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 １ 招集年月日 ２０１９年（令和元年）６月７日（金） 

  午後２時００分 

 

 ２ 場   所 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 薮 本 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 

学事課長 瀬 元 稔 彦 

学びづくり課長 津 田 知 明 

学校保健課長 野 宗 幸 司 

福山中・高等学校事務長 前 田   満 
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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３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１５号，１６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。 

２０１９年４月２３日開催の第１回，５月１５日開催の第２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 ご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。 

５月１６日に，神辺中学校の図書館開館式を行いました。改修は２月に

行い，現在すでに使用されていますが，御寄附いただいた国際ソロプチミ

スト福山様，福山南ライオンズクラブ様をお招きし，式を行いました。 

当日ライオンズクラブ様は都合が悪く，御欠席されました。全校での式

ののち，図書館での図書委員の説明による見学をしていただきました。

「こんなに歓待していただいたのは初めて」と，とても喜んでいただけま

した。 

学校訪問では，初任者の状況を把握しに行っております。 

３０日に，小学校と中学校それぞれの教科用図書選定委員会を行いまし

た。選定委員会会長に対し，来年度使用する教科用図書について，本市の

児童生徒に最もふさわしい教科書を採択するため，調査員による専門的な

調査・研究，また，市民の意見を参考として教科用図書について審議いた

だき，７月２２日までに，答申をいただきたいと諮問しております。 

以上です。 

続いて，事務局からの報告をお願いします。 

 

小森施設課長 ２ページを御覧ください。 

１の学校整備について，御説明いたします。 

整備内容は，校舎の耐震補強工事，改修工事，改築工事及び屋内運動場

の改修工事であります。 

２ページの番号１，東小学校から４ページ末尾，番号１４，神辺中学校

までの１４件であります。 

内訳は，小学校の校舎改築と校舎改修の工事が１校，校舎耐震補強工事

が６校，屋内運動場改修工事が２校，校舎改築工事が１校，中学校の校舎

改築工事が１校，校舎耐震補強工事が２校，校舎改築と校舎改修の工事が

１校であり，合計としまして１４校であります。 

完成予定日は資料記載のとおりであり，年度内完成を予定しておりま

す。ただし，２ページの番号１，東小学校，４ページの番号１４，神辺中
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学校につきましては，今年度，来年度の２か年かけて実施することとして

おり，完成予定日は資料記載のとおりであります。 

工事の際，騒音やほこりを伴う工事につきましては，できるだけ夏休み

期間中に実施をし，２学期からの授業に支障が生じないよう配慮してまい

ります。工事箇所を示した見取り図につきましては，５ページから１８ペ

ージにつづっております。 

また，小中学校の耐震化率の状況でありますが，昨年度末日現在で９

１．７％，今年度予定どおり工事が完成しましたら，今年度末日現在で９

５．２％になる見込みであります。 

以上であります。よろしくお願いいたします。 

 

瀬元学事課長 教育長報告資料１９ページをお願いします。 

２ 学校選択制度に係る実施状況について，御説明いたします。 

はじめに，下の表で具体的な状況を説明させていただきます。 

今年度入学者を含め，２０１５年度（平成２７年度）入学者までの５年

間の状況です。 

一番上，２０１９年度（令和元年度）の表を御覧ください。 

申請者数は，小学校１０１人，中学校は３１０人で，入学者数は小学校

９５人，中学校２００人でした。 

昨年度と比べて，入学者率は，小学校では０．２２ポイント減少し，中

学校では，０．１４ポイント増加しています。 

抽選は，城北中学校・神辺西中学校の２校で実施しました。 

続きまして，３ 福山市立学校園児数・児童数及び生徒数について，御

説明します。 

２０ページをお願いします。 

（１）幼稚園です。 

表は，左から園児数・学級数となっております。 

下から２行目「合計」を御覧ください。 

今年度から，高島幼稚園が休園となり，園数が１減少しております。 

全１０園で，園児数４２９人，学級数２２学級となっております。 

２１ページを御覧ください。 

（２）小学校です。 

表は，左から，通常学級・特別支援学級の児童数・生徒数，通常学級・

特別支援学級の学級数となっております。 

２２ページの下から２行目「総計」を御覧ください。 

児童数は，通常学級２３４８０人，特別支援学級１５５６人の合計２５

０３６人です。 

昨年度からの増減は，通常学級４０９人減，特別支援学級１０５人増，

合計３０４人減となっております。 

学級数は，通常学級８４７学級，特別支援学級２７０学級の合計１１１

７学級です。 

昨年度からの増減は，通常学級７学級減，特別支援学級１２学級増，合

計５学級増となっております。 

２３ページを御覧ください。 

（３）中学校です。 

下から２行目「総計」を御覧ください。 

生徒数は，通常学級１０８９２人，特別支援学級３７７人の合計１１２

６９人です。 

昨年度からの増減は，通常学級４０人減，特別支援学級２４人増，合計

１６人減となります。 

学級数は，通常学級３２５学級，特別支援学級８４学級の合計４０９学
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級です。 

昨年度からの増減は，通常学級増減なし，特別支援学級５学級増で，合

計５学級増です。 

２４ページを御覧ください。 

（４）義務教育学校です。鞆の浦学園１校となります。 

前期課程の児童数は通常学級１１７人，特別支援学級１０人の合計１２

７人です。 

学級数は通常学級６学級，特別支援学級２学級の合計８学級です。 

後期課程の生徒数は通常学級５３人，特別支援学級３人の合計５６人で

す。 

学級数は通常学級３学級，特別支援学級２学級の合計５学級です。 

鞆の浦学園全体では，児童生徒数は，通常学級１７０人，特別支援学級

１３人，合計１８３人です。 

昨年度からの増減は，前期課程は鞆小学校と，後期課程は鞆中学校との

比較となります。児童生徒数１２人増で，学級数に変化はありません。 

（５）高等学校です。 

生徒数は，表のとおりで，合計５８３人，学級数は，各学年６学級の１

８学級です。 

以上でございます。 

 

津田学びづく

り課長 

２５ページを御覧ください。 

４ 福山１００ＮＥＮ教育 ４ｔｈ ｙｅａｒの取組についてです。 

別紙Ａ３資料を御覧ください。福山１００ＮＥＮ教育が描く未来は，

「変化の激しい社会の中で，子どもたちは，自分の夢の実現に向けて，ロ

ーズマインドを胸に，福山で，日本で，世界で，たくましく生きている。

そして，環境・貧困・人権・平和・開発等，現代社会の様々な問題を自ら

の課題として捉え，それらの課題解決のために，様々な人々と協働して持

続可能な社会を創造している。」という姿です。 

この間の国・県の動向と本市の学校教育の取組を時系列にまとめまし

た。 

上の青色の帯を御覧ください。 

２０１４年（平成２６年）に，県は，主体的な学びを求める「学びの変

革アクションプラン」を提示しました。２０１６年（平成２８年）には，

国が，不登校の児童生徒等に多様な学びの場を提供するために「教育の機

会確保法」を制定し，県は，一人一人が生涯にわたって主体的に学び続

け，多様な人々と協働して新たな価値を創造する人づくりをめざす「教育

に関する大綱」を策定しました。２０１８年（平成３０年）に，国は，

「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０に向けた人材育成」において，個別最適化された

学びのための多様な学習機会の提供，異年齢・異学年による学習等を提示

し，県は，３年間の取組を踏まえ，「学びの変革」全県展開を行いまし

た。そして，２０１９年（令和元年）には，国では，「学校における働き

方改革に関する取組の徹底」，県では，「個別最適な学び担当」の設置，

「イエナプラン教育」導入の研究が進められ，２０２０年（令和２年）に

は，主体的・対話的で深い学びを求める「小学校学習指導要領」が実施さ

れる予定です。 

激しく変化し続けるこれからの社会に向かって，国・県の教育施策を貫

く考え方は，多様性・持続可能性です。 

下の赤いラインの左側を御覧ください。 

本市では，２０１２年（平成２４年）から３年間の準備期間を経て，２

０１５年（平成２７年）に１・２・３で取り組む小中一貫教育を全小中学

校で始めました。 
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翌年，市制施行１００周年を大きな機会と捉え，今後の社会を見据える

中で，小中一貫教育の取組をより確かな学びにするためにＥＳＤ（持続発

展教育）の視点で整理しました。そして，日々の授業を中心とした全教育

活動の中で「２１世紀型“スキル＆倫理観”」を育み，次の１００年に向

かって行動化できる確かな力を付けていくことを『福山１００ＮＥＮ教

育』としてスタートしました。 

左の中ほどにある「学び」を中心にした４色の図を御覧ください。 

福山１００ＮＥＮ教育としての取組は，すべて「学び」に向かっていま

す。 

青色「主体的・対話的で深い学び」，黄色「学びをつくる教職員研修」，

赤色「元気・笑顔で学び続ける教職員」，緑色「多様な学びの場の提供」

です。 

その右の表，上の福山１００ＮＥＮ教育の年次を示した赤いラインに沿

って御説明いたします。 

２０１６年（平成２８年），２０１７年（平成２９年）は，福山１００

ＮＥＮ教育１ｓｔ ｙｅａｒ，２ｎｄ ｙｅａｒです。この間，増え続け

てきた様々な施策や取組等を学びに向かって整理しました。スクラップ＆

ビルドによる，学びに向かう新たな仕組みをつくりました。 

青色の「主体的・対話的で深い学び」では，従来の各校の研究体制や教

職員研修等を見直した研究教科等の固定化や学びをより深く理解するため

に言葉と数を獲得する過程の研究をする小学校学びづくりフロンティア校

事業を始めました。 

黄色の「学びをつくる教職員研修」では，一斉研修日の設定，福山市教

育研究団体の機能分割・再編成等により，授業力向上，研修時間等の確保

に取り組んでいます。 

緑色の「多様な学びの場の提供」，赤色の「元気・笑顔で学び続ける教

職員」では，それぞれ記載している内容について取り組んでいます。 

２０１８年（平成３０年）と，２０１９年（令和元年）の３ｒｄ ｙｅ

ａｒと４ｔｈ ｙｅａｒでは，２年間でつくった新たな仕組みに基づき，

一人一人の学ぶ過程を大切にした「子ども主体の学びづくり」を進めてい

るところです。 

特に，今年度は，「学びが面白い！」＝「カラフル」をテーマに掲げ，

多様性と持続可能性の思いを込め，一人一人の違いや良さを大切にした学

びづくりに取り組んでいます。 

本年度の主要施策等について説明いたします。 

資料の２５ページにお戻りください。 

（１）子ども主体の学びづくりについてです。 

ア 小学校学びづくりパイロット校です。 

慶応義塾大学今井むつみ教授の指導助言のもと，パイロット校７校にお

いて子どもが学ぶ過程に即した教科横断，学年縦断的な教育課程を編成・

実施するものです。 

イ 中学校探究学習プログラムについてです。 

民間企業が提供する「企業探究コース」「進路探究コース」など探究学

習プログラムを導入し，総合的な学習の時間に実施します。授業では，実

在する企業のインターンシップを体験し，企画を自ら考えたり，プレゼン

テーションを行ったりします。生徒は，答えのない問いを協働的に解決・

創造・実践する学習を通して，探究の面白さを実感していきます。 

ウ 学力の伸びを把握する調査についてです。 

埼玉県教育委員会と教育測定研究所が，項目反応理論という考え方に基

づき設計し，４年前から実施されています。この項目反応理論はＯＥＣＤ

の学力調査等に活用されているものです。本市では２年目の取組です。２
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中学校区の小学校４学年から中学校３学年までの児童生徒を対象に，同一

児童生徒の学力や自己効力感，やりぬく力などの非認知能力との関係をみ

ることができます。学力の伸びた児童生徒及び学級の状況から，効果的な

指導方法を明らかにしていきます。 

エ 中学校外国語 ラウンドシステム実践パイロット校についてです。 

ラウンドシステムとは，言語を習得するにあたって必要と言語を習得す

るにあたって必要とされる「聞くこと」「読むこと」を中心に教科書を年

間４～５周する授業方法です。 

５中学校の１年生で「ラウンドシステム」を導入した授業を実施し，３

年間かけて，すべての学年で実施するものです。 

オ ２１世紀型ティーチャーズ・プログラムについてです。 

民間企業が提供するプログラムを導入し，教育の課題や未来について考

え，理論を学んだり体験したりすることを通して，教職員自らが，「主体

的・対話的で深い学び」の実践者となることをめざすものです。期間は，

４月末の２泊３日の合宿から９か月間，受講者は，校長が推薦する中学校

教職員，教育委員会指導主事等です。 

カ 「子ども主体の学びづくり」研修についてです。 

「子ども主体の学び」に関心と意欲のある教諭が自ら希望し，研修に参

加しやすい放課後の時間に実施している研修です。日々の授業の具体的な

場面や子どもの姿について，対話的に学び合う場となるよう取り組んでい

ます。 

キ 一斉研修についてです。 

保護者・市民の皆様の御理解と御協力を頂き実施している４年目の取組

です。原則，毎月第３木曜日午後を市内一斉研修日として位置付け，校内

研修，中学校区研修，養護教諭等研修を通して，全ての教職員が研究授

業・協議を中心とした研修を行っています。 

ク 学校図書館の充実についてです。 

子ども主体の学びを実現するためには，教室での授業はもとより，教室

以外の多様な学びの環境を整えることが必要です。 

学校図書館において，子どもたちが，リラックスできる環境の中で，読 

みたい本や必要な本に触れることができるよう，児童文学評論家の赤木

かん子さんに監修頂き，蔵書の充実など学校図書館の環境整備をしていき

ます。 

ケ 学校における働き方改革についてです。 

校務補助員等の配置・活用し，教職員が本来担うべき業務に専念できる 

環境を整備するとともに，管理職を中心とした組織的な学校体制を構築

して，引き続き，働きやすい環境づくりを進めてまいります。 

 

藤井学校再編

推進室長 

続いて，子どもたちに必要な力「２１世紀型“スキル＆倫理観”」を育

んでいくための学びの環境づくりについて，御説明します。 

３０ページ，（２）学校規模・学校配置の適正化についてです。 

これからの変化が激しい先行き不透明な社会を生きていく子どもたちに

は，知識，技能を身につけることだけでなく，それらを活用し，友だちと

協働して課題を解決したり，新たな価値に気付いたりする力が必要です。 

少子化が進み，学校が小規模化する中，主体的・対話的で深い学びをつ

くっていくためには，一定の集団規模が不可欠です。 

現在，「小中一貫教育と学校教育環境に関する基本方針」，「学校規模・

学校配置の適正化計画」に基づき取り組んでいます。 

イ 取組状況と今後のスケジュールについてです。 

（ア）再編対象校のうち，東村，今津小学校と服部，駅家東小学校につ

いては，それぞれ遺芳丘小学校，駅家北小学校として，来年４月の開校に
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向け，開校準備委員会の開催，教育課程の編成などに取り組んでいます。 

３０ページをお願いします。 

（イ）山野，広瀬，加茂の小・中学校，常金中と新市中央中学校，内

海・千年両中学校区の５つの小学校と２つの中学校については，２０２２

年度（令和４年度）の開校を目指し，地域住民や保護者との意見交換を行

っています。 

今後は，開校に向け，早期に開校準備委員会を設置できるよう，各地域

で，地域説明会等を行い，再編への理解が進むよう取り組んでまいりま

す。 

次に，（３）多様な学びの場の整備についてです。 

２０１７年（平成２９年）２月に，不登校児童生徒に多様な学びの場を 

提供することを国，自治体の責務とした，教育機会確保法が制定され，

２０１８年（平成３０年）６月に，文部科学省が「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．

０」に向けた人材育成の方向性を示しました。 

こうした動向を踏まえる中で，全ての子どもたちが学ぶことの面白さを

実感し，主体的に学び続ける力を育むため，個人の進度や能力，興味，関

心等が異なることを踏まえた多様な学びの場の整備を行うものです。 

イ 概要とスケジュールです。 

（ア）特認校は，長期欠席になり，在籍校への登校が難しいなど，教育

上配慮が必要な子どもたちを対象とした小中一体型校として，再編後の広

瀬中学校の施設を活用し，２０２２年（令和４年）４月に設置します。 

体験的な学習を行う独自教科の創設や，ＩＣＴ教育機器を活用した一人

ひとりの理解度に応じた学習などを行い，専門職の配置など，児童生徒の

相談支援体制を整えます。 

通学区域は，市内全域とします。 

（イ）イエナプラン教育校は，イエナプラン教育を行う小学校として，

再編後の常石小学校の施設を活用し，官民協力して，２０２２年（令和４

年）４月に設置します。 

１～３年生，４～６年生の異年齢によるグループを編成，「対話」「自立

学習・基礎学習」など４つの活動と遊びを循環させる時間割を編成しま

す。 

通学区域は市内全域とし，市外からの通学も可能とします。 

また，２０２０年度（令和２年度）から，１から３年生の異年齢グルー

プでの教育活動を開始します。 

今後も，県教育委員会と連携し，教育課程の編成に係る協議などを行い

ます。 

（ウ）適応指導教室は，不登校児童生徒に対する個に応じた指導や学習

支援を行う学校外の教室として，現在２教室を設置しています。 

今後は，特別支援学級の在籍児童生徒の受入れや体験活動の実施等充実

を図ります。 

（エ）きらりルームは，本年４月に曙小と新涯小学校を加え，現在８校

に設置しています。 

今後も，効果のあった事例等を共有し，他の学校の取組に生かすととも

に，長期欠席者の状況を踏まえて，増設を検討します。 

（オ）少人数指導教室は，再編後の学校内に，必要に応じて設置し，集

団になじめない児童生徒に対して，集団生活への適応支援などを行いま

す。 

３３ページは，全体の配置図です。 

今後も引き続き，「子ども主体の学び」に向かい，すべての事業・取組

等をこれまで以上に，集中・関連させて取り組んでまいります。 

以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 
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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 最初の学校整備について，耐震補強の件ですが，来年の３月に，完成度

が９５．２％になると言われていましたが，１００％まではあと１年でし

たか。今後の計画を確認させてください。 

 

小森施設課長 小中学校の耐震補強完了は，本日お配りしておりますＡ３の別紙にも掲

げておりますが，令和３年に完了予定としております。 

 

柿原委員 これは順調に，計画どおり進んでいるということですね。 

 

小森施設課長 はい。 

 

金委員 福山１００ＮＥＮ教育の取組の中で，中学校外国語，ラウンドシステム

実践パイロット校とありますが，このラウンドシステムというのは具体的

にどんなものかというのをわかりやすく教えていただけますか。 

 

津田学びづく

り課長 

これまでの英語の授業では，単語の発音や文法やつづりをまとめて教え

ていました。今回ラウンドシステムについては，一巡目には教科書を最初

から最後まで一通り聞く指導を行います。二巡目には二人一組になり，声

を合わせて教科書を読むというように，段階を追って生徒が英語に興味を

持ち，自然と使えるようになることを目指すシステムです。 

 

金委員 このラウンドシステムというのは，今まで他の地域で取り組まれている

のだと思いますが，効果はでているということですか。 

 

津田学びづく

り課長 

今日の新聞記事にも掲載されているのですが，埼玉県の熊谷市では，２

０１４年度に，熊谷東中学校に試験導入されたという経過があります。こ

の熊谷東中学校とそれ以外の１５中学校の英検ＩＢＡの点数を比較しまし

た。２０１５年度は，熊谷東中学校は他の市内１５中学校と比べて平均点

が低かったのですが，１年間ラウンドシステムで勉強し，進級した翌年の

２０１６年度の点数は，他の市内１５中学校の平均点を上回ったという実

績があります。この熊谷市では，２０１６年度から全市立中学校にラウン

ドシステムを導入して授業をされています。 

 

金委員 では，このラウンドシステムについては，パイロット校での成果が認め

られれば，順次拡大していくという方向なんですね。 

 

津田学びづく

り課長 

他市でも成果が出ている指導方法ですので，本市でも順次拡大していき

ます。 

 

柿原委員 パイロット校として，鷹取中が指定されていますが，昨年まで校長とし

て現場にいた学校教育部長から，もう少し詳しく教えていただけますか。 

 

田丸学校教育

部長 

ラウンドシステムについて，これまでと違うのが，最初に教科書の最初

から最後までを通して聞いてきます。全部理解しているわけではないので

すが，教科書の挿絵などのストーリーから意味を類推しながらまずは聞い

ていきます。その聞いていくことから，内容について言葉に出していくと

いうことにつなげています。 
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柿原委員 「学力の伸びを把握する調査」についても鷹取中が挙がっていますが，

こちらについてもお話いただけますか。 

 

田丸学校教育

部長 

同じ生徒の学力を経年で見ていく中で，どれだけ伸びたかを把握できま

すので，今年の結果を基に，学力の変化等を把握し，改善を図っていきま

す。 

 

神原委員 言葉の意味を教えていただきたいのですが，「学力の伸びを把握する調

査」のところで，「項目反応理論」という言葉が出てきたんですが，これ

はどのようなものですか。 

 

津田学びづく

り課長 

項目反応理論は，問題の難易度を踏まえ，得点を調整することで，異な

る調査での比較ができるため，学力の経年変化の把握が可能であり，学力

の決定要因を分析できることです。 

この項目反応理論を用いることで，同一児童生徒や学校の学習環境や指

導方法などの経年変化の把握をすることが可能になりました。 

 

柿原委員 ２１ページの特別支援学級の表で，ここ数年来ずっと気になっているの

ですが，いわゆる通常学級は毎年減っていっているにもかかわらず，特別

支援学級は増え続けています。今回も増えていますが，これは教育委員会

としてはどういう捉え方をしたら良いのでしょうか。これまでと比較し

て，今までだと通常学級へ行っていた児童が特別支援学級へ行っていると

いうケースが増えているというのが一番の原因なのでしょうか。 

 

津田学びづく

り課長 

就学前の子どもに対して，就学相談員が子どもたちの状況をつかみなが

ら，困り感を早期に発見していることが，個の状況に応じた学級編成につ

ながっています。 

 

柿原委員 これまでよりも手厚く困り感を調べてみたら，支援が必要な子が多かっ

たということですか。 

 

津田学びづく

り課長 

これまでも取り組んできてはいますが，教育と医療や福祉との連携がよ

りきめ細かくなり，個の状況に応じた取組を進めていることは，原因の一

つとしてあると捉えています。 

 

柿原委員 この傾向はこれからも続く可能性があるということですか。それに対し

て我々は，どう対応していくかということですか。 

 

津田学びづく

り課長 

数年こういった傾向にありますので，今後も同様の傾向になることは予

想されます。 

引き続き，児童生徒の一人一人の特性や配慮すべきことを把握し，発達

段階に応じたきめ細かな指導を学校体制で進めていく必要があります。 

 

柿原委員 不登校についてもそうなんですが，卒業後も，行政全体での取組として

考えて，つながった連携を深めていってほしいですね。 

 

金委員 通常学級と特別支援学級のことで，基本的なところを押さえていなかっ

たのですが，特別支援学級に入る児童，生徒というと，主に知的・情緒の

２つに大別されますよね。そういう中で，御本人ないしは御家族の希望に

よってどちらに行くかが決まるということですか。 
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津田学びづく

り課長 

保護者の方の希望というところもあるのですが，教育支援委員会という

専門家の審議がありますので，保護者の希望と審議の結果を踏まえて総合

的に判断します。 

 

金委員 例えば情緒クラスの子が１年生に１００人入ったとすると，２年生，３

年生と学年が上がるにつれ，この１００人がどのようになっていくのです

か。ずっと特別支援学級にいるのか，半分は通常学級に戻るのか，その辺

り感覚はどのような感じなのでしょうか。 

 

津田学びづく

り課長 

中学校に進学すると，小学校時と比較して減ってきています。個々の状

況にもよるのですが，全体的な数字としては減っている傾向にあります。 

 

金委員 それは，知的も情緒もどちらもということですか。 

 

津田学びづく

り課長 

知的学級は，情緒学級に比べて減る割合は少ないです。 

 

 

金委員 中学校の情緒は，小学校から引き続いてのケースが多いのですか。 

 

津田学びづく

り課長 

引き続きのケースもありますが，中学校入学時に通常学級に在籍する生

徒もいます。 

 

 

金委員 こういう中で，学校再編推進室長が説明された多様な学びの場の整備と

いうところで，特認校，イエナプラン教育校，適応指導教室，きらりルー

ムなどの集団になじめない，学ぶことが苦手な生徒等が対象になっていま

すが，これらの評価というか，達成度，評価項目というのはどのように設

定するものですか。 

 

津田学びづく

り課長 

子どもが教室以外の居場所として，どこかを選択して学んでほしいとい

う思いがありますので，子どもがどこで学んでいるのかというところが，

一つの評価基準と考えています。 

 

金委員 高校への進学とか，そういうことも評価の一つには入っているのです

か。 

 

津田学びづく

り課長 

高等学校に限らず，子どもたちがどのような学びをしたいのかというこ

ともありますので，興味があることをしっかり，とことん追究できる子ど

もにしたいというように考えています。高等学校への進学というのは一つ

の数値，データにはなりますが，それだけを重視するようには考えていま

せん。 

 

金委員 わかりました。 

もう一点質問させてください。 

イエナプラン教育校は，全市的に募集しますが，千年，能登原，内海，

内浦あたりの学校再編の中で，当初は常石も入っていたわけですね。この

常石学区の子が優先されるとか，そういったことはないのですか。近くだ

からイエナに行きたいという子もいるでしょうが，もちろん定員はあると

思います。全市的に集めるということになると，どのように選抜すること

になるのでしょうか。 
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藤井学校再編

推進室長 

常石学区の子どもたちの指定学校というのは，千年の義務教育学校にな

りますので，２０２２年の４月に開校した時点では，常石学区の子どもた

ちも，イエナプラン教育校を希望する場合は，学校選択という形で申し出

をしてもらうことになります。おおむね３０人×６グループの規模の学校

を想定していますが，どのくらいの子どもたちが希望するかというのは想

定できていません。現時点では，優先ということは考えていませんが，来

年度からの１～３年生につきましては，教育実践を始めますので，その子

どもたちの学びのつながりという意味では，編入をどうするか考えていか

ないといけないと思っています。 

 

神原委員 イエナプランを，この特認校や適応指導教室，きらりルーム，少人数指

導教室の中に入れてしまうと，不登校児童，集団になじめない児童が対象

だと何となく読み取れてしまう気がします。それが，福山市教委が予定し

ているところであればそれでいいとは思いますが，実際にはどうなのでし

ょうか。 

確かにイエナプランは，集団になじめない子にとってもよりよい教育環

境ではあるので，副次的効果としては，不登校児に多様な学びの場を提供

するという効果はあるのかもしれないのですが，私はそれが一番ではない

と思います。私は，イエナプランは不登校児だけでなく，異年齢教育で学

ばせたいと思っている家庭の子が来るのだと思っているので，こういう羅

列で説明されると違和感を覚えました。多様な学びの場の一つではあるけ

ど，目的のところに不登校児と書いてしまって，集団になじめないとか，

長期欠席している子たちのための手立ての一つだと入れ込んでしまうの

は，違和感を覚えます。 

 

津田学びづく

り課長 

Ａ３横のカラー資料を御覧ください。 

緑色の「多様な学びの場の提供」という行がありますが，この中に，鞆

の浦学園や，特認校，イエナプラン教育校があります。 

このイエナプラン教育校は，不登校児童生徒を対象に限るというような

ことは考えていません。 

 

神原委員 それならば，この報告資料は教育委員会で配られる配付物なのでいいか

もしれませんが，市民の方が御覧になったり，就学前の親御さんが，検討

されるときに，ホームページなどを見られたりすると思うので，そういう

ところで記載されるときには，少し工夫していただきたいと思います。 

 

菅田委員 学校図書館の充実については，やはり学校図書館補助員が重要な位置を

占めていると思うのですが，今は兼務でされているところが多いですよ

ね。このままの状態で十分まわっている状態なのか，もう少し人を増やし

た方がいいと考えられているのか。理想としては，１つの学校とか，２校

～３校に学校図書館補助員が１人いるような形だと思います。学校図書館

補助員の方に話を聞くと，今の状態だと，非常に時間が短くて，やりたい

仕事がなかなか勤めている時間内にできないという声も聞きました。今後

どのように考えられているのかを教えていただきたいと思います。 

 

津田学びづく

り課長 

２０１６年にスタートし，当時は１０人を配置しました。現在，２４人

配置しています。ただ，２４人で６２校の図書館を整備などしていただい

ているので，今後人数を増やし，できる限り１つの学校に１人の補助員と

いう形が望ましいと思っています。ただ，予算等の関係もあり，少し時間

をかけさせていただいています。ＰＴＡや地域の方のお力を借りながら，

図書館に人がいる環境を作っていきたいと思います。 



- 11 - 

 

菅田委員 ここ数年ですごく変わったと思うので，ますます充実させていくため

に，しっかりお金と人をかけていただけたらと思います。 

 

金委員 何度か私も申し上げてはいるのですが，食育に関しては，教育委員会は

あまりしませんよね。小中学校の全ての学校で，給食完全実施になる中

で，異年齢で一緒に食べるとか，そういった工夫が必要だと思うのです

が，どういった取組をしていくのかと思います。交流する中で，お互い学

びあえる状況もあろうかと思うのですが，いかがでしょうか。 

 

野宗学校保健

課長 

現状として，ランチルームが整備されている学校では，なるべくランチ

ルームを使うなどの学校単位での取組は行ったり，生産者の方の直接納入

という形で，ゲストティーチャーとして，一緒にその場で食べたりといっ

た取組を行っています。ただ，具体的に全市的な取組として位置付けてい

るわけではないので，そこについては課題があると思っています。 

 

田丸学校教育

部長 

補足ですが，学校給食が中学校に導入される中で，例えば給食メニュー

について地産地消に関する放送を行うなどの取組は進めていますので，今

後も取り組んでいこうと思います。 

 

菅田委員 給食だよりとかでいろいろとお知らせがあったり，子どもがいた学校だ

と草戸なすを作って，作ったものを生産者の人に見てもらったり，一緒に

料理して食べたりといったこともされていました。ただ，先ほど金委員が

言われたような，異年齢で食事をする機会というのは，作った方がいいよ

うな気はします。食育というのを切り取ってみると，食べ物の知識とかに

関しては，割と取り組まれていると思うのですが，異年齢で一緒に食事を

とるというのはすごくいい取組だと思うので，ぜひ検討していただきたい

と思いました。 

 

三好教育長 パイロット校あたりで色々な異年齢集団の１つとして考えられます。ラ

ンチルームの広さは限られているので，どこまでできるかというのは考え

なくてはいけないと思いますが，可能性として十分考えていきたいと思い

ます。 

 

金委員 イエナプラン教育校では当然そうなるわけで，イエナプラン教育とまで

はいかなくても，食事だけは異年齢で行うとか，週１回２回でもするとい

いと思います。 

 

三好教育長 掃除などの活動については，すでに取り入れてしているところもありま

す。食事についても十分考えられると思います。給食の提供そのもの，食

材の選定から地産地消を含めて，大切にしてきています。その過程も含め

て，教育委員会から様々な情報が学校に届けられていて，それが子どもた

ちの活動としてかなり定着しています。昼食時の放送もそうですが，栄養

士の指導など，今までやっていることをこの場にもお伝えしていなかった

ので，今後は報告させていただきながら，異年齢などのことについても考

えていきたいと思います。 

 

柿原委員 子どもたちが，学校が楽しいと思えるような学校づくりも大きな課題だ

と思いますので，ぜひがんばって取り組んでいただきたいと思います。 

 

津田学びづく これまでは，教師が話すことをノートに書いていた授業もありました
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り課長 が，子ども自身が，もっと知りたい，学びたいと思うことを追究できるよ

うな学びにしていこうとしています。引き続き，子ども主体の学びづくり

に取り組んでいきたいと思います。 

 

三好教育長 今取り組んでいる「学びが面白い！」，「カラフル」は，教科の勉強だけ

に限っているわけではなく，楽しい学校，教室をつくろうとやっているの

で，言葉として堅いところをもう少し柔らかく工夫してやっていこうと思

います。 

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５ 議第１７号 教育機関の設置及び廃止につ

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１の１ページをお願いいたします。 

議第１７号 教育機関の設置及び廃止について，御説明いたします。 

福山市立小学校について，４の理由のとおり，東村小と今津小，服部小

と駅家東小を再編し，それぞれ新たな学校を設置することに伴い，１ 遺

芳丘小と駅家北小の２つの小学校を設置し，２ 再編する４つの小学校を

廃止するものです。 

３ 設置及び廃止の時期は，２０２０年（令和２年）４月１日でありま

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。 

 

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１７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１７号は原案どおり可決しました。 

それでは，次に，日程第６ 議第１８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 

２ページをお願いいたします。 

議第１８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，

御説明いたします。 

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。 

それでは，３ページをお願いします。 

１ 福山市立学校設置条例の一部改正について，御説明いたします。 

改正理由についてです。 

東村小及び今津小学校並びに服部小及び駅家東小学校を再編し，２０２

０年（令和２年）４月に，それぞれ遺芳丘小学校，駅家北小学校を設置す
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ることに伴い，所要の改正を行う必要があるものです。 

改正要旨についてです。 

再編後の学校の名称を，福山市立遺芳丘小学校，駅家北小学校位置を，

それぞれ福山市今津町１，５６１番地，駅家町大字法成寺６７番地と定め

るとともに，廃止する東村小学校，今津小学校，服部小学校及び駅家東小

学校の規定を削除するものです。 

施行期日は，２０２０年（令和２年）４月１日とし，両小学校の設置の

ための手続その他の必要な準備行為は，公布の日以後，この条例の施行前

においても行うことができるものとするものです。 

参考として，今年度の主なスケジュールをお示ししております。 

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。 

 

神原委員 番地はカンマを使うのが正しいのですか。 

 

藤井学校再編

推進室長 

本来は番地にはカンマは付いていないのですが，福山市立学校設置条例

の表の記述ではカンマがある形で記載されているので，それに合わせて記

載しています。 

 

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１８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１８号は原案どおり可決しました。 

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２０分】 

 

 

 

 


