
 市ホームページ公開用  

1 
 

平成29年第３回庄原市教育委員会 会議録 

 

 

１ 日  時   平成29年３月10日（金） 午後２時00分開会 

                      午後４時23分閉会 

 

２ 場  所   庄原市役所 本庁舎５階 第２委員会室 

 

３ 出席委員   教 育 長  牧原 明人 

教育委員  末信 丈夫、寺西 玉実、中山 智恵子、横山 和明 

 

４ 欠席委員   なし 

 

５ 出席職員   教育部長 片山祐子 

 教育部教育総務課長 山田明彦 

 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 住岡田浩 

教育部教育指導課指導係長 東直美 

 

６ 傍 聴 人   なし              

 

７ 議事日程  日程第２ 議案第11号  庄原市選挙運動のためにする個人演説会開催のため 

に必要な設備の程度等に関する教育委員会規則の一部 

改正について 

日程第３ 議案第12号  平成29年度教育行政施策の方針の策定について 

日程第４ 議案第13号  庄原市子供の読書活動推進計画（第三次計画）の策 

              定について 

日程第５ 議案第14号  第２期庄原市スポーツ推進計画（前期計画）の策定 

について 

日程第６ 議案第15号  平成29年度使用特別支援学級用教科用図書の採択 

について 

日程第７ 議案第16号  庄原市学校教育専門員の委嘱について 

日程第８ 議案第17号  庄原市学校生活安全相談員の委嘱について 

日程第９  議案第18号  庄原市教育交流教室指導員の委嘱について 

日程第 10  議案第19号  庄原市田園文化センター館長の委嘱について 

日程第 11 議案第20号  庄原市帝釈峡博物展示施設時悠館長の委嘱について 
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日程第 12 議案第21号  庄原市比和自然科学博物館長の委嘱について 

日程第 13 議案第22号  教職員の人事について 

日程第 14  個別報告及び協議事項 

               その他 

 

－ 開会 午後２時00分 － 

 

教育長      ただ今から平成 29 年第３回庄原市教育委員会を開会します。会議日程に従い議

事を進めます。 

 

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。 

・ 市内中学校卒業証書授与式について 

・ 市議会３月定例会について 

・ 教育委員の人事案件について 

・ 公立高校入試選抜Ⅱについて 

教育長      教育部長からの報告をお願いします。 

教育部長    ・ 市議会３月定例会について 

        ・ 平成29年度当初予算案及び平成28年度３月補正予算について  

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について 

・ 小中学校適正規模・適正配置方針の検討について 

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」パイロット校事業について 

 ・ 生徒指導対策について 

 ・ インフルエンザによる臨時休業の状況について 

・ 平成28年度小学校長退任式及び平成29年度入学式について 

教育長      生涯学習課からお願いします。  

生涯学習課長  ・ 放課後子供教室の充実について 

・ スポーツ活動の推進について 

        ・ スポーツ環境の充実について 

 

日程第２ 議案第11号 庄原市選挙運動のためにする個人演説会開催のために必要な整備の程度に 

           関する教育委員会規則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。 

教育総務課長   議案第 11 号について説明します。本案は庄原中学校の施設の改築による変更と

高南小学校、実留小学校、掛田集会所、日向集会所、茶屋集会所、上重行集会所、
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誠心集会所、小奴可中学校、帝釈小学校、竹地谷小学校、森脇小学校、古頃小学校

及び三河内小学校の廃止に伴い、選挙運動のためにする個人演説会開催のために必

要な設備の程度について定めた本規則について、所要の改正を行うため教育委員会

の可決を求めるものです。 

改正内容は第１条中の設備等の程度を示す各表において、庄原中学校屋内運動場

の改築による設備の変更と、廃止した学校施設や集会所施設の項を削除するもので

す。附則としてこの規則は平成29年４月１日からの施行としています。 

教育長      ただ今の説明について、何か質疑、意見などはありますでしょうか。 

全員      （なし） 

教育長      議案第11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11号は可決されました。 

 

日程第３ 議案第12号 平成29年度庄原市教育行政施策の方針の策定について 

教育長      事務局より議案の説明をお願いします。 

教育総務課長   議案第12号について説明します。本案は事務局で作成した平成29年度の教育委

員会の取り組みのベースとなる基本的な考え方や重点施策などを定めた別冊の方針

案について、教育委員会の承認を求めるものです。前回会議で前半部分の内容を説

明し意見をいただきましたが、今回、後半部分の分野別の重点施策等を加えた最終

案として提案しています。内容については所管課より説明を行います。 

教育指導課長   重点施策の学校教育関係の主な変更点について説明します。「③読書活動の推進」

でブックトークの文言を加えていますが、昨年度策定した教育振興基本計画でこの

文言を用いていますので、こちらでも同じ記述に合せた変更としています。その他

数箇所文言や語句の修正・適正化を行っています。 

教育総務課長   教育総務課関係では、（６）学校教育環境の充実 ②奨学支援制度の充実で「・奨

学金制度内容の見直し」を追加、○学校施設整備の推進で「・小学校普通教室冷房

設備整備事業の実施（平成28年度繰越事業）」を追加していますが、平成28年度予

算での事業ですが平成29年度に繰越して実施するため、今回追記しています。 

④遠距離通学児童生徒への支援 ○通学支援内容の見直しで、「生活交通対策と

連携した輸送手段の最適化」は、スクールバスや市の生活交通の連携を強化して最

適化するための取り組みです。そして⑥学校の適正規模・配置の検討での「○学校

の適正規模・配置に関する基本方針や基準等の策定」などを新たに加えています。

その他教育指導課同様に語句の修正などを行っています。 

生涯学習課長   生涯学習関係の主な変更点については、（２）芸術・文化の推進 ①芸術・文化活

動の推進で「市役所ロビーコンサートの実施・拡大」としています。この「拡大」

とは、現在市役所本庁舎１階ロビーで毎月最終月曜日に行うコンサートを拡大し、

次年度東城支所ロビーで２回開催する計画です。また、○芸術・文化施設の活用促

進での「・庄原市田園文化センターの利用促進及び適切な管理運営」を追加してい
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ますが、図書館や資料館の適正な運営を図ることを狙いとしています。 

         ②文化財の保存・活用 ○文化財の活用推進で「・フィールドミュージアム事業

の実施」の追加は、いざなみ街道物語事業の一環として、沿線にある文化財を博物

館の一部と見なして、総合的な事業となるよう調査事業を行います。 

         （３）スポーツの推進の下に「第２期庄原市スポーツ推進計画の推進」を追加し

ていますが、全ての事業がこの計画を基に実施されます。○総合型地域スポーツク

ラブの展開に「節分草スポーツクラブ」を追加していますが、新年度から本格的に

活動するこの団体への支援を行いたいと思います。○競技力向上・ジュニアスポー

ツの推進で、レベルアップスポーツ教室の充実の種目に次年度からバスケットボー

ルが加わります。 

         家庭・地域の教育について、③「しょうばら教育の日」創設に向けた取り組みで

「・関係者との協議」とは、庁内の関係部署や関係機関などとの協議・調整を行い、

しょうばら教育の日創設に向けた取り組みを行います。②地域の教育力の向上の「・

地域住民による学習支援「地域未来塾」の開設」は、家庭の事情などで自宅学習の

習慣がついていない児童生徒を地域で支えるという取り組みで、自治振興区を中心

に復習や予習を行うものです。 

教育総務課長   この方針は、教育委員会で承認を受けた後、速やかに関係機関に周知し市ホーム

ページに掲載し公表します。また、例年7月に策定する庄原市教育要覧にも掲載し

ます。 

教育長      本件について、質疑などはありますでしょうか。 

寺西委員    「フィールドミュージアム」という言葉はハード事業的な意味合いなのか、ソフト

事業なのか、ちょっとわかりにくいので説明を追記してもらえればと思います。 

生涯学習課長   比婆いざなみ街道事業は東城を基点に高野までの市北部を中心に道路の改良や観

光名所の整備、特産品の整備などが主なハード面の事業です。その中のフィールド

ミュージアム事業は特に教育委員会、文化財関係の所が中心となり、自然・歴史・

民俗といった沿線文化のポイントを整理、整備する事業です。平成29年度では沿線

にある文化財などの調査、整理していくことを主とし、今後６年かけて現地案内看

板やパンフレットの整備などの事業につなげていき、最終的には訪問者にいざなみ

街道エリア全体を「博物館」として観ていただければと思います。この事業は主に

庄原北エリアが中心ですが、南エリアについては教育委員会で別途長期的に検討を

行いたいと思っています。 

教育長      フィールドミュージアム事業とは何か、下部に説明書きを加えることはできない

のですか。補足する説明があればわかり易いと思います。 

生涯学習課長   ただし書きを追記する方向で検討します。確認ですがこの事業は本市に博物館を

作るものではありません。 

横山委員     この「フィールドミュージアム」は元々ある言葉ですか。 

生涯学習課長   一般的に建物を指す言葉ではなく、その地域全体を「博物館・資料館」と捉える

意味合いであるとご理解ください。 



 市ホームページ公開用  

5 
 

中山委員     放課後子供教室の「拡大」とは教室を増やすことなのか、事業内容を充実させる

ことなのかと、「地域未来塾」の開設を予定されている地域住民による学習支援と繋

がりがあるかと思うのですが、関連性があるのか教えてください。 

生涯学習課長   厚生労働省主管で児童福祉課が担当の放課後子供クラブは一定の設置要件の基で

開設していますが、放課後子供教室は放課後児童クラブの開設基準に満たない所を

補完する形で、自治振興区に事業委託し学校の空き教室や自治振興センター、支所

など様々な場所で開設しています。 

放課後児童クラブは放課後の児童の安全確保が、放課後子供教室は体験活動や学

習などを目的としています。一方で、地域未来塾は家庭の教育力、地域の教育力の

向上について、家庭での学習習慣が身についていない児童生徒３名以上を対象に、

自治振興区が受け皿になって予習・復習の手助けをし、児童生徒に学習習慣を身に

付けることを目的としています。既にこのような取り組みを行っている地域を具体

的に言いますと、総領自治振興区、高野の上高自治振興区、そして東城の八幡自治

振興区です。この３箇所で来年度地域未来塾をスタートしたいと思います。 

地域未来塾と放課後子供教室は別事業ですが、県が推奨する子供達の放課後の安

全安心な取り組み、教育力の向上という要素は両方ともあり、それらを展開するこ

とでの「拡大」という意味合いになります。 

寺西委員     ３地域で地域未来塾をスタートするとのことですが、今後他地域でも展開する構

想はあるのか、考えをお聞かせください。 

生涯学習課長   この３地域それぞれ特色があるのですが、今年度総領では数学を週１・２回、上

高は国語や英語を週１回、八幡も週１回程度実施されています。新年度に向けて各

地域で生徒が３名以上確保できるのか確認し県へ事業申請を行う予定です。他の地

域でも手が上がるようであれば平成30年度以降の実施に向けて準備していきます。 

教育長      他に意見などはありますでしょうか。     

全員      （なし） 

教育長      議案第12号について採決を行います。賛成の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12号は承認されました。 

 

日程第４ 議案第13号 庄原市子供の読書活動推進計画（第３次計画）の策定について 

教育長      事務局より議案の説明をお願いします。 

生涯学習課長   議案第13号について説明します。本案は庄原市子供の読書活動推進計画（第三次

計画）の策定することについて、教育委員会の承認を求めようとするものです。本

年度で第二次計画が最終年を迎え、次年度以降の次期計画を策定するにあたり昨年

６月以降、計画の骨子などを随時報告、協議をしてきました。今日は別冊の計画（案）

と参考資料を使って、主要な箇所を中心に説明します。 

       まず、本計画は平成29年度から33年度までの５年間とし、協議組織体制として

庄原市教育行政推進調整会議や保健医療課、児童福祉課などの庁内会議、外部検討
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委員会組織として庄原市子供の読書活動推進計画検討委員会による策定作業・協議

を進めてきました。直近では３月２日に第４回検討委員会で最終案を作成し、部長

支所長会議での報告・意見聴取を経て、本日議案として提出しています。 

       また、１月22日から２月６日までパブリックコメントを実施し、６名10件の意

見を頂戴しました。意見の概要は別添の資料に記載しているほか、現在市ホームペ

ージにも掲載しています。学校司書が10人もいることに驚かれたという感想や、本

の巡回などの仕組みを検討して欲しいという要望などもありました。 

       別冊の最終案については、先月の会議でも概要を説明しており、構成や内容は大

きく変わってはいませんので今回説明は割愛しますが、巻末の検証一覧では第二次

検証を行うとともに、第三次計画のどこに反映させたか判るように整理しています。 

教育長      本件について、質疑などはありますでしょうか。 

寺西委員     パブリックコメントを受けて何か修正した部分はありますか。 

生涯学習課長   パブリックコメントによって本計画の構成や内容などを大きく変えたところは 

ありません。一部の意見は既に施策や事業として取り組んでおり、これらを充実さ

せていくことを目指します。要望などは取り組みの中で応えていきたいと思います。 

中山委員     計画内にある「調べ学習」について、県の「学びの変革」アクション・プランに

基づいて実施されると思いますが、市として図鑑などを積極的に増やしていく考え

があるのか教えてください。 

教育指導課長   自ら主体的に調べて学ぶ学習は県のプランがあるなしに関わらず、学習力を高め

る力になりますので、希望的な部分を含めて図書費の増額を見込んだ整備を進めて

いければと考えています。 

生涯学習課長   図書館においては平成27年度600万円強の図書購入費の予算額だったのを28年

度には700万円強に増額し、資料用図書いわゆる図鑑類の整備充実を図りました。 

      次年度も昨年度と同程度の予算を確保して、調べ学習に必要な図鑑等の資料用図書

を継続的に整備していきたいと思います。 

教育長      他にはどうでしょうか。 

全員      （なし） 

教育長      議案第13号について採決を行います。賛成の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13号は承認されました。 

 

日程第５ 議案第14号 第２期庄原市スポーツ推進計画（前期計画）の策定について 

教育長      事務局より議案の説明をお願いします。 

生涯学習課長   議案第14号について説明します。本案は第２期庄原市スポーツ推進計画（前期計

画）を策定するにあたり、教育委員会の承認を求めようとするものです。こちらも

別冊の計画（案）と参考資料を使って、主要な箇所を中心に説明します。 

       第１期計画は10年間の計画期間で第２期計画も同じ10年間としますが、平成29

年度から 33 年度までの５年間を前期計画とし、平成 34 年度から 38 年度を後期計
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画では前期計画の最終年度に計画の検証を行い、後期計画に反映させることとしま

すので、この計画は全体計画ですが「前期計画」という表現になっています。 

協議組織体制としては、庄原市教育行政推進調整会議での庁内会議と、外部検討

委員会として既存の庄原市スポーツ推進審議会を諮問機関として、計画の策定・協

議を進めてきました。 

策定の経過ですが３回のスポーツ推進審議会で計画内容の協議・調整を図った他、 

        ６月には市民アンケートを、７月には関係団体へのヒアリングを実施して本計画へ

反映させてきました。教育委員会へは昨年９月の会議で骨子の説明、12月に計画案

の概要説明を行いましたが、今回の最終案はそれらと大きく変わっていませんので、

詳細な説明は割愛させていただきます。 

         パブリックコメントの募集は今年１月に実施し、４名 10 件の意見等をいただき

ましたが、こちらも現在市ホームページに掲載中です。いただいた意見の概要です

が、「総合型地域スポーツクラブの認知度が低く、ＰＲ活動を積極的にすべき」、「他

の市町に比べて教育予算の予算が少ない」との意見、「競技力向上・ジュニアスポー

ツの推進を重点的に実施して欲しい」という要望などがあり、計画策定の参考とさ

せていただきました。 

         また、昨年12月以降の庁内会議や外部検討組織などの協議・調整を行う中で幾つ

かの変更をしています。特に「本計画を前期計画と後期計画と位置付けるのならば、

表紙に「前期計画」を加えるべきとの指摘を受け、表紙と図式の一部を修正してい

ます。また、「本計画の概要版を別に作るべき」との意見に対応し、現在概要版の方

も準備中です。それと「実施計画や目標設定が必要ではないか」との意見に対し、 

        各年度における目標設定を定めた実施計画を別に定めていきたいと思います。 

         なお、「第１期計画の検証を行っているが、検証は毎年行うべきではないか」との

意見には、当然毎年検証を行い庄原市スポーツ審議会にて報告していきます。それ

と自治振興区との連携に関して、スポーツ事業の減少について指摘があったのです

が、教育委員会が自治振興区に生涯学習委託事業としている区分の集計方法を一部

変更したことによる影響がありました。前回の案では平成25年度と27年度を比較

する数値を記載していましたが、集計方法が異なるため数字的に大きくかけ離れた

ものになっていました。平成 26 年度以降は集計時の区分や分類方法を統一してい

ますので、平成26年度と27年度を比較する数値に変更し掲載しています。 

教育長      本件について、質疑などはありますでしょうか。 

全員      （なし） 

教育長      議案第14号について採決を行います。賛成の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14号は承認されました。 

 

日程第６ 議案第15号 平成29年度使用特別支援学級用教科用図書の採択について（非公開） 
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日程第７ 議案第16号 庄原市学校教育専門員の委嘱について（非公開）  

 

日程第８ 議案第17号 庄原市学校生活安全相談員の委嘱について（非公開）  

 

日程第９ 議案第18号 庄原市教育交流教室指導員の委嘱について（非公開）  

 

日程第10 議案第19号 庄原市田園文化センター館長の委嘱について（非公開）  

 

日程第11 議案第20号 庄原市帝釈峡博物展示施設時悠館長の委嘱について（非公開）  

 

日程第12 議案第21号 庄原市比和自然科学博物館長の委嘱について（非公開）  

 

日程第13 議案第22号 教職員の人事について（非公開）  

 

日程第14 個別報告及び協議事項 

教育長      個別報告及び協議事項に移ります。担当課より説明をお願いします。 

教育総務課長   平成 29 年第１回庄原市議会定例会一般質問の概要について報告します。今回の

一般質問の教育委員会関係分について、質問概要と教育長答弁を取りまとめたもの

を資料にしています。 

教育長      以上を持ちまして、平成29年第３回教育委員会を閉会します。 

 

 

 

－ 閉会 午後４時23分 － 


