
笠岡市教育委員会９月定例会 会議録

議事録署名委員 教育委員 石 井 啓 弌

教育委員 山 下 敬 広

会議録を調製した職員 松 尾 千 鶴

１ 開 会 年 月 日 令和４年９月３０日（金） 午後３時０２分

２ 場 所 笠岡市教育委員会会議室

３ 出席委員等の

氏名

教育長 岡田 達也

委員 石井 啓弌 山下 敬広 東山 琴子

４ 欠席委員の氏名 藤谷 幸弘

５ 会議に出席した

者の職・氏名

教育総務課長 松尾千鶴

学校教育課課長 槙野 英一

生涯学習課長 石井 善子

スポーツ推進課 池田 雄一郎

給食センター所長 宮 恭子

教育総務課課長補佐 藤代 幸弘

６ 付議案件及び

議決状況

議案第 33 号 公民館運営審議会委員の委嘱について

報告第 ６号 教育長の専決処分した感謝状の贈呈に

ついて

協議報告事項 別紙のとおり

７ 会議の状況 別紙のとおり

８ 閉会年月日 令和４年９月３０日（金） 午後６時４２分



会 議 の 状 況

１ 開 会 （岡田教育長）

２ 前回議事録（定例会）の報告 （藤代課長補佐）

令和４年８月定例会

令和４年８月１９日（金）午後３時１分から，笠岡市役所第１会議室で開催

出席者は，石井委員，山下委員，東山委員

審議案件は５議案

・議案第２９号 笠岡市総合教育相談支援センター事業実施要綱の一部を改正す

る要綱について

・議案第３０号 公民館運営審議会委員の委嘱について

・議案第３１号 スポーツ推進委員の委嘱について

・議案第３２号 教育長の兼業について

・報告第５号 教育長が専決処分した笠岡市立竹喬美術館協議会委員の委嘱につ

いて

閉会は，同日の午後５時１９分

３ 教育長の報告（挨拶）

改めまして，こんにちは。２学期が始まり，１ヶ月がちょうど経とうとしています。

コロナの関係も今週は少し収まってき，今現在，学校で臨時休業しているクラスはあり

ません。就学前保育・教育施設についても，少し落ち着いてきたという印象を持ってい

ます。そうした中で，３点お伝えさせていただこうと思います。

（１）学校行事について

各学校の学校行事が，この２学期は若干時期をずらしたことはあるのですが，

予定通り行われています。例えば，中学校はこの９月に修学旅行を行いました。

従来の行き先とはちょっと変えて行っていますが，東中学校と神外中を残した学

校は全部，予定通り行けていると考えています。それから，小学校については１

０月，来週がメインだと思いますが，大阪・京都・奈良方面ということで，従来

の形の修学旅行に戻して実施をする予定になっています。それから，１１月には

小学校の学芸会が，第３週の土曜日を中心に予定されています。子ども達にとっ

て学校行事が，２年前はほとんどなくなっていたのですが，感染防止対策を徹底

して行ったので，子ども達の教育活動は少しずつ元に戻ってきているという感じ

はしています。ただ，学校行事はそうなのですが，子ども達のこの１ヶ月の様子

を見ていますと，やはり指導するべきことは起こっています。例えば中学校中心



には，ＳＮＳを介した生徒のトラブルが起こっており，学校の方で指導を続けて

います。学校において情報モラル教育という，自分でちゃんと考えて活用すると

いうことの教育が必要だということで，校長会等にお願いをしています。

（２）校長会でのお願いについて

昨日校長会があり，そこでお願いしたことが特に２点ありました。子ども同士

の教育活動の中でいろいろなトラブルが当然あってしかるべきですし，それを適

切に解決する方向に学校が指導するのですが，どの子も良いこともすれば悪いこ

ともするという中でしっかりと，どんなタイプのお子さんに対しても寄り添っ

て，偏見を捨ててちゃんと子どもの心に寄り添って，学校の教職員が一体となっ

て指導していただきたい旨を，昨日も強く伝えさせていただきました。

もう１つは，その中で先生達の指導の仕方が，人によってまちまちだったら子

ども達は徹底しないので，全教職員が同じ理念に基づいて，当然役割が違います

からそれぞれ役割分担をしながら，子ども達の指導をする方向性は共有してして

いただきたいとお願いしました。いろいろなトラブルがあってしかるべきと申し

ましたが，その中に学校側の適切な指導はしっかりと共有されておかなければ，

より良い解決にはいかないということでお伝えしました。心の安定をまず作っ

て，そして学力にしっかりと向き合うようにしていただきたいことをお願いして

います。

（３）小中一貫教育について

令和５年度から小中一貫教育が本格実施します。小中一貫教育が試行から本格

実施になった時に，何がどう変わっているのかを子ども達や保護者の方，地域の

方にしっかりと見える化をしていただきたい。今は説明会とか，小中一貫教育の

一体型一貫教育校の建設に関連して整備検討委員会を行う中で，何がどう変わっ

ていくのか，どういう理念の元に笠岡市の学校教育環境を作っていくのかがしっ

かりとないと，結局「やっているけど中身は変わってない」となってしまうの

で，学校現場の先生方と私たちが共有しながら，きめ細やかにしないといけない

と感じています。今まで，やるということを理解いただくことに対して注力して

いたものが，今度はやることの中身をもう少し具体的に検討して，本当にこれで

いいのかという議論が行われて，学校現場の理解を得て，教育を行う場である学

校現場が変わっていくと私自身の意識も持っていかなければいけないと思ってい

ます。実際に，今週ありました整備検討委員会の中でも「こういう学校を作りた

い」というものを実現するためには，この教室が要るのか要らないのか，この壁

はどうするのかという議論になりますので，関係部局と相談しながら，私たちが

気持ちを引き締めながら，一歩踏み込んだ議論が要るということを最近痛感しま



す。今も就学前の保護者説明会とか，来週地域説明会に行くのですが，小中一貫

教育が良いか悪いかという議論ではなくて，具体的な話がどんどん出てきている

ので，その具体的な対策であるとか，こうしますということを私たち事務局，つ

まり考える立場の者がしっかりと明解に応えられるように，私自身がしっかり考

えなければいけないということがあります。その辺については，事務局だけでは

答えられないこともありますので，今後は定例会あるいは臨時会等の場を設けな

ければいけないかと私自身は感じています。ここからが本当に，できる・できな

いという要望に対しての私たちの回答が，より明確で毅然としたものにならなけ

ればいけないと思っていますので，今後いろいろな協議をする場があると思いま

すが，よろしくお願いします。ただ，全体的には学校現場の理解は進んできてい

ると思います。今日，内容的にそういう報告があると思いますが，何か疑問に思

われたり気になることがあれば，遠慮なく質問していただけたらと思います。

併せて，今日の中に，始まったばかりの部活動の地域移行であるとか，全国学力・学

習状況調査の結果についての対応策についてもありますので，忌憚ない意見をいただい

た方がよろしいかと思いますので，今日は限られた時間ですが，最後までよろしくお願

いします。

４ 議事録署名人の指名（石井委員，山下委員）

５ 議 事

議案第３３号 公民館運営審議会委員の委嘱について（生涯学習課）

石井課長 それでは，議３３－２から３３－５をご覧いただければと思います。公

民館運営審議会です。この度，笠岡公民館，それから北木公民館において

は，各種団体の役員変更等により審議会委員の人選が整い，委嘱日令和４

年９月１日からということでお諮りするものです。また，議３３－４にあ

る北木西公民館については，令和４年１１月１日からの委嘱について，す

でに次の候補者の人選が完了しています関係で，早めにこの会でお諮りす

るものです。３３－２には笠岡公民館，次のページ３３－３には北木公民

館，３３－４には北木西公民館の名簿をお示ししています。いずれもお１

人ずつで，お諮りするのはアンダーラインでお示しの方々になるもので

す。なお，今回委嘱される方々は，前任者の残任期間である令和５年３月

３１日までです。議３３－５は参考の関係法令をつけさせていただいてい

るものです。

岡田教育長 何か委員の皆様からご質問・ご意見はありませんか。

教育委員 （質問・意見なし）



岡田教育長 よろしいですか。それでは，ご承認いただけますか。

教育委員 （(異議なし）

報告第６号 教育長の専決処分した感謝状の贈呈について（教育総務課）

松尾課長 資料の報６－２をご覧ください。昨年度に続き，今年度も公益財団法人

小丸交通財団様から市内の全小学校の新１年生に対して，図書「育て学ぼう

安全の心」の寄付をいただきました。小丸交通財団様からは，平成３０年よ

り寄付をいただいていまして，今回で５回目となります。こちらの本は，保

護者向けにしつけの仕方や子どもの交通安全意識の向上のさせ方など，子育

ての方法を学べる章と，子ども向けに絵や写真を使ったクイズ形式で，楽し

く交通安全について学習できる章の２つの構成になっています。そのため，

各家庭に持ち帰っていただき，保護者の方が子育てやしつけの観点から勉強

したり，絵本として子どもと一緒に読書したりと，様々な面で活用いただき

ながら，交通安全の意識向上に役立てることができる本となっています。こ

ちらの本３３０冊を金額に換算しますと約６５万円となり，寄附受納日は４

月１３日です。報６－３に感謝状贈呈の内規の抜粋をつけていますが，第２

条第２号の「教育施設または教育設備の整備・充実のため，概ね３０万円以

上の寄附があった者」に該当するため，先月８月２６日に感謝状の贈呈式を

行ったところです。

岡田教育長 何か委員の皆様からご質問・ご意見はありませんか。

教育委員 （質問・意見なし）

岡田教育長 よろしいですか。

６ 協議・報告

（１）令和４年９月笠岡市議会定例会質問・回答について（各関係課）

松尾課長 それでは，資料の協１－１から９月議会の質問と回答についてです。９月

議会定例会は９月１日から２８日まで開催され，代表質問が４会派から，個

人質問が７名からされました。そのうち，２会派と６名から教育委員会の関

係の質問がありました。本日は部長が出張で不在のため，順次関係課より簡

単に説明させていただきます。それでは，代表質問の方から，創政みらいの

天野議員からの質問からお願いします。

槙野課長 協１－１のページからですが，質問内容として，１つが「小中一貫教育に

向け解決しなければならない今後の問題点について尋ねる」ということ，そ

れから２番として，「小中一貫教育実施にあたり，就学前教育・保育も含

む，これは今後どうあるべきか尋ねる」ということで質問をいただきまし

た。回答としては，中学校教員が小学校の方へ出向いて，乗り入れ授業を行



っていますが，効果が非常に高い，専門性を活かした授業ができるので，乗

り入れ授業に入った教員による授業理解が進むという効果，それから中学校

での生徒指導に有効であること，中学校入学時には面識のある教員が中学校

にいることで，子ども達が安心感を持ったりするという報告もあります。課

題としては，その乗り入れ授業で教員の移動のために時間がかかるというこ

とが挙げられるということで，今後適切に小中一貫教育推進員の配置を進め

て，教職員が負担感なく小中一貫教育が推進できるように努める必要がある

と考えています。それから，各中学校ブロックの方には学校運営協議会を設

置して，委員の方に学校運営の方に参画していただいています。地域・家

庭・学校で子ども達の成長を支える協働体制づくりを進めています。小学校

の地域学の単元開発とか中学生のアイデアを活かした地域活動を行った時に

は，地域の方にもずいぶん助けていただいているということがあります。一

方で課題として，これからも地域・家庭・学校が一体となって子どもを育て

る，地域と共にある学校の運営を充実させるために，より一層の熟議と協働

が必要であると回答しています。それからもう１点，金浦中学校区の保護者

の方を対象に令和３年度末に行ったアンケートでは，小中一貫教育に対して

期待の声もいただいている一方で，浸水対策や通学への安全対策への不安の

声もいただいており，その不安を解消していくことが必要であるということ

を申し上げています。現在，金浦中学校区の就学前施設，それから小学校の

保護者を対象に，本市が進めている災害時の安全対策や通学の安全対策等に

ついて説明会を実施していて，今後は地域の方への説明会の方も行い，不安

の解消と共に多くの方に開設への期待を持っていただけるよう努めていく必

要があると回答しています。最後，２番目の質問内容にあった就学前のとこ

ろですが，就学前教育というのは生涯にわたる人格形成の基礎を培うもので

す。就学前教育と小学校教育の学び方の違いに子ども達が戸惑うことなく，

スムーズに非認知能力を発揮することができるようにする必要があるという

ことを回答しています。小中一貫教育を進めるにあたって就学前教育との関

係性は重要であるということを鑑みて，５歳児と小学生の交流等や接続カリ

キュラムの一層の充実を図って，子ども達の学びをつないでいくということ

を答えています。

続いて，協１－５のページです。「市長の教育行政への介入について，ど

のような考えをお持ちか尋ねる」という質問がありました。これに対する回

答ですが，教育行政については総合教育会議において教育委員会と協議を行

った上で，総合的な施策の大綱を定めるということ，そして市長の考えや多

様な民意をバランス良く反映させるために，市長と教育委員会とが意思疎通

を図り，本市の教育の目指すべき方向性や課題を共有して，連携しながら教



育行政を推進していただいているということです。市長の強い思いとして，

子ども達がどんな環境で学んでどのように成長していくかは，学校教育のみ

ならず家庭と子ども達同士，そして地域の皆様と大きく関わっていると考え

ていることから，子どもを育てる施策について，教育委員会と市長部局を明

確に区別して行うということは難しいということ，そういった中で，互いに

１つ１つの施策の方向性をしっかりと協議しながら進めて，予算をつけてい

く丁寧な作業が求められるという回答です。１－(２)のページの最後のとこ
ろですが，今後も教育委員会の独自性を尊重しつつ，市長及び市長部局と教

育委員会とが引き続き連携して，共通理解を持って新しい時代にふさわしい

教育環境の整備ということで取り組んでいくと回答させていただいていま

す。

松尾課長 続きまして，協１－７は公明党の斎藤議員からの質問ですが，２項目目の

「笠岡市の防災減災・安全対策について」の４点目，「文部科学省が体育館

へのエアコン整備費に関して，地方創生臨時交付金のほか，文部科学省の学

校施設環境改善交付金や，緊急防災・減災事業債の活用も可能としており，

災害発生時において地域の避難所としても利用できる，既存体育館への空調

設備の設置についての設備計画をどう考えているのか」という質問でした。

それに対して，学校施設のエアコン整備に関しては，使用頻度の高い普通教

室等へのエアコン設置を行ってきたところで，体育館へはエアコンを設置し

ていないこと，体育館の屋根の強度や壁の断熱など，構造的に体育館へのエ

アコン設置が難しいという課題があること，また，災害発生時に地域の方が

避難した場合には，コロナ禍による分散避難の必要があるため体育館は使用

せず，エアコンを設置済みの教室に分かれて避難をしていただく予定として

いることなど，実情を説明した上で，児童生徒が１日の中で多く時間を過ご

す教室の整備を優先的に考え，既存のエアコンの更新を年次的に進めている

ため，現在のところ，体育館へのエアコンの設置は考えていないということ

を回答しました。次は個人質問になりますので，山本議員から順でお願いし

ます。

池田課長 山本聡議員の個人質問に対する回答についてですが，協１－９からになり

ます。１項目めとして，第７次笠岡市総合計画後期基本計画の安定戦略の

「健康づくり」についての項目について，２点目，「週１回スポーツをして

いる人の割合をいかに増やすのか」という質問でした。指標となるのは市民

意識調査で，令和６年度までに３８％から４２％へということです。こちら

に関しては，令和２年度の市民意識調査の中で，週１回スポーツをしている

人の割合というのが３４．９％という結果になっています。これは，２年に

１回市民意識調査をしていて，その前平成３０年にしている調査は４３．



１％ということでした。令和元年度の後半からコロナウイルスが流行してき

て，令和２年度については８．２ポイント下がったということです。今年

度，また市民意識調査で同様のことを聞いていますが，まだ結果の方の確認

ができていません。ただ，同様のコロナ禍ということで，少し減少をしてい

る可能性もあるとは思っています。国の方では，令和８年度までに成人の週

１回のスポーツ実施率は７０％を目指しています。笠岡市としても，令和６

年度には，コロナ禍の分も見込んで４２％ということを目標としています。

そうした目標に向けて，年齢や性別，障害の有無などを問わずに，誰もが生

涯にわたってスポーツを楽しむことができる町づくりを目指し，子どもから

高齢者までライフステージに応じたスポーツ機会を提供していくということ

を答えています。７月には，それに向けて新たにスポーツインストラクタ

ー，会計年度任用職員を１名採用しました。多くの市民にスポーツを楽しん

でいただけるように，様々な企画を今検討中です。今後については、地域に

出向いたり体育館に集まってもらったりと，いろいろなケースを想定したイ

ベントを打ち出していこうと考えています。また，障害者であっても誰でも

気軽にできる，例えば，ボッチャ等の障害者の競技，健常者も障害者も両方

ができるユニバーサルスポーツもどんどん普及していこうと考えています。

これについての備品をそろえていったりということもしながら，進めていき

たいと思っています。１人でも多くの市民が，健康寿命の延伸や生活習慣病

の予防につながるようなスポーツや健康増進の活動をこれからも続けていこ

うと考えていますという回答をしています。

槙野課長 続いて，協１－１２のページです。「小中学校における癌教育の推進につ

いて」ということで，新中学校学習指導要領において，新たに癌教育につい

ても取り扱うことが明記されたということを踏まえて，本市における現状と

取り組み状況についてお尋ねをいただきました。これに対しては，現在，市

内の小学校においては体育科，中学校においても保健体育科の方で癌につい

て学習していること，具体的には，小学校では第６学年の中で，三大生活習

慣病で癌を取り上げて，健康的な生活習慣を身につけることの大切さについ

て学習していること，そして中学校では第２学年の保健体育科で，癌のでき

る原因とか仕組み，早期発見・早期治療に向けた検診の重要性について学習

していることを報告しています。今後については，文科省の方で作成してい

る教材とか専門家による学習プログラムの活用，そして県の外部講師を紹介

するなど，一貫教育のさらなる充実のために市内の学校を支援していくとい

うことを答えています。なお，校長会の方でも一貫教育の充実について呼び

かけているということも申し上げています。

石井課長 続いて個人質問，仁科文秀議員です。協１－１５・１６・１７に渡ってで



す。ここでは，茅原基治船長の顕彰について２点質問がありました。１点目

は市内外への発信であるとか，ＰＲの有効な手段である笠岡市のホームペー

ジでの取り上げや掲載がなされていないが，初期画面の「笠岡の魅力」とい

うようなページ等で業績紹介ができないかといった質問でした。こちらにつ

いては市長による回答となっていて，茅原基治船長の業績を市長から改めて

紹介させていただいた上で，今後，わかりやすい形で，他の笠岡の偉人・先

人達と共に功績を紹介していきたいと回答しています。また，先般「まんが

ふるさとの偉人 茅原基治」の漫画を作成し，近々助成元であるＢ＆Ｇのホ

ームページでも自由に閲覧できるようになりますので，そのウェブサイトと

共にリンクさせてまいるということも併せて報告・回答しています。２点目

については，茅原基治船長を取り上げた学校の授業を，市内全ての小中学校

で取り上げることはできないかといった質問でした。こちらについては，教

育長からの回答でした。現在，北川小学校や小北中学校での授業の様子であ

るとか感想の報告，それから今年度は地元の茅原基治船長を顕彰する会によ

る大人の方，スタッフの方によるお話会の計画がある等，そういった取り組

みについて回答しました。また，令和３年度に制作した漫画を市内の小中学

校に重点的に配布し，現在活用を呼びかけていることから，学校教育におけ

る地域学での授業の実践を通じて，茅原基治さんの功績を学ぶ機会を積極的

に設けていくよう，引き続き努めていきたいという回答をしているところで

す。

槙野課長 続いて協１－２０のページです。「地域課題の取り組みについて」という

ことで，陶山地区は笠岡市の中で年少人口が一番低いということで，（１）

ですが，金浦中学校区における小中一貫教育について，進捗状況，また地元

住民への説明会についてお尋ねをいただきました。こちらについては，施設

一体型小中一貫教育校で，その１校目として，金浦中学校区に建設して令和

８年度に開校すること，そして，その良さや必要性についてご理解をいただ

くために，令和元年度から金浦中学校区の保護者や地域住民の方への説明会

を行ってきていること，令和４年２月に金浦中学校区の保護者を対象にした

アンケートでは，期待の言葉，気持ちを多く寄せられていること，そして一

方では，浸水対策や安全な通学路の確保等の不安の意見もいただいていると

いうことで，市の安全対策の周知も図っていることをご説明しました。そし

て，令和３年度に立ち上げた金浦中ブロック小中一貫教育校整備検討委員会

の方では，施設整備・設立に関して，保護者・地域・学校の代表の皆様，学

識経験者と協議を進めていること，今後については，今年度中に基本計画を

策定し，令和５年度に基本設計・詳細設計を行い，令和６年・７年度に建

設，令和８年度に金浦中ブロック施設一体型小中一貫教育校での学びがスタ



ートするように進めていることを説明しました。

続いて，協１－２３のページです。学校教育について，不登校支援におけ

るＩＣＴ利用の現状についてお尋ねがありました。それから，「不登校児童

生徒を対象に，インターネット上の仮想空間を活用した学習をサポートする

取り組みについて，市の見解を尋ねる」ということでした。これについて

は，不登校児童生徒数，そしてその全員の家庭がインターネットに接続でき

る環境にあるということを説明しました。具体的には，自宅や学校の別室等

でＩＣＴを活用した支援を受けている小学生や中学生もいること，一人ひと

りの状況に応じた支援を行っていることを説明しました。具体的には，例え

ば，オンラインの朝の会で，短時間ではありますが顔を見ながら，その日の

体調や興味のある話をしたり，教室からの授業配信を自宅で受けたりしてい

る等々の例を回答しています。不登校児童生徒を対象にした，インターネッ

ト上の仮想空間を活用した学習をサポートする取り組みということについて

は，今年度熊本市が不登校の児童生徒を対象として，インターネット上の仮

想空間に二次元の学校を作って，該当の小中学生に授業を受けてもらう実証

実験事業を行う予定があるということで，これは仮想現実，いわゆるＶＲな

どの先端技術を，教育現場での活用を目指す文科省の委託事業であり，全国

的にも先駆的な取り組みであるということで，この検証結果については注視

していきたいということも回答しています。

石井課長 引き続き，真鍋陽子議員の「学校教育について」の中の，（３）の「岡山

県家庭教育応援条例とは何か」というもので，今日はお手元に資料をお配り

しています。こちらのカラーのリーフレット，それからその後ろは条例の概

要，県が作成したものです。それから，最後に条例そのものを参考にお付け

しています。こちらについては，令和４年４月１日付で岡山県条例として議

員発議で施行された，岡山県家庭教育応援条例についての質問となっていま

す。質問は３点でした。１点目は協１－２６にあるように条例は何かという

ものですが，こちらは教育部長から回答しています。県条例ですので，条例

の前文，制定の趣旨といった，抜粋した形で説明・回答をしました。確かに

現在，地域のつながりの希薄化が家庭教育に与える影響等が問題視されてい

るという状況下でも，笠岡市においてはできる限りの見守り体制の活動を，

具体的に団体名等の例を挙げながら，子どもやその家族を孤立させない身近

な連携の取り組みや，社会全体での支えの繰り返し，広がりの必要性がある

ことについて，併せて回答したものです。２点目ですが，協１－２８，こち

らについては，「この県条例の制定に至る過程や，制定に際し多くの反対署

名や反対の声があったこと，制定後，旧統一教会との関係性があること等が

取り沙汰されていることについて，市の見解を求める」というような質問で



した。こちらについては，教育長から回答をしています。旧統一教会との関

連性については，事実関係の詳細な把握ができていないこともあり，市とし

ての見解は述べることはいたさないという回答をしています。ただし，その

制定過程で笠岡市長や教育長宛に，パブリックコメントの求めが県議会事務

局からありました。記載させていただいていますが，連名で，子どもの教育

を家庭に一方的に押しつけるだけでは解決しない，また地域社会が連携した

形で，多様な子ども・家庭がいる中で家庭教育推進に取り組む必要がある，

県条例の制定にあたっては適切に対応を願いたい旨，意見を出したことを報

告しました。併せて，県条例の制定前後で市として特に何も見解は変わらな

いということを回答したところです。続いて３点目ですが，協１－３０，こ

ちらは今日お配りした，まさにこのカラーの条例の啓発チラシのことが話題

で，配布した事例があるかどうかというような質問でした。こちらは教育部

長が回答しています。岡山県から２回に分けて関係機関への周知依頼があっ

たこと，条例制定の周知を図りたい目的で配布先，それから配布枚数の記載

がある依頼文が届き，それに基づいて私ども生涯学習課で配布した実績につ

いて報告しました。こちらについては，旧統一教会との関係性が取り沙汰さ

れた，そうした条例制定の背景のある公文書を，よく検分せずに広く配布す

ることに対して，真鍋市議ご自身がそういった行為について疑問があるとの

ことからの質問と承っています。

岡田教育長 今までこの家庭教育応援条例は，統一教会問題との絡みの中で質問になっ

てなかなか答えにくいところがあったのですが，家庭教育応援条例は，昨年

自民党が県議会で提案して可決をされて，私たちは教育委員会から配ってく

ださいと依頼され，それを配るという形になっています。確か平成１８年か

１９年頃，教育基本法が新しくなった時に，第１０条に家庭教育の役割とい

うものができて，それを受けて全国では１０ちょっとぐらいの自治体が作っ

ておられるのですが，それが今回の統一教会がらみとのことでの心配の質問

だったと思います。また詳細はお読みください。

槙野課長 では続いて，協１－３１のページです。デジタル地域通貨を活用した地元

企業支援と地域コミュニティの形成，行政コストの削減という中で，（４）

ということで質問いただいています。庄原市においては，人口の約９割が地

元の電子マネー機能付きのＩＣカードを有しているということで，登下校時

に児童が学校に設置された読み取り機にカードをかざすことで，事前に登録

した保護者等のメールアドレスに通知が届く，こういった取り組みについて

教育長の見解を尋ねるということでした。これについては，コストが発生す

ること，不便さを補ってでも使いたいという動機付けが必要との多くの課題

があることで，実施の方は考えていないということを回答しています。な



お，学校と保護者を更に緊密につなぐツールの強化ということは，これはと

ても大事なことであり，我々はその対策として，学校から保護者への確実な

通知システムの構築に向けて，学校・保護者の双方向で連絡が可能な新しい

システムを導入する予定であるということを回答しています。

岡田教育長 これは今までに市全体で地域通貨を導入してくださいよという質問があっ

て，その流れで教育分野のことでの話でした。それでは，何か委員の皆様か

らご質問・ご意見はありませんか。

東山委員 協１－４のところですが，一番最初の天野喜一郎議員が，下の方に「就学

前施設と小学校と合同の研修会を９月中に開催いたします」と書かれてい

て，これは公立の就学前施設だけで良かったのかと思い，私立の方は別にし

なくても良いのですか。笠岡の子は公立にも私立にも行くと思った時に，先

生方はそれぞれ私立の方でもされているのかとは思うのですが，どうなので

すか。

槙野課長 今年度は公立のということで，９月中に開催ということを回答していま

す。私立の就学前施設についても，去年は教育委員会の方で研修会等を持っ

た経緯もありますので，今後，私立の方についても何らかの形で研修会等を

進めていく予定になると考えています。

岡田教育長 その他よろしいですか。

石井委員 これは９月中にといって，もう今年は開催されたのですか。

槙野課長 もう開催しています。

石井委員 何人ぐらい参加されましたか。

岡田教育長 この間ウェブで，鳴門教育大学の先生が，就学前と義務教育がつながるこ

との講話をいただいて，それでグループ協議をしたのですが，結構どのブロ

ックも参加をされていたと思います。人数が２０名は超えて，小中学校の先

生も合わせると２０数名ぐらいいたと思います。私立の就学前保育・教育施

設には，大まかにいうと３分の２近くの方が通われているのですが，カリキ

ュラムを私立も公立も共有のものを使っていて，それの研修を主にしてきま

した。アプローチカリキュラムという，就学前教育をどうやって義務教育に

つなげるかという部分と，スタートカリキュラムについて研修して，段差を

低くするように取り組んでいます。

松尾課長 公立だけでなく，私立も含めて，同じ接続カリキュラムを学校教育課と一

緒に進めている中での研修となります。

岡田教育長 ウェブ上でずっと見ていたのですが，すごく意味のある，非常に見ていて

嬉しくなるような研修で，進んできたという感じがしました。先生達の意識

が高まってきたなと，特に小学校の先生方の意識が変わってきた感じでし

た。その他に何かありますか。



教育委員 （質問・意見なし）

岡田教育長 議会の方から，創生みらいの質問にあったように，教育行政に対しての，協

１－５の代表質問の「市長の教育行政への介入についてどのような考えをお

持ちか」ということで，ここに書いてあることをまたお読みいただいたらと思

います。ただ総合教育会議で，委員の皆様がしっかりと教育委員としてご意見

を言っていただいて，いろいろな場で，事務局もそうですし，総合教育会議と

いう場を通したり，この定例会もそうですけど熟議をして，皆さんで考えたこ

とをもって市長との協議をするということが大事だと思いますので，これか

らも遠慮ない意見をいただけたらと思います。それでは，よろしいですか。

教育委員 （異議なし）

（２）令和４年度一般会計９月補正予算（教育関係）について（教育総務課）

松尾課長 資料の協２－１をご覧ください。教育費関係の９月補正予算ですが，表の

左から２列目の６月補正後の予算額の合計額が，一番下の段，２５億１,２４

６万７,０００円。これは６月の定例会で報告させていただいた額ですが，こ

れに対してその隣，９月補正額として１,７０７万円を計上しています。表の

右の端の一番下の段が９月補正後の予算額合計ですが，２５億２,９５３万

７,０００円となっています。この補正額１,７０７万円については，次の協

２－２をご覧ください。まずその財源ですが，上段の「歳入」をご覧くださ

い。国庫支出金として，教育総務費補助金の新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金が１,４３９万３,０００円，幼稚園費補助金の教育支援

体制整備事業費交付金が２０万円と，新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金３７万円があります。次に寄附金として，公民館費寄附金１３

万５,０００円があります。その下の諸収入として，小北中学校事務費等負担

金が３８万７,０００円，障害者スポーツ環境構築支援事業費委託金が１５２

万円あります。これらを合わせて，計１,７００万５,０００円が特定財源と

なっています。そして補正額の内訳ですが，下段の「歳出」の方をご覧くだ

さい。「教育総務費」の「事務局費」ですが，新給与システム及び財務会計

システムの事務処理等を学校内で完結できるように，小中学校に通信環境及

びパソコン等の整備を行うため，新型コロナ対策として消耗品費，ネットワ

ーク整備委託料，施設用備品購入費等を８１６万円，また，新型コロナウィ

ルスの感染状況を踏まえ，小中学校の修学旅行が中止となった場合に発生す

る宿泊施設等のキャンセル料について，新型コロナ対策として補助金５８５

万円を計上しています。それから「教育振興費」ですが，新型コロナウィル

スの感染拡大の状況下において，学校と保護者双方向での情報共有や連絡の

効率化を図るため，新型コロナ対策として，学校連絡システム整備委託料７



７万円を計上しています。次に「幼稚園費」ですが，新型コロナウィルス感

染症対策の強化を図るため，感染防止のための消毒液等の物品を整備すると

ともに，小中学校と同様に，財務会計システムの事務処理等を園内で完結で

きるように，幼稚園に通信環境及びパソコン等の整備を行うため，消耗品

費，ネットワーク整備委託料，庁用器具費等を５７万円計上しています。次

に，「社会教育費」の「公民館費」ですが，地区公民館への指定寄附をいた

だいたので，該当の地区公民館の委託料に充当するために，公民館管理委託

料２０万円を計上しています。最後に，「保健体育費」の「笠岡総合スポー

ツ公園費」ですが，障がい者のスポーツの普及及び啓発を図るため，ゴール

ボール用具を整備する備品購入費１５２万円を計上しています。これらを合

わせて，計１,７０７万円が歳出の合計で補正額となっています。
岡田教育長 何か委員の皆様からご質問・ご意見はありませんか。

教育委員 （質問・意見なし）

岡田教育長 よろしいですか。

教育委員 （なし）

（３）学校規模適正化計画及び小中一貫教育推進計画について（学校教育課）

槙野課長 まず始めに，学園名・愛称の決定に向けてということでまとめています。

学園名があることの意義として，児童生徒・保護者・地域の思いを大切にし

て，地域と共にある学校にするという中で児童生徒・保護者・教職員・地域

が１つの学園名の元，１つの組織として所属感・一体感を高めるというこ

と，そして小中一貫教育の見える化の方が進んで，市民への周知を図るとい

うことを意義として考えています。これらについて，これまでも学校の方

に，あるいは校長先生の方に伝えているところですが，改めてまとめていま

す。そして，決定までの流れについてですが，児童生徒・保護者・地域等か

ら学園名の募集，これが多くのブロックの方で進んでいるような段階です。

そして，全ての学園名の方を集約して，明らかにふさわしくないものは除外

した上で候補を絞るということで，これについては中学校ブロックの小中一

貫教育推進協議会の方で何点かに絞り，決定に向けていきたい，そして，絞

り方の例としては，児童生徒・教職員等の投票により，何点かに絞るという

ことも考えられるかと思います。これについては，ブロックの方で望ましい

やり方の方を決めていただいたら良いかと思っており，学校運営協議会の方

で決定と考えています。いろいろな学園名・愛称が出てくる可能性もあるの

で，それぞれのブロックからどんなものが出ているかということを，小中一

貫教育のコーディネーター会の場で出し合う，お互いどうなのかという情報

交換をしていきたい，併せて代表の校長会で，校長先生の方にもそれぞれ見



ていただこうと思っています。そういった中で案を考えながら，こんなもの

が挙がってきているということは教育委員会の場でも紹介させていただき，

皆様方からの感想等もいただきながら，最終的には学校運営協議会の方で決

定という流れでと考えています。それから学園名の選定基準についてです

が，５項目のいずれかに該当するものを選定してくださいということで，児

童生徒・保護者・地域住民の願いを大切にしたもの，中学校ブロックの目指

す子ども像につながるもの，児童生徒・保護者・地域住民に親しみやすく，

広く受け入れられやすいもの，歴史的又は地理的なイメージが湧きやすいも

の，他市等に類似の校名がなく，誤解されることがないものとしています。

全てに該当するような校名は難しいかと思うのですが，５項目の中から該当

するものを選定ということで，基準としては考えていけば良いのではないか

と考えています。それから，今井小学校と笠岡小学校の交流ということで，

２学期に入ってからのものを資料の方に挙げさせてもらっています。

岡田教育長 何か委員の皆様からご質問・ご意見はありませんか。

山下委員 選定基準は５項目のいずれかとして良いのですか。例えば，一番下の「類

似の校名がなく誤解されることがないもの」に該当した選定をして良いとい

うことで良いのですか。

槙野課長 確かにその通りだと思うので，最後の項目に当てはまったらＯＫというこ

とにはならないと思います。ここの表現を改めようと思います。

岡田教育長 他に何かありませんか。

石井委員 最終的に学校運営協議会で決定とあるのですが，この時に教育委員会から

どなたかは出席されるのですか。任せっぱなしになるのですか。

槙野課長 今こちらで考えているのは，学校運営協議会の今のメンバーの方でしっか

り練っていただいて最終決定としてはどうかと考えています。ただ，突然そ

こで，何も知らない所で決まっているというのもどうかと思うので，こんな

案が出ているというものについては，決定する前に紹介させていただいて，

意見等もいただきながらと思っているのですが，いかがでしょうか。

岡田教育長 学校教育課の学校籍の者が各学校運営協議会に参加していますが，それは

どういう立場なのですか。

槙野課長 学校籍については，委員会のメンバーという立場とは少し違った立場にな

ると思います。その会を運営するとか，より熟議が進むようにアドバイスを

するとか，そういったところに重点があると思っています。

岡田教育長 多分，そこの議論で決定したものは覆すことはできないのではないです

か。石井委員が言われたのは，そうした時に学校教育課の学校籍が参加して

いたら，そこで意見として言えるのか言えないのかということが確認できれ

ば良いのではないですか。それはどう思うのですか。



槙野課長 こちらの学校籍の方で，「これはこのような学園名にしてください」と

か，これは良いとかだめとかいう役割は考えていません。あくまでも学校運

営協議会の中の協議をしっかりしていただくという立場で声掛けはすると思

います。

岡田教育長 結局この問題で，教育委員会としてどこまでこれに関わっていけるのかと

いうことの話が皆さんは聞きたいだけだと思います。これは確認ですが，愛

称なので，学校運営協議会が決定する訳ですから，そこのブロックの中で皆

で，「うちの笠岡東中学校ブロックというのは今までと変わらないから，何

か一体感を出すように愛称を考えようね」ということから始まったという捉

えで良いのですね。教育委員会が決定権は持ってない訳ですから，作ってく

ださいよという指示をしていないので，向こうが作られて考えられたという

ことでよろしいですか。その中で作った時に，先程山下委員も聞かれたよう

に目指す子ども像，のびのびとした子を育てよう，「のびのび学園」となり

ました，でも，うちは歴史的な背景があるからそこを入れて作ろう，「敬業

学園」となりました，そうしたら「のびのび学園」と「敬業学園」が両方と

も，この基準からすると○なので，決定ということですね。

槙野課長 ある程度同じような雰囲気のものが集まれば良いかという議論は今まであ

ったかと思うのですが，ただ，最終的にはその地域が子ども達，あるいは地

域のことをしっかり考えた上で，１つにまとまるという考えのもとで学園名

をしっかり考えて作っていただければ，そこは少しの違いは出てくるのかと

は思っています。

岡田教育長 結局，先程言った具体的な結論から言うと，子ども達にはこんな風に育っ

て欲しい，例えばすくすく成長して「すくすく学園」となったブロックと，

歴史とか地理的イメージが湧きやすいものは，例えば「金浦学園」だった

ら，○ではないですかという，２ヶ月前ぐらいの議論にありましたが，わか

りますか。将来的に一体型教育一貫校ができた時に正式名称として，義務教

育学校になれば正式名称として「○○小学校」・「△△中学校」とならない訳

ですから，「◇◇学園」になります。皆が地域で使いやすい学園名を作ろう

というのはこれで良いと思うのですが，その辺は先程言ったように，結論と

して「のびのび学園」，「敬業学園」，「金浦学園」とあっても○だということ

で良いのかどうかというところが，委員の皆様が気になっているところだと

思います。これだと今言ったようなことが起こりえますが，その辺はどうな

のですか。

山下委員 市の全体でイメージを統一する必要があるかどうかというところだと思い

ますが，ないならないで学校・地区でふさわしいものを作ってくださいとい

う考え方もありなのかとは思っています。市全体で何か大きい名前があり，



それの中の○○学園と書くのではなくてそれぞれということであれば，全体

の統一性というものが何の意味があるのだろうという気はするので，極端な

話をすると，出てきてからでないとわからないかという気がします。

岡田教育長 今山下委員が言われたように，結局これはここで議論する前に出てしまっ

た話だから，私たちに否定することができないですね。だから，今言われた

ように，結果的に統一しなくても良いということで，ここで共通理解をでき

たらと思うのですが，その辺はよろしいですか。

東山委員 笠岡西中ブロックの話ばかりして申し訳ないのですが，２年前の試行期間

から早く団結力を強めるためにという善意から早い時期に決められて，中学

生の美術部がポスターを作って，小中でまとまって動きましょうと早くから

決められたのがあります。そちらに関してはもう１回作り替えてくださいと

いう方向なのかなと思っています。というのが，教育委員会から予定を先に

出されて，「この期間に決めてください」と言って何処ものブロックを決め

ていくということがあって動くべきことだったと私自身は反省をしていて，

学校運営協議会がすでに決められているものを「もう１回考え直してくださ

い」と言える立場にあるのだろうかという疑問があります。

岡田教育長 皆さんが主体的に作ったのだから認めようという確認が私たちはできれば

良いのですが，具体として，今現在は何か集まっているのですか。

槙野課長 まだそれぞれ検討中で，これが良いという所はまだ聞いていないです。

石井委員 これはいつまでというのは決めているのですか。

槙野課長 そこについては進め方を少し変更したので，もう１回検討の余地はある

のですが，今のところは１月に出てきて２月に決定というぐらいのイメー

ジで考えています。

石井委員 この意見で出てきたのは，歴史的なものを重点的にやる学校とか，イメ

ージ先行したものがどんどん進んでいく学校とか，先程も言われたように

学校単位でバラバラな学園名で良い訳ですね。

槙野課長 そのようにお願いしたいと思っています。

岡田教育長 「皆違って皆良い」ということにしましょう。そうする以外ないのでは

ないですか。最初は教育委員会として，愛称的なものが良いのだけど，今

までの「○○ブロック」というのはこれまで使っていた言葉で，小中一貫

教育になったので，何かそういう言い方を変えようということからスター

トしました。その時に教育委員会としてのたてりとか，基本的な愛称につ

いての共通認識がない中で，学校現場を中心に進んできたので，そこは課

題として私たちも考えていって，正式名称ではないですが，ただ，使わな

ければいけないという現実もあります。義務教育学校になったら名前が変

わるから，県に届けなければいけないのでそれを使うのですけど，金中が



できる令和８年度に一体型一貫教育校になったらどうなるのですか。とり

あえずは中学校と小学校が一体型ですけど，別の学校になるから金浦中学

校は金浦中学校ですが，小学校は３校が１つになる訳ですから，新しい名

前を作るということを理解していただく。

槙野課長 義務教育学校にゆくゆくなれば，正式名称ということは出てくると思い

ます。

岡田教育長 令和８年度に義務教育学校に一気にするのであれば，そこの学園名，例

えば「府中学園」みたいな形にできるとは思うのですが，今は一体型教育

一貫校で，義務教育学校ではないとなっているから，中学校は金浦中学

校，それで同じ所に小学校は，その３つを集めた○○小学校という名前は

作らないといけませんね。基本的に今の流れからいうと，城見小学校にし

ても，陶山小学校にしても，金浦小学校にしても地区名を意識した学校名

ではないですか。そこについては，教育委員会として考えるということで

よろしいですか。愛称というものは学校主体ということでよろしいです

か。私たちは所管しているので考えますけど，学校が自分たちの，地元

の，皆の学校なんだという意識を高めていただくということで，「皆違っ

て皆良い」ということの発想の中で作っていくということでよろしいです

か。では，今井小学校と笠岡小学校については。大体バスの関係とか学童

保育とか，ＰＴＡの部会も順調に意見交換はできているのですか。

松尾課長 バスは委託業者が決まって，業者や保護者を交えてルール作りや試走時

期等を最後に決めていくようになります。

岡田教育長 ＰＴＡの関係はどうなのですか。

槙野課長 協議の方は進めています。

岡田教育長 ４月１日から新しいＰＴＡの組織が立ち上がるということですね。放課

後児童クラブについてはどうなのですか。

槙野課長 学童クラブの方についても説明をしてご理解をいただいています。

岡田教育長 もしどこに作るかが言えるのであれば，委員の皆様にお伝えしておいた

方が良いのではないですか。

槙野課長 そこはまた確認をして報告します。

岡田教育長 まだ決まっていないのですか。今の傾向でも良いですが，今井に残るの

か，笠小の方に行くのか。

槙野課長 今意見が出ているのは，笠岡小学校の方に入ろうかということを聞いて

いますが，まだ決定ではありません。

岡田教育長 今現在としては笠岡小学校にという意見が多いということですね。

槙野課長 意向があるということです。

岡田教育長 それでは，よろしいですか。



教育委員 （なし）

（４）部活動の地域移行について（学校教育課）

槙野課長 今日資料は現在の学校教育課の案ということで，お示しをさせていただ

いています。今後，部活動地域移行検討委員会で検討が進んでいくこと，

それから国や県の動向により少しずつ前進するものと考えています。先

日，県の方での説明会もあったのですが，全く前進していないというのが

実情で，こちらの事務局の方で原案を考えたり，地域移行検討委員会の方

で諮りながら進めていきたいと考えています。笠岡市の目指す地域部活動

のコンセプトとして，こちらの案としては，チーム笠岡でスポーツ活動や

文化活動を意欲的に取り組む子ども達を支え，未来へ向けて育てるという

ことを考えています。８月の末に第１回目を持ちましたが，予定としては

第２回を，１０月の後半から１１月の中で予定させていただきたいと考え

ています。

岡田教育長 文化部を持たなければいけません。

槙野課長 文化部については，今のところスポーツと一緒にしての協議というのは

難しいと思います。文化部については文化部の方でということで，第１回

を１０月中には持ちたいと計画しています。

岡田教育長 スポーツ・文化・スポーツ・文化で，２ヶ月に１回は開催するような段

取りにしようかということですね。

槙野課長 基本的な考え方についてですが，国の施策による部活動の地域移行化へ

向けて，笠岡市としても体制を作る必要があるということで，少子化が他

郡市もそうですけれども，笠岡市の方でも顕著でして，現在１・２年生の

部活所属で５５０名というところです。市内中学生については出生数が１

８０名という中で，なかなか学校内ではチーム競技でのメンバーが組めな

い，あるいは顧問がいないというようなことが生じています。今後も学校

単位や各クラブ単位での活動というのは困難となっていくものと考えられ

ます。そこで，チーム笠岡として，既存の各種団体の指導者や学校の部活

動指導者，地域の新規での指導希望者など，団体や職種の枠を超えて，子

ども・中学生の成長を後押しする仲間であるということで，オール笠岡で

支えていくということを考えています。将来的には，学校現場から平日も

含めて部活動がなくなるという方向です。既存の部活動の概念を超えて地

域で子どもを育てる，そのことが地域の活性化へもつながるということ

で，取り組んでいけたらと考えています。ただし，完全移行するまでの期

間については，平日は学校での活動の継続ということになります。完全移

行に向けて地域の指導者，学校の指導者，指導方針や指導内容について話



し合いは必要であると考えています。今後，国や県からある程度の活動の

方向性や，こんな風にしてくださいという縛りが出ないのであれば，活動

日であるとか活動時間についても各競技団体に委ねられると考えていま

す。スポーツ活動について，まずは既存の運動部活動とスポーツクラブを

対象としながらスタートする，文化活動についても，まずは既存の文化部

活動を対象とするところから行っていって，ただ，スポーツ・文化共にい

ろいろなニーズはあるかと思っています。新設については，今後の課題と

なるのかと考えています。第１回の部活動地域移行検討委員会が８月３１

日にありましたが，その時の主立った意見を挙げています。まず，指導者

の確保がやはり課題で，現在地域で活動しているスポーツ少年団やクラブ

チームも，指導者が不足しているという現状があり，新たに地域部活動を

と言ってもなかなか難しいということがあります。そこで，今後の検討と

して，笠岡市で作成した指導者募集のチラシを各学校を通して配布をす

る，笠岡市の広報誌やホームページ等で知らせる，指導希望の方は笠岡市

の方で一括して取りまとめて各競技団体の方に送るということが考えられ

ます。そして指導者の資質についてですが，やはりいろいろな考え方の指

導者がおられるため，方向性を合わせることが必要になると考えていま

す。特に新規に指導を希望される方で，特に何かの認定資格のようなもの

がない方については，笠岡市の方で定める指導者の心得，基本的なことで

言うとセクハラとかパワハラの防止等，そういった部外指導等も含めて研

修の方を受講していただいて認定するということが必要になろうかと考え

ています。数の形態については，人数が増えた場合には練習場や諸用具の

管理等の問題も出てこようかと思います。それから，各種目の協会等への

登録の関係で，クラブの大会と中体連の大会の二重登録ができないという

種目もあるように伺っています。

岡田教育長 中体連は何の組織かというと，中学校体育連盟という中学校の体育の指

導をしている方々が作った組織です。今は現に，公式試合は，中学校の大

会はこの中学校体育連盟の大会が主となっています。

槙野課長 部活の今の大会がそういったことになっている訳ですが，クラブの大会

と二重で登録して二重で出るというようなことができないという種目もあ

るという中で，クラブチームに自分が入ったらどうなるのかということが

生じて来る訳です。大会参加規約の見直しが急務であると考えています。

それから活動スペースとかスキルレベル，体力レベル等で，複数チームや

複数箇所での活動が必要になる場合には，各競技団体が定める基準でグル

ープ分けを行う，例えば，体力レベルのことでいうと，自分は試合で勝ち

たいというよりは健康作りのために参加したいのだけどというようなこと



がいろいろ考えられるので，そういったグループ分けができるかどうかと

いうことも含めて検討が必要だろうと考えています。それから指導者への

報酬等について，基本的には受益者負担という考えの中で，保護者への負

担ということが今後出て来るのではないかと考えています。ただ，格差が

出てくるということはいけないと思うので，活動にかかる費用は受益者負

担ということですが，額については今後のアンケートの結果や他地域の情

勢を見ながら，指導者への報酬については参加者からの徴収額と，具体的

なことはまだ出ていませんが，国や県からの補助金等から捻出するように

なっていくのであろうと考えています。地域移行のイメージ図ということ

で作成しています。例として，Ａ校３００人，Ｂ校２００人，それぞれの

中学校の方から部活へ入りたいという希望が出てくる，一方で指導者とし

ても，学校とかクラブや地域の方から希望が出てくる，笠岡市地域部活動

推進本部のようなものを立ち上げて，こちらの方で一括して集約をし，そ

の推進本部の方で生徒の参加申込書を作成して，小中学校の方へ配布をす

るというイメージです。小学校については６年生の２学期頃に，早めに小

学校の方へ配布をしてはどうかと考えています。現在の部活動は，入学し

てから最終的に見学しながら決めるということができるのですが，そうい

ったことができにくいという中での対応を考える必要があると思っていま

す。各校で実際の生徒の参加申込の方を確認して，推進本部がまとめて，

参加生徒の名簿を各競技団体の方へ送るということを考えています。続い

て，活動場所の例ですが，例えば，野球は金浦中学校と市営球場の方で行

うとか，陸上について笠岡東中学校と笠岡陸上競技場の方で行うとかとい

った具合に，学校の今あるグラウンドや体育館とか施設を利用することも

あるし，外へ出ることもあるし，両方やるということもあるということが

想定できるのかと考えています。そういったことも加味して考えた上で，

各競技で大会参加形態の確認やチーム編成等ということも進めていく必要

があるし，指導者同士の連絡・連携を密に取るということも必要になって

くるかと思います。そして，令和７年度までに完全移行ということになる

土曜・日曜の活動内容と，平日の活動内容とがそれぞれ並立されてくると

いうことも生じて来ようと思います。土曜・日曜の指導者と平日の学校部

活動顧問の連携を密に取るということも設けながら，それぞれの活動がつ

ながり合うような活動になることが望ましいと考えていて，そして全面移

行に向けてのことが進んでいくのかと思っています。

岡田教育長 何か委員の皆様からご質問・ご意見はありませんか。

石井委員 指導者不足で，指導者を確保する場合，笠岡市内，岡山県内，それから

広島県あたりもＯＫになるのですか。



槙野課長 その辺もまた，これからの検討ということになると思います。

石井委員 福山辺りであれば，いろいろなスポーツをされている人が多いので，笠

岡市内だったら比較的来てもらえる可能性もあるし，指導者が少ないのだ

ったらその辺の間口を広げられたらどうかなと思います。

槙野課長 実際どのぐらいの指導者が集まりそうなのかということも，今のところ

なかなかわかりづらいところで，やはり範囲を広げて，例えば，スポーツ

をやっているような学生の方に来てもらうということももしかしたらある

かもしれないし，あるいは平日はちょっと難しいかもしれませんが，学校

の教員がやっている兼職・兼業ということで，学校の教員の方も出るとい

うことも想定として考えられたりとか，実際にスポーツクラブの中に入っ

て一緒に活動ということもあるだろうし，それで足りるかどうか，足りな

いという場合にはどこまで拡大するのかという，その辺のことを考えてい

かないといけないのではないかと思います。そういった具体的なところ

も，これから検討委員会の方で煮詰めていくという作業がこれから必要に

なってくるのかと思っています。

岡田教育長 指導者の確保は気になるところであり，どんな風になるのかということ

の意見を出し合うような場でしたので，確保はどうできるか。全国で始ま

るので，福山や倉敷等は人が多いですが，そこも必要になってくるので，

笠岡にもまわってくるのかということですが，その辺は池田課長はどうな

のですか。

池田課長 例えば，福山等の近隣の指導者が笠岡に来ていただけるのであれば，そ

れはそれで，笠岡でなければいけないということはないと思いますが，た

だ全国で始まる訳ですから，それぞれの自治体で必要になってくると思い

ますので，まずはその課題になってくると思います。国は来年度概算要望

で８８億とかということを言ってはいますが，報酬の基準についてはまだ

示されていません。その辺りと市でどれくらいそこに上乗せできるのかと

か，予算的なところも考えていかなければいけないことになると思いま

す。まだまだ課題が山積みですから，いろいろな競技で指導者の確保，わ

かる範囲でスポーツ協会等も通じて，声かけというのは早め早めにした方

が良いかとスポーツの方としても思っています。

岡田教育長 よろしいですか。その他何かありませんか。

山下委員 本質からずれるかもしれないですが，例えば部活動がこういう風になっ

た時に入りたくないという子が出てくるような気がするのです。それはそ

れでありだということで，「所属なし」ということでもＯＫなのかという

ことと，もう１つは，それぞれの学校に小さいながらも部活動があって，

例えばそこの部活に所属していること，あともう１つは，そこの部活の部



長を経験しましたということが高校に進学するのに影響するのかどうかと

いうところはどうなのでしょうか。

槙野課長 始まってみないとわからないというところが正直なところなのですが，

まずはいわゆる１００％加入というか，必ず入るというところは全く想定

していません。今現在の加入率が，中学生の８１％ぐらいが加入していま

す。これが地域部活動になった時にもしかしたら減るかもしれない，逆に

増えるかもしれない，ちょっと見えないところがあるのですが，いずれに

してもいろいろ家庭の方で考えられた上で，参加についてはお任せをする

という風に思っています。高校進学のことですが，今の現状でいくと，部

活の中でどんな役割であったとか，部活として大会に参加したその成績が

どうであったとか，顕著なものについては調査書という形で，高等学校の

方へ送っています。それらの記述が，地域部活動になったらどうなるのか

ということについて，今のところはここでは何ともお答えができないと言

うか，これからの検討となっていくのかと思うのですが，記載内容につい

て県の方から指導等もいただきながら，進めていくようになるのかとは思

っています。

岡田教育長 よろしいですか。

山下委員 もう１点なのですけど，これは公立の中学校の話なのですか。私立の中

学校ではこの制度には乗らなくて良いということになると，私立の中学校

はがんがん部活をやっていてという差はでないのですか。

岡田教育長 この部活動の地域移行は，公立・私立はどうなのですか。今言われて私

も，私は公立の話だと思っていたのですが，私学は部活動推薦，つまりス

ポーツ推薦とかがいっぱいあるではないですか。その辺，今言われたよう

なことはどうなのだろうと思って，池田課長，知っていないですか。

池田課長 認識での話なのですが，これは公立学校に関してだと思っています。私

立の方は部活動という名前が続くかどうかは別ですけど，活動はできる限

りは続くのではないかと思っています。

山下委員 地域移行はしないということですか。

池田課長 逆に私立学校の子が地域移行している部活動に，そこに参加したい場合

はそれは○ではないでしょうか。

岡田教育長 そこは研究させてください。

東山委員 先生の仕事量のバランスのために話が国から出ているというところは，

多分私立ではなく公立なのだろうと思っています。

岡田教育長 働き方改革ですが，たてりとしては結局，部活動の選択肢を広げるとい

うことと専門的指導を高めるということなので，ただ，明らかに変わるな

と思うのは，学校で完結していた部活動が学校では完結しなくなります。



先程山下委員が言われた，部活動に入る率が地域移行した時に変わるの

は，保護者の方が送り迎えできるとかそういうことも影響してきます。つ

まり，サッカーなんかは各学校では完結できないので，例えばここに書い

てあるようにどこかの中学校のグラウンドにと，もう１個は総合グラウン

ドでやりましょうとなった時に，送り迎えが要りますよね。

東山委員 スポーツクラブには，送迎のバスがありますよね。

岡田教育長 近くで行ける所に一応行っても，興味・関心がないスポーツ活動だった

ら入らないと思うので，送り迎えが影響してきます。それともう１つは，

費用弁償的なもので言うと，個人負担的なものが増える感じはすごくしま

した。今度は子ども達が増えてくる訳ですから，やはり人を集めるために

は，ボランティアで参加している方に，何らかの報酬，国がするのか，市

の持ち出しなのか等，今まで意見として出ていましたが，保護者の側から

言うと変わると思います。例えば，個人でできる種目は，会場として学校

のものを使うことはできるかと思います。ただ，そこに指導者が行くよう

な形にならなくてはならないでしょうが，指導者の確保が一番，どの団体

の方も入ってくださると言われています。ただ，今でもいっぱいいっぱい

なので，休みなく指導することになるので，少し落ち着いたら，福山市や

倉敷市等，スポーツでは環太平洋大学もありますので，大学等を回って行

かないといけないかという感じはします。

石井委員 これで競技中の事故とか行き帰りの交通事故とか，そのような保険は入

るのですか。どこが入るようになるのですか。

岡田教育長 これは各クラブで入り直さないといけないでしょう。

池田課長 地域移行ということなので，その地域の活動の中で入るというのは一般

的には考えられることです。

石井委員 そのスポーツ団体ごとに入るということなのですか。

岡田教育長 現在は，学校の中で行われているので，日本スポーツ振興センターの災

害共済給付で対応できます。ただ，これはもう切り離されるので，学校の

教育活動外に明らかになります。学校からそこに行く時は対象になりませ

んので，そこで起こったことについては，保険もかけ直すようになるので

はないですか。

石井委員 競技中の事故等については，保険で対応しますとかいうことも，何か一

筆入れられていたらどうですか。

岡田教育長 当然入る時には，募集要項にはそういうものを入れないといけないし，

そこを市がするのかと言ったら今後議論になると思います。学校の範疇で

あるなしというものを明確にした議論にしないと，部活動の地域移行は学

校の範疇では１００％なくなります。ただ，先程課長が言ったように，ま



ず７年度末までに土日の移行，でも平日は学校である訳ですから，そこの

統一感というものは結構難しいのではないかと思っています。文化関係も

同じようなスタンスで，スポーツと文化のサポート体制が全然違っていた

らいけません。ただ，文化の方が部活動数が少ないですね。笠岡で言うと

吹奏楽関係と美術部，あとは何がありますか。

東山委員 科学部があります。金浦の子が金浦中にはないから，西中は良いねと言

われていて，ロボコンコンテストがあったりします。

岡田教育長 ロボコンがありますが，カブトガニ博物館ではできないですか。美術部

は竹喬美術館でと，文化部の種類が少ないので，何か収まりは良さそうで

すが，科学部等は何かがどこかで，共用の場所でするとかできませんか。

東山委員 新設で，ｅ－ｓｐｏｒｔｓ部なんていうものがあったら人気が出そうだ

と思います。部活ではないですが，浅口かどこかがすごく積極的にされて

いる所があるみたいです。

岡田教育長 新しい部活動ができるというのは子どもにとって選択肢が広がります。

例えば，運動公園にプールができるので，期間限定で水泳部をする，指導

者は民間のスイミングと連携する等ができますが，子どもや保護者の方は

既存のものを今までと同じようにと思っているので，それが変わるという

ことの差を理解いただくことに，丁寧な説明が要るかと思います。

東山委員 移動手段で，バスの何か補助が出るとかないですか。

岡田教育長 それも意見としてはあるのですが，現実的なことで言うとすごく厳しい

と思います。バスも子ども達が乗る時間帯というのは，通学や通勤の時間

でというのはありますが，市内を回るバスはそうそうないと思います。

東山委員 雨の日や冬の夜暗くなった中，自転車で遠い学校から家まで帰ると思う

と保護者も心配だろうし，子ども達も結構負担だろうと思います。

岡田教育長 ＰＴＡの方々から安全確保をという声がありますが，ただ現実そうなる

可能性は高いです。

東山委員 大きい問題だと思います。自分の学校にある部活に入れる方が気が楽だ

ろうと思います。

岡田教育長 通学している先で部活動をして帰る訳ですから，完結しますからね。。

今回は確実にそれが変わります。

東山委員 土日だけなら，まだ干拓の体育館まで頑張って自転車で行こうとかいう

子もいるだろうと思いますが，これが平日等に関わってくるとなると，現

実問題なかなか難しいだろうと思います。

岡田教育長 部活動は教育課程外ですが，学校でするから，生徒指導等では，部活動

と日々の学校生活が連動しています。今後は，学校生活で部活動のトラブ

ル等が見えなくなります。中学生は多感なので，その辺の連携を生徒指導



的な側面，そこのケアも，質的な部分では非常に懸念されているところで

す。現在は，学校でのトラブルがあれば協議をし，配慮しながら部活動指

導ができるのですが，教育的な側面で言うと，今後は連携が必要だという

ことで，結構課題として言われています。体制づくりもそうですが，そこ

の質的な部分も，パワハラや体罰等，指導の方で問題になっているので，

できるだけ会があるごとに報告させていただいて，意見交換をさせてくだ

さい。

（５）令和８年度以降の水泳授業・プールの使用について（学校教育課）

槙野課長 では，令和８年度以降の水泳授業・プールの使用についてです。まず水

泳授業についてですが，全体的な考え方として，子どもが水に親しむ楽し

さや喜びを味わいながら，水泳の分野の目標を達成すると共に，全員がし

っかり泳ぐことができるようにする，そして，万一水難事故に遭っても自

分の命を守ることができる，そういった子どもを育成したいと考えていま

す。

岡田教育長 その場合，何故こういう案件を教育委員会で出したかというたてりを説

明した方が良いと思います。

槙野課長 では，そのたてりの部分をまず説明させていただきます。現在，小学校

には全ての学校にプールがあります。中学校には，プールがある学校とな

い学校があります。プールがある学校については，それぞれ水泳授業をや

っているのですが，まず１つ，今後プールの修繕が，大きい修繕が必要に

なったものから使わないようにして，他のプールを利用しに行くというこ

とがありました。それが２番目のところに挙げています，西部衛生施設組

合の方がこれから作る里庄の温水プール，それから笠岡市運動公園の方の

プール，このプールができるので，大きい修理が必要となる学校から順次

そちらの方へ利用しに行くということが１つあります。

岡田教育長 まず，金浦中学校にできる小中一貫教育一体型教育校にはプールを作り

ませんので，この学校は必ず対象になります。

槙野課長 そういったことで，今後，いろいろな学校が他のプールの方へ利用しに

行くということができるようになっていきます。現在学校にあるプールの

うち大規模な修理が必要となり，使用できなくなった学校が順次利用，今

現在プールがない学校，それから金浦に作る一体型一貫校にはプールを作

る計画はないため，それらの学校についても利用ということを考えていま

す。その利用プールの１つが西部衛生施設組合の温水プールで，里庄の方

にこれから建設されます。屋内のプールで，２５ｍ×６レーンで，小学生

低学年を対象とするような小プールの方はないということ，令和６年度か



ら設計が始まって，令和８年の１０月頃から使用が開始できる予定である

と聞いています。学校からの利用については，笠岡市，それから浅口や里

庄の方からの学校が利用する意向があるという情報をいただいています

が，これは今後決まってくるものと思っています。それとは別に，笠岡市

運動公園のプールということで，予定では令和７年度に，屋根付きで２５

ｍ×６レーン，小プールありという計画であると聞いています。その２つ

のプールで全部子ども達が利用するのは，距離の問題等で厳しいと思って

いるので，現在の学校のプールの中で，今後残していくと決められたプー

ルがあれば，そちらの方も利用しながら，この３つのパターンで，今後割

り振っていくということを考えています。２の校外プールの学校割り当

て，学校の時間割についてですが，まず１点目ですが，１回の使用につき

水泳授業は基本的には２時間分，２コマ分を基本的な形として，ゆっくり

泳いで帰って来るということを考えています。１回１時間となると往復の

回数が増えてくるので，効率を考えています。交通手段については，貸し

切りバスを考えていますが，スクールバスとして利用するバスを基本的に

活用ということで，金浦の一貫校の方でのバス等の検討をまずはしていき

たいと考えています。３の検討課題についてですが，デメリットとして

は，プールから遠い学校は準備・往復時間に１時間程度かかる等，水泳の

回数分の移動時間がかかること，それからもう１つは，水泳を実施する日

は特別時間割を組む必要がどうしても出てくるかと思っています。そうい

ったデメリットはありますが，一方では天候に左右されず予定通り水泳が

実施できるということ，特に温水プールはそういったことが言えると思い

ます。それからプールの管理が不要なので，いつでも水泳を実施すること

ができるというメリットがあります。温水プールについては通年使用でき

るので，各校のプール使用時期を分散させるということも可能だと考えて

います。ただし，小学校については大体７月下旬に学童の水泳記録会があ

り，そこへ向けてということもあると思うので，小学校については可能な

範囲で，その記録会の前までにはしっかり泳げるように，回数を割り振っ

ていきたい。中学校の方はそういった記録会はないので，もう少し長いス

パンで考えやすいのかと考えています。これから令和８年度の校外プール

使用開始までに，あるいは使用を開始されてそれ以降も，各校のプールの

老朽化の状況を見ながら，年次的に実施割り当てを作成していくという作

業が必要になってくると考えています。

岡田教育長 プールに関しては，基本的にはこれまでも理解いただいていると思うの

ですが，各学校に作っているプールについては，将来的には大規模改修に

なる段階で，公共施設のプール等に移管していくというのは理解いただけ



たと思うのですが，小学校はプールは最低年間１０時間くらい必ずしなけ

ればいけないのですね。

槙野課長 明確には決まってはないのですが，おおよそ１０時間程度ということで

す。

岡田教育長 大体今の現状が１０時間ぐらいですね。中学校は，ある学校とない学校

がありますよね。それが基本的に良くないのだと思うのですが，結局何故

そうなったかというと，中学校は体育の中でプール指導を，水泳指導をし

なくても良いことになっているのですね。

槙野課長 そこのところなのですが，私ももう１回確認をしてみました。指導要領

では，中学校についても，プールがないということであればしなくても良

いというような表現になっています。

岡田教育長 ある学校はするのですか。

槙野課長 はい。もう１点小学校とちょっと違うのは，中学校３年生についてはプ

ール施設があるなしに関わらず，３年生は他のものと含めて選択のような

形になっています。

岡田教育長 時間数はどのくらいなのですか。

槙野課長 一般的に言うと，８時間とか９時間とかです。時間数も明確に文科省が

指定しているものではありません。

岡田教育長 その時に，委員の皆さんに意見をいただかなければいけないのは，小学

校については理解をいただけると思うのですが，しなければいけないこと

になっているので，中学校の場合，各学校のプールが今はある・なしがわ

かりますけど，これから２箇所に集約していくではないですか。そうした

時に集約するプールがあるとなると，しなければいけないという理解で良

いのかどうか。委員の皆様には，笠岡は海が近いですし，水難事故の危険

性もあるということの中で，基本的には教育委員会としての方向性は，中

学生も水泳指導をしていくということに対しての意見をお聞かせいただい

たら良いのかと思います。今課長が言われたように，ある・なしで違うの

であれば，今回の場合は，集約するということは一応あることになりま

す。市営プールと里庄の温水プールが一緒ということは，中学校もするべ

きだと私たちは捉えたら良いのですか。それについて委員の皆様はいかが

ですか。現に金浦中学校はプールをしていませんよね。でも，そうなって

いった時には，そこを集約したプールとして使うのであれば，するという

方向で，その辺は委員の皆様はいかがですか。

山下委員 私は中学校，公立ではなくて，私立に行っていたのですが，プールはな

いです。なくて，中１ぐらいの時に倉敷かどこかに１日行くのが１回ある

だけで，３年間ずっとやるのか，１年の時のいくつかだけやるのかという



選択肢もなくはないのかとは思います。全体で共通のカリキュラムでやる

かどうかというのは，学校ごとに事情が違うのかと思います。

岡田教育長 時間数は学校で，距離的なものもあるだろうし，その辺はどうですか。

東山委員 私は自分自身も西中の卒業でプールもあったので，普通に体育の時に夏

は水泳というのが決まっていて，別に何も思わなかったのですが，我が子

がコロナ禍になって，１年生でも，２年生でも水泳がなくて，３年生でこ

の度初めて水泳をしましょうとなり，いろいろ学校でも揉めに揉めて。ま

ず３年生なのに水着がない，小学校で使っていたものはもう入らないしと

いう問題になりました。だから，数回しかやらないものに，水着は買わず

に家であるものにしましょうみたいなことになったのですが，結局水泳

は，３年生は最終的になしになりました。ただ，水難事故防止のための着

衣水泳だけはやりました。そういった中で，掃除だけはしましたが，子ど

も達の意見として「面倒くさいからなくていいよ」ということになりまし

た。そして移動するということも考えたら，２時間を体育の水泳のために

費やして，他の授業を１時間どこかに持ってこないといけないということ

になってしまうのですか。

岡田教育長 多分２つのコマをセットにして水泳をするようになるので，総時間数の

中では体育の授業だけが，水泳をすることで突出して増えるということに

はならないはずです。ただ，笠岡は学校のプールのあるなしによって，中

学校の水泳指導が差があったものを，今回は統一的に共用の場所を明確に

し，将来的には水泳を全校で行っていただけたらと個人的には思っている

のですが，教育委員会としてのスタンスとしてはいかがでしょうか。温水

プールで期間が長く使えるということで。皆さんが中学校で水泳をしてい

こうと思われるかどうかということをご意見いただきたいと思います。

東山委員 水着の問題もあると思います。

岡田教育長 Ａ中学校ではプールなしでした，でもＢ中学校に行ったらすることにな

っていましたとなったら，不具合が起こります。笠岡市の基本は小中一貫

教育だと思うので，水泳についても小中でするのが一番筋が通るかと思い

ます。

東山委員 あの施設が使えるのであれば，皆，中学生もしないとおかしなことにな

るのかとは思います。

岡田教育長 先程の部活動の地域移行もそうですが，専門的指導を頼んではいない訳

ですから，例えば天満屋や民間に指導者がいるのであれば，契約して水泳

の指導を任せることで先生達の働き方改革にもなるというのは議会の中で

も出たことがあります。

東山委員 私もその方が良いと思います。先生方も教えられる能力がない方もいら



っしゃると思います。

岡田教育長 水泳は専門的な指導能力が結構いると思います。

石井委員 ちょっと良いですか。小学校の６年生は男女ともに，大体２５ｍプール

ぐらいは足をつかずに泳げるようになるのですか。２５ｍは最低でも足を

つかずに泳げるぐらいの能力がないと，何かの時には沈んでしまいます

ね。

岡田教育長 １００％ではないですが，私の経験で言うとほぼ泳げます。ある程度，

小学校であれば２５ｍ，中学校であれば５０ｍぐらい泳げるのではないか

と思います。中学校については，水泳をしていくという方向性で，もう少

し議論をした方がいいですね。

東山委員 教育委員会としてのアンケート等もどうなのですか。

岡田教育長 今のプールについての現状，今まではプールを長寿命化せずに移行して

いくということをお伝えしていましたが，具体として，里庄の方はプール

を使えますかというアンケートがありました。その関係で現実的な話とな

っているので，行き来についてはシミュレーションして，２コマをセット

にしてやれば可能だと思います。例えば，年間７・８時間やっているので

あれば，２コマでやると３日間で，２×３＝６時間ぐらいになります。教

育課程の時数については，ある程度標準時数があるのですが，それに対し

て大きな影響はないということです。

東山委員 先程山下委員が言われた年に１回というのは，どうなのでしょうか。。

山下委員 ３年間で１回です。

東山委員 どうでしたか。

山下委員 そんなものだろうというぐらいで，なんともなかったです。

岡田教育長 結局これは，プールを作ったらしなさい，作らなかったらしなくて良い

と，中学校は自由で，ある・なしでする・しないが決まるんだと思ってい

ました。今後，教育委員会としてのスタンスについて，また協議をする場

を設けていきたいと思います。現実的な話として。今後意識をしていただ

いたらと思います。

東山委員 小学校の近くの幼稚園や保育園の子たちが，夏休みだったのか，来てよ

く利用していたのですが，そういった園もこれらのプールに行くようにな

るということですか。

松尾課長 保育所等は，組み立て式のものを持っています。ただ小学校との交流と

か，１年生に上がるにあたって，年長の子達は近くの小学校を何回かは使

わせてもらうということはやっていたと思います。

岡田教育長 １・２年生は小プールを主に使うのですが，市営プールは小プールもで

きますね。学校のプールを長寿命化はしないから，小学校低学年は市営プ



ールを使うようになりますね。温水プールには小プールがないので，台を

して溺れないようにするのですね。今後これは継続的に議論をして，教育

委員会としての方向性をより明確にしていきましょう。

（６）学力・学習状況調査について（学校教育課）

槙野課長 協６－１のページからご覧ください。学力・学習状況調査についてです

が，まず１番として，調査の実施状況については記載の通りですので，ご

覧をいただいたらと思います。実施教科の方で今年は理科が入っています

が，昨年度は理科はなくて，国語と算数・数学ということでした。学力調

査の結果については，表とかグラフの形で示していますが，県とか全国の

平均正答率との比較ということで，記載しています。大まかにご覧いただ

こうと思いますが，まず小学校６年生の国語ですが，県よりも３ポイン

ト，全国よりも１．６ポイント下回っていました。続いて算数ですが，県

よりも１ポイント，全国よりも２．２ポイント下回っています。理科につ

いては，県よりも３ポイント，全国よりも２．３ポイント下回っていま

す。小学校はこのように，３教科とも平均を下回っており，課題が大きい

と重く受け止めているところです。続いて中学校３年生ですが，国語につ

いては，県・国とも同じ正答率となっています。数学については，県より

も２ポイント，全国よりも１．６ポイント上回っています。理科について

は，県よりも１ポイント，全国よりも０．７ポイント上回っています。中

学校の方については全国平均と同程度，あるいは上回っているという結果

になっています。グラフの方から見て，この形・分布の方は全国平均・県

平均とほぼ同じ形であり，ほぼ等しいという風に思っています。

岡田教育長 あとは見ていただいて解決策・対応策を，特に小学校については，近年

の中でも一番良くないのではないですか。この課題意識は強く持って対応

しないといけないと思います。

槙野課長 対応策について，いくつか説明をさせていただきます。この資料の６－

１３からについては，これは全体的なことということで，授業改善等々に

ついて校長の方に配布をして，お願いをしているものです。これはまたご

覧をいただいたらと思います。併せて，今年は２つのことを重点的に取り

組んでいます。１つは中学校ブロックの方で，小中合同でこの学力調査の

分析，そして具体的な取り組みについて，いつまでにどのようにどこまで

達成させるのかということについて，これまでは各学校でやっていたので

すが，中学校ブロック単位で行いました。現在は夏休みをかけて練ったも

のを，市教委の方で集約中ですが，この目的が，１つはやはり小中一貫教

育という流れの中で，子ども達を９年間しっかり見ながら学力向上を目指



していく，授業づくりについてもしっかり小中で協議をしていただくとい

うようなことが１つあります。もう１つは小･小のお互いのことを見た時

に，共通の課題であったり，あるいは向こうの学校はここが良いのだけれ

ども，うちの学校は難しいということになったら，どんなところに原因が

あるのだろうかというような，お互いを見て気がつくところも出てくるは

ずだと考えています。これまで各校の中でやっていたところを，各ブロッ

クの方で子ども達を育てる，そんな視点で授業改善をお願いしているとい

うことがあります。もう１点なのですが，もう１点は個別最適化の考え方

です。これは，子ども達は学力が上位の子どももいれば，やはり難しいと

いう子ども，あるいは教科によってもいろいろだと思います。もちろん子

ども達一人ひとりの，全ての子ども達にそれぞれの状況がある訳ですが，

そういった一人ひとりに対して，「わかった」とか「できた」という喜び

のためにも，もちろんその力がしっかり身について，一人ひとりの将来の

ためということがそこにある訳ですが，そういった一人ひとりに対する個

別最適化の視点を大切にした取り組みが果たしてできているのか。どこか

一部であったり，あるいは全体を見るだけの指導になっていないのか。そ

ういった視点でしっかり見ていただくというところを重点の２つ目として

考えています。具体的には，個別最適化を進める上でとても大きな力を発

揮するのがＩＣＴ活用と考えており，これを各学校の方にお願いをしてい

るところです。１人１台端末で，ＡＩドリルが入っています。これまで

は，例えば家庭学習の出し方なのですが，共通するプリントやワークのペ

ージの指定をして，全員一律で取り組んで，そこから教員の方が評価をし

て次につなげていくというやり方が主だったと思います。ところが，１人

１台端末の中のＡＩドリルになれば，これはいろいろな難易度であった

り，いろいろな範囲のことが盛り込まれていて，それを子ども達が自分で

選ぶとか，教師の方が指定をするとか，その子どもに応じた取り組みとい

うことが可能になります。そこで個別最適化ができる訳です。この良いと

ころは，取り組み状況が教員の方のパソコンでたちどころにわかる，いつ

どのように取り組んだか，何回取り組んだか，時間はどれぐらいか，成長

の状況がどうだったかということも把握できます。これが働き方改革の中

で言えば，これまでのワークとかプリントでしようと思ったら非常に難し

いのですが，これが瞬時にわかるということで，それを確認した上で一人

ひとりに対する個別最適の支援ができると考えています。ブロックでの取

り組み，そして個別最適化の取り組み，この２つを重点にしながら，県下

ナンバー１というところを目指していますが，子ども達一人ひとりのため

であるということでやっていけば，達成できていくのだろうと考えて取り



組んでいるところです。

岡田教育長 何か委員の皆様からご質問・ご意見はありませんか。

教育委員 （質問・意見なし）

岡田教育長 昨年は中学校が全国平均，県平均より低くて，小学校は全国と県よりも

高かったです。それが逆転したのですが，そこの理由をしっかり分析し

て，あとは，先程課長が言いました取り組みをある程度焦点化していくこ

とです。ただ，ＡＩドリルを使っていなければ今の話は全く実現しません

よ。だから学校教育課を中心に使わせる，使っているかどうかを把握す

る，評価してすぐに指導に活かす，学教が学校に出向くという作業が要る

のではないですか。そこら辺は担当として，共有されて取り組んでいただ

いたらと思います。今から始めないとできないと思います。課長も学校長

さんと話をしてくださったと思うのですが，この結果についての校長先生

方の意識はどうなのですか。

槙野課長 各校長先生方も，そこについては重く受け止めています。個別最適化に

ついても，なかなか今まで不十分であるというところも先生方がおっしゃ

っていて，ＡＩドリルのことも，こちらから言う前に取り組んでいる学校

もあるのですが，何とか一人ひとりの学力を上げるんだという，そこの意

識は高まっていると考えています。

岡田教育長 よく議会でも言われるのですが，各学校の校長先生の意識によってそこ

の教育の質が変わるということは現実にあるのでしょうが，それを許して

いてはいけないと思います。当然実態は違って良いと思うのですが，どの

学校も，笠岡市の学校については同じような意識の中で，そういう体制を

取れるように学校をしっかりサポートしていっていただけたらと思いま

す。それから校内で言うと，全ての先生方が同じような気持ちにならない

けれども，その差が少ない方が実践力が高まるので，その辺はよろしくお

願いします。そうしなければ，最初にあったように小中一貫教育というも

のを，形を変えたとしても質は高まりません。来年度から本格実施なの

で，同時進行でお願いします。理想型ですけど，来年度は県下３位ぐらい

になれば，良い意味で非常に見える化は進むと思います。３位になれると

良いですが，結果として今よりも子ども達が高まるようにということを意

識してあげましょう。よくこういう話をすると，私も校長先生に話をした

ら，「今の該当学年はこうなのですよ」という言い方があります。小さい

学年からこうだったとかなのですが，適切な教育をされていたら，課題が

あったとしても，その課題というものは少しずつ改善されてきているはず

です。例えば，３年生の段階で３０ポイントぐらい下がったのが，適切な

教育をすれば２０ポイントになり，１０ポイントになり，５ポイントにな



りと縮まっていくはずです。だから，そういう吟味もお願いをしてくださ

い。県の調査が，３年生からしているので，６年は全国調査の対象です

が，県調査は３年生の頃からデータがあります。もう１回個々の一人ひと

りの様子をみれば，課題がもう少し厳密に具体化されるので，先程課長が

言った個別最適化というのは理想型なのですが，そういうところまで各学

校がしていかなければやはりいけないと思います。つまりドリルを使うに

しても，その本人が苦手なところを強化する使い方であるのか，一律的に

使うのかというところが影響すると思います，勉強するところによって。

これは一応，皆さんは見られていないですが，課題があったらここからや

りなさいとＡＩドリルが提案してくれるのです。

槙野課長 数学・算数はその機能があります。

岡田教育長 それを使えばＡＩが自分の点数等を基に，どこが間違ってどこが正解だ

ったのかを基に提案してくれます。「ここをやってください」みたいな。

本当にある意味自学自習ができるので，そういうものを学校運営協議会で

もお願いして，保護者の方にも理解してもらった方が良いと思います。そ

うすると声かけもしてくださると思いますし。その取り組みを教育委員

会，学校教育課を中心にしっかりと取り組んでいって，子ども達の選択肢

がどんどん広がっていく，可能性が広がるようにしていきたいと思いま

す。

東山委員 本当に家に帰って宿題をする姿勢が変わりました。前は書くのが多かっ

たですが，今はほとんどタブレットでずっと何かをやっている感じで，何

をしているか聞くとこのＡＩドリルと言います。

岡田教育長 自己採点をしてくれるのですね。

東山委員 わからなかった場合とか，説明は簡単にあるのですか。

槙野課長 説明はあまりないですが，似たような問題が出されて，「ここはわから

なかったな」といろいろな資料や教科書を併せて使っていただけると一番

良いのかと考えています。

東山委員 では，そこら辺で自分が勉強しながらまたＡＩドリルをするということ

ですね。

岡田教育長 あとは先生方にそのデータがバックアップされるから，何回も同じ間違

いがある場合には，先生達からタイムリーな声かけやきめ細やかな指導が

必要です。

東山委員 １人１台タブレットをすごく有効利用しているというのが目に見えてわ

かるなと思って，ありがたいと思います。

岡田教育長 小学生も今は自分で入力できるようになっている子がほとんどですか

ら，ＩＣＴを中心にするというのは大切だと思います。頑張ろうと思いま



すので，よろしくお願いします。

（７）笠岡市立図書館の読書週間の行事等について（生涯学習課）

石井課長 協７－１から，最終ページの協７－５で，行事全体は協７－１・７－２

に示している通りです。２つ目に記載の「レコードと読書」というところ

が新たな取り組みで，皆さんから募集をかけてというようなことで，期間

限定で１階閲覧室でＢＧＭを流すという，初の取り組みを行ってみようか

と，音楽と読書を楽しむ空間を図書館の中で演出していくということをや

ってみようかと思います。あとは「新規」と他もついておりますが，類似

での代替事業であったり，県事業で共同事業であったりとかを示していま

す。また秋の期間の図書館にもお運びいただいて，見ていただければと思

っています。

岡田教育長 ついでに。今はコロナが少し収まってきて，８月末現在の図書館への来

館者数がどれくらいかももし分かればお願いします。

石井課長 具体は持ち合わせていないのですが，昨年度に比べますと微増という

か，復調してきている状況にあります。令和元年度が全体的に１０万人と

いう，今までにない最高の入館者数をした次の年から，コロナが２年度・

３年度となっているので，２年度に比べれば３年度は復調してきていると

いう状況になります。

岡田教育長 何か委員の皆様からご質問・ご意見はありませんか。

教育委員 （質問・意見なし）

岡田教育長 よろしいですか。もし機会があればご参加ください。

（８）令和３年度教育に関する事務の管理及び執行の点検・評価報告書について

（教育総務課）

松尾課長 それでは，協議案件（８）につきましては，別冊の点検・評価報告書

（案）をご覧ください。こちらの方は，基本的には令和３年度の教育行政

実施計画に記載しています，重点事業や主要事業に関する点検・評価報告

書の作成となっています。昨年度，内容が網羅的になっていて，何に力を

入れているのかというのが非常にわかりにくいというようなご指摘をいた

だき，今年度は各基本施策において，令和３年度に注力した事業に重点化

し，内容を整理し，様式自体を大きく変えています。それでは，順次担当

課よりご説明したいと思います。

まず教育総務課からですが，２ページをご覧ください。「（３）学識経験

者による知見の活用」については，昨年度に引き続き，就実大学の丹生

（タンセイ）氏，それから元中学校長の樋之津氏，そして今年度から新た



に元教育委員の三谷氏に，評価委員の就任についてお願いしました。次に

５ページをご覧ください。「１ 教育委員会の運営状況」です。令和４年

３月３１日現在における，教育長はじめ，教育委員さんのお名前・任期等

を記載しています。それから，「（１）教育委員会の会議の運営」では，定

例会及び臨時会の開催状況，そして６ページから，議案・報告案件・協議

報告・その他事項等の記載が１２ページまで続きます。そして，１２ペー

ジの「（２）教育委員会の活動」では，市長との意見交換ということで，

総合教育会議について記載をしています。続いて，１２ページの「（３）

教育委員の研修等」として，ご参加いただきました会議・研修等につい

て，また，ご出席いただきましたその他の各種行事・会議について記載し

ています。これは教育長だけではなく，各委員さんからいただきました資

料を基に作成しています。委員の皆様にはお忙しい中，協力をいただきあ

りがとうございました。次に１６ページに移って，「（４）学校及び教育施

設への支援」では，学校をはじめとする教育施設の訪問の関係です。令和

３年度は，訪問日を２月１８日開催の２月定例会の日に合わせることと

し，訪問先は木山捷平生家，大井小学校，学校給食センター，新山小学校

とし，学校と教育施設を見学していただくとともに，学校給食センターで

学校給食の試食をしていただくこととしていましたが，学校等への新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大等を勘案し，学校への訪問を控え，訪問先

を木山捷平生家とカブトガニ博物館に変更して，実施しました。続いて，

「２ 教育委員会の管理・執行する事務」ということで，規則等の改廃，

それから教育予算の関係，また教科用図書の採択では，中学校の社会科の

歴史についての審議をしていただきました。最後に，１８ページの評価で

す。先日委員の皆様にはメールでお願いしましたが，教育委員会の運営状

況及び管理・執行する事務についての評価欄に，今は〇を記載していま

す。ここで協議いただいて，ＡＢＣＤのどれかの評価を決めていただきた

いと思います。また，評価及び課題と方向性の段の文言についても，意見

をいただきたいと思いますので，よろしくお願いします。

岡田教育長 では，まず評価について，ＡからＤまでですね。いかがいたしましょう

か。「予定通り目標が達成された」がＡ，「概ね達成された」がＢ，「やや

目標を達成できなかった」がＣ，「できなかった，努力を要する」がＤと

いうことです。

石井委員 「概ね達成された」のＢが無難なところではありますが，コロナ禍にお

いては，「予定通り目標が達成された」のＡでも良いのではないかと，私

は思っています。

岡田教育長 いかがでしょうか。Ｂを基準にＡも良いのではないかという意見だと思



いますが，他の委員の皆様はいかがですか。

山下委員 他の項目がほとんどＢです。どういう基準でＢなのかというのがわから

ないですが，基本的に予定していたものが，コロナという理由を抜きに達

成できていればＡで良いのではないかと思います。

岡田教育長 東山委員，いかがですか。

東山委員 私は昨年度はＢでした。今年度もＢかなと思っていました。というの

が，コロナ禍なので学校への訪問をしなかったという理由ではあるのです

が，課題と方向性の一番上にも書いてくださっているように，学校への訪

問が困難な場合はオンラインでの実施等ということで，もう少し工夫して

も良かったのかと，昨年も同じようなことを言ったと思うのですが，Ｂか

なと感じています。

岡田教育長 では，ＢかＡかですね。私自身は，評価のところで３つ●があるのです

が，一番上の学校云々は確かに皆さんが言われたとおりです。比較的令和

３年度は小中一貫教育や適正化の，教育委員会の大きな課題というか，し

なければいけないことが，コロナ禍の中でもできて応援いただけたという

ので，Ｂはいくと思っています。ですからそこの部分でＡになっても，個

人的には良いのかと思います。ただその辺で，ＢかＡかで。一応３つ評価

のことが書いてあるので，これからすると１番目ができてないということ

になるので，Ｂが無難ではあると思うのですが，いかがしましょうか。来

年ここをクリアして，Ａにするように努力しましょう。

東山委員 一番下の●の笠岡小学校と今井小学校の統合というところは，本当に一

番大きいなと私も感じているので，そこに重きを置くならＡでもと思って

います。

岡田教育長 正直に言って，個人的には統合のことがあれだけ批判をいただいた中で

よくできたなと，理解をいただけたなというのと。小中一貫教育もアンケ

ートをしたではないですか。その関係で，最初はある地域は９割反対だっ

たところを，説明会をして，総合的には賛成・概ね賛成するになった，進

めることができたというのが大きいと思ってＡとなったのですが，総合的

に考えたらやはり，全体を考えた時にはＢということで良いかと思いま

す。

石井委員 概ね達成というのが，一番無難ですけどね。

岡田教育長 あれだけ反対の中で説明会をしたというのが，事務局の方が頑張ってく

れたなと思います。

石井委員 １点，ＧＩＧＡスクール構想，オンラインでというのがありますが，一

応全然行けていないことはないので。教育施設も木山捷平の所へ行ってい

ますし，だから，私は予定通り目標が達成されたのではないかという感じ



です。

岡田教育長 どうしましょうか。では，どうしたら良いでしょうか。

東山委員 小さなＡ。

岡田教育長 Ａに近いＢということにしましょうか。はっきり決めましょう。藤谷委

員はいらっしゃらないので，４人で，ここは私たちが決めるしかないです

ね。

東山委員 事務局の方々はすごく頑張られていて，昨年度は本当に夜まで説明会を

されていました。

岡田教育長 正直教育長として，２つが合意をいただけるかというのはすごく不安に

思っていました。では，一人ひとりに聞いていきます。東山委員からお願

いします。

東山委員 Ａでいいと思います。

岡田教育長 山下委員，お願いします。

山下委員 「概ね」という「概ね」がどこまで概ねなのかというところがわからな

いです。基本的にはいろいろ努力された結果が見えた年だったということ

で，Ａで良いのではないかと思います。

石井委員 よく頑張ってこられたので，私も最初からＡが良いです。

岡田教育長 私も，教育委員会としては結構大きな課題をいただいた１年になったの

で，それが本当に主となるものができて，Ａでも良いかと思っていたので

すが，Ａでよろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 やはり小中一貫教育の，今井の方々に理解をいただいて，跡地利用もい

ろいろありますが，どうにかのところまで来ているではないですか。とい

うのは，委員の皆さんも確認いただいた成果だと思うので，今年について

はまだまだ課題があるけど，Ａということでよろしいですか。

教育委員 （異議なし）

松尾課長 それでは，Ａとさせていただきたいと思います。

岡田教育長 それでは，基本施策１「自立した子どもの育成」について，お願いしま

す。

槙野課長 それでは１９ページで，基本施策「自立した子どもの育成」で，まず

「確かな学力を身につけるための教育内容・方法の充実」についてです。

人の配置として，県の加配を使用しての少人数指導を実施したり，非常勤

講師を配置したりして，算数や少人数での授業の方を実施しています。ま

た，小学校理科は観察・実験アシスタントを配置して，観察・実験につい

ての充実を図りました。

岡田教育長 個々については見ていただいて，「成果」と「評価と課題」のところを



中心に報告していただいた方が良いと思います。

槙野課長 それでは，２２ページの方で評価のところですが，それぞれの事業の中

で教員のＩＣＴ活用を含めた授業改善について，補充学習の充実を図って

きたこと，それから学力・学習状況調査の結果については，平均程度達成

という意味で概ね良好であったということから，評価の方はＢとしていま

す。しかし課題として，学力向上については人の配置や環境の整備だけで

終わるものではありませんので，教員の意識改革・授業改革と，確かな学

力を身につけるための取り組みを充実させる必要があると考えています。

岡田教育長 このＢという評価を，教育委員の皆さんにご意見をいただいた方が良い

ですね。一応評価等はＢなのですが，細かい表現については見ていただい

て，またメール等で返していただいて，評価の結果について概ね達成でき

たということでよろしいですか。

東山委員 私もＢなのですが，先日参加した市の施策評価会議でＣを取っているで

はないですか。そこは気にしなくても良いのですよね。

岡田教育長 教育委員会としての点検・評価なので，施策評価と言ったら市全体の中

での評価となります。

東山委員 では，私もＢです。

岡田教育長 学テの結果というので，施策評価はＣとしていました。

東山委員 委員さんの中では，Ｂで良いかなと思うけれども，もっと期待を込めて

というので，Ｃという委員もいらっしゃいました。一人の保護者の委員さ

んがＣにされた理由として，点数がということも言っていたと思います。

ただ別の委員さんは，そこはまたもう少し時間がかかるのではないですか

という意見もいただいています。

岡田教育長 学力・学習状況調査の結果について「概ね良好だった」と書いてありま

すが，施策評価は令和３年度の評価でしたね。これも３年度ですが，「概

ね良好だった」と書いてあります。

槙野課長 そこの平均ぐらいというところの捉えを，今回は概ねいけたと考えたの

と，一致させる必要がありそうだと思います。

岡田教育長 いかがですか。

東山委員 でも，点数だけではないかとも思ったりはします。

岡田教育長 ただ，ここは基本施策１の「（１）確かな学力を身につけるための教育

内容・方法の充実」についての評価ですね。確かな学力といったら，評価

尺度としては学テの結果は大きいです。

槙野課長 そこのところを重くみたのが市の方の施策評価ということで，今回の場

合は，いろいろな事業を挙げた上で，それらについても評価の中に，必ず

しも学テのことだけではなくて，いろいろな施策の方が進んだか等も加味



して考えての，Ｂという評価をつけさせていただいています。

岡田教育長 施策評価は上位評価と位置付けるものはありませんが，そういうものと

の整合性などはどうなのですか。

槙野課長 基本的に同じではないです。

岡田教育長 委員の皆様の意見はどうなのですか。Ｂでよろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 では，基本施策１の２，「幼児教育の充実」について，お願いします。

槙野課長 幼児教育の充実についての評価ですが，連携の充実や接続カリキュラム

の実施に向けて研鑽を深めており，そこで評価の方はＢとさせてもらって

います。課題としては，連携では情報共有にとどまっているという印象も

あるので，さらに強化に努めるということは必要かと考えていますが，評

価としてはＢとさせていただきました。

岡田教育長 それではいかがですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 Ｂでよろしいですか。続いて，基本施策２の（１）「豊かな人間性を育

む教育の充実」について，お願いします。

槙野課長 それぞれの事業を進めるという中で，コロナ禍ということがありまし

た。そういった中でできることを考えながらキャリア教育や地域学に取り

組み，地域の方に教育活動に参加していただき，教育の効果が高まったと

いうことがありました。また，支援員の配置により，落ち着いた学習環境

を整えました。その結果，不登校傾向の子どもの居場所づくり，ＳＣとの

連携等支援が充実したことから，評価をＢとしました。

岡田教育長 いかがですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 Ｂでよろしいですか。それでは続いて，２の（２）「健康教育の充実及

び食育の推進」について，お願いします。

宮所長 給食センターの方で行った食育が主な施策の事業になると思いますが，

これもコロナ禍によって直前で学校給食を中止することになったり，感染

によって欠席者が急増して学校訪問に行けなかったり，食育指導が十分に

従来通りの方法ではできなくなってしまったのですが，リモート指導，学

校へ直接行ったのは行ったのですけれども，リモートでの食育指導であっ

たり，資料をいろいろ提出の仕方を変えて，配付資料を保護者だけでなく

子ども達，学校の先生に向けて，提供の方法を工夫することで食の関心を

深めることができました。評価としてはＢとしています。今年は大分コロ

ナ禍も終わってきているので，直接行かせていただいている所もあります

が，今後も情報発信をする食育のセンターになろうと思っています。



岡田教育長 それでは，評価についてはＢですが，いかがですか。よろしいでしょう

か。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 それでは続いて，基本施策２の（３）「学校体育・スポーツ活動の充

実」について，お願いします。

槙野課長 評価としては，感染症対策により制限された教育活動でも，各学校にお

いて工夫した取り組みを行うことで，体を動かす時間等を確保することが

できました。しかしながら総運動時間が短いことや，運動習慣の二極化と

いうことが解消できていないことを勘案して，Ｂとしています。今後の課

題として，基本的な生活習慣の確立について，学校・家庭・地域が連携し

ながら取り組みを検討する必要があると考えています。

岡田教育長 これも評価はＢとなっていますが，いかがですか。よろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 それでは，基本施策３の（１）「教育内容・組織の充実」について，お

願いします。

槙野課長 これについては，ブロック単位での学校運営協議会を作ることができて

おり，９年間の子どもの成長を，学校・家庭・地域で支える基盤づくりの

意識を高めることができています。評価はＢとしました。今後の課題と方

向性として，学校運営協議会として今後も研修会や熟議の時間をより充実

するということが必要だろうと考えています。

岡田教育長 それでは，評価はＢということでいかがですか。よろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 ここの課題・今後の方向性ですが，メンバーのことは書かなくて良いで

すか。議論がしっかりできるように，学校運営協議会の意味についても考

えるようなことがあっても良いかと思っています。それがよく指摘されて

いるではないですか。その辺はちょっと修正をさせていただくということ

でよろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 では，基本施策４の（１）「新学習指導要領の実施のための学習環境の

充実」について，お願いします。

槙野課長 評価のところですが，９年間で子ども達の成長を支えるということで，

意識改革が教職員の中で進んでいます。取り組みが充実したことから，評

価はＢとしています。課題としては，乗り入れ授業のための移動時間がか

かるとか，教員の負担増になったということが挙げられています。今後も

ＩＣＴやカリキュラムを有効活用するということで，時間を短縮するなど

の工夫が必要であると考えています。



岡田教育長 評価はＢということでいかがですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 どうなったらＡなのですか。現実乗り入れ授業をする時に，その課題は

一体型教育一貫校では解決しないではないですか。それを踏まえて，今の

現状の形で良いのだったらＡになりますね。そこら辺をもう少し議論して

いった方が良いと思います。本格実施になった時にどこをゴールとして見

るかによって，到達目標が変わります。

東山委員 教員の負担を減らすことができれば，というところの話かと思います。

岡田教育長 一体型一貫校は，絶対ここをクリアできるのはわかりますが，分離型は

位置は一緒ではないですか。だからそこの取り組みをＡにするというか，

どこをゴールとしてＡなのかというのがわかりにくいですね。評価はＢな

のだと思いますが，そこら辺を詰めることが今後は必要かと思います。で

は，Ｂでよろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 それでは，基本施策５「学校設備・施設等の整備」について，お願いし

ます。

松尾課長 学校施設等の整備については，実施する主な事業を３事業掲げています

が，上の２つの「学校施設の大規模改修事業」や「トイレの洋式化等整備

事業」については，概ね計画的通りに実施することができたと考えていま

す。「学校園の各種営繕事業」については，限られた予算の中で工夫をし

ながら各施設の整備を行っていますが，非構造部材の耐震化等については

緊急性のある箇所の実施のみとなっており，年次的な対策が必要であると

考えています。今後に課題を残しているため，評価についてはＢとしてい

ます。

岡田教育長 それでは，評価についてはＢということですが，いかがですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 これでよろしいですか。これもどこまでしたら良いかがわかりにくいで

すね。一応計画したものができたのであれば，普通だったらＡになりま

す。そこら辺の到達目標と評価の考え方を，来年度に向けて考えた方が良

いかもわからないですね。多分，Ｂになったのは限られた予算の中で，要

望が１０ありました，１０全部できていないからＢみたいな感じなのです

ね。

松尾課長 年度途中に何が起こるかわからないので，営繕事業は各学校から上がっ

てきた中でどうしても優先順位をつけてせざるを得ないということはあり

ます。

岡田教育長 だから，これをＡにしようと思ったら，１００％できる体制を取ってこ



ないと絶対できないということですね。

松尾課長 トイレの洋式化等は年次的に考えて予算の範囲内でしていますが，非構

造部材については，年次的に計画を立てないといけないという思いはある

のですが，そこがなされていないので，Ｂとしています。

岡田教育長 その年度に計画を立てる時に，年度計画で立てるものは立てておいて，

それでできるかできたかできていないかと評価できるではないですか。そ

れと状況に応じて必要な部分というのを，分けてやった方がいいと思いま

す。そうしないと，これはＢを超えることは難しいですね。

松尾課長 施設も多いので，なかなか難しい面があります。

岡田教育長 ある程度分けて，計画したものができたのだったらＡにして。Ｂになる

のは，状況に応じてするのは当たり前のことではないですか。その辺のと

ころの精査がいるかわからないですね。では続いて，基本施策６「市民一

人ひとりの豊かな学びにより生き抜くための生涯学習について」お願いし

ます。

石井課長 ここでは多様な学習の機会を提供していること，公民館・図書館といっ

た社会教育施設の利用促進を図ること，その充実を目的とした事業の点

検・評価です。実績数値は，新型コロナ感染症の影響や施設整備による休

館の影響から，コロナ以前と比較して減数・減少傾向という結果が出てい

ます。ただし，コロナ初期の令和２年度の状況と少し異なって，オンライ

ン開催やＹｏｕＴｕｂｅ，動画作成など，開催方法や内容を工夫し実施し

た令和３年度となっています。想定されるコロナ対策とかウィズコロナ，

アフターコロナの際の事業転換の試行的な取り組みというか，機会の提供

を，令和２年度と引き続いて試みることにつなげることができたと考えて

います。過去の経過で言うと，令和元年度はこちらはＡだったのですが，

昨年の令和２年度はＢ評価です。当たり前であった参集型の学習機会の提

供ということに関しては，全般的に課題が残ったかと思っています。オン

ライン開催，分散型の事業の実施，または広報の仕方の工夫など，まだま

だ研究の余地があったかという点から，この度も昨年度と同様の，概ね達

成のＢ評価とさせていただくものです。

岡田教育長 それでは，評価はＢということでいかがですか。よろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 公民館はたくさんあるから，把握しにくいところですよね。

石井課長 市民の意識調査の速報値というものが出たのですが，生涯学習の推進と

いうものが，数字で表れる以上に意識の中では満足度がかくっと落ちてい

ます。満足度という観点で言うと市民の方は昔よりコロナで出にくい，や

れていないという意識があるということも実態として出てきているので，



こちらが数を打ってもそれへの満足度というのはなかなか得られていない

結果にはなっています。

岡田教育長 では，基本施策７「学習成果を活かしたまちづくり」について，お願い

します。

石井課長 こちらの方では，もう一つ生涯学習フェスティバルというものを基本事

業として掲載しています。令和３年度については，令和２年度に引き続い

て一堂で会する方法ではなくて，テレビ放映とか発信という形での実施と

しました。ただ，当初令和元年度の９１団体で４,０００人ということには
なりませんでしたが，令和２年度と比較すると参加団体は６団体増，それ

から参加者や出店者は１.６倍ということで，微増という結果になりまし
た。幼児・児童生徒の，ちょっと若い世代の活動の機会や，取り組み発表

の機会が年々減少してきている状況にあって，新たな形での機会提供の必

要性とか，安心・安全に取り組める事業展開が，その創意工夫に課題が残

ったものと考えています。総合して，評価はＢ評価と考えています。

岡田教育長 それでは，評価はＢということでいかがですか。よろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 それでは，基本施策８「家庭・地域・学校と一体となった地域ぐるみの

教育支援」について，お願いします。

石井課長 こちらについては，地域ぐるみでの教育支援や，それを支える地域住民

の参画，また関係団体との横の連携による組織強化を目的とした事業とい

うことで，そちらの点検・評価です。こちらでは，地域・学校・家庭関係

団体との連携によって成り立っている事業ということでして，実績値とし

ては概ね横ばいで推移してきたものです。どの事業も児童・生徒らの放課

後や土曜日の居場所づくりであったり，社会性を養う地域での学びの場と

いう事業展開であったと感じています。地域ぐるみの教育支援や，地域の

特性を活かした地域学習の機会提供の視点から，地域で組織化が始まって

いる学校運営協議会との一体的な推進を図ることというのは課題があると

感じています。令和３年度はそうした中でも，地域学校協働本部と学校運

営協議会とで役割分担などの整備，それから活動目的等の理解を含め，社

会教育委員であるとか公民館等の関係者らと合同研修会というようなこと

を実施しています。また，北木島の所管している宿泊研修所については，

令和３年度は延べが４０３人でした。こちらについては，コロナ禍の前よ

り４分の１という人数にはなっていますが，コロナ対策をし，幾分令和２

年度と同じぐらいのものをキープできたものと思っています。こちらにつ

いては，人員の活動継続の確保の難しさというものとか，団体自身の組織

強化ということにもまだまだ課題が残っています。その仕掛け作りやより



一層の工夫が必要となってくる等の課題もあるところから，実績評価を勘

案してＢ評価としています。

岡田教育長 評価はＢということですが，いかがですか。よろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 それでは，基本施策９「社会教育に取り組む市民や団体との協働と支

援」について，お願いします。

石井課長 こちらは，社会教育関係団体や市民団体と行政との共同事業や支援事業

を展開する，そうしながら生涯学習の輪を広げることを目的とした事業と

いうことです。諸学級については，昨年度と比較しますと１学級増加する

という結果になっています。また子どもフェスティバルについては，令和

２年度・令和３年度共実施はできていません。コロナの影響で想定してい

た４月末には実施ができていないということがありますが，こちらについ

ては次年度，今年度になるのですが，令和４年度に向けての取り組み形態

の工夫などを，実行委員会で協議することがしっかりできたものと思って

おり，令和４年度，ウィズコロナ下での実施方策を検討するという機会に

はなっていたものです。こちらについては，Ｂ評価とあえてさせていただ

いているものです。

岡田教育長 評価はＢということですが，いかがですか。よろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 それでは，基本施策１０「文化財の保護・活用」について，お願いしま

す。

石井課長 こちらについては，文化財の保護・活用の観点ということで２事業を掲

載しています。文化財の保護という視点だけでなく，加えてそれを活用す

るという事業で，それの周知・啓発・機会の提供ということで事業を挙げ

ているものです。特に郷土館は課題がありますが，企画事業では郷土館の

中だけでの実施ではなくて，こちらには記載がありませんが，出張展示を

令和２年度に引き続き実施したりという工夫を加えているものです。それ

から新規事業としては，茅原基治漫画制作事業を挙げており，作成・配布

事業を終え，今後は活用，さらなる顕彰という段階に入るものと思ってい

ます。こちらの方では，地道な事業ながら継続すること，それを発信する

手法を創意工夫することが大いに求められる事業ですが，一定の成果があ

るもので，Ｂ評価とさせていただきたいと思っています。

岡田教育長 評価はＢということですが，いかがですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 これは，どこまでいったらＡなのかというのがよくわからない項目です

ね。書いてあることを読んだらＡでも良いのかと思いました。では，基本



施策１１「竹喬美術館の活性化と館蔵品の充実」について，お願いしま

す。

石井課長 竹喬美術館については２事業，基本事業を掲載しています。こちらも令

和２年度に引き続き，令和３年度でもコロナ禍での臨時休館期間が２度あ

りました。前年度から引き続いてゴールデンウィークにかけての特別展・

葉祥明展は，特に人気を博した企画で，一定の評価がありました。また，

ゴールデンウィーク中，それから夏休み期間の子ども対象企画も，竹喬美

術館については積極的に実施をしています。しかしながら，入館者数は１

万９４４という数字なのですが，コロナ前の過去３年間の入館者数の約２

６％減となっており，実績は振るわないものになってはいます。ただ若者

世代，例えば笠岡高校の探求活動の取り組み，授業の協働という点では新

たなアプローチを仕掛けていっているという点で，こうした継続した取り

組みの必要性は感じています。そういったことへのアプローチもできてき

ているということで，これは昨年度に引き続いて同じＢ評価とさせていた

だきました。

岡田教育長 評価はＢということでいかがですか。これはＣとしなくても大丈夫です

か。先程の２６％減というのは，コロナの状況を踏まえたということでよ

ろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 では，Ｂ評価ということですね。それでは続いて，基本施策１２「芸

術・文化活動の振興・交流と担い手の育成」について，お願いします。

石井課長 こちらは開催時期等で，やはり新型コロナウイルスの影響を受けて中止

とせざるを得ないものは，実際に「中止」と書かせていただいているもの

がありました。基本事業３つで構成されている項になるのですが，実施し

た事業については令和２年度と比較すると，若干復調の兆しがあった事業

といった結果で一定の成果，それから入場者数等一定の成果を上げること

ができているものと思っています。ただし，令和３年度の時点，コロナ以

前の状況にはまだ到達はしていないものですが，ほぼ横ばいのもの，それ

から微増のものということがあります。そういった観点から，概ね達成と

いうことでＢ評価とさせていただいています。

岡田教育長 評価はＢということでいかがですか。

東山委員 昨年度はＡですか。

石井課長 昨年度もＢです。

石井委員 Ａでも良いような気がします。

岡田教育長 いかがですか。

石井委員 どこも人数は減っていますのでね。



石井課長 木山捷平は少し伸び悩んでいて，そういう時期なのかもしれません。大

幅には減ってないのですけれども，横ばいといった感じですかね。

岡田教育長 コロナの中で減るであろうと想定していて，そんなに減らなかったので

すね。

石井委員 健闘していると思いますよ。

岡田教育長 Ａという評価をいただいたのですが，いかがですか。では，山下委員，

ＡかＢかでどちらがよろしいですか。

山下委員 コロナが理由になっているのならＡで良いような気がします。

岡田教育長 石井委員はＡでよろしいですか。

石井委員 Ａです。

岡田教育長 東山委員はＡでよろしいですか。

東山委員 はい。

岡田教育長 では，Ａということでよろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 基本施策１３「カブトガニ保護とカブトガニ博物館の運営」について，

お願いします。

石井課長 博物館運営のところですが，こちらもコロナの影響は実際に大きいもの

がありますが，令和２年度の落ち込みよりは令和３年度は若干復調してい

ます。実態としては，コロナ禍前の３年間の平均値で言うと，入館者数は

約４９％減，５０％を少し切ったという状態にあります。重点事業として

挙げていますが，このカブトガニの飼育環境整備事業，こちらについては

年次的・計画的に順調に実施することができており，この中で老朽化した

カブトガニの飼育棟改修工事についてですが，人工飼育や増殖のための環

境整備・基盤強化を図ることができています。こちらは，国の文化庁の天

然記念物再生事業費補助金を昨年度令和２年度から活用しているもので，

こうした補助金を活用しての施設の改修というのは引き続き行っていく予

定でして，令和３年度，５カ年計画で飼育棟を実施予定となっています。

これについて，コロナ禍ではありますが，事業実施についてはできてい

る，それから老朽化施設の改修に着手でき，実際に予定していた特別展等

は実施できていることから，実は昨年度もＡ評価をいただいており，それ

と遜色がない実績を上げているものとしていますので，Ａ評価と判断させ

ていただきました。

岡田教育長 それでは，評価はＡということでいかがですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 それでは，基本施策１４「生涯スポーツの推進」のうち，１４の（１）

「各種スポーツ教室・大会の開催，地域スポーツ団体の支援」について，



お願いします。

池田課長 生涯スポーツの推進について，生涯スポーツなので，ニュースポーツを

中心とした活動を記載してあるように行いました。コロナでできなかった

事業等もありますが，できたものについては，概ね子ども達を対象に楽し

んでいただいたと思っています。種目で，年々競技の参加者が減っている

ものについては，見直しをする必要があるかというところを考えながら，

そこには課題がありましたので，評価としてはＢとさせていただきまし

た。

岡田教育長 それでは，評価はＢということでいかがですか。よろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 続いて，基本施策１４の（２）「スポーツ推進委員活動の充実」につい

て，お願いします。

池田課長 スポーツ推進委員の活動についてです。地域へ出向いたり，スポーツ大

会の補助役として，推進委員の方には日々活動をしていただいています。

定期的な２ヶ月に１回の企画会議を随時開催したり，大会等については予

定通り開催をしてきました。コロナで地域へ出向く数というのは減ったの

ですが，それ以外では概ねできたものかと思っています。ただ，課題とし

ては推進委員の方の高齢化，それから，出てこられる方もそれぞれにお仕

事等をお持ちですので，大体偏った，出られる方は多く出られますが，出

られない方はなかなか出て来られないというような課題も少しありますの

で，その辺りも含めてＢ評価としています。

岡田教育長 それでは，評価はＢということでいかがですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 それではＢということでよろしいですね。それでは，基本施策１４の

（６）「３ スポーツ情報の提供」について，お願いします。

池田課長 これは情報発信の関係のことになります。「笠岡のスポーツ」というも

のを昨年度までは２年に１回発行していましたが，昨年度から毎年中の情

報を手入れして，毎年改訂しながら出すという風に改めました。という意

味では，情報発信は少し強化できたかと思います。ただ今の，情報を発信

するその媒体の，インスタグラム等，そういったＳＮＳ等の発信が，もっ

とできたら良いと担当としても思っていますので，全体的な評価としては

Ｂとしています。

岡田教育長 評価はＢということでいかがですか。よろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 基本施策１５「競技スポーツの推進」の（１）「各種スポーツ大会の開

催」について，お願いします。



池田課長 今度は競技スポーツの推進ということで，書いてあるような大会，これ

は実施できなかったものもあります。べいふぁーむマラソンは，完全にコ

ロナの影響で中止となりました。ただカブトガニ駅伝についても，本大会

は中止になりましたが，それに取って代わる代替の大会というものを考え

て，それをすることができました。分散してセルフ形式でという風な競技

の内容にはなったのですが，そういったことで対応できたかということ

で，コロナ以外の部分では概ねできたと思っています。ただ，スポーツ少

年団に関する大会や，団員の減少とか，柔剣道の大会ですとか，そういっ

たところも大会参加者がどんどん，子どもの数も減っており，そういった

ところの対策というのが具体的に打てていないので，そういった課題も含

めながらの実施ということになりましたので，Ｂ評価とさせていただいて

います。

岡田教育長 評価はＢということですね。個人的には代替大会を考えて，すごく好評

だったと思うのでＡでも良いのかと思ったのですが，今の課長の，スポ少

とか他のところを考えた時にはＢということですね。いかがですか。

石井委員 Ａで良いのではないですかね。やはりどのクラブも人数がどんどん減っ

ているから，それで大会ができなくなるのは，いろいろなスポーツがいっ

ぱいあるので，そこまで努力してこられているから，コロナ関連でいうと

Ａでも良い気がします。

岡田教育長 その辺はいかがですか。減っているというのが気になったのですよね。

子ども達の，スポ少の参加率が減っているということがあります。

石井委員 全体数で減っていますからね。

岡田教育長 その辺はいかがですか。東山委員，いかがですか。

東山委員 Ａ寄りのＢなのかと思います。

岡田教育長 山下委員，いかがですか。

山下委員 全体で考えたらマイナスというものがあったのなら，減っているという

のは現実あったということであれば，判断はそのままで良いと思います。

岡田教育長 では，一応Ｂということでよろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 それでは，１５の（２）「競技会等の支援」について，お願いします。

池田課長 こちらについてはトップアスリートの競技，それを誘致したりして，レ

ベルの高いスポーツの競技大会を企画するというものです。重点としてい

るのはべいふぁーむ駅伝大会を挙げてはいますが，これ以外にも昨年度は

プロスポーツの大会を，バスケットボールであったり野球であったり卓球

であったりというものを結構多く，バレーボールもそうですが，誘致でき

たものと思っています。それで，市民の方々にもプロスポーツを見ていた



だいて，それぞれに感動であったり，私も頑張ろうという意識付けが少し

はできたかというところで，評価はＡとさせていただきました。

岡田教育長 評価はＡということでいかがですか。よろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 それでは続いて，１５の「（３）スポーツ指導者養成・トレーナースタ

ッフの確保」について，お願いします。

池田課長 こちらについては選手の育成といったところです。スポーツとしても大

きな課題のあるところで，実際昨年度できたものというと，誘致という形

にはなるのですが，公認資格の募集，ライセンスの募集会を誘致したとか

そういった程度で，指導者講習会を大きく開催する等については，昨年度

はできていません。評価はＢと書かせていただいているのですが，少し足

りなかった部分もあるのでＣにしたいと思います。

石井委員 Ｃで良いのではないですか。

東山委員 私もＣだと思いました。

岡田教育長 Ｃということでよろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 それでは続いて，基本施策１５の（４）「優秀選手の表彰」について，

お願いします。

池田課長 こちらについては激励会，優秀選手を賞揚するといったものの対応で

す。こちらがするというよりは，頑張られた選手が多数いるから激励がで

きるということにもなります。コロナで若干大会が減るということはあっ

たにしても，非常に多くの市民の方に頑張っていただいて，賞揚・激励会

の開催が多くできていますので，評価はＡとさせていただいています。

岡田教育長 では，Ａという評価になりますが，いかがですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 それでは，基本施策１５の（５）「笠岡市文化・スポーツ振興財団・笠

岡市スポーツ協会の横の連携」について，お願いします。

池田課長 こちらについても，先程の項目と同じような内容のところがあります。

スポーツの賞揚事業については，これは文化・スポーツ振興財団との共催

事業です。先程述べた通りです。また，スポーツ協会との共催というの

も，主には，駅伝やマラソン等の開催になっています。これは先程と同じ

ように，計画通りのものはそれなりにはできたと思っています。コロナに

取って代わるようなこともできたというところで，Ａにさせていただいて

います。

岡田教育長 それでは，評価はＡということでいかがですか。

教育委員 （異議なし）



岡田教育長 それでは，基本施策１６「スポーツ施設の整備・充実の活用」というこ

とで，１６の（１）「施設整備及び充実」について，お願いします。

池田課長 こちらは学校体育施設の活用事業となっています。これの項目だけでい

くと，実施というのはほとんどできていません。ただ，社会体育施設の方

では新たな設備更新でありますとか，ＬＥＤの事業を始めたというのが一

番大きくて，これは電気代のかなりの減額につながっているようで，こう

いったものを引き続き今年度以降も続けていきたいと思っています。評価

ですが，間違いでＡと書いてありますが，今後も引き続き，設備の更新と

いうのは課題として残っていますので，Ｂ評価ということにさせていただ

ければと思います。

岡田教育長 評価はＢということでよろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 それでは，基本施策１６の（２）「利用しやすい環境の整備」につい

て，最後までお願いします。

池田課長 こちらは，施策としてはユニバーサルデザインの導入ということです

が，正直に言って，これはもう当たり前になってきているようなもので

す。ユニバーサルデザインと言うか，障害者でも分け隔てなくできるよう

な競技の用具，昨年で言うとボッチャですが，そういうものを買い揃えて

いきたいと考えています。そして，買い揃えたものについては，今年度に

なるのですが，そこに向けて競技の準備を進めていこうとやり始めまし

た。ユニバーサルデザインとは少し離れていますが，その他にも個別の施

設や備品等修繕についてのユニバーサルデザインの考え方を使っていく

と，できてない部分は課題もありますが，これからはそうしていくという

ところで，評価としてはＢとさせてもらっています。

岡田教育長 評価はＢということでよろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 一応これで評価のところは修了しました。１点，再度検討になるので，

１９ページの学校教育のところの，基本施策１の１の（１）「確かな学力

を身につけるための教育内容・方法の充実」で，目標が「子ども達が落ち

着いて学習に取り組み，友達と切磋琢磨する中で基礎・基本の定着を図

り，さらに個に応じたきめ細やかな指導や，ＩＣＴ機器の活用等の指導方

法の工夫・改善により，学ぶ楽しさを実感させ，授業や家庭学習等に主体

的に取り組む意欲や態度を育成します」となっています。それでＢなので

すが，施策評価はＣとなっていて，施策評価は学校教育の充実でしたか

ね。

東山委員 学校教育の充実です。



岡田教育長 そこでＣとなっていて，基本的には細かいところを点検する，私たち

の点検・評価の学校教育で全くＣがないので，何故施策評価がＣなのかが

言えなくて，私の個人的な意見として，ここの目標を読んだ時に，基礎・

基本の定着が図られていたら，多分学力テストの結果も平均はいくと思い

ます。もっと言うと，授業を見に何回か行きましたが，学ぶ楽しさを実感

させ，「授業や家庭学習等に主体的に取り組むという意欲や態度を育成し

ます」となっているけど，そこまでなっていないと思いました。と考えた

時には学力テストの結果も，正直に言ってこれでまあまあいったという感

じではなかったとしたら，Ｃでも良いのかと思うのですが，いかがです

か。ここは子ども達が現実的に，学習したことが本当に一定に学んでいる

か，ちゃんと理解できて，それが個々の自立につながっているかを考えた

時には，去年の状況を見て，そこまでいってないという感想を，個人的に

は思うのですが。今年についてもいろいろなことは取り組んでいるけれど

も，その効果が出てきていないところもあるかという感想です。委員の皆

様はそう考えた時にいかがですか。

東山委員 私は今の，令和４年度，市の施策から見た時にはＢかと思いました。で

もその前の発展途上という感じで思えばＣかとも思います。

岡田教育長 １年前の評価なので，そうなってくると，ここの評価のところの文言を

変えた方が良いと思います。授業改善の推進のところにつながったか，本

当に授業改善されているのか，ＩＣＴ機器を使っていただけではないの

か。今年は授業改善等を効果的に活用している感じはするのですけれど

も，いかがですか。

東山委員 去年よりは今年の方がよく使われているように思います。

岡田教育長 去年はＩＣＴを使うのに注力したような気がします。文言を改めてみた

時に，ここはとても大事な，結果にこだわる部分としては大きな項目なの

で，ここはＣということで，直させていただくということでいかがです

か。施策評価と連動してみる方がいらっしゃるとしたら，何でＢ評価ばか

りなのにＣなのですかと言われるかもしれません。正直なところ，今年度

で言うと，今の結果や今の授業の姿を「まあまあ満足しています」と，正

直私自身は思えていません。多分皆さんには，その辺のところがわかりに

くいですが，結果的に問題行動調査もそんなに満足な結果ではないです。

ということで，Ｃにさせていただくことでよろしいですか。表現はまたこ

ちらで修正します。

石井委員 オープンスクールで見た限りでは，どこに行っても，生徒さんは結構楽

しそうに授業をされています。それから挨拶もきちんとしてくれるし，ど

この人が来たのかわからない人の顔も見て，「こんにちは」と言ってくれ



ます。だから私はＢで良い気はします。個々に，結構いろいろな学校を回

りましたが，大体が本当に楽しそうに授業をしています。

岡田教育長 学校教育課としてはどんな感じを持たれているのですか。

槙野課長 いろいろな施策をやりながら，それぞれに効果があったという意味で今

回はＢをつけたのですが，ただ，それが本当に十分機能して，確かな学力

というところに向けてプラスに働いていたかというところについては，ま

だそこまでは到達できていない，課題はあると考えていますので，そうい

ったところを考え，そこに重きを置いて評価すればＣと思っています。

岡田教育長 施策評価は，これよりも上位概念になるので大きいです。その下部とな

る細かいところをチェックした評価にはＣがないのに，全体がＣだという

ことはまずありません。そこでなった理由というのは子ども達に結果を提

供できるように，まだそこまで詰めていけてないということだと思いま

す。そうした時にここが大きく影響するので，それはＣということにさせ

ていただいたら良いのかと思うのですが，よろしいですか。

教育委員 （異議なし）

岡田教育長 ここはＣということで，それを肝に銘じて，ただ，現実は学力テストの

結果を重視するのであれば，令和３年度の結果が今年の６年生・３年生の

結果だと思います。令和３年度の結果として，小学校は近年ない課題があ

るということは，やはりそういうことにつながるのかと考え，それを踏ま

えた上でＣということで。文言の修正を学教でお願いします。それでは続

いて，「（９）その他」について，事務局から何かありますか。

（９）その他

● 「白石島英語留学事業」について（教育総務課）

松尾課長 本日配付の資料をご覧ください。この事業は，笠岡市文化・スポーツ

振興財団が行っています「中学生海外派遣事業」の代替事業とて実施し

たものです。海外への派遣については，昨年度・一昨年度に続き，今年

度も新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止としました。３

年連続で中止という状況の中，昨年と同様に８月２１日から２３日の２

泊３日で実施したものです。参加者は市内の中学生６名で，今回の事業

概要はお手元に配布しています資料のとおりです。参加者には，「笠岡

のＰＲ」・「将来について」という２つの中からテーマを選んでもらい，

最終日にそのテーマについて，自分の考えや思いを英語で発表していた

だくこととしていました。英語学習では，レベルに応じたグループでの

少人数学習を基本として，毎日５名のＡＬＴからの指導を受けながら，

各テーマについて調べたり，自分の考えをまとめたり，英語での表現を



楽しんだり，いろいろと苦戦していたようです。このプレゼンで一番感

心させられたことは，各自がひとり一台端末のタブレットを使用しなが

ら，テーマについて調べ資料を作成し，プレゼンの際には視覚的にタブ

レットを有効に活用していたことでした。その一連の学習がスムーズ

で，普段からタブレットを使いこなして自分のペースで学習をどんどん

進めているという感じに受け止められました。また，英語学習だけでな

く，白石島の自然に触れながらのアクティビティ体験や，島の方との交

流も図ることもできました。アクティビティの活動の中でも，身振り手

振りを交えながらですが，一生懸命ＡＬＴと英語で会話をしようとする

参加者の姿が見受けられました。最終日の発表会においては，どの参加

者も堂々とした態度で自信を持って，自分の選んだテーマについて，自

分の考えや思いを英語で伝えようと頑張っておりました。今回の事業で

は，ＡＬＴだけでなく地元の方にもご協力をいただき，英語を学ぶには

とても良い環境の中で，充実した時間を過ごすことができたのではない

かと考えています。報告は以上です。

岡田教育長 何か委員の皆様からご質問・ご意見はありませんか。

教育委員 （異議なし）

東山委員 スピーチコンテストってあるではないですか。英語の部門では何か別

枠で，こういった発表とかを見られる機会があってもいいですね。

岡田教育長 スピーチコンテストは今は募集しているのですよね。

石井課長 もう審査は終わり，今回英語は１人，多分白石の経験をした人で１本

出されていると思いました。この時のではないですが，その体験とか含

めての内容だったかと記憶しています。

岡田教育長 これが良い意味で影響したということですね。

石井課長 影響した作品は出ていたと思います。

岡田教育長 よろしいですか。その他に何かありますか。

● 「第１７回べいふぁーむ駅伝大会」について（スポーツ推進課）

池田課長 １０月１６日（日）に，干拓地内で第１７回べいふぁーむ駅伝大会が

開催されます。べいふぁーむ駅伝大会というのは，岡山県・広島県の実

業団駅伝です。かなりレベルの高い駅伝になると思います。交通規制も

多少ありますので，この大会をお知りおきいただければと思います。

岡田教育長 これは委員の皆様に何か役割とかはありますか。

池田課長 特に役割はありません。

岡田教育長 もし良ければお越しくださいということで理解ください。



● 「令和４年度 笠岡市立図書館要覧」について（生涯学習課）

石井課長 これは昨年度からお手元へ配布をさせていただくこととさせていただ

きました，要覧ということで，教育便覧とはちょっと違う，もう少し踏

み込んだ施設の状況をお知らせします。裏面が，市立図書館のロゴマー

クが昨年度できており，早速使わせていただいています。県立大学の先

生にデザインいただいています。

岡田教育長 カブトガニを意識したのですね。

石井課長 カブトガニと本を開いたイメージと，海のイメージと島のイメージと

いうことで，これを今後使っていきたいと思っているところです。

岡田教育長 それでは，事務局からは他にありますか。

事務局 （なし）

岡田教育長 では，委員の皆様から何かありますか。

教育委員 （なし）

岡田教育長 それでは，長時間にわたり慎重なご審議ありがとうございました。それ

ではこれをもちまして，令和４年９月教育委員会定例会を閉会します。


