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平成 29年第６回庄原市教育委員会 会議録 

 

 

１ 日  時   平成 29 年５月 26日（金） 午後３時 31分開会 

                      午後５時 00分閉会 

 

２ 場  所   庄原市役所 西城支所２階 大会議室 

 

３ 出席委員   教 育 長  牧原 明人 

教育委員  末信 丈夫、横山 和明、神本 久美 

 

４ 欠席委員   立花 有佐 

 

５ 出席職員   教育部長 片山祐子 

 教育部教育総務課長 荘川隆則 

 教育部教育指導課長 中重秋登 

 教育部生涯学習課長 花田譲二 

         教育部教育総務課総務係長 宗綱秀臣 

 教育部教育指導課学事係長 岡﨑敏朗 

 

６ 傍 聴 人   なし              

 

７ 議事日程  日程第２ 議案第34号  平成30年度に義務教育諸学校で使用する教科用図書 

の採択基本方針について 

日程第３ 議案第35号  庄原市教科用図書採択地区の採択事務に関する規約 

の一部改正について 

日程第４ 議案第36号  庄原市教育事務評価検討委員の委嘱について 

日程第５ 議案第37号  庄原市奨学金貸付審査会委員の委嘱について 

日程第６ 議案第38号  庄原市小中学校評議員の委嘱について 

日程第７ 議案第39号  庄原市学校関係者評価委員の委嘱について 

日程第８ 議案第40号  庄原市教科用図書採択地区選定委員会委員の委嘱に 

ついて 

日程第９ 議案第41号   庄原市学校保健会委員の委嘱について 

日程第10 議案第42号  庄原市社会教育委員の委嘱について 

日程第11 議案第43号  庄原市人権教育推進委員の委嘱について 

日程第12 議案第44号  庄原市芸術文化振興審議会委員の委嘱について 

日程第13 議案第45号  庄原市博物館・資料館運営協議会委員の委嘱につい 

            て 
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日程第14 議案第46号  庄原市図書館協議会委員の委嘱について 

日程第15 議案第47号  庄原市スポーツ推進協議会委員の委嘱について 

               

         

         － 開会 午後３時 31分 －  

 

 

教育長      ただ今から平成 29 年第６回庄原市教育委員会を開会します。会議日程に従い進

めます。 

 

日程第１ 教育長報告   

教育長      日程第１ 教育長報告を行います。 

・ 全国都市教育長会での協議内容について 

・ 児童生徒の動向について 

・ 庄原市ＰＴＡ連合会総会での講話について 

次に、教育部長からの報告をお願いします。 

教育部長    ・ 平成 32年東京オリンピックの事前合宿誘致活動について 

教育長      各課からの報告をお願いします。まず、教育総務課からお願いします。 

教育総務課長  ・ 学校施設管理・整備事業について  

・ 奨学金制度による就学支援及び小中学校入学祝金について 

・ 小中学校適正配置基本方針・実施計画の策定状況について 

教育長      教育指導課からお願いします。 

教育指導課長  ・ 「学びの変革」パイロット校・事業指定校について 

 ・ 児童・生徒及び教職員の動向について 

     ・ 広島県「基礎・基本」定着状況調査について 

教育長      生涯学習課からお願いします。  

生涯学習課長  ・ 庄原市人権教育推進委員及び庄原市スポーツ推進委員の活動について 

・ 文化財の保存・活用について 

・ 競技力向上・ジュニアスポーツの推進について 

 

日程第２ 議案第 34号 平成 30年度に義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択基本方針につい

て   

教育長      事務局より議案の説明をお願いします。 

教育指導課長   議案第 34号 平成 30年度に義務教育諸学校で使用する教科書用図書の採択基本

方針についてです。提案理由ですが、この採択方針を定めるにあたり、委員の承認

を求めるもので、毎年この時期に教科書の採択方針をご承認頂いております。 

今年度のものの大きな内容としましては、次年度から小学校で「特別の教科 道徳」

の授業が開始されるということで、今年度は「特別の教科 道徳」の教科書が採択
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の年です。従って、小学校用教科用図書（「特別の教科 道徳」について）（ア）か

ら（オ）の内容に基づいて選定委員の方々に特色をまとめたり、読みやすい物を選

んでもらうためこの内容を加えています。 

それから、イ 学校教育法附則第９条の規定による教科用図書についてですが、こ

ちらは毎年ですが特別支援学級の児童生徒が使う教科書、これは子供の実態に応じ

てということで、毎年（ア）から（エ）までの内容について、学校から提案された

ものを教育委員の皆様にご協議頂き決めて頂くということで、この内容は変わって

いません。それから２ 方法、組織及び手続きについてでは、（１）小学校用教科用

図書（「特別の教科 道徳」）について、選定にあたっての留意事項等をまとめてい

るものです。基本的には選定委員を選出して最適と考える教科書を選んで、教育委

員の皆様に報告、協議の上決定して頂く流れになります。これは８月の教育委員会

議で行う予定です。選定委員の資料作りに役立てるために調査員を置きます。これ

は全ての教科書の特色等をまとめる役で、調査員が作った資料を基に選定委員が最

適とされる教科書を選ぶという流れになります。ですから調査員は（ウ）に挙げて

いる要件等を満たす者ということになります。 

例年変わったところはありませんが、詳細は後ほどの議案で申し上げます。基本

的には広島県教育委員会が定めた内容で、それを基に今回まとめたものです。 

教育長      何か質疑はありますでしょうか。 

教育委員に実際に見てもらう見本の本はいつ頃見てもらうことができますか。用

意できる冊数があるのかよくわからないですが。 

教育指導課長   既にこちらに届いていますが、冊数は未確認ですので、可能であれば早目に貸出

して８月の選定作業に臨んでいただければと思います。早急に確認します。 

教育長      予定では何社あるのですか。 

教育指導課長   ８社です。 

教育長      学年別ですから 48冊見てもらいます。いろいろな見方があると思いますが、教育

委員にはざっと目を通して頂かないと協議が難しい。８月の本番までにはよく読ん

でおくという運びとなると思います。本件についてはよろしいですか。 

全員      （なし） 

教育長      議案第 34号について採決を行います。賛成される委員は挙手をお願いします。 

全員      （挙手） 

教育長      挙手全員ですので、議案第 34号は承認されました。 

 

日程第３ 議案第 35号 庄原市教科用図書採択地区の採択事務に関する規約の一部改正について  

教育長      事務局より議案の説明をお願いします。 

教育指導課長   庄原市教科用図書採択地区の採択事務に関する規約の一部を改正する規約案を説

明します。提案理由ですが、小学校で平成30年度から、中学校で平成31年度から教

科となる「特別の教科 道徳」、小学校で平成32年度から教科となる外国語、具体的

には英語ですが、その実施を踏まえて所要の改正を行おうとするものです。 
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変える箇所については新旧対照表で説明します。現行が右側で、改正のものが左

側ですが、内容は調査員に関わることです。第８条左側、調査員は関係小中学校の

校長、教員等、「等」を今回入れていますが、これまで「等」はありませんでした。

根拠ですが、採択基本方針のところ（ウ）調査員においては のところで、「調査員

は校長及び教員等とする。」と「等」が入っており、これに準じて本市規約の一部改

正をしようとするものです。この「等」には教頭等に依頼することがあります。 

第８条２ですが、中学校がこれまで「英語」としていたのを、今回「外国語（英

語）」に改正しようとするもので、学習指導要領上は「外国語」です。これに従い学

習指導要領の表現と合わせましたが、実際は英語ですから（英語）の表記としてい

ます。小学校も同様に外国語（英語）としたのは学習指導要領の「外国語」に合わ

せているとご理解ください。それから「特別の教科 道徳」の教科化ですので、小

中共に表中へ教科名と人数を加えたということです。附則ですが、承認頂けました

ら本日５月26日から施行したいということです。他のところは変更ありません。 

教育長      本件について何か質疑はありますか。 

末信委員     「外国語」について、全国的に英語以外をしている市町や学校があるのですか。 

教育指導課長   この学校がとかこの県がとかは把握していませんが、私立校ではもしかしたら英

語以外の外国語をされているところがあるかもしれません。 

教育長      制度上、例えば中国語をしたい、韓国語をしたいというのは可能です。しかし実

質高校や大学の試験では英語が殆どなので他の外国語は殆どしていません。若干資

格関係で英語以外をしている学校があるかもしれません。 

末信委員     わかりました。 

教育長      他にはありませんか。 

全員      （なし） 

教育長      議案第 35号について採決を行います。賛成される委員は挙手をお願いします。 

全員      （挙手） 

教育長      挙手全員ですので、議案第 35号は可決されました。 

 

日程第４ 議案第 36号 庄原市教育事務評価検討委員の委嘱について（非公開）  

 

日程第５ 議案第 37号 庄原市奨学金貸付審査会委員の委嘱について（非公開）  

 

日程第６ 議案第 38号 庄原市小中学校評議員の委嘱について（非公開）  

 

日程第７ 議案第 39号 庄原市学校関係者評価委員の委嘱について（非公開）  

 

日程第８ 議案第 40号 庄原市教科用図書採択地区選定委員会委員の委嘱について（非公開）  

 

日程第９ 議案第 41号 庄原市学校保健会委員の委嘱について（非公開）  
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日程第 10 議案第 42号 庄原市社会教育委員の委嘱について（非公開）  

 

日程第 11 議案第 43号 庄原市人権教育推進委員の委嘱について（非公開）  

 

日程第 12 議案第 44号 庄原市芸術文化振興審議会委員の委嘱について（非公開）  

 

日程第 13 議案第 45号 庄原市博物館・資料館・運営協議会委員の委嘱について（非公開）  

 

日程第 14 議案第 46号 庄原市図書館協議会委員の委嘱について（非公開）  

 

日程第 15 議案第 47号 庄原市スポーツ推進協議会委員の委嘱について（非公開）  

 

教育長   以上を持ちまして、平成 29年第６回教育委員会を閉会します。 

 

 

 

         － 閉会 午後５時 00分 －  

 


