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（１）庄原市教育大綱について 【資料１】 
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（１）新型コロナウイルス感染症影響下における教育活動の状況について 【資料２】 
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庄原市教育大綱について 

 

１．趣旨 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第１条の３に規定する「教

育大綱」（以下「大綱」）について、平成27年度の第１回総合教育会議において庄原市教育基本

計画の基本事項部分（＝第２期庄原市長期総合計画の教育分野施策）を市の大綱として位置づ

けることで了承されている。今年度第２期教育振興基本計画が策定されることから、大綱の整

理方針について協議する。 

 

２．大綱の整理方針について 

（１）これまでの経緯 

大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策として策定する

こととされており、文部科学省の通知では、「教育振興基本計画を定める場合において、総合

教育会議での協議・調整により、当該計画の目標や基本方針などを大綱に位置づけることも

可能」と示されている。 

本市においては平成27年度第１回総合教育会議において、庄原市教育振興基本計画の基本

事項部分を大綱に位置づけることで了承された。 

 

■平成26年7月17日付文部科学省通知 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について（抜粋） 

   第三 大綱の策定について 

２ 留意事項 

（３）地方教育振興基本計画その他の計画との関係 

① 地方公共団体において、教育基本法第17条第２項に規定する教育振興基本計画その他

の計画を定めている場合には、その中の目標や施策の根本となる方針の部分が大綱に該

当すると位置づけることが考えられることから、地方公共団体の長が、総合教育会議に

おいて教育委員会と協議・調整し、当該計画をもって大綱に代えることと判断した場合

には、別途、大綱を策定する必要はないこと。 

 

（２）大綱の位置づけ（案） 

   大綱についてこれまでと同様の位置づけとし、第２期庄原市教育振興基本計画の基本事項

部分（基本理念と基本目標）を大綱に位置づける。 

 

基本理念 ： 「ふるさとの学びを原動力として高い志を持ち続け活躍できる人材の育成」 

基本目標 ： 

①学校教育の充実 「ふるさとを愛する心をもち、主体的に学び続ける児童生徒の育成」 

②生涯学習・社会教育の充実 「主体的に学び続ける人づくり」 

③芸術・文化の推進 「地域の芸術・文化活動の創造と歴史文化の保存・継承」 

④スポーツの推進 「生涯スポーツ社会の実現」 

⑤家庭・地域の教育力の向上 「学校・家庭・地域の連携」 

 

（３）大綱の対象期間 

大綱の対象期間については、特段の定めがないことから、教育振興基本計画の対象期間（令

和３年～７年）とする。 
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1 

 

新型コロナウイルス感染症影響下における教育活動の状況について 

 

１．市内小中学校の状況 

（１）授業等の実施について 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた国からの要請を受け、３月２日（月）から市

内小中学校が一斉臨時休業となり、以降も４月から５月の長期にわたって休業となった。 

６月の学校再開以降、学校の新しい生活様式のもと、３密を避ける工夫をしながら授業等を行

っている。窓やドアを開けて換気しながら授業を行う、机の間隔を広げる、少人数に分かれて別

室で授業を行うなど、学級の規模に応じて工夫をしている。 

   また、一斉臨時休業が長期化したことによる授業時数確保のため、校長会と協議し、今年度の

夏季休業は、８月８日（土）～16日（日）の９日間とした。 

   給食については、廊下で配膳をする、班ごとの食事をやめて全員が前向きで喫食する、ランチ

ルームのある学校では、対面を避ける配席にする、別室に分かれて喫食するなど、各校で工夫を

している。 

（２）各種行事等の実施について 

●運動会・体育祭   … 例年、春季（５～６月）に 19校、秋季（９～10月）に７校が運動会・

体育祭を週休日に実施している。今年度は、９月～11月に、参観者を制

限する、競技を絞って半日開催とする、学年ごとの開催や体育参加日と

して開催するなどして実施した。 

●文化祭・学習発表会 … 例年、週休日を中心に、合唱や劇等のステージ発表や絵画・書道など

の展示発表を実施している。今年度は、規模を縮小し参観者を制限する、

展示発表のみの開催にする学校もあった。 

●修 学 旅 行   … 例年、小学校は１泊２日で関西方面へ、中学校は２泊３日で関東、九

州、沖縄方面への修学旅行を実施している。 

今年度は、１学期に修学旅行を予定していた学校は、２学期以降に実

施するよう市教委から指示した。また、関東、関西、九州、沖縄方面へ

の修学旅行を計画していた学校へは、県内または中四国地方などへ旅行

地を変更するよう市教委から指示した。その結果、県内日帰りで実施す

る学校や、県内または中四国地方へ１泊２日で実施する学校がほとんど

であるが、中学校の中には今年度は中止とし、次年度へ延期する学校も

ある。 

●集団宿泊体験活動  … 例年、小学校は、夏季休業期間中を中心に、国立三瓶青年の家などで

３泊４日の集団宿泊体験活動を実施している。今年度は、夏季休業期間

中に集団宿泊体験活動を予定していた学校には、泊なしも可能とし２学

期以降に実施するよう市教委から指示した。市内等で泊なしで実施した

学校が 10校、三瓶等で１泊２日が６校、２泊３日が１校であった。 

 

２．生涯学習関係事業の実施状況 

（１）生涯学習関係施設の利用について 

各施設へは消毒液等を配布し、マスクの着用、手指の消毒のほか、密を避け、換気を行う中で

使用いただいている。 
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 ①各施設の利用状況 

 ●社会教育施設 … 大声が想定されない行事等については、通常通りの使用が行われるようにな

った。合唱の練習等では、換気が行いやすい施設への会場変更されるケースも

ある。大勢が集う可能性のある演奏会の実施を見合わせている傾向にある。 

 ●社会体育施設 … 大声での歓声や声援が想定される内容については、利用人数を収容人数の

50％に制限している。トレーニングジムは、マシンの間を広くあける、室内へ

の人数制限等を行っている。 

 ②今後の施設利用に向けて 

  ・引き続き、密を避け、マスクの着用、手指の消毒、換気をこまめに行うよう注意喚起を行うと

ともに、施設の消毒を行う。 

  ・多くの市民が集う演奏会や大会では、主催者から参加者への注意喚起を促すほか、参加者の体

温測定等も行う。 

（２）文化・スポーツ関係行事・大会の実施について 

 ①各種行事・大会の実施状況 

   別紙１のとおり 

 ②今後の実施に関する方針 

・各種競技等の上位団体等のガイドラインに沿った運営を行うことを基本とする。 

・屋外行事について、密を避けるため、導線を確保する、対象者を限定する等の対策が必要であ

る。 

・今後の感染拡大状況を注視し、実施の有無について検討する。 

 

３．新型コロナウイルス感染症対策事業について 

令和２年度補正予算措置 

①マスク・消毒液等の確保 

 ・感染拡大防止・防疫用品整備 

②学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備 

・学校休業に伴う児童・生徒の学習支援 

・放課後子ども教室拡大実施 

・学校臨時休業対策費補助事業 

・学校給食関連事業者支援事業 

③学校再開に伴う児童生徒の学びの保障 

・教育情報化推進事業（「ＧＩＧＡスクール構想の実現」端末整備事業） 

・学校再開に係る学習支援事業（感染症対策支援） 

・      〃      （家庭学習等の支援） 

・      〃      （分割授業に対応する映像配信備品購入） 

・学校支援員配置事業 

・学校再開に伴う感染症対策・学習支援事業 

④社会的な環境の整備 

・小中学校特別教室エアコン整備               ※詳細は別紙２のとおり 
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令和２年度 文化・スポーツ関係行事・大会の実施状況 

 

日程 行事名 場所 開催状況等 

5/3 吾妻山 春の草花ウォッチング！ 比和自然科学博物館  

5/31 比和牛供養田植 2020 比和町 【１年延期】 

6月中旬 親善囲碁大会 ふれあいセンター 【中止】 

6月上旬 泥落し映画会  東城文化ホール 【中止】 

6/7 吾妻山草花ウォッチング！～初夏の草花をさぐる～ 比和自然科学博物館 【中止】 

6/17、24 レベルアップスポーツ教室 水泳教室（初級） 西城温水プール水夢  

7月中旬 歴史（庄原の山城）講演会 田園文化センター 【中止】 

7/1、8 レベルアップスポーツ教室 水泳教室（中級） 西城温水プール水夢  

7/10～10/30 市民研究者チャレンジ企画展示 比婆山新種昆虫発見！～ハネカクシの

新種発見報告～ 

比和自然科学博物館 【８/9～27 

臨時休館】 

7/12 第 30回庄原市スポーツフェスティバル（総合開会式）  総合体育館 【中止】 

7/15、22 レベルアップスポーツ教室 水泳教室（上級） 西城温水プール水夢  

7/26 第 25回かさべるで杯親善ゲートボール大会 かさべるで 【中止】 

7/26、11/21 昆虫採集・標本づくり教室 比和自然科学博物館  

8月中旬 図書館祭り 田園文化センター 【中止】 

8月下旬 夏休み子ども映画劇場  東城文化ホール 【中止】 

8/8 吾妻山グリーンラリー 比和自然科学博物館  

8/9 第 70回四県四郡市総合体育大会 岡山県新見市 【中止】 

8/19～23 第８回新県美展（第 72回広島県美術展） 巡回展 田園文化センター 【中止】 

8/22 第 21回ひろしまクロスカントリー大会 西城クロスカン 【中止】 

8/29 林家ひろ木ふるさと落語会  東城文化ホール 【中止】 

8/29 宮島水族館からペンギンがやってくる！ 比和自然科学博物館  

9/5 吾妻山散策～秋の草花をさぐる～ 比和自然科学博物館  

9/13 出張公開講座 化石のお話し～むかし山は海だった！～ 比和自然科学博物館  

9/27 しあわせの青い鳩？！アオバトの魅力講座 比和自然科学博物館  

10月下旬 庄原市こどもミュージカル 庄原市民会館 【中止】 

10月下旬 ふれあいステージ  東城文化ホール 【中止】 

10/1 県大公開講座 前期：「多文化共生入門講座」 田園文化センター  

10/11 第 57回東城地区総合体育大会 東城総合運動公園 【中止】 

10/17 第 15回庄原市民健康つくりグラウンド・ゴルフ大会 田総の里スポーツ公園 【中止】 

11月中旬 「倉田百三」講演会 田園文化センター 【中止】 

11/3～8 第 16回庄原市美術展覧会（前期） 田園文化センター  

11/5 グランプリコンサート 2020 庄原市民会館 【中止】 

11/7～3/28 時悠館秋・冬の企画展「中国山地の先史遺跡」 時悠館  

11/12～18 第 16回庄原市美術展覧会（後期） 田園文化センター  

11/14 化石発掘体験講座 比和自然科学博物館  

11/21 ジュニアマリンバコンサート  東城文化ホール  

11/27、12/2、8 県大公開講座 後期：「イネを見る」 県立広島大学  

別紙１ 
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日程 行事名 場所 開催状況等 

12/6 第 69回庄原市スター式駅伝大会 上野総合公園 【中止】 

12/27 広島交響楽団演奏会 庄原市民会館  

1月中旬 東城ミュージックコンサート 東城文化ホール （無観客で開催予定） 

1/9 成人式 庄原市民会館  

1/23 レベルアップスポーツ教室 卓球教室 総合体育館  

1/31 レベルアップスポーツ教室 スキー教室 スノーリゾート猫山  

3/6 東城自治振興区まつり発表会  東城文化ホール （検討中） 

3/7 「遠藤さつき」備北路コンサート  庄原市民会館  

3/14 けんみん文化祭ひろしま備北地区フェスティバル庄原大会 東城文化ホール  

3/27 地域活性化事業「半崎美子コンサート」 庄原市民会館  

 



別紙２

（１）マスク・消毒液等の確保 （金額：千円）

所管課 補正予算額 事業内容

教育総務課 592

生涯学習課 260

所管課 補正予算額 事業内容

学校休業に伴う児童・生徒の学習支援 教育指導課 2,577 学校休業に伴う児童生徒へのプリント等配布

放課後子ども教室拡大実施 生涯学習課 4,448 学校休業に伴う放課後子ども教室拡大実施

教育総務課 879 学校休業に伴う学校給食牛乳キャンセル補償金

教育総務課 1,696 学校休業により影響を被った牛乳販売業者に対する事業継続の支援

所管課 補正予算額 事業内容

教育指導課 132,990
タブレット端末を１人につき１台購入
※国の補正予算を活用し、端末整備スケジュールを前倒して実施

教育総務課 685

教育指導課 13,393

教育指導課 5,725
児童生徒が各家庭において自主的に学習を進めるために必要な家庭学習用学習ドリルの購入
各学校での学習用資料の作成に必要な消耗品の購入

教育指導課 2,880 学校再開後の「３つの密」を避けるために必要な備品整備

教育指導課 5,567 学校支援員の配置（消毒業務）

教育指導課 2,473 新型コロナウイルス感染症対策に必要な備品の購入

所管課 補正予算額 内容

教育総務課 146,041 新型コロナウイルス感染症対策として、特別教室へ空調設備を整備

学校内で多くの児童生徒が触れる箇所の消毒
手指用消毒液、作業用手袋、液体石鹸の購入

新型コロナウイルス感染症対策事業一覧（教育部局関連事業抜粋）

（２）学校の臨時休業等を円滑に進めるための環境整備

（３）学校再開に伴う児童生徒の学びの保障

（４）社会的な環境の整備

感染拡大防止対策事業 感染拡大防止・防疫用品整備

学校休業対策事業

事業名

事業名

教育情報化推進事業（「ＧＩＧＡスクール構想の実現」端末整備事業）

事業名

学校給食関連事業者支援事業

学校臨時休業対策費補助事業

消毒液の購入　ほか

小中学校特別教室エアコン整備

事業名

学校支援員配置事業

学校再開に伴う感染症対策・学習支援事業

学校再開に係る学習支援事業（感染症対策支援）

学校再開に係る学習支援事業（家庭学習等の支援）

学校再開に係る学習支援事業（分割授業に対応する映像配信備品購入）


