になると思います。開校に

あたっては，バス会社とも通学時間帯での運行など，話をしていきたいと

思っています。 
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神原委員 （仮称）千年小中一貫校の計画が先にあって，途中から常石にイエナプ

ラン教育校を作ることになったときに，理解を求める説明の中で，あくま

で常石の子どもも，千年や能登原や内海の子どもたちと同じで，どこの学

校に行くかというと，基本は千年小中一貫校だと言われていたかと思いま

す。これをみると，常石小学校が指定校である入学予定児童は優先すると

いう書き方になっていますが，これは，開校されて以降は，常石の子ども

たちを優遇するということはしないということですか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

神原委員が仰ったように，予定では２０２２年に，千年小中一貫校も，

イエナプラン教育校も，同時期に開校と考えています。これ以後は，今の

常石小の指定校は，義務教育学校になりますので，優先ということはなく

なって，他の子どもたちと同じ条件ということになります。 

 

神原委員 それで，４の児童受入れの備考欄２つ目をよく見ると，「２０２１年度

に常石小学校に在籍している児童については，意向を聴取し，希望者は優

先する」という書き方なので，それ以降は優先しないということだとは思

います。さっきも言いましたが，（仮称）千年小中一貫校を作るときに，

イエナを取り入れた小学校の住み分けというのを，私は教育委員として聞

いているので，これは２０２２年の開校以降は優遇しないということは理

解できるんですが，この経過を知らない市民の方は，常石に行けばイエナ

に優先的に入れるというふうに，勘違いされかねないのではないかと思い

ました。説明されるときは，よくよく誤解がないように，移行期間だけは

こういった特別な受入方法で行くけど，開校した後は，常石の人も，（仮

称）千年小中一貫校が基本だということは，誤解のないようにしておかな

いと，混乱が起きるのではないかと思います。 

 

藤井学校再編

推進室長 

御指摘いただいた点は，丁寧に説明していく中で，誤解のないようにし

ていきたいと思います。 

 

金委員 やはり誤解して読んでしまいそうになりがちだと思います。あくまで移

行期間の２年間は優先します，それ以後は他と同条件だとはっきりとわか

るようにした方がいいですね。常石のイエナプラン教育校があって，行き

たいと思っているのに抽選せざるを得ないという格好になるということで

すよね。 

 

菅田委員 毎年募集をかけるということですよね。 

 

金委員 そういうことでしょうね。新１年生を毎年３０人ずつぐらいでしょう

か。 

これは，地元の方はわかっておられるんですか。 

優先されて，常石にいるからそのままこの学校に行けると思われるんじ

ゃないかと思います。 

 

藤井学校再編

推進室長 

今日の教育委員会会議で，この方針について御承認いただきましたら，

まずは地元の常石に説明へ行きたいと思っています。 

 

柿原委員 民間の資金を使って，協力してやっていく形になりますよね。その企業

の方は，常石の子どもたちを意識してやっているような気がするんです

が，全国から募集をかけて子どもを集めようという意識で資金を供与する

ということではなくて，なんとか常石小学校を残したいという思いだった
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ような気がします。 

ただ，新しい仕組みなので，力を合わせてうまくやろうという気運を作

らないと，新しいやり方はうまくいきませんから，なんとかうまくしたい

ですね。このイエナプランの学校というのは，県内の他のところにも芽生

えているところはあるんですか。 

 

三好教育長 首長のところで，人口減少対策とか，定住移住対策とか，小規模化・過

疎化が進んでいる状況の中で，このイエナプラン教育校を一つのきっかけ

というか，起爆剤というか，そういった検討をしたいという意向があると

いうことは聞いています。ただ，具体的に学校設置というような話は全く

聞いていませんし，そういう状況ではないようです。 

 

柿原委員 １クラス１０人しかいないところが，今度は異年齢で３０人１チームを

作って，学校生活を送っていくという新しい取組なので，おそらく常石小

学校にみなさん注目されていると思うので，新しい時代に適した学校がで

きればと思います。ただ，そういった企業からの資金運営というのはなか

なかどこでも得られるものではないので，そのあたりも誤解はないとは思

うんですが，少し心配になりました。 

 

三好教育長 この話を始めたときには全国からも来てほしい，そういう学校を作りた

いという話でしていました。そこに定住・移住という話もしています。た

だ，常石に住んでいる子の開校後は，指定校は義務教育学校で，みんなが

地元の学校に行けるわけではないという認識がそこまであるかどうかとい

うと，ないと思います。そのあたりはこれからしっかり話をして，理解を

していただけるようにしたいと思います。 

 

金委員 先ほど柿原委員御指摘の，当初は企業が地元の学校を残すための１つの

方策として経済的援助，支援をするということで，教育だから１企業が大

きな位置を占めてもいいのかというようなことは，私も質問したことがあ

ると思います。官民協働でやるという話になったかと思いますが，これ

で，開校時の全国区になるという話になると，民の支援をどのように考え

るのでしょうか。官が全てやるならともかく，難しいような気はします

ね。引き続いて，民間企業から支援を受けながら，全国区のイエナプラン

学校にするのかというところに，すっきりしない部分があります。これか

らも民間企業の支援を受けつつ事業を推進していくのか，官が全てやるの

であれば問題はないと思うんですが，当初の常石の維持発展と子どもたち

の就学を地元でというような意識からは，変容してきているような気がし

ます。 

 

三好教育長 もともと常石に学校を残したいというスタートでしたが，そこに新たに

移住してきてもらう。造船などの仕事を求めて，子どもさんも一緒に，今

の常石をというよりも，いろんな人に集まってきてもらうということにつ

いて，最初からそういう話をしています。そのために，住居をどうするか

という話になったときは，じゃあこういう提供ができますといったような

話もありました。今の常石の子どもだけをなんとかしてほしいというより

は，地域の発展とか，会社の労働者の家族も含めて，人が入ってきてもら

うということは前提になっていると理解しています。 

また，資金援助をいつまでどれだけするかというのは，まだこれからの

ところがありますから，開校にあたって，話し合い，整理します。 

 

神原委員 受入範囲が全国になっていて，さっきのお話で，はじめから全国で募集
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するイメージだったと聞いています。これは，全国から募集しても，定員

いっぱいにはならないという見立てなんですか。ふたを開けてみないとわ

からないところではあると思うんですが，いろんな場合を想定してみない

といけないと思います。場合によっては抽選になるほど殺到した場合，例

えば叡智学園とかは，大崎上島の，地元出身の生徒はいないと聞いている

んですが，ただあそこは入試で選抜しているので，ある程度地元住民の方

も納得せざるを得ないところはあると思いますが，今回はそういう入試は

予定していなくて，抽選という運に任せる方法で決めますよね。ただ，お

兄ちゃんかお姉ちゃんが，運よく抽選に当たって行っていた場合には，自

動的にその弟，妹は行けてしまうんですよね。結果的にたくさん全国から

募集がかかって抽選したとして，地元の子で，お兄ちゃんお姉ちゃんもい

ない子っていうのは，そのクジを引いて，行きたいけど駄目だったという

場合も，制度としては当然あり得るけど，福山市立という看板があるとい

うのが，少し違和感があります。 

もしすごく広報して，この２年間の移行期間の取組が注目されて申込み

が殺到したときは，ちょっとちぐはぐな感じがします。そうなるかはまだ

わかりませんが，もしそうなったときにきちんと説明できるような制度設

計もしておかないといけないような気がしました。 

 

三好教育長 今，名古屋市が，名古屋で全部イエナプランをやるということを市長が

言われていて，今回夏のオランダ研修に，教員や指導主事が何人も行って

準備が始まっています。広島県内でも，イエナの学校を作りたいという思

いは，具体的ではないにしてもいくらか出ています。この２，３年の間に

動きは出てくると思います。そういうところで，スタートするところに集

まるのか，いくらか待つ状況になるのか，そういったところは，今の時点

ではなかなか読みにくいところではあります。ただ，仰っていただいたよ

うなところは，十分想定しながら制度設計していく必要はあると思いま

す。 

この４月に開校した長野の大日向小学校も，年明けぐらいにはまだ２０

人とかぐらいと聞いていましたが，開校時には，９０人ぐらいになってい

ました。首都圏，東京からでも新幹線を使えば通学できるところなので，

そういう環境も福山とは違うとしても，関西圏とか，中四国，九州あたり

から十分可能だと思います。これから１年いろんな動きが出てきたあと

に，どんな状況になるのかというところで，十分情報をキャッチしなが

ら，準備をしていきたいと思います。 

 

柿原委員 流動的なところはいっぱいあると思うので，受入れの際は，（案）と入

れて，審議事項として，もっといい方法が見つかったら変えていくという

ような，今の段階ならそういう余裕があってもいい気がしますけどね。こ

のまま確定ということになると，他の様子を見ながらしないと，あまりに

も固まりすぎてしまうのではないかと思います。 

 

藤井学校再編

推進室長 

来年度に向けた２０２０年度の受入れについては，おおむね１０人程度

ということで，これから説明会が始まりますので，これで行かせていただ

きたいと思います。来年度以降につきましては，流動的な面もありますの

で，状況を見ながら，教育委員の皆様の御意見をうかがいながら設計をし

ていきますので，（案）ということにさせていただきたいと思います。 

 

三好教育長 他に，いかがですか。 

 

全教育委員 （なし） 
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三好教育長 ないようですので，お諮りします。 

議第４４号は，２０２０年度の受入れについては原案どおり，それ以降

の受入れに関しては（案）をつけるということで，可決してよろしいでし

ょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

三好教育長 御異議ないようですので，議第４４号は可決しました。 

 それでは，これより秘密会とします。 

 

 （秘密会部分 削除） 

 

 予定しておりました議案は全て審議いたしましたが，他に何か，ありま

すでしょうか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

三好教育長 ないようですので，本日の教育委員会会議はこれで終わります。 

 

 【閉会時刻 午後３時３０分】 

 

 

 

 


