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福山市教育委員会会議録（第１４回） 
 

 １ 招集年月日 ２０２０年（令和２年）３月１７日（火） 

  午後２時 

 

 ２ 場   所 福山市役所 本庁舎１３階 教育委員室 

 

 ３ 出 席 委 員       ５名 

出席又は欠席 席番 名  前 

出 席 １ 三 好 雅 章 

出 席 ２ 柿 原 博 樹 

出 席 ３ 菅 田 章 代 

出 席 ４ 金   仁 洙 

出 席 ５ 神 原 多 恵 

 

 ４ 会議に出席した事務局職員 

 

  

 

 ５ 会議の書記 

教育総務課長補佐兼総務政策担当次長 梅 田 真 治 

教育総務課職員 江 口 啓 介 

教育総務課職員 中 村 千 咲 

 

 

 

 

 

 

 

教育次長 佐 藤 元 彦 

管理部長 金 尾 直 樹 

学校教育部長 田 丸   誠 

教育総務課長 來 山 浩一郎 

施設課長 小 森 満 生 

学校再編推進室長 藤 井 紀 子 

学校再編推進室主幹 井 上 誠 之 

中央図書館長 甚 田 温 子 

学びづくり課長 津 田 知 明 

学校保健課長 野 宗 幸 司 

福山中・高等学校 前 田   満 
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 【開会時刻 午後２時】 

三好教育長 それでは，ただいまから，２０１９年度（令和元年度）第１４回福山市

教育委員会会議を開会いたします。 

 日程に入る前に報告いたします。 

この３月２０日で４年間の任期が満了となります金仁洙委員ですが，３

月１３日開催の福山市議会本会議において，任命の同意が得られましたの

で，引き続き教育委員を務めていただくことになりました。 

それでは金委員，一言御挨拶をお願いします。 

 

金委員 あっという間の４年間でしたが，引き続き任命同意をいただきました。

今までもそうでしたが，中立の立場で，公正・公明に判断し，職責を果た

していきたいと思っておりますので，よろしくお願いします。 

 

三好教育長 ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。 

それでは，本日の日程に入らせていただきます。 

 本日の議案ですが，議第７１号，７２号，７５号，７６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。 

また，議第７５号は，教職員の人事案件のため，最後に関係者のみで審

議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，これら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。 

２０２０年２月４日開催の第１３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月１８日，１９日と，最後の初任者研修を行いました。初任者がいく

つかのグループに分かれ，初任者同士で議論する全てのグループの中へ，

２日間かけて入らせてもらいました。年度当初，学校において１人１人と

話をして，１年の時間の中で大きく成長した姿を，意見交換の中で実感で

きました。新卒の初任者，経験のある初任者さまざまですが，それぞれの

１年間の成長を感じられた研修でした。今，学びを大きく変えようとして

いるときだけに，その中で試行錯誤していますが，教えるということがな

かなかうまくいきません。子どもたちが主体的に考えて自分たちで動き始

める手ごたえを感じることもたくさんあります。ベテランの教員でも難し

いというところで，経験に関わらず一緒に新たな学びをつくろうとしてい

る前向きなエネルギーを共通して持っています。 

後半は，現在の学校の一斉休業に関わって，色々なものがストップして

おりますので，次年度に向けた準備や，学校から把握した状況を整理して

いました。 

以上です。 
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 続いて，教育次長から，３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，３月定例市議会の質問に対する教育委員会の答弁について，

御説明いたします。答弁一覧の資料１ページをお願いします。 

水曜会の小林議員からは，多様な学びの場の考え方と今後の展開などに

ついて質問がありました。 

今年，福山１００ＮＥＮ教育，５年目となり，全ての子どもが，「面白

い」と実感する「子ども主体の学び」の一環として，①義務教育学校やイ

エナプラン教育校，特認校の設置，②きらりルームの８校への設置などを

行っており，これらは，一人一人違う子どもの学びを促すものであること

を説明し，教育機会確保法が求める個々に応じた支援，「Society5.0 に向

けた人材育成」の個別最適化された学習など，新しい学校・学びの姿を踏

まえ，引き続き，取り組むことを答えています。 

日本語指導が必要な児童生徒については，指導の継続により，日本語の

習得が進み，支障なく生活できる子どもが増えていること。課題は，指導

する非常勤講師の確保が困難になっていることであり，県教委などと連携

し，人材確保に努めていくと答えています。 

その他，民間プールを活用した水泳授業については，来年度，６小学校

の試行実施と，今後，実施校を増やす方向で検討していくこと。 

２ページをお願いします。学校敷地の維持管理については，定期的な点

検・補修と，関係者の理解を得ながら樹木の伐採に取り組んでいくと答弁

しています。 

３ページをお願いします。公明党の宮地徹三議員からは，福山１００Ｎ

ＥＮ教育の取組の成果と課題などについて，質問がありました。 

「子ども主体の学び」に向けた取組については，校長研修を中心に意見

交換・協議しながら，各学校では，子ども一人一人の違いを大切にするた

め，一斉・画一を求めてきた価値観，体制を問い直しながら，日々の授業

の在り方や生徒指導規程の見直し等，何をどう変えるのか協議し，進めて

いること。その取組を通して，子どもたちは，自分で方法を決めて，課題

解決に取り組んだりするなど，“やりたい・知りたい”という思いを発揮

し，活き活きと学ぶ姿が見られてきている。しかし，子どもが選んだり決

めたりする場を設定するものの，学校や教師の枠組みの中での活動に留ま

っている状況も見られると答えています。 

本市の目指す学力については，新学習指導要領では，子どもたちに育成

する資質・能力を，①生きて働く「知識・技能」など，３つの要素で整理

してあり，「主体的・対話的で深い学び」を通して育むこととしているこ

と。資質・能力の評価は，個々の伸びやその過程を見ていくことが必要で

あり，「学力の伸びを把握する調査」を次年度から全校で実施し，子ども

は自らの変容を自覚し，教職員は子どもたちの変容に着目することで，一

人一人の学びが，より主体的になるよう取り組んでいくと答えています。 

夏季休業期間の短縮については，その目的と決定までの経過，保護者か

らの声を，また，想定される課題として，空調設備の無い場所での授業と

登下校中の暑さへの対策，夏季休業期間の短縮による効果などを答弁して

います。 

５ページをお願いします。市民連合の川﨑議員からも，福山１００ＮＥ

Ｎ教育の取組の成果と課題，夏季休業期間の短縮について質問があり，宮

地議員と同じ趣旨の答弁をしています。 

中段からですが，義務教育学校，特認校，イエナプラン教育校におい

て，異なる教育課程が存在することについて，質問がありました。 

教育課程は，学習指導要領に示された各教科の内容と標準時数の確実な



- 4 - 

実施を前提に，地域の特色を活かした体験的な学習や教科を関連付けた学

習など，創意工夫し，編成するため，学校ごとに異なることを説明した上

で，義務教育学校やイエナプラン教育校も，学習指導要領を踏まえ，教育

課程を編成すること。また，特認校は，不登校児童生徒に対する多様で適

切な学びの場の提供という目的に応じ，特別の教育課程を編成し，文科省

に申請後，指定を受けること。各学校では，編成した教育課程を確実に実

施しながら，子どもの興味・関心，理解するスピードなど，学ぶ過程に即

し，教育課程の評価・改善に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。日本共産党の村井議員からは，夏季休業期間

の短縮と 学校再編について質問がありました。 

８ページをお願いします。学校再編についてです。 

内浦小学校をはじめ３校では，特色ある教育活動を行っているものの，

児童生徒数の減少により，子どもたちが意見を交わし，理解を深める授業

が展開しづらいといった課題があると捉えていること。 

学校再編のアンケートは，「これまでの説明会などでは自分の意見が言

えなかった」などの声が多数あったことから，保護者と教育長との個別の

話合いを行った後，保護者の率直な思いを聞くため行ったもので，これか

らの教育や義務教育学校に望むことについて，具体的な意見を寄せていた

だいたこと。この間の話合いの状況やアンケートの回答内容などから，再

編の判断をする時期に来ていると考えていると答えています。 

内海町の住民主体の取組については，地域の活力を維持するため，子育

て世代が内海町に住める環境づくりを進めておられ，子どもたちが内海町

に住みながら，千年小中一貫教育校に通えるよう通学支援をすることが，

これまでの取組を継続していくことにもつながると考えていること。 

最後に，学校再編の取組の目的，義務教育９年間が重要な時期であり，

将来を見据え，次代を担う人を育てることは，我々大人の責任との認識を

示した上で，２０２２年４月の開校に向け，地域や保護者の協力を得て新

たな学校を一緒につくっていくことができるよう，全力で取り組んでいく

と答弁しています。 

９ページをお願いします。誠友会の徳山議員からは，学校教育における

皇室の学習について質問がありました。 

小学校及び中学校の学習指導要領に示された内容と，小学校６年・中学

校３年の社会科で，憲法で定められた天皇の国事行為と，被災地への訪問

や行事への出席などとを関連付けながら，理解が深まるよう学習している

ことを答弁しています。 

１０ページをお願いします。新政クラブの宮地議員からは，通学路の安

全対策について質問がありました。 

昨年度に実施した合同点検に係る危険箇所対策の進捗状況は，随時点検

を含めた昨年１２月末現在の対策必要箇所５４０箇所に対し，着手中と対

策完了が合わせて３１５箇所で，５８．３パーセントとなっていること。 

今後の取組については，ハード面での横断歩道の新設・修復などの着実

な実施と，ソフト面での事故防止の啓発・指導，注意喚起の取組を継続

し，学校・地域関係者と連携し，児童生徒の登下校の安全確保に努めてい

くと答弁しています。 

次に，一般質問です。１１ページをお願いします。 

連石議員からは，遺芳丘小学校と駅家北小学校の開校について質問があ

りました。 

２０１８年５月に開校準備委員会をそれぞれ設置し，議論をスタートす

るに当たり，「子どもたちのために，二つの地域，保護者が，一緒に新し

い学校をつくっていってほしい」とお願いしたこと。協議の中で，違いを

認め，互いを尊重しようとする過程を，委員が自ら子どもたちに見せてい
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ただいたことで，開校に辿り着くことができたことへの感謝の意を表し，

地域や保護者の努力と思いに背くことなく，責任をもって，子どもたちが

元気に伸び伸びと学ぶ学校をつくっていくことを答えています。 

また，これからの学校づくりと，開校後の学校や子どもへの支援につい

て，答えています。 

そして，これからの取組につなげていく考えについては，新たな学校へ

の移行に向けた児童の交流事業や，環境整備などの取組とともに，子ども

たちが元気に伸び伸びと学んでいる姿が，これからの学校再編の理解につ

ながっていくとの考えを答弁しています。 

１３ページをお願いします。中安議員からは，子どもの読書活動につい

て質問がありました。 

「福山市子ども読書活動推進計画」に基づく取組について，家庭，地

域，図書館，公民館，学校における内容を答えるとともに，計画の数値目

標の現時点での状況について説明しています。今後も，環境の変化を踏ま

え，発達段階に応じた取組により，全ての子どもが，あらゆる機会と場所

において，自主的に読書活動を行えるよう努めていくと答えています。 

学校図書館については，２００５年度から３年間の読書教育推進事業に

続き，国の「第５次学校図書館整備等５か年計画」も踏まえ，予算を計画

的に配分し，蔵書を充実してきたこと。 

昨年度末から，学校図書館が，子どもたちにとって，読みたい本を手に

取り，「なぜだろう，もっと知りたい」といった学びが始まる場となるよ

う整備することで，子どもたちからは，①書棚や本の背表紙に貼ってある

イラストマークで読みたい本を探すことができ，分かりやすいなどの声が

あることを答えています。 

さらに，今後，補助員の配置拡充や市立図書館と より効果的な連携を

図るとともに，補助員等の研修の充実を通し，魅力ある学校図書館づくり

に努めていくと答弁しています。 

１５ページをお願いします。高木議員からは，常金中学校の再編につい

て質問がありました。 

再編に当たっては，地域とのつながりを大切にしながら，教育活動を進

めるとともに，常金丸小学校の移転改築に当たっては，地域の方が新しい

学校に来られて，子どもたちと触れ合ったり，地域の方同士で交流したり

できるような機能も検討していき，こうした教育活動や交流が，地域住民

の生きがいにもつながるものと考えていると答弁しています。 

説明は，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。 

 

來山教育総務

課長 

報告資料３ページをお願いします。 

（１）校内通信ネットワーク整備等について，御説明いたします。 

（１）概要であります。 

国の緊急経済対策（安心と成長の未来を拓く総合経済対策 令和元年１

２月５日閣議決定）において，多様な子ども達を誰一人取り残すことのな

い，公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させ

る，「ＧＩＧＡスクール構想の実現」が決定されました。 

これに基づき，本市においても，２０２３年度（令和５年度）までに，

１人１台端末の整備及び校内通信ネットワークの整備等を行い，教育にお

けるＩＣＴを基盤とした先端技術等の効果的な活用を図っていくものであ

ります。 

（２）導入効果であります。 

今年５年目を迎えた「福山１００ＮＥＮ教育」では，「自ら考え学ぶ授
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業」を柱に，全ての子どもが本来持っている“やりたい・知りたい”とい

う思いを素直に表現できるよう，画一や一斉といった学校の価値観や体

制，大人の固定観念などを問い直しながら方向性を示し取り組んでおりま

す。 

各学校は，個別にすることと一斉にすることを臨機応変に組み合わせな

がら，子ども一人ひとりが違うことを前提に，全ての子どもたちが学ぶ意

欲や知的好奇心を発揮し“面白い”と実感できる「子ども主体の学び」を

全教室で展開しております。 

今回，１人１台端末の整備及び校内通信ネットワークの整備等を通し

て，居場所や学年や時間の制約を受けず「自分の個人目標や選択をもと

に」「多様な内容を」「多様なペースで」「個別に，時に協働的に」「主体的

に」学ぶ環境をつくることにより，現在取り組んでいる「子ども主体の学

び」づくりをさらに進めることができる，と考えております。 

（３）学習活動例としては，主なものとして，①ドリルソフト等のデジ

タル教材を活用し，自分のペースで学習を進める，②シミュレーション等

のデジタル教材を繰り返し使用することにより，考えを深める学習を行

う，③児童生徒が端末を家庭に持ち帰り，自分のペースで継続的に予習や

復習を行うなどであります。 

（４）整備内容であります。 

校内通信ネットワークの整備については，各小，中，義務教育学校，福

山中・高等学校へ，１人１台端末が利用可能な情報通信ネットワークを整

備して参ります。 

１人１台端末の整備については，義務教育段階の児童・生徒用に整備を

して参ります。 

なお，次のページには，文部科学省のホームページから抜粋した「ＧＩ

ＧＡスクール構想の実現」について掲載しております。 

説明は以上であります。 

 

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 報告についての質問とは少し外れるかもしれませんが，夏季休業期間の

短縮の話が何回か出てきました。 

全国的に見て，どの程度の市町が採用しているとか，そういったデータ

はありますか。 

 

田丸学校教育

部長 

他市町の状況については，授業時数の確保に関わって夏休みを利用する

というのは聞いたことがありますが，本市が行っているような，夏休みを

短縮して５時間目を増やすという取組は，他市町では聞いていません。 

 

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６８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。 

説明をお願いします。 

 

來山教育総務

課長 

資料１の１ページをお願いします。 

議第６８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。 
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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す。 

３ページをお願いします。 

１ 令和元年度福山市一般会計補正予算（第４号）（教育委員会関係

分）について，御説明いたします。 

まず，歳入についてであります。 

歳入総額は，１８億４，６５２万６千円であります。 

最初に，１ 国庫支出金につきましては，小中学校等校内通信ネットワ

ーク整備にかかる事業費の２分の１である８億７，５００万円を，小中学

校の防災機能強化のための外壁改修工事にかかる事業費の３分の１である

９，２７０万６千円を計上するものでございます。 

次に２ 県支出金についてであります。 

部活動指導員の報酬を配置遅れのため減額することに伴い，財源である 

県支出金についても減額するものでございます。 

次に，３ 繰入金についてであります。 

学校図書館環境整備のために必要となる費用の一部を教育環境整備基金

の取り崩しで対応することとしておりましたが，２つ下の「５ 諸収入」

を新たな財源として確保できたため，同額を減額するものでございます。 

次に４ 繰越金についてであります。 

これは２０１８年度に頂いた寄附金が原資となっております。 

図書館の蔵書充実のために，御寄附いただきました金額を計上する 

ものでございます。 

次に５ 諸収入についてであります。 

これは学校図書館環境整備について，公益財団法人渋谷育英会から助成

を受けたものでございます。 

次に６ 市債についてであります。 

「１ 国庫支出金」と同じく，小中学校等校内通信ネットワーク整備

や，  小中学校の防災機能強化のための外壁改修工事などにかかる財源

として，８億８，５８０千円を計上するものでございます。 

続きまして歳出です。 

歳出総額は，１８億５，１０２万円でございます。 

１ 国の補正予算分についてであります。 

子どもたちに１人１台のパソコンを整備することに先駆け，今回の補正 

予算では小中学校など９６校で学校内の通信ネットワークを整備するもの

です。事業費は１７億５，０００万円であります。 

次に２ 公共事業等の追加，又は整理に伴うものについてであります。 

防災機能強化のための外壁改修工事を小学校５校，中学校２校で行うも

のです。また，当初予算で計上しておりました工事等について入札残が発

生したことから，当該金額を減額し整理するものです。 

次に３ 寄附金対応についてであります。 

これは，図書等整備費として中央図書館の蔵書の充実を図るものです。 

次に４ その他についてであります。 

これは部活動指導員の報酬を配置遅れのため減額するものです。 

最後に繰越明許費についてであります。 

校内通信ネットワーク整備事業など，本年度中に事業完了が困難である 
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ものについて，５件，２２億９，７４０万円を翌年度に繰り越すもので

す。 

今回の補正により，教育委員会関係分の補正後の予算額は，１５８億

９，０３５万７千円となります。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

前田福山中・

高事務長 

続いて６ページをお願いいたします。 

２ 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部

改正について，御説明いたします。 

（１）改正理由でございます。 

公立の義務教育諸学校等における働き方改革を推進するため，昨年１２

月に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」

の一部が改正され，文部科学省が策定した「教育職員の業務量の適切な管

理等に関するガイドライン」を法的根拠のある「指針」としたことに伴

い，本市においても管理等の実効性を高めるため，所要の改正を行うもの

でございます。 

（２）改正内容でございます。 

福山市立福山高等学校の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間

において行う業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を

図るための措置については，公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法第７条の規定に基づき，教育職員の服務を監督する教

育委員会の定めるところにより行うこととするもので，福山市立高等学校

の教育職員の給与等に関する特別措置条例に新たに第７条を設け，同内容

を規定するものです。なお，具体的な内容については教育委員会規則で定

めることとしておりますが，時間外勤務の上限を月４５時間，年３６０時

間以内とする規定を設ける予定としています。 

施行期日は，２０２０年（令和２年）４月１日でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

來山教育総務

課長 

７ページをお願いいたします。 

３ 福山市立幼稚園の保育料等に関する条例の一部改正について，御説

明いたします。 

市立幼稚園に関する事務を市長部局で実施することについては，２月４

日の教育委員会会議において，市長と協議することを御承認いただいたと

ころでありますが，この度，市長との協議が整いましたので，関係条例の

改正を行うものであります。 

改正理由については，先ほどの説明と重複する部分もありますが，２０

２０年度（令和２年度）の組織整備により，市立幼稚園の保育料等の徴収

等に関する事務を，教育委員会から市長の事務部局で執行することに伴

い，所要の改正を行うものであります。 

改正内容でありますが，条例の施行に関し必要な事項を，市長が規則で

定めることとするものです。 

施行期日は本年４月１日です。 

以上です。よろしくお願いします。 

 

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６８号は，原案どおり可決してよろしいでしょうか。 



- 9 - 

 

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６８号は原案どおり可決しました。 

 それでは，次に，日程第４ 議第６９号 福山市立幼稚園の管理及び学

校教育法の実施に関する規則の一部改正についてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

來山教育総務

課長 

１０ページをお願いします。 

議第６９号 福山市立幼稚園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，御説明いたします。 

改正理由であります。 

２０２０年度（令和２年度）から，福山市立小学校，中学校，義務教育

学校の夏季休業期間を短縮することに伴い，７月３１日までの給食が可能

となったことを受け，集団保育の場を提供する期間を広げ，幼児教育・保

育のより一層の充実を図るため，所要の改正を行うものであります。 

改正要旨であります。 

市立幼稚園における夏季休業日を８月１日から８月３１日までとするも

のであります。 

施行期日は，２０２０年（令和２年）４月１日でございます。 

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。 

 

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６９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６９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７０号 市長の職務権限に属する事務

の委任及び補助執行に係る協議についてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

來山教育総務

課長 

１２ページをお願いします。 

議第７０号 市長の職務権限に属する事務の委任及び補助執行にかかる

協議について，御説明いたします。 

市長の権限に属する事務の一部を，教育委員会に委任し，又は教育委員

会の事務を補助する職員に補助執行させることについて，地方自治法第１

８０条の２の規定により，市長から協議があったことについて，これを承

諾する旨を回答するものでございます。 

１ 協議理由であります。 

教育委員会が権限を有する市立幼稚園に関する業務を，保育に関する業

務と一体的に市長部局において実施することに伴い，現在，市長の職務権

限に属する事務の一部を教育委員会に委任し，又は補助執行させている事

務のうち，２及び３に記載の事務を廃止する必要があるため，市長から協

議があったものであります。 

廃止する事務につきましては，２ 市長から教育委員会に委任している

事務のうち，（１）から（４）の事務，３ 市長の事務を教育委員会が補
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助執行している事務のうち，記載の事務であります。 

４ 施行日については，本年４月１日であります。 

５ その他といたしまして，その他，市長の職務権限に属する事務の委

任及び補助執行に関し疑義が生じたときは，両者協議して定めることとい

たします。 

説明は以上であります。よろしくお願いします。 

 

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７０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７０号は原案どおり可決しました。 

 それでは，次に，日程第８ 議第７３号 福山市学校施設長寿命化計画

の策定についてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

小森施設課長 １４ページをお願いいたします。 

福山市学校施設長寿命化計画の策定についてであります。 

本計画（案）につきましては，第５回及び第１０回の本会議において，

ご説明させていただきました。 

また，昨年１２月１６日から本年１月２０日までの間，パブリックコメ

ントの募集を行ったところです。本計画は，本年３月末までに策定したい

と考えております。 

次のページには，参考として，実施したパブリックコメントの結果を記

載しております。 

いただいた御意見は２通，件数は２件で，いずれの意見に対しても，市

の考え方を説明するもので，今回，本計画案に反映したものはありませ

ん。 

中段から下段の表に，意見の要旨を整理して取りまとめております。 

番号１ 施設のバリアフリー化につきましては，本計画案内でバリアフ

リー化について記載している箇所をお示しするとともに，多目的トイレの

設置などユニバーサルデザインに留意した施設整備に努める旨を説明し，

番号２ 人口減少対策につきましては，地域の特徴に応じた振興策の実施

はもとより，より良い教育環境となるよう取り組んでいる旨を説明してお

ります。 

以上がパブリックコメントでの意見募集の結果であります。 

次は，１１月２６日に開催した第１０回会議での各委員から頂いた御意

見について，検討・確認をいたしました。 

まず，３ページの対象施設一覧，本計画における対象施設である３９９

棟とその後に記載のある一覧表の棟数との違いについてです。 

本計画における対象施設は，３ページに記載のとおり３９９棟です。 

第３章及び資料編にも一覧表に各項目別の棟数が記載してありますが，

先ほどの３３９棟が全体の施設数となります。 

次に，４０年，５０年以上経ったものなどの評価別のグラフが分かりに

くく，また，築年ごとの表があるとよいといった御意見についてです。 

各評価別のグラフや築年毎の表を作成して，わかりやすく記載すること
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を検討しましたが，本計画の５９ページに記載しております築年別の健全

度による評価結果の一覧で，全体が把握でき，また，施設毎の評価も資料

編に記載しておりますので，今の計画のままとさせていただきたいと考え

ています。 

お手元の別冊資料は，前回お渡ししたものから変更ありません。 

以上であります。どうぞ，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。 

 

金委員 計画を５年ごとに見直すということでしたが，具体的にはどのような見

直しを行うことになりますか。 

 

小森施設課長 本計画の見直しについてです。状況は随時変わってきますので，しっか

り情報収集し，把握する中で，５年経過した後改めてこの会議等にお諮り

して意見をお聞きする中で，冊子としての変更はさせていただこうと考え

ています。施設の老朽度や，教育環境の変化というのは，目まぐるしく変

わるため，随時改善できるものは計画に外れすぎない形で実施したいと考

えています。計画については，しっかり御意見をいただきながら，５年後

に改めて見直したいと考えています。 

 

金委員 以前も質問はしたと思いますが，長寿命化計画は４０年かけてやる中

で，その間に新しい工法などが出てきた場合に，今までの計画の見直しの

決定というのは，５年ごとにやるということですか。 

 

小森施設課長 建築技術についても目まぐるしく変わっていっていますので，費用対効

果であったり，耐震の工法であったりというのは，情報をしっかり収集

し，よりよい形で検討したいと思っています。建替えなどの大きなものに

ついては，計画の見直しをしたいと考えています。今年４月から５年間の

長寿命化改修については，基本的には改修というのを主眼に計画を進めて

いくように考えています。大規模な建築では大変ですが，そういった工法

も取り入れながら，大きな変更が無い形で，または変更があるときはしっ

かり御相談しながらよりよい形で行う予定です。 

 

金委員 行政というのは，一度決めてしまうとそのまま４０年行ってしまう可能

性が高いので，立ち止まって見直して，よりよい選択をするという姿勢で

いていただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

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 ないようですので，お諮りします。 

議第７３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７３号は原案どおり可決しました。 

 それでは，次に，日程第９ 議第７４号 特認校の名称についてを議題

とします。 

説明をお願いします。 
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藤井学校再編

推進室長 

１６ページをお願いいたします。 

議第７４号 特認校の名称について，御説明いたします。 

特認校は，集団になじみにくい，地元の学校で不登校になった，など，

教育上の配慮が必要な子どもたちを対象に，多様で適切な学びの場の提供

を目的とした「教育機会確保法」の趣旨を踏まえ，２０２２年４月に設置

を予定しています。 

その小中施設一体型の特認校の名称並びに，小学校及び中学校の名称を

選考するものです。 

特認校の名称につきましては，昨年１０月に設置した，準備委員会にお

いて協議を進めてきました。 

検討の経過のとおり，第１回準備委員会では，新しい学校づくりに地域

の意見を反映させるため，広瀬学区の地域住民，児童生徒，保護者及び教

職員を対象に校名アンケートを実施することにし，第２回準備委員会で

は，アンケートで出された候補の中から，地域，小学校，中学校の各団体

で絞り込んだ９件について，委員の投票により候補を絞ることにし，教育

委員会会議に提案する３件の候補を選びました。 

また，特認校は，小中施設一体型の学校として設置することから，特認

校全体を表す名称とともに，小学校と中学校それぞれの名称についても検

討しました。 

特認校の名称は，特認校を広く市民の皆さまに認知していただき，親し

みをもって呼んでいただくための名称，小学校と中学校の名称は，条例に

規定する正式な名称です。 

提案のあった名称候補及び準備委員会委員の主な意見は表のとおりで

す。 

広瀬高原学園，広瀬高原小学校，広瀬高原中学校は，広瀬の高原の風に

ふかれ，自然の恵みの中で伸び伸びと学び育ってもらいたい，高原のさわ

やかなイメージ，「広瀬」を名称に入れたいといった意見，広瀬学園，広

瀬学園小学校，広瀬学園中学校は，「学園」がつくことで，小学校と中学

校に一体感を持たせたい，「広瀬」を名称に入れたい，なじみやすいとい

った意見，そして，広瀬自然学校，広瀬自然小学校，広瀬自然中学校は，

自然豊かなことがイメージできる，自然にふれながら教育できる広瀬なら

ではの名前，学園よりも学校の方がよいといった意見が出されています。 

なお，小学校と中学校の名称については，開校までに，福山市立学校設

置条例の改正について，市議会の議決を経ることになります。 

以上です。どうぞ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。 

 

金委員 アンケートでいくつぐらい候補が出て，最終的に９件に絞り込んだので

すか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

アンケートで応募のあったものは，のべ４０件でした。 

 

 

金委員 我々教育委員としては，この出てきた３つの中から選ぶということです

よね。応募自体はどのように行ったのですか。例えばもし応募しようと思

えばできたのでしょうか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

準備委員会を設置するときに，委員会において，校名について協議する

ことを承認いただいています。このアンケートの応募については，応募対
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象をどうするかということも準備委員会で話し合いました。その結果，地

域の方，通っている学校の子どもたち，保護者，教職員を対象に公募する

ことに決まり，その方法で校名候補を選考させていただきました。 

 

神原委員 正門のところに学校名を掲げると思いますが，例えば「広瀬高原学園」

を例にとると，どういう記載になるのでしょうか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

校門の掲示はまだ考えていなかったのですが，特認校を呼ぶときは，特

認校全体の名前で呼んでいきたいと考えていて，校章や校歌に校名として

入れるときも，全体の名前を入れていこうと思っています。個々のものを

どうするかというところまでは決めてはいませんが，皆さんに呼んでいた

だく名称は，全体の名前の方で呼んでいただき，表示の仕方については検

討していきます。 

 

金委員 「広瀬高原学園」でいうと，小学校，中学校の表記では「学園」を取る

ことになるわけですか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

少し長いという理由で，準備委員会では「学園」を取った名称にしよう

ということになりました。 

 

金委員 そうなると「学園」を付ける意味があるのかどうか，わからなくなるよ

うな気はします。 

 

神原委員 正式な名称というのは，この「小学校及び中学校」の記載のものが正式

なんですよね。ただ，今のお話だと，よく会話とかで出てくるのはおそら

く特認校のひとくくりにした呼び方の方ということですね。 

 

金委員 個人的な意見を述べさせていただきます。 

まず，一番上の「広瀬高原学園」ですが，広瀬の北には神石高原町が隣

接していて，そちらの方が浸透していることや，岡山の吉備高原都市，正

式には吉備中央町ですが，そういった標高がより高い位置にある町の名前

を考えると，少しそぐわないように感じました。 

一方，下の「広瀬自然学校」ですが，「自然学校」という名が，キャン

プや野外活動などの，学校教育を補完する施設の名称というイメージが強

く，実際にそうした名前を冠した生涯学習施設もあると思います。法律に

よって認められた，学校として認可されている学校で「自然学校」という

名前はあるのでしょうか。私はないのではないかと思っています。 

そういった点から，この２つよりは，「広瀬学園」の方が適していると

感じました。もし私が応募するのであったら，「広瀬の杜学園」とか，「広

瀬北の杜学園」がいいんじゃないかなと思ったのですが，今回はそういっ

た決め方ではないので，選択肢の中から選ぶのであれば，「広瀬学園」

が，適当だと思います。 

学校選択制の中における，学区制を排した新たな学校「特認校」とし

て，名前の変更はやはり必要だと思います。そこを区別化するには，やは

り「広瀬学園」という新たな名前がいいのではないかと思いました。 

選択肢は全て「広瀬」という地名が入っているのですが，これは必ず入

れるように準備委員会で決めたのですか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

広瀬の小学校と中学校の住所が，加茂町北山であるため，「広瀬」とい

う名前がなくならないよう，名称に入れたいという思いが強いようです。 
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金委員 昔の「広瀬村」の名前を残そうということですね。 

 

柿原委員 前回は，小中一貫の義務教育学校ということで，「鞆の浦学園」として

名前を決めました。ただ，今回は小中一体ではあるけど，「鞆の浦学園」

とは全く意味が違う特認校になりますよね。この「特認校」というのをア

ピールするために，例えば名前に入れたりはしないのですか。 

これから恐らく小中一貫の学校が増えていくと思いますので，そうなる

と「〇〇学園」という名前の学校も増えてくる可能性がありますよね。特

認校とそれらの学校は違うことをアピールした方がいいような気はしまし

た。例えば，常石なんかだと，「常石イエナ小学校」とか，そういう特徴

を出した形の学校でもいいのではないかと思いました。 

もちろん，提示していただいた３つの名前はどれも素晴らしいとは思い

ましたが，少し思ったことを言わせていただきました。 

 

金委員 「特認校」と名称に入れた学校はなかった気がしますね。昨年，神戸へ

視察に行ったときに訪問した特認校の六甲山小学校は，六甲山の上にある

学校ということでそういった名前でしたが，広瀬の場合は，加茂町の中の

広瀬ということで広瀬小学校としていたのでしょうが，今後は，もっと広

いところから見た学校ということで，「広瀬」という名前自体なくてもい

いのではないかと思っていました。今の福山のそれぞれの小学校は，それ

ぞれの地域の名前が付いていることが多いですよね。それは，その地域の

子が通うからということで，通学区域の地名を付けたということだと思い

ます。ただ，選択制における特認校は，市全体が通学区域になるわけで，

今までの校名とは異なる新たな意味を持つ学校にしてもいいと感じまし

た。 

 

藤井学校再編

推進室長 

「特認校」という名前を入れるか入れないかという点については，特に

決まりはありませんので，入れることもできますし，入れないという選択

肢もあります。 

それから，柿原委員の言われていた常石のイエナプラン教育校について

は，これから開校までに決めていくことになります。 

 

菅田委員 地域の方の「広瀬」という名前を大切にしたいという思いも理解できま

すし，そうやって名前として残していくというのは大切なことだと思いま

すので，３つの中でいうと，私も「高原」や「自然」を入れてしまうと，

固まったイメージを持ってしまう部分があると感じました。特認校ではあ

るけど，特化した部分が「高原」や「自然」にあるかというと，それは少

し違うような気がしたので，「広瀬学園」が一番ぴったり来る気がしまし

た。 

 

神原委員 私は，柿原委員が言われていた「特認校」だとわかるような学校がいい

という御意見に納得していたのですが，この中で決めるというのであれ

ば，私も「広瀬学園」が一番ふさわしいと思いました。 

 

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 ないようですので，お諮りします。 

議第７４号の校名は，「広瀬学園」として可決してよろしいでしょう

か。 
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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７４号の校名については，「広瀬学園」

として可決しました。 

 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２時３５分】 

 

 

 

 


