
広島県教育委員会会議録               

平 成 2 6 年 ９ 月 1 2 日

広島県教育委員会



広島県教育委員会会議出席者名簿                                    

            平成26年９月12日（金） 13：00開会

                          15：20閉会

１ 出 席 委 員         大  野      徹

二  宮      皓

           平  谷   優  子

佐  藤   卓  已

細  川  喜 一 郎

下  﨑     明（教育長）

２ 欠 席 委 員         な  し

３ 出 席 職 員     

教 育 次 長 木 原 健

管 理 部 長 樽 谷 敏 治

教 育 部 長 佐 藤 隆 吉

参 与 田 坂 裕 一

総 務 課 長 畦 地 博 之

秘 書 広 報 室 長 寺 川 和 己

教 職 員 課 長 諸 藤 孝 則

教育改革推進課長 寺 田 拓 真

義務教育指導課長 北 川 千 幸

高校教育指導課長 吉 村 薫



教 育 委 員 会 会 議 定 例 会 日 程

開催日時：平成26年９月12日（金）

13：00～

頁
日程第１ 会議録署名者について

日程第２ 第 １ 号 議 案 平成26年広島県議会９月定例会に提案される教

育委員会関係の議案に対する意見について

－

日程第３ 第 ２ 号 議 案 新しいタイプの高等学校の整備に係る基本構想

の策定について

１

日程第４ 第 ３ 号 議 案 平成27年度県立高等学校及び県立特別支援学校

高等部入学定員の策定について

８

日程第５ 報 第 １ 号 平成26年度メイプル賞（第１回）受賞者の追加

決定について

10

日程第６ 報 第 ２ 号 教職員人事について －

日程第７ 報告・協議１ 「ひろしま教育の日」フォーラムの開催等につ

いて

11

日程第８ 報告・協議２ 平成26年度全国学力・学習状況調査の結果の概

要について

12

日程第９ 報告・協議３ 平成26年度「基礎・基本」定着状況調査の結果

の概要について

15

日程第10 報告・協議４ 学力向上総合対策事業研究指定校の状況につい

て

15

日程第11 報告・協議５ 平成27年度に使用する教科用図書の採択結果に

ついて

18

                                      



1

大野委員長： 会議に先立ちまして，この度の広島市における局地的な豪雨に伴う災害によりお亡く

なりになられました方々に，心よりご冥福をお祈りいたしますとともに，被災されまし

た多く皆様には，心よりお見舞いを申し上げます。

それでは，本日の会議を開きます。

直ちに日程に入ります。

まず，会議録署名者の件ですが，本件は会議規則第 22 条の規定によりまして，私から

御指名を申し上げます。

会議録署名者として，平谷委員及び細川委員を御指名申し上げますので，御承諾願い

ます。

本日の会議議題は，お手元のとおりです。

議題のうち，公開になじまないものがあれば，最後に回して審議したいと思いますが，

いかがいたしましょうか。

二 宮 委 員： 第１号議案は，成案となる前の内部検討について報告を受けるものでありますし，ま

た，報第２号は，人事に関する案件でございますので，審議は非公開が適当ではないか

と思います。

大野委員長： ほかに御意見はございませんか。

（ な     し ）

大野委員長： それでは，ただ今の二宮委員の発議について採決します。

第１号議案の平成 26 年広島県議会９月定例会に提案される教育委員会関係の議案に

対する意見について，報第２号の教職員人事については，公開しないということに賛成

の方は，挙手願います。

（ 全 員 挙 手 ）

大野委員長： 全員賛成と認めます。

従いまして，本日の議題は，第１号議案，及び報第２号を公開しないで審議すること

といたします。

第２号議案 新しいタイプの高等学校の整備に係る基本構想の策定について

大野委員長： それでは，第２号議案，新しいタイプの高等学校の整備に係る基本構想の策定につい

て，事務当局から説明をしてください。

寺田教育改革推進課長： それでは，第２号議案の新しいタイプの高等学校の整備に係る基本構想の策定につい

て，御説明させていただきます。

広島市域の定時制・通信制課程につきましては，定時制及び通信制課程の普通教育を

広島県が，定時制課程の職業教育を広島市が担ってきましたが，定時制・通信制教育の

より一層の充実を図るため，定時制・通信制教育の在り方や新しいタイプの高等学校の

設置について，県・市で協議を重ねて参りました。

その結果，広島県・広島市がそれぞれ設置している６校の高等学校の定時制・通信制

課程を，広島県・広島市が共同で，従来の定時制・通信制課程の枠組みに捉われない，

「フレキシブルスクール」，仮称でございますが，に再編整備をするということで，合

意をいたしました。

これを受け，「フレキシブルスクール」における教育の基本方針，教育の特色，学校

の基本的枠組などを取りまとめ，「新しいタイプの高等学校の整備に係る基本構想（案）」

を御提案することといたしました。別紙の「新しいタイプの高等学校の整備に係る基本

構想（案）」を御覧ください。

２ページから５ページまでの「第１章 新しいタイプの高等学校『フレキシブルスク

ール（仮称）』の設置」では，定時制・通信制課程の現状や定時制・通信制課程の課題，

新しいタイプの高等学校「フレキシブルスクール」の整備方針について，記載いたして

おります。

ポイントといたしましては，５ページをお開きいただければと思いますが，こちらに

ございますように，まず，「イ 設置場所」は，広島市中区大手町にある広島市立広島
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特別支援学校跡地とし，「ウ 設置者」は，広島市とすること。また，「エ 学校の管理

運営」につきましては，広島県教育委員会及び広島市教育委員会が協定に基づきまして，

学校管理運営協議会，仮称でございますが，を設置して，基本方針を決定し，広島市教

育委員会がそれに基づいて学校を管理運営することといたしております。

また，「オ 開校時期」でございますが，平成 30 年４月を予定しております。「カ 再

編整備対象校」につきましては，設置場所の交通の利便性や通学時間，公立高等学校の

入学状況などを踏まえまして，定時制課程につきましては，広島県立広島国泰寺高等学

校，広島県立広島観音高等学校，広島県立海田高等学校，広島市立大手町商業高等学校，

広島市立広島工業高等学校の５校，通信制課程につきましては，広島県立西高等学校の

１校を再編整備対象校とすることといったことにしてございます。

なお，再編整備対象校につきましては，フレキシブルスクールの開校年度に募集停止

させていただく方向で検討してございます。

また，６ページをお開きください。「第２章 教育の基本方針」では，教育理念や教

育方針について記載してございます。

７ページ，８ページの「第３章 教育の特色」では，教育指導等や教育支援体制につ

いて記載をいたしております。

ポイントといたしましては，課程の枠組みに捉われないフレキシブルな学びを実現す

るため，「単位制を採用し，午前・午後・夜間と幅広い時間帯に授業を実施するととも

に，従来の定時制・通信制課程の枠組みに捉われず，授業あるいは通信教育の中から自

由に教科・科目を選択できるようにすることで，生徒が自分のペースで学習可能な学び

のシステムを提供する」ことにしていること。あるいは，基礎的な学力やコミュニケー

ション能力などを向上させるため，「少人数指導や習熟度別指導を導入」するとともに，

「ソーシャルスキルトレーニングなどの取組」を実施していくこと。さらに，キャリア

教育の推進のため，「生徒に自己の在り方・生き方や進路について考察させ，また，生

徒自らの進路などに応じて適切な各教科・科目を選択できる力を身に付ける」こと，「ス

クールカウンセラー等を配置するなど，教育相談体制を充実させる」ことといったこと

がございます。

また，９ページをお開きいただければと思いますが，「第４章 学校の基本的枠組」

では，課程や学科，入学定員，これも予定でございますが，などについて記載してござ

います。

ポイントといたしましては，「１ 課程」にございますように，午前・午後・夜間の

幅広い授業時間帯と，授業あるいは通信教育の中から科目を選択できる「フレキシブル

課程（仮称）」を設置いたしまして，課程の中に，いずれも仮称でございますが，「平日

登校コース」と「通信教育コース」を置くこと。

また，「２ 学科」でございますが，生徒が自己の在り方・生き方や進路について考

察し，生徒自らの進路などに応じて適切な各教科・科目を選択できる「キャリアデザイ

ン科」，これも仮称でございますが，を設置すること。

「３ 入学定員（予定）」でございますが，現在の再編成対象校の入学定員や入学者

状況を考慮いたしまして，平日登校コースは 240 人，通信教育コースは 400 人としてい

ること。

さらに，「６ 通学区域」でございますが，「広島県一円」としていることといったと

ころがございます。

１枚おめくりをいただきまして，10 ページ，11 ページをお開きいただきますと，学

校施設ということで，基本的な考え方や施設内容，開校までのスケジュール（予定）な

どについて記載してございます。

基本構想の内容としては，以上のようなものでございますが，この度のフレキシブル

スクールの再編整備に関わりまして，「海田高校定時制を存続させる会」という会から，

海田高等学校の定時制課程の存続を求める 705 筆の署名の提出がございました。

海田高等学校の定時制課程につきましては，設置場所の広島市中区大手町から比較的

離れた場所にございますけれども，フレキシブルスクールに再編整備することにより，

生徒一人一人のニーズに応じた多様な科目を開設することが可能となるなど，教育内容

を充実させることができるようになること，さらには，生徒が自分のライフスタイルに

合わせて自分のペースで学習できるようになることから，海田高等学校の定時制課程も

再編整備対象校に含めることとしてございます。

いずれにいたしましても，今回は基本構想でございまして，これから，まさに具体的
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な中身，子供たちにしっかりとした教育環境を提供できるように，広島市と私どものほ

うでしっかり詰めて参りたいと考えてございます。

説明は以上でございます。

御審議のほど，どうぞよろしくお願いいたします。

大野委員長： ただ今の説明に対して，御質問，又は御意見等はございませんか。

平 谷 委 員： フレキシブルスクールについては，今の定時制・通信制にある様々な課題を解決する

ものというように捉えて，私は非常に期待を持って，この内容が出てくるのを待ってい

たところです。とうとうここまで来たということで，これまでの調整には，教育委員会

事務局に敬意を表したいと思っております。内容を拝見すると，大まかな枠組みができ

たというところだと思いますが，寺田課長の説明にもありましたように，今から，その

細かな整理をしていっていただくことになるのだと思います。それに関連して，いくつ

か質問をさせていただけたらと思います。

現在，今あった６校の定時制・通信制に通う生徒さんの中には，なかなかしんどい家

庭環境を背景として，しんどい状態にあるという子供さんもおられることは実情として

ございます。この子供たちに対しては，中学時代の生徒指導から続いて，高等学校にお

いても，手厚い生徒指導とともに，手厚い学習指導ということが不可欠だと思っていま

す。それについては，場合によっては少人数指導であるとか，やはり手もかかりますの

で，例えば，小学校でやっているような指導員などの複数教員の配置ですとか，そうい

った人の問題，あるいは家庭環境が厳しい子供に対しては，広島市教育委員会で行われ

ているスクールソーシャルワーカーを十分に配置するだとか，そういったことが私は必

要ではないかと思っておりまして，その辺についての，子供たちへの支援，ケアという

観点から，この学校はどのように対応をしようとされているのか伺えたらというのが１

点です。

もう一つは，そもそもこの学校は 640 名という定員になります。広島県内で，私立は

承知していませんが，１学年が 640 人というのは公立学校としてはないと思います。率

直に言って，なかなかしんどい子供たちが一定数確実に来るだろうことが予想される中

で，この人数をどのようにきめ細かく指導し，そして，１人でも多くの生徒さんを卒業

に導くのか，さらにその先の進路を自分のものとしてつかんでいただくのかということ

についての，人数との関係で，ここをどのように考えておられるのかということを伺え

たらというのが２点目です。

３つ目は，先ほどの説明の最後にありました，海田からの御意見についてですが，も

ともと私もあの近くに住んでいたということもあって，多少，距離感は分かります。大

体，現在の設置予定地との距離で言うと，10 キロから 15 キロぐらいは通学圏としてあ

ると思います。あの地域は，昔はバスもたくさん走っていましたが，今はバスもすごく

少なくなってしまっています。昼間にアルバイトなりをして，夜，学校に通って，なお

かつクラブ活動もしたいとなった時に，この子どもたちに本当にその機会を保障できる

のだろうかということが懸念されます。クラブ活動というのは，やはり，この年代の子

供たちにとっては，人間力を学ぶということで，今日の午前中にクラブ活動について教

えていただきましたけれど，フラストレーションの発散であったり，非常に重要だと思

っています。そういうことも含めて，この地域のお子さんもこのフレキシブルスクール

の中で通っていただくとすれば，どのような配慮をしていくことになるのか。

ひとまず，以上の点について，お答えいただけたらと思います。

寺田教育改革推進課長： まず，御指摘の１点目の多様な背景を持った生徒を受入れていくということでござい

ますけれども，おっしゃるとおりでございまして，それぞれの状況に応じたきめ細かな

指導，対応を図っていくことが必要であると考えてございます。例えば，基本構想の７

ページのところをお開きいただきますと，先ほど御説明したところと重複する部分もご

ざいますが，例えば，少人数指導や習熟度別指導の導入，あるいは，ソーシャルスキル

トレーニングやチューター制度，さらには，そういった生徒が安心して通うことができ

る居場所作りの工夫や生徒の心のケアを図るための相談体制の確立，こういったことを

記載させていただいているところでございます。また，次の８ページをお開きいただき

ますと，スクールカウンセラー等の配置など，教育相談体制の充実，あるいは，多様な

キャリアカウンセリングが可能となるような人員体制の整備，こういったことについて

も記載してございます。また，こういう人的な側面のみならず，例えば，次の 10 ページ

をお開きいただきますと，２の施設内容のところに記載してございますが，個に応じた

学習指導の充実，少人数指導等を可能にするため，数種類の広さの講義室を設けること



4

ですとか，普通教室や大講義室に可変式の仕切りを設置して，必要に応じて分割して使

用できるようにすることなど，柔軟な対応ができるような仕組みにしていきたいと考え

てございます。しかしながら，御指摘にございましたように，これはあくまで基本的な

方向性ということでございまして，大切なのは，まさにこれからの考え方で，まさにフ

レキシブルという我々が目指すところをどのように具体化して姿にしていくかというと

ころになっていくと考えてございます。御懸念の声もございますので，こういった御懸

念の声を可能な限り早期に解消することができるように，広島市との協議を進めまして，

順次その状況を明らかにして，御懸念を解消していくことにつなげて参りたいと考えて

ございます。

また，２点目の大きな人数の 640 人が入学してくるということでございますけれども，

先ほどの話につながるところもございますが，例えば，生徒同士の考え，あるいは背景，

そういったものを中学校時代の状況と連携しながら見ていかなくてはいけないと思って

おります。例えば，中学校時代にいじめていた子，いじめられていた子がいるというよ

うな状況であれば，別のクラスにするですとか，通学する時間がかぶらないようにする

ですとか，そういった配慮などもできるように，広島市と今後，調整をしていかなくて

はならないと考えてございます。

また，さらに申し上げれば，例えば，基礎的な知識，技能あるいはスキルに課題があ

るようなお子さんが入ってくるというところですとか，中学校時代の状況に配慮する必

要があるとか，これがまさに，今回，広島市と私どもが一緒になってやらせていただく

ことの一つの意義であると考えてございます。従いまして，義務教育について責任を持

って，中心になってやっている広島市と，高等学校教育にノウハウを持っている広島県

とが一緒になりまして，お互いに情報を共有しながら，それぞれのノウハウを合わせて，

いい学校にしていくということをしっかりやっていきたいと考えてございます。

また，３点目の通学時間の関係でございますが，私どもといたしましては，良い教育

環境での学びをできるだけ多くの生徒に届けたいという思いと，一方で，生徒の学びの

機会を奪うようなことは，極力あってはいけないということで，この二つの観点から対

象校の検討をして参りました。その結果，一つのメルクマールとしまして，どれだけ多

くの生徒が，おおむね１時間以内に通学することができるのかというところを考え方と

して，今回，海田高等学校の定時制課程を対象校とするという考え方に至った次第でご

ざいます。しかしながら，例えば，居住地あるいは勤務地によっては，通学時間が大き

く１時間を越える生徒も生じ得る可能性があるということですとか，また，働きながら

学ばなくてはならないという生徒も多く存在します。生徒の状況が変わってきていると

いうこともございますけれども，それでも現在も，約半数の生徒は，何らかのアルバイ

トなり就労をしている状況でございますので，そういった，いろいろな生徒さんのニー

ズに応えるような学校でなくてはならないということを考えてございます。

従いまして，今回の基本構想案におきましても，７ページにおきまして，繰り返しに

なるところがございますが，午前，午後，夜間と幅広い時間帯に授業を実施すること，

あるいは授業，あるいは通信教育から自由に教科科目を選択できるようにすることなど

について記載をしているところでありますけれども，県と市が一緒になってやるという

ことで，こういった海田高校に通っていらっしゃった，そこのエリアの生徒さんがいる

ということを常に念頭に置きながら，フレキシブルスクールというコンセプトのとおり，

生徒一人一人のニーズに応じた柔軟な学びを提供できるように，広島市としっかり協議

を行って参りたいと考えてございます。

平 谷 委 員： ありがとうございました。最初のところを補足して，もう少し教えていただきたいの

ですけれど，広島市内の中学校で，県の生徒指導集中対策などで予算を付けているとこ

ろに何校か行かせていただいています。現場の先生方の声としては，人が一人増える，

加配が付くということの意味は本当に大きいとおっしゃっていて，そうすると，きめ細

かな生徒指導ができるようになる。声が掛けられるようになることが子供の安定につな

がるというような声をたくさん聞きました。この学校においても，同様の課題を持った

子が一定数入ってくると思いますが，そういった，教員の加配，人数の面について十分

な御配慮がいただけるのかどうなのかと，先ほども申し上げましたが，重ねて，家庭背

景についての支援というのは，私は，今日一番重要なのはスクールソーシャルワーカー

だと思っておりますが，そういった点についても，具体的に検討いただけるのかという

ところについて，教えていただけたらと思います。

寺田教育改革推進課長： まず，教員の体制の面につきましては，予算が伴うことでありますので，教育委員会
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だけでは決められないところはございます。けれども，私どもといたしましては，この

学校で目指す教育を実現するための体制をきちんと組めるように，でき得る限りの対応

をして参りたいと考えてございます。

また，スクールソーシャルワーカーにつきましては，その重要性を私どものほうでも

十分に認識をしているところでございまして，そういった点についても，広島市としっ

かり話をして，具体的な構想，内容につなげて参りたいと考えてございます。

平 谷 委 員： ありがとうございます。今，対象になっている学校のいくつかに私も行かせていただ

いたことがあります。広島観音高校においては，昼間定時制という中での御苦労も伺い

ましたが，非常に落ち着いて授業をなさっている生徒さんを見ました。進路についても，

本当に先生の御苦労もあると伺いましたけれども，確実に確保されていっているという

ところも見ています。西高校に行った際には，推薦入学で大学進学を決めたという生徒

さんがいる一方で，授業を受けるわけではなくて，学校に友達に会いに来ているだけで，

教室に入らないという生徒さんもお見かけして，通信制の先生の人数とその生徒の数か

らして，その授業に入らない子供たちへの指導というのは，非常に苦慮されているのを

お見かけしました。せっかくこういう学校をつくるのですから，広島観音高校で実践さ

れていた良い部分については，絶対に失ってもらいたくないですし，西高のその通信制

の課題というのは，現実問題として，定時制にも行けなかった子が通信制に行っている

というところもあるかと思います。ここに対しての指導もすれば，私は成果が出ると思

います。そういうことも，せっかくこれをつくる以上，今より良い体制になるように，

是非，進めていただく必要がありますし，それに向けて，あと３年という時間は決して

長くはないと思いますが，準備できることはたくさんあると思いますので，そういった

ことを是非進めていっていただきたいと思います。

寺田教育改革推進課長： おっしゃるとおりでございまして，これまで，定時制，通信制のそれぞれの学校にお

いて，積み重ねてこられたノウハウ，あるいは良いところが，それぞれおありになると

思います。それを今回のフレキシブルスクールのところで切ってしまうということでは

ございませんで，それぞれの良かったところを持ち寄ったような学校にするように，こ

れから，しっかりと検討して参りたいと考えております。

二 宮 委 員： 私も，広島観音高校も西高校にも行かせていただいていて，授業も見させていただい

て，あるいは，生徒の皆さんとも話をさせていただいて，先生からもいろいろ教えてい

ただいて，本当に先生方の頑張りの中で，多くの子供たちが支援してもらってという話

も生徒の口からも聞いたことを，今，思い出しているところですが，それでも，やはり

中途退学をせざるを得ない，それでも，うまく次の進路につながらないという生徒さん

が少なくないということもあって，その原因を，あるいは理由を何とか克服しようとい

うことで，このフレキシブル課程というものが，構想されているのだろうと想定してお

りますけれども，このフレキシブル課程を本格的にきちんとやっていくためには，学校

の規模もある程度ないと，先生の数もいりますし，行政として支援する仕方も考えると，

やはり規模がないと，なかなかここまで行き届いたものはできないかもしれないという

ことは分かります。仮にそういうことを前提にして，これが船出をしたら，現在，百何

人とかという中途退学を余儀なくされているお子さんとか，そして，現在，それぞれの

学校が抱えている課題をどれぐらいこの学校は解決するのかということについて，見通

しがないと，お金も投入されますし，すごいことなので，ただ，結果が同じだったら，

何のためにこういう学校をつくったかとなりますね。その辺りについて，原因をよく分

析して，このフレキシブル課程であれば，少なくとも半減できるとかですね。先生の努

力は，今と同じ程度には，お願いしなくてはいけないと思いますが，その辺はどれぐら

い準備の段階で，広島市教育委員会と協議してこられたのでしょうか。

寺田教育改革推進課長： 御指摘のように，中退や，あるいは，そもそも学校に来ないというようなお子さん，

特に通信制などに見られるという状況を，まさにそれを改善して参りたいというところ

が，この学校で体制をきちんとつくってやっていきたいというところも，一つの理由で

ございます。具体的にどの程度の水準までというところは，なかなか申し上げられない

ところはございますけれども，例えば，そもそも，その学びに対する価値とか，意欲と

か，そういったものを見いだせていないところがやはり大きくあるのではないかという

ところで，今回，キャリア教育の中で，総合学習を通じて，自己の在り方，生き方，い

ったいどういうように自分は将来なっていきたいのだろうというような，夢を描けるよ

うな時間を設定していくことですとか，あるいは，そもそも途中の段階で人間関係に課

題を抱えたりした時のための相談体制やソーシャルスキルトレーニングなどを，まさに
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問題意識としては，委員の御指摘のようなところを改善できればというようなことで，

いろいろな仕組み，体制を入れているところでございます。具体的に，どれぐらいまで

できるのかというところは，なかなか難しいところもございますが，こういった形でや

るからには，いい方向，いいものができるように広島市としっかり協議していきたいと

考えてございます。

佐 藤 委 員： 意見でございますが，新しいタイプの教育機関，それが，フレキシブルスクールとい

う仮称で表現されておられますが，内容は，いかようにも自分で科目を選択し，それの

積み重ねで３年間学ぶと。まさにフレキシブルで，どこまでフレキシブルなのかという

ことで，何かすごい夢のような期待値が高まっているように感じます。もちろんこの基

本構想が通った上での話になるのでしょうが，やはり，フレキシブルという限界，学校

として持つ限界が当然出てくるわけで，学科としても，自由に広げられるわけではない

と思いますので，そういうものも絞り込んだ形でのガイダンスをしっかりすることと，

ややもしますと，通信教育の方も多くおられる学校になりますから，周辺の地域社会と

の関係が薄れる。ここに支援体制ときちんと明記されておられて，地域で社会実習をさ

れたり，支援をしていただくということも構想の中に入っておりますので，地域への説

明も早めにしていくということも大切だと思います。この二つを併せ持って，意見とし

てお願いしておきます。

寺田教育改革推進課長： ありがとうございます。おっしゃる通りだと思いますので，御指摘の点を十分踏まえ

て，広島市と協議して参りたいと思います。

二 宮 委 員： 通信制課程に就学する生徒の皆さんが，定時制課程の授業を今も取れると聞いていま

すけれども，これが一つのキャンパスになって，キャパも大きくなると，午前・午後・

夕方となって，かなりその部分で，高校の場合ですけれど，どうしてもスクーリングが

必要ですので，通信制で学ぶ生徒さんにとって，より自分の時間とか，自分の学び方と

か。観音高校で私は美術の授業を受けている生徒さんの教室で一緒にお話をしながら，

お聞きしましたけれども，本当に，伝統的な教科ばかりではやはりいけないので，生徒

さんの興味関心があるように，どう個別に対応できるかというところが，教えてもらう

と魅力の一つだというように聞きましたので，そういうところがですね，これは，基本

方針ですので，だけれど，今度は現場の先生方の声をよく聞いてね，本当に問題が解決

できるという確信に迫るような具体設計というか，これを広島市教育委員会とよく議論

して，高等学校の先生方からもよく聞いてやらないと，これをただつくりましたで終わ

ってしまって，通信制課程の子供たちを意識した時に，もう少し何かやりようがあれば

いけるのではないかなという，そんな感じがします。だから，スクーリングという学校

で授業を受けるということが結構多いですよね。そこの部分を詳細に見ていただいて，

どこを対応するかね。４年ぐらいできちんと次の進路につながってもらえれば，キャリ

ア教育だけではないと思いますね。これは，生徒に優しい仕組みをつくっていくという，

生徒フレンドリーな仕組みだということをよく理解いただくと，本当にいいものになる

かもしれないと思いますので，よく，研究してもらいたいと思いますね。

寺田教育改革推進課長： 御指摘のとおりでございます。通信制課程，特に西高校も，これまで様々な実践を積

み重ねていただいていて，実績も非常に上がってきていると認識してございます。それ

が，今回，定時制と一緒になって，その定時制の授業も一緒になって勉強ができるよう

になるというところで，具体的な制度設計，あるいはそのカリキュラムの設計をしてい

く中では，しっかり西高校の校長先生なりとも話をしながら，いいものをつくっていき

たいと思っております。

平 谷 委 員： ７ページのところで，「ウ」のところについての質問ですけれど，生徒の健全な成長

を促すための取組として，例示してあるのが，チューター制度の導入と相談体制の確立

というようにありますけれど，このチューター制度というのは，何人に１人ぐらい付く

というようなことが，ある程度でも想定されているのなら教えていただきたいのと，相

談体制というのは，相談室はどこの学校でもあると思いますが，この学校にこうやって

書いてあるということは，何か特色的な取組が想定されているのかどうか，想定されて

いるとすれば，どんな制度が想定されているのかを教えてください。

寺田教育改革推進課長： 申し訳ございませんが，具体的な人数の配置，そういったことについては，まさにこ

れからの３年半，３年半と申しましても３年半まるまるかけて検討するわけにはいきま

せんので，これから可能な限り具体的なものを早期にお示しできるように詰めていきた

いと考えてございます。相談体制の部分につきましても，単にあるというだけではなく

て，例えば，配置の問題ですとか，あるいは，設計の問題ですとかいろいろと工夫をし
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ないといけないというところがあろうかと思っております。そういったところは，先進

の事例ですとか，あるいはこれまでの状況を踏まえて，さらに検討をして参りたいと考

えております。

平 谷 委 員： 定時制だけではなくて通信制も併せてのフレキシブルだからですけれども，640 名と

いう数の中ではありますが，やはり顔が見える体制ということでなければ，この年代の

生徒さんたちにとっては，いけないだろうと思っています。そうすると，チューター制

度を導入するにしても，多人数で，１人だけがチューターなのでは，たぶん，あまりい

い形で機能するとは，私は思えません。相談体制についても，相談員の名前が掲示して

あって，相談室があるだけで果たしていいのかというところだと思います。待ちの姿勢

ではない形での対応ができるような，そういう余裕があるような相談体制づくりが必要

だと思っています。これからということでしたら，是非，そういうきめ細かな体制を願

いたいのですが，私がずっと言っているのは，本当に人の数が必要で，裏を返せば，人

がいるということは予算がかかります。そこが本当にできなければ，この制度がどうな

るのか心配があります。その心配を払拭いただけるような言葉を，今日，頂けたらと思

いますので，よろしくお願いします。

寺田教育改革推進課長： 予算の面については，先ほど申し上げましたように，なかなか私どもだけで回答がで

きない部分もございます。しかしながら，私どもの思いとしましては，きちんと信念を

持って，この学校をいいものにしていきたいと思ってございます。従いまして，これは，

教育改革推進課だけではなく，当然，教育委員会全体として，この学校に通う子供たち

が，まさに広島で学んで良かったと，この学校で学んで良かったと思えるような学校づ

くりを，これから全力で広島市と一緒になって作り上げていきたいと考えてございます。

平 谷 委 員： 平成 34 年に，たぶん最初の子が卒業するのだと思いますが，そういう言葉が聞ける

ような学校づくりを，是非，進めていただきたいと思います。

木原教育次長： 我々がこの学校をここまで広島市と協議をしまして，構想まで至ったのは，県市双方

の教育委員会とも，この学校を素晴らしいものにしていこうという合意の下でここまで

至っております。確かに，予算の確保というのは，かなり手厳しいところはございます

けれども，これまでも教員の定数の改善でありますとか，教育委員会として最大限の努

力をして参りました。この学校をつくるに当たっても，その努力を引き続き全力で取り

組んでいきたいと思っております。

大野委員長： では，私から意見を一つだけ申し上げておきたいと思います。フレキシブルスクール

として，通信制，そして定時制が一緒になった本当に素晴らしい学校を築いていきたい

ものだと思いますが，特に新しい学校ですから，そこの学校に誇りを持って通えるよう

なチームとしての学校をつくっていかねばなりません。フレキシブルという言葉に，そ

れぞれが自由独立という意味もあります。しかし，一つの学校に通う仲間として，通信

制の生徒も定時制の生徒も，手段はフレキシブルだけれども，一つに繋がった，本当に

素晴らしい学校にしていくということを，これから具体的に詰めていく時に，是非とも，

具体化していただきたいということを意見として述べますし，それをするためには，通

信制の子供たちの登校日というのが，とても大事な日になってくるのだろうと思います

ので，本当にその辺りが非常に懸念でもあり，楽しみでもあるということを意見として

申し上げておきます。

       ほかにございませんか。

（ な     し ）

大野委員長： それでは，以上で本件の審議を終わります。

採決に移ります。

原案に賛成の方は，挙手願います。

（ 全 員 挙 手 ）

大野委員長： 全員賛成と認めます。

よって，本案は原案のとおり，可決されました。
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第３号議案 平成 27 年度県立高等学校及び県立特別支援学校高等部入学定員の策定について

大野委員長： 続いて，第３号議案，平成 27 年度県立高等学校及び県立特別支援学校高等部入学定員

の策定について，事務当局から説明をしてください。

寺田教育改革推進課長： 第３号議案，平成 27 年度県立高等学校及び県立特別支援学校高等部入学定員の策定に

ついて，御説明させていただきます。

まず，県立高等学校の入学定員でございます。高等学校の入学定員の策定にあたりま

しては，高等学校への進学を希望する生徒の進学の機会を確保する，これを基本といた

して検討してございます。

各高等学校の入学定員につきましては，資料の１ページ，及び２ページにお示しをし

てございますが，まず，入学定員の策定にあたって，基本となる枠組みについて御説明

させていただきます。  

具体的には，資料の３ページを御覧ください。「１」として，設定条件を記載してござ

います。（１）中学校３年生の在籍者数でございますが，本年度は，前年度よりも 598

人少ない，26,704 人ということとなります。

また，（２）卒業率につきましては，例年どおり 100％としております。

（３）設定進学率につきましては，過去の平均から昨年度より 0.2 ポイント高い，

98.7％といたしてございます。

また，（４）公私立以外への進学見込者数につきましては，本年度の設定よりも 100

人多い，1,800 人としてございます。この点につきまして，過去３か年の実績平均につ

きましては，1,847 人となりますけれども，県内の全日制高校への進学を希望する生徒

の入学定員を一定程度確保する考え方に立って設定をいたしてございます。

また，（５）公立受入率につきましては，公立，私立のそれぞれの過去３か年の受入実

績を基に，本年度より 0.4 ポイント減の 68.4％といたしてございます。

続きまして，「２ 受入計画の内容」を御覧ください。「１」の設定条件に基づきまし

て算出いたしますと，基本的には，例年の考え方でございますけれども，平成 27 年度の

「公立受入数」は，16,797 人という格好になることを踏まえまして，平成 27 年度の公

立高等学校全日制本校の学級数につきましては，本年度より 11 学級減の 413 学級という

ことといたしてございます。

なお，全日制の分校，定時制につきましては，従来から学級単位での募集といたして

ございます。

次に４ページを御覧ください。こちらにつきましては，３ページの設定条件に基づい

て算定した県全体の受入計画を，旧６学区の区域ごとに整理をいたしたものでございま

す。この表により，地域ごとの生徒の増減や，あるいは定員割れの状況等々を踏まえた

学級増減の考え方について御説明させていただきます。

まず，「地域別」の表の一番上の段に，安芸高田市ほか２町の地域につきましては，生

徒数の増減がほとんどない見込みのため，１人と記載してございますが，こういったこ

とを踏まえまして，現状の学級数を維持することとしてございます。

次に，表の２段目，広島市ほか６市町の地域につきましては，443 人の生徒数の減が

見込まれておりますが，このうち広島市内が，289 人減の見込みでございまして，中で

も，中区，西区，佐伯区の減少が大きく，また，東区や安佐北区でも減少が見込まれて

おります。こういった状況を踏まえまして，まず，広島市において，西区，佐伯区から

の入学者が多い，市立の美鈴が丘高等学校の１学級減が決定されております。また，県

立高等学校といたしましては，資料にございますように，中区に設置しております広島

国泰寺高校，南区に設置しております広島皆実高校，西区に設置しております広島観音

高校，広島井口高校，佐伯区に設置をしております五日市高校，そして，安佐北区に設

置しております可部高校を，それぞれ１学級減といたしてございます。また，廿日市市

におきましても，91 人の生徒数の減が見込まれますため，廿日市高校，廿日市西高校を，

それぞれ１学級減とすることといたしてございます。

次に，表の上から３段目，呉市ほか２市の地域につきましては，全体の生徒数は５人

の減ということでございますが，これをさらに詳細に分析いたしますと，呉市の北部で

46 人の生徒数の減が見込まれます。こういったことを踏まえまして，呉昭和高校を１学

級減ということにしてございます。

次に，表の上から４段目，竹原市ほか４市町の地域につきましては，69 人の生徒数の
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減が見込まれますが，これも少し詳細に地域ごとに見てみますと，生徒の減少する地域

にばらつきがあること，あるいは生徒が減少する地域は小規模校が多いことなどを考慮

いたしまして，学級数は現状を維持するということといたしてございます。

次に，下から２番目，福山市ほか２市町の地域につきましては，44 人の生徒数の減が

見込まれますが，こちらを私立の中学生と公立の中学生に分けて分析いたしますと，私

立の中学校の生徒数の減少が大きく，66 人の減となってございまして，公立の中学校の

生徒数としては 22 人の生徒数の増ということになっておりますので，現状の学級数を維

持するということにしてございます。

最後に，表の一番下，三次市及び庄原市の地域につきましては，38 人の生徒数の減が

見込まれておりますけれども，三次市の生徒数が 50 人の減ということになりますことか

ら，三次高等学校の１学級減ということとしてございます。

以上，11 校で 11 学級の減といたしてございます。

５ページを御覧いただければと思いますけれども，最初の表に，大学科ごとの入学定

員をお示ししてございます。

次に，帰国生徒等の特別入学定員でございますが，本年度と同様に定員外で学校ごと

に２人以内の入学枠とするということとしております。

また，秋季入学の入学定員でございますが，こちらも本年度と同じ入学定員としてご

ざいます。なお，秋季入学者選抜の生徒状況につきましては，この定員に募集時点にお

ける欠員を加えた人数で実施するということといたしてございます。

以上，御説明をいたしました県全体及び地域別の考え方に基づきまして，各学校の来

年度の入学定員を，１ページ，２ページにお示しをいたしました，一覧表のとおりと整

理いたしてございます。

続きまして，平成 27 年度の県立特別支援学校高等部の入学定員について御説明を申し

上げます。

６ページを御覧ください。最初に，「１ 職業コースを除く普通科」の入学定員でござ

いますが，平成 26 年度と同様に「教育長が別に定める。」ということといたしてござい

ます。

次に，「２ 普通科職業コース」についてでございますが，平成 26 年度の福山北特別

支援学校及び広島北特別支援学校の職業コースの受検者数は，両校ともおおむね定員ど

おりであったというような状況を踏まえまして，平成 27 年度は，両校の職業コースとも

平成 26 年度と同じ入学定員といたしております。

続きまして，７ページを御覧ください。「３ 専門教育を主とする学科」につきまして

は，平成 26 年度と同じ入学定員といたしてございます。

説明は以上でございます。

御審議のほど，よろしくお願いいたします。

大野委員長： ただ今の説明に対して，御質問又は御意見等はございませんか。

平 谷 委 員： 生徒減によるクラスの減少ということ自体は，了解ですが，広島国泰寺，広島皆実，

広島井口，広島観音が１クラスずつ減なのに対し，昔の総合選抜でいうところの，広島

市立の基町と舟入についてはそのままというのは，広島市立のことですが，県教委とし

てはどのように考えておられるか。

一般市民としては，同じ市内の中でこういうように違いが出るのは，どうしてかなと

いう違和感がございますので，教えてください。

寺田教育改革推進課長： 御指摘の点を含めまして，広島市教育委員会とは，随分前からいろいろと調整を行っ

て参りました。広島市教育委員会にも，私どもの考え方はしっかり伝えているところで

はありますけれども，今回は入学者の志願倍率等々を踏まえまして，今年度については，

美鈴が丘高校の１減とさせていただきたいという判断で，広島市教育委員会のほうが行

ったというような状況でございます。

細 川 委 員： 二つほど御質問させてください。私の出身の三次市と庄原市のところの中学生の減少

については，承知いたしましたけれども，県北につきましては，皆さま方も御承知のよ

うに，公共交通機関が大変不便でございまして，この県北地域の学校のクラス数を減ら

すことが，県北の生徒にとって，教育の機会を奪うことにならないでしょうかというこ

とが，第１点目です。

それから２点目は，三次高校につきましては，６クラスから５クラスに減ることで，

教員の数がおそらく減少すると思いますけれども，その高等学校の教育内容，例えばレ

ベルの維持とか，そういうものをどういうように維持できるように何か手立てを考えて
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おられるのか。また，それに伴って地域が衰退することにならないかというようことを

懸念しますが，いかがでございましょうか。

寺田教育改革推進課長： 今回の設定にあたりましては，単に，例えばその全体の傾向だけではございませんで，

あるいはその地域の傾向だけではございませんで，それをさらに市町ごとの状況，さら

には区ごとの状況，さらに申し上げますと，どのエリアの中学校３年生が，どの学校に

行っているのかというところも含めて，かなり丁寧に検討したという経緯がございます。

今回，三次高校の１学級減ということでございますが，生徒の人数が 50 人減るという

ところを，私どもとしては重視をして，三次高等学校の１学級減ということをいたした

ところでございますけれども，２点目にございましたように中山間地域，あるいは交通

不便なところを含めて，全体として，やはり広島県の教育を良くしていかなければいけ

ないという思いがございます。

また，案を固めた上で，いずれ御審議をいただきたいと考えてございますが，私ども

のほうで，今，広島版「学びの変革」アクション・プランというようなものについて，

検討してございます。その中では，課題発見・解決学習，具体的には，地域と一体とな

って，実社会とかなり近づけた上で地域の課題に生徒が関われる，あるいは地域の側か

らも生徒に対して刺激を与えていただけるというような教育を展開していきたいという

ように考えてございまして，その中では，例えば，その地域の拠点となるような中高一

貫校の整備というような規定も含めて記載をしてございます。

こういったかたちで，広島県全体にこういった教育の水準の向上というところにつな

がっていくような施策を，これから順次行って参りたいと考えております。

細 川 委 員： お答えいただきましてありがとうございます。県北の保護者を含めて，非常にその辺

で，実は１学年１クラスの学校も２校ございますし，そういう教育を受ける機会が，だ

んだん減っていくのではないかという不安を抱えておりますので，その辺のところのお

考えも，今後はよろしくお願いしたいと思います。意見でございます。

大野委員長： ほかに御質問又は御意見等はございませんか。

（ な     し ）

大野委員長： それでは，以上で本件の審議を終わります。

採決に移ります。

原案に賛成の方は，挙手願います。

（ 全 員 挙 手 ）

大野委員長： 全員賛成と認めます。

よって本案は原案のとおり可決されました。

報 第１号 平成 26 年度メイプル賞（第１回）受賞者の追加決定について

大野委員長： 続いて，報第１号，平成 26 年度メイプル賞（第１回）受賞者の追加決定について，事

務当局から説明をしてください。

寺川秘書広報室長： 報第１号，平成 26 年度メイプル賞（第１回）の受賞者の追加決定につきまして，御報

告申し上げます。

資料を御覧いただきたいと思います。

本年度のメイプル賞（第１回）の受賞者につきましては，去る８月８日の教育委員会

会議におきまして，個人７名，４団体について，御決定をいただいたところでございま

す。その後，資料２ページにございますように，インターハイ及び全国高等学校総合文

化祭で優秀な成績をおさめた個人４名及び１団体につきまして，新たに推薦を受けたと

ころでございます。

これら個人４名及び１団体につきましては，選考基準に該当することから，８月 26

日に予定をしておりました表彰での表彰を行うため，教育長に対する権限委任規則第３

条第１項の規定によりまして，教育長が臨時代理により決定をいたしましたので，今回，

御報告し，承認をお願いするものでございます。

この度の決定によりまして，本年度メイプル賞（第１回）の受賞者は，資料３ページ
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から６ページにございますが，個人 11 名と５団体になってございます。

なお，８月 26 日に予定しておりました表彰式につきましては，この度の豪雨による土

砂災害の発生，及びその対応の状況を考慮いたしまして，延期をすることといたしたと

ころでございます。

説明は，以上でございます。

御承認のほど，よろしくお願いいたします。

大野委員長： ただ今の説明に対して，御質問又は御意見等はございませんか。

（ な     し ）

大野委員長： それでは，以上で本件の審議を終わります。

採決に移ります。

原案に賛成の方は，挙手願います。

（ 全 員 挙 手 ）

大野委員長： 全員賛成と認めます。

よって本案は原案のとおり承認されました。

報告・協議１ 「ひろしま教育の日」フォーラムの開催等について

大野委員長： 続いて，報告・協議１，「ひろしま教育の日」フォーラムの開催等について，事務当局

から説明してください。

寺川秘書広報室長： 報告・協議１の「ひろしま教育の日」フォーラムの開催等について，御報告を申し上

げます。

資料「１」にございます，「ひろしま教育の日」の趣旨に基づきまして，本年度も，県

内全域において多彩な事業を実施することとしております。

「３」の「事業計画」にございますが，「ひろしま教育の日」の趣旨を広報するため，

本年度も広く県民からメッセージを募集したところでございます。

２ページを見ていただきまして，「２」にございますように，今年度は４万 7,928 作品

の応募の中から，県立海田高等学校１年生，金丸春希さんのメッセージ「たくさんの 夢

をもって 未来へＧＯ！」を最優秀作品として選定をしたところでございます。

また，このメッセージを最も良く表現したポスターの図案につきまして，応募作品の

中から，別紙２にございます県立福山誠之館高等学校１年生，青木まりなさんの作品を

ポスターの原画として採用することとしたところでございます。

資料１ページにお戻りいただきたいと思います。

今後は，これらの作品をもとに作成する，ポスター及びチラシにより，広報活動を行

うこととしているところでございます。

次に，（２），メイン行事についてでございます。

４ページの別紙３として内容をお示ししておりますが，11 月１日（土）に世羅町のせ

ら文化センターにおきまして「ひろしま教育の日」フォーラムを開催することとしてご

ざいます。

フォーラムでは，舞台発表として，地元，世羅町にございます全ての小・中・高等学

校，計８校の児童生徒による和太鼓，舞踊，吹奏楽等の発表のほか，学校の展示発表を

予定しているところでございます。

また，サイエンス作家の竹内薫さんに，「99.9％は仮説～思い込みで判断しないための

考え方」と題して御講演をいただくこととしております。

１ページにお戻りいただきたいと思います。（３）「ひろしま教育ウィーク期間事業」

でございます。

「ひろしま教育ウィーク」を中心とした期間中には，「学校へ行こう週間」としての特

色ある取組を行うほか，県立文化施設の無料開放を行うこととしております。

また，（４）のとおり，「ひろしま教育の日」に関連する事業を実施することとしてお

りますが，これらの情報は，県教育委員会ホームページで県民に発信をしていきたいと

考えております。
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なお，教育委員の皆様方の学校訪問につきましては，別途調整させていただくことと

したいと思いますので，御参加のほうもよろしくお願いをいたします。

説明は以上でございます。

大野委員長： ただ今の説明に対して，御質問又は御意見等はございませんか。

（ な     し ）

大野委員長： それでは，以上で本件の審議を終わります。

報告・協議２ 平成 26 年度全国学力・学習状況調査の結果の概要について

大野委員長： 続いて，報告・協議２，平成 26 年度全国学力・学習状況調査の結果の概要について，

事務当局から説明をしてください。

北川義務教育指導課長： 報告・協議２によりまして，平成 26 年４月 22 日に実施されました全国学力・学習状

況調査の結果の概要及び設問別市町別平均正答率の結果について，御説明いたします。

まず，結果の概要の１ページを御覧ください。

主として「知識」に関する問題，Ａ問題については，小学校の国語・算数，中学校の

国語・数学いずれも全国平均を上回っております。

主として「活用」に関するいわゆるＢ問題については，中学校の国語において全国平

均を下回っているものの，他の教科については，全国平均を上回っております。

続いて，２ページの教科に関する問題の調査結果を御覧ください。

小学校国語Ａ問題で，詳しく御説明をいたします。

平均正答率が 75.9％であり，全ての領域等において平均正答率は全国平均より高くな

っております。

国語Ａの左のグラフ「正答数の分布」を御覧ください。

右肩上がりの山型になっていることから，知識・技能はおおむね定着していることが

分かります。

特に，広島県では，全国と比べて，13 問以上正答した児童の割合が高くなっておりま

す。右のグラフ「領域等別平均正答率」を見ていただきますと，全ての領域等で，全国

と比べて高くなっていることが分かります。

グラフの下には，正答率上位２問と下位２問を示しております。

上位２問は，「漢字を書く，漢字を読む」で 90％を超える高い正答率となっておりま

す。

下位２問は，「故事成語の使い方として適切なものを選択する問題」で，全国平均を大

きく上回っているものの，平均正答率 60％を下回っております。

次に，設問別平均正答率の結果について説明をいたします。

６ページを御覧ください。これは小学校国語Ａ問題の一覧表になります。

上段には，本県の対象学校数，対象児童生徒数，学習指導要領の領域等，評価の観点，

問題形式ごとの平均正答率などを示しております。下段には，設問別・市町別平均正答

率一覧を示しております。

この一覧表の見方や活用の仕方について説明をいたします。

一覧表の 11 ページをお開きください。

本県が全国平均を下回った中学校国語Ｂ問題において，正答率が一番低かった２番の

３で説明をいたします。網掛けの欄を御覧ください。

２番の３「水の中に浸すと，切手をきれいにはがすことができる理由を書く」という

設問の列を横に見ていただきますと，正答率が高くなっている市町があることが分かり

ます。

各市町の教科全体の数値だけを見るのではなく，このように，個々の問題や領域で見

ていただきますと，つまずきやすい箇所や重点を置いて指導しなければいけない学習内

容などが分かると思います。

数値の高い市町教育委員会の取組が大変参考になるのではないかと考えておりますの

で，今後，市町教育委員会や学校の効果的な取組，特徴的な取組を聞き取るなどして，

データの分析とともに取組事例を報告書に掲載し，市町教育委員会や学校の参考にして

いただく予定にしております。
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この報告書には，「基礎・基本」定着状況調査の分析及び指導事例も合わせて掲載し，

12 月を目途に公表する予定としております。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

大野委員長： ただ今の説明に対して，御質問又は御意見等はございませんか。

平 谷 委 員： 県教育委員会として，この表の使い道ということはきちんと御指導なさって，各市町

の教育委員会も正しい使い方をされていくと思いますが，実際に保護者の人は，そうい

う教育委員会の思いを正しく理解していただけるかということについて，やはりこちら

からいろいろ御説明が必要ではなかろうかという気もいたします。

その辺について，数字だけ見て，良かった，悪かったということではないということ

だというように，常々，伺っていますが，きちんと理解をしていただいて，使い道も含

めて承知していただくというような取組を，今後，あらためてどのようにしていかれる

のかということを，確認として，また伺えたらと思います。

北川義務教育指導課長： 今，委員御指摘の点につきましては，各市町教育委員会のほうに，この資料の見方等

につきましては，きちんと説明をいたしまして，市町教育委員会から学校に丁寧に説明

をしていただき，学校から保護者へ伝えていただくということを，しっかりしていきた

いと思っております。

平 谷 委 員： くれぐれも誤解というか，不安を招くことのないようにお願いしたいと思います。

二 宮 委 員： 市町別に出ている６ページからの教科全体の平均通過率の表に，それぞれのところが

出ていますが，それぞれの数値を見た時に，統計的に差があるとかないとかですね，何

ポイント違うとかと，すぐ見えてしまいますけれども，例えば，市町との間に，あるい

は広島県と広島市の間に１ポイント違ったり，零点何ポイント違ったりしますけれども，

平均点の違いが，これはほとんど統計的には意味のある差にはならないのではないかと

思っていますけれども，どうなのでしょうか。

例えば，三十何％と 22.7％は，非常に大きな違いがあるのかどうかとかですね，その

辺はどのように考えたらいいでしょうか。

北川義務教育指導課長： この数値につきましては，今後，詳細な分析をして参りますけれども，この差につき

ましては，３ポイント，４ポイント違ったら，問題数にすれば何問ぐらい差があるとい

うことは分かってくるわけですけれども，特に課題として捉えておりますのは，やはり

通過率の高い市町と低い市町の差の考え方でございます。

県としては，やはり市町によって，小学校を見ますと国語が約 10 ポイント，算数は約

８ポイント開いております。中学校も約 10 ポイントの開きがあるということになってお

りますので，やはりなんとかこの全体としての数値を上げながら，差を縮めていかなく

てはいけないと考えております。

成果の上がっている市町の質問紙の調査，それから児童生徒の意識や指導方法と学力

の関係を見たり，市町や学校が重点を置いて取り組んでいることなどを聞き取るなどし

て，報告書にまとめまして紹介していきたい。また，成果の出ていない市町や学校の取

組の不十分な点，あるいは効果が上がらない原因を，データの分析，それから指導主事

の訪問指導等を通して把握しまして，取組の改善を重点的に行い，市町教育委員会の取

組をしっかり支援して参りたいと考えております。

平 谷 委 員： 教科全体としての，今の６ページ以下の数字というのは，意味があるかどうかという

ところは，私には直ちに分かりませんが，全体把握として見て，ばらつきも平準化され

ているような気がしますが，個々の問題で見ると，この数値が倍，半分違うようなとこ

ろもあって，すごくはっきり見えますよね。

そうすると，ある市町の教育委員会はここが低かったとか，ここは高かったというの

は，すごく鮮明になる分，これが先ほど言った保護者がどう捉えるかなということとと

もに，子供たちが来年，再来年と受けていくにあたって，この結果を踏まえて，どのよ

うな準備をすることになるのかというところにつながりやしないかという危惧もあるよ

うな気がします。

過去の問題をやってみるということは，そんなに珍しいことではなく，学校でやって

おられるようで，それ自体は，やり過ぎなければいいのかもしれませんけれど，前年度

に数値の低かった部分について，徹底して準備するみたいなことになってくると，やは

り間違っていると思いますよね。

そういうことにならないように，これだけ１問ずつの数字を出されるとすれば，やは

り十分留意いただくように市町の教育委員会のほうには伝えていただかないと，心配だ

なと思うところがありまして，その辺の現状の対応と，今後のことについて教えてくだ
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さい。

北川義務教育指導課長： 委員御指摘のように，数値を見ますと，かなり差が出てきている設問領域がございま

す。そういったところは，やはり各市町教育委員会や学校の取組の特徴が出てくるとこ

ろもございます。

例えば，子供たちが話し合いながら協同で課題を解決するような学習に，町内全体で

取り組んでいる。あるいは市町内の全ての学校が，家庭でも学校でも本を読もうという

ようにして，読書活動に取り組んでいる市町，それぞれ取組に特徴がございまして，そ

ういったところは各設問が非常に高くなっているとか，読解のところの設問が高くなっ

ているとか，それぞれ特徴が見えるところもございますので，そういったところの指導

改善を進めていっていただくように，学校のほうには説明をして参りたいと考えており

ます。

平 谷 委 員： そういうことは，是非，お願いしたいのですが，端的に言うと，漢字がどうとか，故

事成語がどうとかというところが，すごく見えていますね。

そこを事前に勉強すればいいということでは決してないと思うので，そういう，ここ

が去年悪かったから，この市町の教育委員会はここを重点的にやろうとか，この学校は

重点的にやるみたいな感じになってくるのではないかという懸念は，一定程度あるわけ

です。

そういうことに流れていかないように，きちんと歯止めをかけていただきたいと思い

ます。

北川義務教育指導課長： 単なるドリルの学習で，繰り返し繰り返しやることによって定着するところもあるわ

けですけれども，そういった，今，委員御指摘のようなことにならないように，やはり

授業改善というところでしっかり進めていただかなくてはいけないと思います。

それで，やはり課題として見えるのは，知識・技能の定着だけではなくて，それをい

かに活用していくかというところが課題になっております。単に同じ文脈の中で，知識

を繰り返し繰り返し定着させるというのではなくて，様々な場面でこの知識を活用して

いく，他の文脈で活用していくというような，そういった様々な活動の場面を作りまし

て，その知識・技能を定着させ，さらに強化するということに取り組んで参りたいと考

えております。

二 宮 委 員： 他の都道府県の平均値と比較して，広島県の小学校は，今，非常に高得点といいます

か，新聞に出ている順位が非常に高い。これぐらいになってくると，もうこれ以上，今

までどおりの努力ではどうにもなるものではないのではないかなと。

かといって，では，福井とか，石川とか，秋田とかに肩を並べるまで，我々は頑張る

べきかという政策判断もあるのではないかと思いますね。お金もエネルギーも投入しな

ければいけないわけですから。

考え方ですが，我々としては，小学校の学力は基本的には定着してきていると。１問，

２問，通過率が何ポイントだとか，平均点とかあるかも分からないけれども，本県の課

題は，中学校がもう少しと，こう捉えるかどうかですね。

今，Ａ問題，Ｂ問題という説明もありましたけれど，Ａ問題もＢ問題も，だいたいい

いところまではもうきているのではないかと。それで，今までどおりをやっていたって，

もうこれ以上はなかなかいかないかもしれない。総合的に子供たちは支えられてくると

思いますので，社会的な環境も違いますし，学校の環境も他県と比べると違うところも

ありますのでね。

そのように考えると，学力に対する県の施策的に，少し視点を変えて，県民の皆さん

がどう思っているのだろうかと。ここまで力を付けてくれる小学校なら，もういいので

はないか，今度はほかのことをしっかりやってもらったらいいのではないかと，こうい

う考え方もありますし，中学校は中学校で，もうこんな競争は，トップ 10 ぐらいならも

ういいと，十分に学力は保証されているはずだと，こう捉えるなら，先生方のエネルギ

ーですから，もっとほかのことに力を入れてもらったほうがいいとかですね。その辺は，

そろそろもうここまできたら，国際学力調査も同じですけれども，事務局の中で視点を

変えた専門的な議論をして，今度はどこに重点置いて，県民の願いに応えるとか，期待

に応えればいいのだろうかというような観点があってもいいのではないか。

私は，秋田県を抜いて全国１位になることは，本県の目標である必要はないのではな

いかなと，そんな感じもありますので，じっくりと広く検討してみてもらって，こんな

考え方，あんな考え方ができるのではないかということを，広島県の教育施策を考える

ところでですね，ほかのところに力を入れるべきことがあるのではないかという観点か
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ら，御提案をいただくことも大切な時機にきたのではないのかなと思います。

口幅ったい言い方ですけれども，トップになれと言うなら，トップになれる努力をし

なくてはいけませんが，誰もトップになれとは言っていないのではないかなという感じ

がしますし，よくぞまあここまで，先生方の力で広島県教育が，教育県広島にまでにな

っていると，もう認識すべきではないかなと，私は思いますが，これは私の個人的な意

見ですので，考えてみていただければと思います。長くなりましたけれども意見です。

大野委員長： 今，二宮委員から御意見いただきましたが，私としましては，やはり授業の改善にこ

れを結び付けるというのがこの目的ですから，それを見失わないようにしていただきた

いということをお願いします。

やはりこのＢ問題で，応用・活用力というのは，知っている知識を生かすという，こ

れは社会に出てから一番大切なことだということを，是非とも授業として，授業力を付

けていかないと，このＢ問題の部分は上がっていかないだろうと思います。

授業を改善していただくということに，是非とも役に立てる，そういう資料にこれを

生かしていただきたいということを，私の意見として申し添えておきたいと思います。

ほかに御意見，御質問等はございませんか。

（ な     し ）

大野委員長： それでは，以上で本件の審議を終わります。

報告・協議３ 平成 26 年度「基礎・基本」定着状況調査の結果の概要について

報告・協議４ 学力向上総合対策事業研究指定校の状況について

大野委員長： 続いて，報告・協議３，平成 26 年度「基礎・基本」定着状況調査の結果の概要につい

て，及び報告・協議４，学力向上総合対策事業研究指定校の状況について，事務当局から

説明をしてください。

北川義務教育指導課長： 報告・協議３によりまして，平成 26 年度「基礎・基本」定着状況調査の結果の概要に

ついて，御説明いたします。

概要の１ページの１を御覧ください。

本調査は，小学校，特別支援学校小学部の第５学年，及び中学校，特別支援学校中学

部の第２学年の全児童生徒を対象として実施いたしました。

次に，「２」の「教科の調査結果」を御覧ください。

まず，小学校の調査結果ですが，タイプⅠは，調査を実施しました全ての教科におい

て，平均通過率が 60％を超えていることから，基礎的・基本的な学習内容は，おおむね

定着していると捉えております。

タイプⅡにおいても，調査を実施した全ての教科で，平均通過率が 60％を超えている

ことから，教科で学習した知識・技能を実生活や学習の様々な場面に活用する力などに

ついては，おおむねついていると捉えております。

続いて，中学校の調査結果ですが，タイプⅠは，国語・数学・英語で平均通過率が 60％

を超えていることから，基礎的・基本的な学習内容は，おおむね定着していると捉えて

います。しかし，理科の平均通過率は 59.8％であり，昨年度と比べて改善はみられるも

のの，課題があると捉えております。

タイプⅡは，国語で，平均通過率が 60％を超えておりますが，数学，理科，英語にお

いて，60％未満であることから，活用する力などに課題があると捉えております。

２ページを御覧ください。

ここに，通過率等の経年変化を示しております。

タイプⅠの表３段目の通過率 60％以上の児童生徒の割合を御覧ください。算数，数学，

理科において，成果がみられます。

表の４段目，通過率 30％未満の児童生徒の割合でございますが，本年度，中学校の理

科は昨年度よりは，かなり減少しているものの，10.2％と高い数値になっておりますの

で，引き続き課題であると捉えております。

３ページからは，「教科における学習内容の定着状況の概要」を載せております。

タイプⅠの状況とタイプⅡの状況に分けて示しております。網掛け左側が，通過率
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60％以上，網掛け右側が，通過率 60％未満の設問になっております。

課題となっている設問については，引き続き，誤答の状況の把握や学校の指導の状況

を聞き取るなどして分析を行うとともに，成果を上げている学校において，どのような

具体的な取組が成果に結びついたのかなどを情報収集し，指導改善に生かして参りたい

と考えております。

10 から 11 ページは，児童生徒質問紙調査（生活と学習に関する調査）における結果

の概要でございます。

まず，10 ページを御覧ください。小・中学校とも，「自分のよさは，まわりの人から

認められていると思います。」「学校の授業の復習をするようにしています。」「学校や社

会のルールを守っています。」「自分とちがう意見も受け入れながら，自分の考えを話し

ています。」といった項目がいずれも伸びておりまして，指導改善が進んでいる状況にあ

ると考えております。

しかし，11 ページにありますように，小学校では１問，中学校では９問の肯定的な回

答の割合が 60％未満であり，課題となっております。

このことから，小，中学校ともに指導改善は進んでいるものの，中学校では，課題の

ある項目も多く，引き続き指導改善の取組を行っていく必要があるといえます。

今後につきましては，本調査結果の分析・考察を行いまして，指導改善事例等を示し

た報告書を作成し，12 月を目途に公表いたします。

なお，ただ今御説明いたしました内容の詳細なデータを取りまとめた速報を資料とし

て付けさせていただいておりますので，後ほど御覧ください。

説明については，以上でございます。

続きまして，報告・協議４によりまして，学力向上総合対策事業研究指定校の状況の

概要について御説明いたします。

お手元の資料１ページを御覧ください。

本事業は，小学校と中学校又は中学校同士が連携し，学習指導の内容及び方法に係る

実践的な研究を進め，その成果を検証，普及することにより，児童生徒の学力の向上を

図るという目的で実施しております。

２（１）の指定校数については，御覧のとおりです。

次に，指定校における「基礎・基本」定着状況調査の調査結果を御説明いたします。

２（２）の教科に関する調査の結果を御覧ください。

小中連携地域は，３年間の指定になりますので，事業開始前年度の平成 23 年度と本年

度で比較しております。中中連携地域は，１年間の指定になりますので，平成 25 年度の

指定校について，事業開始前年度の平成 24 年度と本年度で比較しております。

まず，①の指定校平均通過率の太枠の中を御覧ください。

平成 23 年度に県平均通過率を上回っていたのは，小中連携地域の小学校国語のみでし

たが，平成 26 年度は，小中連携地域及び中中連携地域全ての教科で県平均通過率を上回

っています。

このことから，指定校が指導改善に取り組んできた成果が現れてきていると捉えてお

ります。

続きまして，資料の２ページを御覧ください。

②の県平均通過率を上回った指定校の割合は，小中連携地域及び中中連携地域では，

全ての教科で増加しております。特に，小中連携地域の中学校は，約 30 ポイントの伸び

がみられます。家庭学習や学習規律，ノート指導など小学校と中学校が連携し，一貫し

た取組を継続した成果が表れていると捉えております。

県平均通過率を上回っていない地域や指定校には，取組を焦点化・具体化し，それぞ

れの地域の学校全体で徹底して取り組んでいただくよう指導しているところでございま

す。

③の通過率 60％以上の児童生徒の割合を御覧ください。

小中連携地域では，全ての教科で増加しています。また，中中連携地域では，数学が

増加しております。

④の通過率 30％未満の児童生徒の割合を御覧ください。

小中連携地域では，全ての教科で減少し，中中連携地域では，数学，英語で減少して

います。

指定校においては，通過率 30％未満の児童生徒のつまずきを分析し，個々の生徒の状

況に応じた具体物を用いた丁寧な指導を行ったり，繰り返し学習を充実させてきた成果
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が表れていると考えております。

続きまして，（３）暴力行為発生件数，不登校児童生徒数について御説明いたします。

暴力行為発生件数は，小学校では増加しているものの，全体として減少しております。

また，不登校児童生徒数も，小中連携地域の中学校で大きな成果があり，全体としては

減少しております。

今後，指定校における調査結果を質問紙調査も合わせて細かく分析し，課題が大きい

地域や学校へは，豊かな心育成課や特別支援教育課とも連携しながら，重点的に指導主

事による訪問指導を行い，指導改善を一層進めて参ります。

来年１月には，学力向上のための実践交流会において，指定校による効果的な取組に

ついての発表を行い，取組の成果を県内に普及して参りたいと考えております。

説明については，以上でございます。

大野委員長： ただ今の説明に対して，御質問又は御意見等ございませんか。

平 谷 委 員： まずは，報告・協議３の８ページのところです。分かりやすくグラフを出していただ

いているのを見ると，中学校理科の形が顕著に異なります。特に領域ごとの定着状況で

いうと，生物と科学が不十分という書き方になっていますけれども，中学校だと専科の

先生で専門的に理科室もあったりして実験もできそうですけれど，この山形が他の科目

と比べて明らかに違っています。こうなってしまっている中学校理科の現状分析を，ど

のようにされているのか教えていただけたらというのが１点目です。

次は，すごく形式的な話で恐縮ですけれど，報告・協議２で先ほど議論した市町教育

委員会ごとの一覧表は，市町が上にあって，質問事項は左側で縦でしたが，この報告・

協議３は逆ですよね。市町の教育委員会もこれを見ていただく時に，一緒のほうが見や

すいだろうなと思いますけれど，これはどうしてこのようになっているのかということ

と，今後のこととして，これは揃えてあげたほうがいいのではないかなということにつ

いて，御意見をいただきたいというのが２点目です。

３つ目は，報告・協議４ですが，御説明をお聞きしても，今までの傾向からしても，

やはり小中連携に顕著な成果が出ているということだと思います。これは今年度以前で

もそういう傾向は見てとれたかと思いますが，これらを踏まえて，今後の指定校の在り

方をどのようにされるのかということとともに，指定校が外れた後に連携校として，こ

の状態をいかに維持，あるいはさらに発展していただくための取組を，教育委員会とし

てどのように進めておられるのかというところを教えていただけたらと思います。

北川義務教育指導課長： まず，１点目の中学校理科の山形が左側に少し寄っていることでございますけれども，

左側に寄っているということは，正答率が低い子供がいるということでございます。生

徒のつまずきを実験観察に課題があるのではないかというところで設問を分析してみ

ますと，器具の使い方などの定着が悪いこと，それから実験結果をグラフに正しく表す

ことや，その実験結果から分かることは何かを考えて考察を書くといったことなどに課

題があることが明らかになっておりますが，今回の調査では，こういった設問の通過率

が上昇して参りました。実験観察において，結果の分析，考察の指導の充実が進んでき

たということが分かります。県では，昨年度から中学校の理科の担当教員を対象としま

した研修を広島市及び福山市と合同で実施しておりまして，問題解決的な学習を進める

ことや，課題となっております実験観察を充実させることに重点を置いて，研修を行っ

ているところでございます。

学校質問紙を見てみますと，全国学力・学習状況調査の理科の問題等やその結果を分

析して授業改善を行ったという学校質問紙の項目が，小中学校とも約 14 ポイントも伸

びているというところから，各校において先生方が理科の授業改善への意識が高まり，

そして授業改善を進められていると捉えております。

それから２点目の様式のことでございますけれども，「基礎・基本」定着状況調査は，

平成 14 年度からずっとこういうかたちでお示しをしてきております。今回，全国学力

調査を初めて市町別の結果一覧にしたわけですけれども，これは，文部科学省のほうか

らきた設問別の一覧表がこのようなかたちになっておりまして，そこに市町別の結果を

はめていきましたので，様式がこういった形になっております。

それから３点目でございますけれども，小中連携事業でどういった点で成果があった

のかというところを考えてみました時に，やはり地域で重点的に取り組むことを焦点化

され，小中学校の先生方がそれを常に意識して，継続して，全校で徹底して取組を進め

ておられるところが大きな成果が出ております。教師の意識が変わりまして，対策協議

会や授業研究会などの協議の質が高まってきたというような感想をいただいています。
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それから指導改善という点では，成果が上がっている指定校の多くが，１時間の授業

に自分の考えを書くという活動を必ず位置付けてやっている。あるいはノート指導を丁

寧に行っている。また，家庭の学習習慣を定着させるために，自主勉強ノートを作らせ

たり，家庭学習の手引きを用いて指導して，家庭における学習習慣が増加しているとい

う学校が増えてきております。小中連携事業は，そういったことで成果が出てきている

と捉えております。

今後，指定が終わってそのあとの取組ということでございますが，中中連携は一年間

の指定ということで，なかなか成果が出ていないわけですけれども，事業が終わったあ

との数値を見てみますと，少し落ちている教科もありますけれども，事業開始前と比較

すると伸びております。ですから，事業終了後も効果があった指導方法や研究推進体制

は，実情に応じて継続していただいて，授業改善の PDCA サイクルを日常的に回してい

くように市町教育委員会を指導しているところでございます。学校においても，そうい

う取組を継続していただくように説明をしてきております。

平 谷 委 員： 書式の話ですけれど，結局，広島のほうが先だったのに，文科省からきたものが違っ

たということだと思います。文科省に変えてもらえたらいいと思いますが，たぶん難し

いので，市町の教育委員会にこれを元に分析していただく時には，統一化を御検討いた

だけたらいいかなと思います。

大野委員長： 分かりやすくしてあげてください。ほかに御意見・御質問はございませんか。

佐 藤 委 員： 報告・協議３の 11 ページで，課題というか，できていないということで，予習が目

につきます。何か工夫をして，なんとか予習をさす方法を教育現場の方は努力していた

だいていることだろうと思いますが，予習をしておけば授業が楽しくなりますし，楽し

くなればより学びたくなる。我々の事業においては，準備８割，実行２割というように

言われております。予習さえしておけば，どんな授業を用意しても楽しいし，分かりや

すいということになりますので，是非，そのところに力点を置いて御指導いただきたい

とお願いしておきます。

大野委員長： ほかに御意見・御質問はございませんか。

（ な     し ）

大野委員長： それでは以上で本件の審議を終わります。

報告・協議５ 平成 27 年度に使用する教科用図書の採択結果について

大野委員長： 続いて，報告・協議５，平成 27 年度に使用する教科用図書の採択結果について，事務

当局から説明してください。

吉村高校教育指導課長： それでは，私のほうから平成 27 年度に使用する教科用図書の採択結果について，御報

告いたします。

まず，県立学校の教科用図書の採択結果について御報告いたします。資料の１ページ

を御覧ください。

本年度の採択につきましては，本年４月の教育委員会会議で決定していただきました

「平成 27 年度に県立学校で使用する教科用図書の採択基本方針」に基づいて進めて参

りました。

各学校における教科用図書の選定につきましては，各学校の校長が，教科用図書の専

門的な調査研究及び適正な選定を行うため，教科書選定会議を設置いたしました。各学

校における平成 27 年度実施教育課程（案）及び児童生徒の学習状況や障害の状況等を

踏まえまして，事務局が作成した教科用図書選定資料を参考に，教科用図書の調査研究

を行い，原則として，文部科学省発行の「小学校用教科書目録」，「中学校用教科書目録」，

「高等学校用教科書目録」，「特別支援学校用（小・中学部）教科書目録」及び「平成 27

年度用一般図書一覧」に登載された教科用図書のうちから，最も適切な教科用図書を選

定しております。

その後，各学校は採択申請書とともに，具体的な選定理由等を明記した選定理由書を

県教育委員会事務局に提出いたしました。

次に，資料の２ページの「３ 各学校の選定理由書等の審査」を御覧ください。

事務局では，各学校が選定した教科用図書が，学習指導要領に示された各教科・科目



19

の目標や各学校の平成 27 年度実施教育課程（案）を踏まえ，適正に選定されているか

どうかの点検を行うとともに，選定した教科用図書が，当該校の児童生徒の状況を十分

考慮して選定されたかどうかについて点検して参りました。

高等学校に対する点検・指導の結果につきましては，資料の３ページに示しておりま

す。

まず，教育課程と選定教科用図書との整合性について，当該校の教育課程で履修する

こととなっている教科・科目の教科用図書が選定されていない課程が６課程，また，当

該校の教育課程で履修することとなっていない教科・科目の教科用図書が誤って選定さ

れている課程が５課程ありました。この学校については，指導し，適正な教科用図書を

選定し直しております。

次に，採択申請された教科用図書の妥当性及び選定理由書に示された選定理由の妥当

性についてですが，全ての課程において，全ての教科用図書を十分に比較検討し，選定

したことが理由として選定理由書に示されておりました。

なお，選択申請された教科用図書が，当該校の生徒にとってどのような点で適合する

のかが理由に示されていない課程が６課程ありましたので，生徒の実態をより具体的に

選定理由書に明記するよう指導いたしました。

続いて，資料の４ページを御覧ください。

県立特別支援学校に対する点検・指導の結果について，御説明します。各県立特別支

援学校につきましても，各学校の教育課程に基づき，障害種別ごとの観点を踏まえ，最

もふさわしい教科用図書を選定するよう指導して参りました。点検の結果，ほとんどの

教科用図書について，教育課程に沿った適切な図書を選定しており，選定理由も適切で

した。なお，一般図書の選定において，教科の内容と適合していない一般図書や児童生

徒の実態に適合していない図書を選定していた学部が７校 15 学部あり，適切な図書に

選定し直しております。また，選定理由書については，学習指導要領との関連や児童生

徒実態を踏まえた内容となっていないものが６校９学部あり，適切な記述となるよう指

導いたしました。

以上の過程と指導の結果を踏まえ，県教育委員会といたしまして，これらの教科用図

書の選定を適正とみなし，資料５ページ以降に示しておりますとおり，平成 27 年度使

用教科用図書として採択しております。

採択結果につきましては，その概要を県教育委員会のホームページに掲載するととも

に，採択理由につきましては，各学校の選定理由書を県庁の行政情報コーナーで閲覧す

るとともに，公開して参りたいと考えております。

最後に市町立小学校用の教科用図書の採択結果について報告いたします。資料 46 ペ

ージを御覧ください。

県内 19 の採択地区の採択結果でございます。各採択地区におきましては，綿密な調

査研究に基づき，採択権者の判断と責任により適正な採択が行われたと聞いております。

なお，この採択結果につきましても，早急に県のホームページに掲載する予定でござ

います。

以上で説明を終わらせていただきます。

大野委員長： ただ今の説明に対して，御質問又は御意見等はございませんか。

（ な     し ）

大野委員長： それでは以上で本件の審議を終わります。

広島市における局地的な豪雨に係る学校関係の被害状況，対応状況について

大野委員長： それでは，続いて，日程にはございませんが，広島市における局地的な豪雨に係る学

校関係の被害状況，対応状況につきまして，事務当局から説明をしてください。

畦地総務課長： 日程にはございませんけれども，この度の８月 19 日から 20 日にかけましての広島市

における局地的な豪雨に係る教育委員会関係の被害状況，対応状況について，御報告を

申し上げます。資料を御覧いただければと思います。

まず，１でございます。児童生徒に係る被害をお示ししております。児童生徒につき

ましては，県立高等学校で２名，広島市立中学校で１名，広島市立小学校で１名の方が
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お亡くなりになっております。

また，県立高等学校の児童生徒に係る家屋の被災状況といたしましては，10 校で，家

屋全壊が２名，半壊が 10 名，床上浸水 20 名という被災状況になっております。このう

ち，学用品等に被害を受けたものにつきましては，７校で，教科書等が 14 名，文房具

が 15 名，通学用品が 16 名となってございます。

２の県立学校施設に係る主な被害を御覧いただければと思います。もっとも被害の大

きい可部高校につきましては，現在も学校法面が崩壊したままとなっており，９月補正

において，復旧工事等の予算要求を行う予定にしております。

続きまして，３の県教育委員会における対応を御覧ください。今回の災害に係る対応

といたしましては，ちょうどこの豪雨の日が教員採用試験でございまして，教員採用試

験の遅刻者への個別対応，県立学校のグラウンドの貸し出し，避難者の受け入れ等を行

ったところでございます。

また，祇園北高等学校におきましては，始業日を当初予定の８月 25 日から８月 26 日

に変更をしております。

さらに広島市教育委員会への支援といたしまして，梅林小学校など４校につきまして，

教諭４名，事務職員１名，養護教諭１名の定数措置を行ってきたところでございます。

４の被災者の支援を御覧ください。被災者への支援といたしまして，県立高校の授業

料減免等のほか，安古市高校，安西高校へのスクールカウンセラーの派遣等の対応を進

めているところでございます。

引き続きまして，広島市教育委員会と連携し，被災された児童生徒のケアに努めて参

りたいと考えております。

なお，広島市立小中学校の児童生徒に関わります具体的な被災状況は，現在，広島市

において精査中でございます。

説明は以上でございます。

大野委員長： ただ今の説明に対して，御質問又は御意見等はございませんでしょうか。

平 谷 委 員： 学校施設の被害でいうと，可部高校と祇園北高校が大きかったというのは２番に出て

いますが，スクールカウンセラーの派遣は，それらの高校とは違う別の高校になってい

ますけれど，これはどういうニーズ調査でこのようになったのか教えてください。

畦地総務課長： 学校施設の被災状況につきましては，グラウンドの法面とか，直に授業に影響しない

というところでございましたが，スクールカウンセラーを派遣したところにつきまして

は，その学校の生徒が亡くなったというようなこともございまして，同級生の心のケア

というようなところを中心に派遣したところでございます。

平 谷 委 員： 被害の状況で，土石流がそのままの状態になっているとか，そういうものを目の当た

りにするということでの心の傷ということもあり得ると思いますので，今後，学校長な

どとも相談をいただきながらだと思いますけれども，可部高校，祇園北高校などについ

ても，少し落ち着いてから心の問題などが出てくることもありますので，必要に応じて

スクールカウンセラー派遣などの対応も御検討いただけたらと思います。

畦地総務課長： まだ復興に向けて途中でございまして，様々な状況があると思いますので，引き続き

学校と連携を取りながら，必要な措置を取っていきたいと考えております。

大野委員長： ほかに御質問又は御意見等はございませんか。

（ な     し ）

大野委員長： それでは以上で本件の審議を終わります。

それでは続いて，先ほど公開しないと決定した議案等について審議を行いますので，

傍聴者の方は退席をしてください。

（14:54）


