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。
２０２０年（令和２年）３月３１日現在
職 名

名 前

教育長

みよし まさあき

教育長
職務代理者
委 員
委 員
委 員

三好 雅章
かきはら ひろき

柿原 博樹
すがた あきよ

菅田 章代
きん ひとし

金 仁洙
かんばら たえ

神原 多恵

委員の任期
２期目
２期目
２期目
２期目
１期目

２０１８年（平成３０年） ４月 １日～
２０２１年（令和３年）
３月３１日
２０１６年（平成２８年） ６月２８日～
２０２０年（令和２年）
６月２７日
２０１８年（平成３０年） ６月２９日～
２０２２年（令和４年）
６月２８日
２０２０年（令和２年）
３月２１日～
２０２４年（令和６年）
３月２０日
２０１７年（平成２９年）１０月２５日～
２０２１年（令和３年） １０月２４日

備考

保護者

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。２０１９年度（令和元年度）は，１５回開催し，８３件の議案を審議した。
開催日

付議事項・報告事項

議第 １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 ２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 ３号 臨時代理の承認を求めることについて（２０１９年度（平成３１年度）
福山市教職員研修基本方針）
４月２３日 議第 ４号 福山市奨学金審議会委員の任命について
議第 ５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 ６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 ２０１９年度（平成３１年度）福山中・高等学校第１学年入学者状況について
議第 ７号 臨時代理の承認を求めることについて（教職員の人事）
議第 ８号 ２０２０年度（令和２年度）に使用する福山市立小学校，中学校及び義務
教育学校用教科用図書の採択方針について
議第 ９号 ２０２０年度（令和２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
５月９日 議第１０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１１号 福山市中学校用教科用図書選定委員会委員の委嘱について
議第１２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１３号 福山市中学校用教科用図書選定委員会への諮問について
議第１４号 ２０２０年度（令和２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について
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開催日

付議事項・報告事項

議第１５号 福山市社会教育委員の解嘱及び委嘱について
議第１６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１７号 教育機関の設置及び廃止について
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
６月７日
報告 学校整備について
報告 学校選択制度の実施状況について
報告 福山市立学校園児数，児童数及び生徒数について
報告 福山１００ＮＥＮ教育４ｔｈ ｙｅａｒの取組について
議第１９号 福山市社会教育委員の解嘱及び委嘱について
議第２０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２１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２２号 臨時代理の承認を求めることについて（教職員の人事）
６月２８日
議第２３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２４号 福山市奨学金審議会委員の任命について
議第２５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
協議 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価について
報告 北京市教育交流推進事業について
議第２６号 職員の人事について
議第２７号 小学校の通学区域の設定及び廃止について
議第２８号 福山市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則の一
部改正について
７月２４日 議第２９号 ２０２０年度（令和２年度）に使用する福山市立中学校用教科用図書の
採択について
議第３０号 ２０２０年度（令和２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について
協議 福山市学校施設長寿命化計画の策定について
議第３１号 臨時代理の承認を求めることについて（教職員の人事）
８月６日 議第３２号 ２０２０年度（令和２年度）に使用する福山市立小学校用教科用図書の
採択について
議第３３号
議第３４号
議第３５号
議第３６号
議第３７号
議第３８号
８月２３日
議第３９号
議第４０号

福山市立幼稚園規則等の一部改正について
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
議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について
福山市文化財保護審議会への諮問について
臨時代理の承認を求めることについて（教職員の人事）
臨時代理の承認を求めることについて（教職員の人事）
部活動の方針の策定について
２０２０年度（令和２年度）に使用する福山市立小学校，中学校及び義
務教育学校（特別支援学級）用教科用図書の採択について
議第４１号 ２０２０年度（令和２年度）福山市立福山高等学校の入学定員について
報告 小学校，中学校及び義務教育学校における留守番電話の整備について
報告 ２０１９年度（令和元年度）「チャレンジ・ウィークふくやま」について

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）
議第４３号 公民館長の解任及び任命について
９月２５日
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
報告 特認校に係る準備委員会の設置について
報告 図書館の特別休館の実施について
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開催日

付議事項・報告事項

議第４５号
議第４６号
議第４７号
議第４８号
議第４９号
議第５０号
議第５１号
１１月２６日 議第５２号
１０月３０日

１２月２４日

１月１５日

２月４日

３月１７日

福山市立遺芳丘小学校の校歌及び校章について
福山市立駅家北小学校の校歌及び校章について
福山市教育委員会事務決裁規程の一部改正について
福山市立学校職員（市費負担教職員）服務規程の一部改正について
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
臨時代理の承認を求めることについて（教職員の人事）
臨時代理の承認を求めることについて（教職員の人事）
福山市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理並びに学校教育法の実
施に関する規則及び福山市立福山中・高等学校学則の一部改正について
協議 福山市学校施設長寿命化計画（案）について
報告 常石小学校（イエナプラン教育）への児童の受入れについて
報告 学校選択制度に係る申請状況について
報告 小学校における留守番電話の整備について
議第５３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５４号 市長の職務権限に属する事務の委任にかかる協議について
議第５５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５６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５７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５８号 福山市教育委員会事務局職員の人事について
議第５９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６０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 ２０１９年度（令和元年度）広島県児童生徒の体力・運動能力調査について
議第６１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６２号 臨時代理の承認を求めることについて（福山市立福山中・高等学校学則
及び福山市立高等学校の授業料の減免及び徴収の猶予に関する規則の一
部改正）
議第６３号 教育機関の廃止について
議第６４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６５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６６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６７号 福山学校元気大賞の被表彰者の決定について
報告 ２０２０年度（令和２年度）福山市立幼稚園入園申込状況について
報告 福山市立福山中学校入学者選抜受検状況について
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）
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
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
議第７１号 公民館長の任命について
議第７２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７３号 福山市学校施設長寿命化計画の策定について
議第７４号 特認校の名称について
議第７５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７６号 福山市青少年修学応援奨学金審議会委員の解嘱及び委嘱について
報告 校内通信ネットワーク整備等について
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開催日

付議事項・報告事項

議第７７号 福山市教育委員会障がい者活躍推進計画の策定について
議第７８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７９号 福山市教育委員会事務局処務規則等の一部改正等について
議第８０号 福山市教育委員会事務決裁規程等の一部改正について
３月２５日
議第８１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任命）
議第８２号 福山市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の制定に
ついて
議第８３号 ２０２０年度（令和２年度）福山市教職員研修基本方針について

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
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
員合同研修会
解を深めることを目的とした合同研修会
◇協議
・テーマ：「不登校児童生徒の対応及びフリースクールについて」

広島県市町教育委員
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
会教育委員研修会
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実現｣
◇実践発表
・演題：｢コミュニティ・スクールで創る社会に開かれた教育課程｣
・発表者：府中市立府中明郷学園校長，
府中市立府中明郷学園学校運営協議会会長
◇講演
・演題：｢「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて｣
・講師：国立教育政策研究所総括研究官
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研修名

内 容

広島県女性教育委員
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，
グループ研修会
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：児童文学評論家 赤木かん子 氏
(演題)「望ましい学校図書館とは」
・情報交換：「学校図書館について」
◇第２回研修会
・講話：尾道市教育長
(演題)「尾道市の教育」
・視察：尾道市立土堂小学校(授業参観)，尾道市立美術館
・情報交換：「本日の研修を振り返って」
◇第３回研修会
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

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。
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
教育行政視察

内 容
・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：１１月
・テーマ：「子ども主体の学びづくり」
・視察先：灘中学校・灘高等学校，神戸市立六甲山小学校
・内容：灘中学校・灘高等学校においては，担任持ち上がり制による６か年
完全一貫教育を通して，生徒１人１人の個性に合わせたきめ細かい
指導を行うほか，生徒が自分自身で興味を見つけ，研究を行い，発
表する場を設けるなど，生徒の興味・関心，自主性を大切にし，そ
れぞれの学びに対する意欲を向上させる質の高い授業が行われてい
る。視察では，校長・教頭から説明を受けたほか，授業の様子など
を参観した。
神戸市立六甲山小学校は，豊かな自然環境を活かした体験活動
や，小規模校ならではのきめ細やかな授業で，児童１人１人の学び
を大切にする教育に取り組んでいる。視察では，校長・教頭から小
規模特認校となるに至った経緯や，少人数での授業形態などの説明
を受けたほか，実際の授業の様子や校内での児童の様子などを参観
した。
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項 目

内 容

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：随時
・訪問時間：１校当たり１時間程度
・訪問校数：各委員が個別に数校を訪問

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３３５回

教育行政視察（神戸市・授業参観）

学校訪問（教育長）
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