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下﨑教育長： ただ今から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，志々田委員及び近藤委員を御指名申し上

げますので，御承諾をお願いいたします。 

 

（ 承     諾 ） 

 

下﨑教育長： 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。 

細 川 委 員： 第２号議案及び第３号議案は，個別の人事に関する案件ですから，審議は非公開が適

当ではないかと思います。 

下﨑教育長： ほかに御意見はございませんか。 

 

（ な     し ） 

 

下﨑教育長： それでは，ただ今の細川委員の発議について採決をいたします。 

第２号議案の広島県文化財保護審議会の委員の任命について，第３号議案の広島県文

化財保護審議会の特別委員の任命については，公開しないということに賛成の方は，挙

手を願います。 

 

（ 全 員 挙 手 ） 

 

下﨑教育長： 全員賛成と認めます。 

 したがいまして，本日の議題は，第２号議案及び第３号議案を公開しないで審議する

ことといたします。 

 

第１号議案 広島県重要文化財の指定について  

 

下﨑教育長： それでは，第１号議案，広島県重要文化財の指定について，加藤文化財課長，説明を

お願いします。 

加藤文化財課長： 第１号議案，広島県重要文化財の指定について御説明をいたします。 

 広島県文化財保護条例第３条第１項の規定によりまして，広島県重要文化財の指定を

することについて，次のとおり提案をいたします。 

 なお，この件につきましては，平成29年10月18日付で広島県文化財保護審議会から答

申を受けております。 

 資料の１ページを御覧ください。県内出土の銅鐸を指定することについてでございま

す。種別は，広島県重要文化財（考古資料）でございます。名称は，袈裟襷文銅鐸（黒

川遺跡出土），員数は１口，法量は総高が28cm，最大幅は推定で16.4cm，重量は890gでご

ざいます。時代は，弥生時代中期後半，実年代でいいますと紀元前１世紀から紀元１世

紀の間とされております。本銅鐸は，昭和36年に現在の世羅郡世羅町大字黒川字下陰地

で行われた農道工事に伴って偶然発見をされました。現在，広島県教育委員会が所有し

ており，三次にございます広島県立歴史民俗資料館で適切に保管され，常時展示されて

おります。 

 資料の２ページを御覧ください。写真のものが袈裟襷文銅鐸でございます。本体の文

様は，縦横の帯によりまして四つに区画する四区袈裟襷文（よんくけさだすきもん）と

呼ばれるものでございます。吊り手に当たる鈕（ちゅう）の変化に基づく形式分類では，

扁平鈕式古段階に分類され，弥生時代中期後半，実年代ですと紀元前１世紀から紀元１

世紀ごろに製作されたとものと考えられております。 

 資料の３ページを御覧ください。図でお示ししておりますとおり，本銅鐸と同じ四区

袈裟襷文で扁平鈕式古段階の銅鐸は，図の中で赤丸で示しておりますけれども，主に岡

山県から近畿地方にかけて出土し，兵庫県で鋳型が出土していることから，兵庫県地域

を中心に製作され，近畿地方以西に分布した可能性が高いものでございます。本銅鐸は，
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山陽側の分布の西の端に当たります。広島県におきます銅鐸の出土例は，本銅鐸を含め

て３例ございます。うち１例は，江戸時代に福山市神村町で発見されております。現在

では，右端の写真のような拓本とスケッチが残るのみでございますが，本銅鐸と近似す

る文様，形式であり，同様に近畿地方で製作されたと考えられております。もう１例は，

左端の写真にあります広島市東区福田出土の銅鐸で，銅剣，銅戈とともに出土した横帯

文銅鐸と呼ばれるものでございます。九州地方で同型式の鋳型が出土しておりますこと

から，九州で製作されたと考えられております。こうした出土例から，本県地域には近

畿地方からもたらされた本銅鐸と神村町出土銅鐸が，九州地方からもたらされた福田出

土銅鐸があったということが想定されまして，本県地域が近畿，九州両地方の青銅器祭

祀が交錯する地域であったことが明らかになっております。 

 以上のように，本銅鐸は，近畿地方の銅鐸祭祀が西へ広がっていく様子を知る上で重

要であるとともに，広島県地域における弥生文化の受容，展開過程，更に広島県地域の

弥生文化の地域的特色を知る上で極めて重要な資料でございます。 

 続いて，映像を御覧ください。地図でございます。黒川遺跡の位置でございますけれ

ども，黒川遺跡は，現在の世羅郡世羅町に当たります。旧でいいますと，世羅西町に当

たりますけれども，広島県中央部に位置します世羅台地の西側にあります江の川水系の

美波羅川が開いた谷の盆地を見下ろす高台の傾斜地に位置します。出土したのは，電信

柱の右側の道路の下でございます。農道工事に伴う水路の工事中に発見されたというこ

とでございます。現在は農道の下になっておりますけども，当時の地表下の約60cm下の

ところで，長さ1.2m，幅1.0m，厚さ50cmほどの大きな石の下から見つかったということ

でございます。 

 これが黒川遺跡出土の銅鐸でございます。裏表はないですけれども，左の写真では，

大きく身を欠いております。上の取っ手のようになっているところを鈕と申します。下

の台形状のところを身といいまして，身の左右についておりますひらひらしたものを鰭

（ひれ）と呼んでおりますけれども，鰭の部分が多少左右とも欠けておりますのと，身

の片側がかなり欠損しております。これは多分，使用中に欠損したものと考えられてお

ります。 

 次が図面でございます。写真ではよく分からなかったと思いますけれども，縦横の線

で四つの区画に区切られております。これを四区袈裟襷文と呼んでおりまして，この時

期，大体弥生時代の中期の終わり頃，紀元前１世紀から紀元１世紀頃，特に近畿地方か

ら中国地方，四国地方に現れる特徴のある銅鐸でございます。 

 次に，これが鈕の部分を拡大したところでございます。真ん中の出っ張ったところが

本来の鈕だったところの痕跡でございまして，それの外，内に平たいものがついており

まして，外だけつくのが第２段階です。第１段階がこの鈕の部分だけ，第２段階が外に

だけひらひらがつく。内側にも平たいものがつくのを第３段階と呼んでおります。これ

がぺたっとなってしまって，線になってしまうというのが第４段階でございます。ここ

の内側のひらひらの内側に，もっとひらひらしたものがあります。これは銅鐸を鋳造し

っぱなしなので，そのばりみたいなものがついたままです。よく，たい焼きでばりがつ

いた，あれを取っていない状態のものです。本来は，ここで紐を吊るして，鳴らすとい

うことになっているのですけども，この銅鐸では紐を付けた痕跡は明確に観察ができま

せん。この穴型持は，外型と内型で作るのですけれども，内型を外型に固定するときの

支えの穴になります。 

 次，これが身の大きな写真です。少し色の違った部分がありますけども，これは最初

の鋳造で溶けた銅がきれいに回り切らずに穴になったところに後から補足をして，きれ

いに形を整えた部分です。そういうことで，技術的にまだ少し不足なところがあって，

溶けた銅が回り切らないところを直しているという事例は結構ございます。 

 次は，外から内側を見たところです。これが先ほど見ていただいた大きく割れたとこ

ろです。これは，銅が溶けたところへ回らなかったのではなくて，どうも使用中に壊れ

た。なぜかといいますと，この断面がすごくシャープで，折れた感じが残っていますし，

ここはヒビがずっと続いておりますので，多分形として最初はあって，この部分が壊れ

たか，あるいは故意に壊して埋めたかしたものだと想像しております。 

 次，これが下から内側を見たところです。ここへ１本，凸帯がありますけども，ここ

から舌（ぜつ）といいまして，ここに木の棒とか，金属の棒とか，角とか，そういった

ものでつくった舌を下げて，それが当たって音を鳴らすというものです。ここを詳細に

見ますと，凸帯が部分部分によってへこんでいたりしますので，多分舌が当たった痕跡
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だろうと考えています。ですから，確実に舌を使って鳴らしていたのだろうというよう

に想像しております。 

 県内で，銅鐸そのものは残っておりませんが，拓本が残っていて菅茶山の資料の中に

入っている神村銅鐸と，それから，福田銅鐸というのがございまして，福田銅鐸という

のは九州から来たのだろうと考えられています。それから，神村銅鐸は，ほぼ黒川遺跡

と同じ型式のものですので，近畿から来たのだろうということで，広島県で見ると，西

と東で九州系の文化と近畿系の文化が拮抗しているという状況が見てとれます。 

 次，左側が福田銅鐸で，少々分かりにくいのですが，福田銅鐸というのは，よく目を

入れます。邪視文といいまして，邪な魔を見て，それを近づけないようにするという意

味があると言われております。これは５点しかまだ出ておりません。九州でいうと吉野

ヶ里遺跡，あと，鳥取，島根，岡山，広島の５点です。九州で作られて，とにかく東に

どんどん九州の勢力を進展させようという一つの象徴だったのではないかと考えられて

おります。右側が拓本ですけども，神村銅鐸で，四区の袈裟襷文銅鐸でございます。 

 説明は以上でございます。 

下﨑教育長： ただ今の説明に対しまして，御質問又は御意見がありましたら，お願いいたします。 

菅 田 委 員： 昭和36年に発見されて，昭和58年に出土したところに石碑を立てられて，今日やっと

県の重要文化財に指定ということですが，ここまで時間がかかるものなのですか。 

加藤文化財課長： 広島県が所有しておりますので，基本的に保存管理は行き届くということがございま

す。指定に関しましては，できるだけ民間の所有者であるものを中心に，優先的に指定

しておりましたので，こういった状況になっております。ただ，最近になりまして，県

所有のものについてもきちんとした価値付けをしようということで，今回提案をさせて

いただきました。 

細 川 委 員： 先ほどの課長の御説明によりますと，例えばこの歴史民俗資料館で保管をされている

中で，まだこういう貴重な，指定に値するようなものというのは何点か保管をされてい

るのですか。 

加藤文化財課長： 指定をすべきものというのはございます。単体か，あるいは一つの遺跡から出土した

全体が重要かという違いはございますけれども，そういったものはまだ所蔵してござい

ます。 

細 川 委 員： それは，資料館に行けば見ることはできるのですか。 

加藤文化財課長： 見ることができるものもありますし，収蔵庫に入れているものもございます。例えば，

単体でないものは全部をお出しするわけにはいきませんので，その中の特徴的なものの

展示ということになってございます。 

志々田委員： 世羅西の黒川で見つかったということなので，やはり地域の方たちにも，石碑が立っ

ていると思うのですけれども，ここから出たものが重要文化財になったということをお

知らせしたりだとか，やはり世羅町の教育委員会の皆さんに，子供たちにも見せてあげ

たりだとか，教えてあげたりというようなことをしてほしいなと思うのですが，そうい

うことはこれから行われる可能性はあるのでしょうか。 

加藤文化財課長： 指定の前に現地へ行きまして，地元の方，それから世羅町教育委員会さんと協議をい

たしまして，指定をするということをお伝えしましたところ，大変喜んでいただきまし

た。そういうこともございまして，指定後に，例えば世羅町の資料館で展示をさせてい

ただくとか，そういったことを考えております。 

志々田委員： すごくいいことだろうと思います。歴史的な資源というのは，いろいろな博物館やど

こかへ集めるのではなくて，やはり出土したところで見てもらったり，大切にされてい

くべきものもあるのではないかということは，博物館などでも最近そういう議論があっ

たりするので，是非地元に密着した文化財として，これから保存ができればいいなと思

います。 

下﨑教育長： 福田銅鐸の方は，いつぐらいの時期のものなのですか。 

加藤文化財課長： 福田銅鐸はほぼ一緒か，少し先行するかという時期だと考えられております。 

下﨑教育長： それは，九州方面の勢力の方が先に入っているということを裏付けるのか，そこまで

は難しいですか。 

加藤文化財課長： 九州からの物品というのは，銅鐸だけではなく，武器型の祭器というのもございます

ので，それらをトータルで考えませんと，どちらがどうという答えは出ません。今申し

上げたのは，銅鐸だけの動向で申し上げましたので，少々説明不足があったかとは思い

ますけれども，その辺は九州，近畿，あまり変わらない時期で入り込んでいると考えて

おります。 
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近 藤 委 員： ちなみに，この福田銅鐸は今どちらにあるのですか。 

加藤文化財課長： 所蔵者の方が保管をしておられます。ちなみに，福田銅鐸は国の重要文化財に指定さ

れております。 

近 藤 委 員： それでは，三つでキャンペーンとかというのは，少し難しいですかね。 

加藤文化財課長： お借りしたことも過去ございますので，これから所有者の方に御了解をいただきなが

ら，企画できればと思います。 

下﨑教育長： また機会を見つけて，そういうことができれば，面白いかもしれませんね。 

 ほかに御意見，よろしいでしょうか。 

 

（ な     し ） 

 

下﨑教育長： 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 ） 

 

下﨑教育長： 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。 

 

報告・協議１ 「ひろしま教育の日」及び「ひろしま教育ウィーク」における取組について  

 

下﨑教育長： 続いて，報告・協議１，「ひろしま教育の日」及び「ひろしま教育ウィーク」における

取組について，佐藤秘書広報室長，説明をお願いします。 

佐藤秘書広報室長： 報告・協議１，「ひろしま教育の日」及び「ひろしま教育ウィーク」における取組につ

いて御報告をいたします。 

 資料１ページをお願いいたします。「１ 趣旨」にございます「ひろしま教育の日」の

趣旨を幅広く浸透させるため，平成13年度から毎年，県，市町及び学校等が連携して，

10月から11月の間，県内全域で多彩な事業を実施しております。本日までに実施いたし

ました事業を中心に御説明をいたします。 

 「２（１）広報事業」にありますとおり，ポスター，チラシを作成し，県内全ての学

校や幼稚園等に配付するなど，「ひろしま教育の日」の広報に努めて参りました。また，

メイン行事である「ひろしま教育の日」フォーラムにつきましては，11月19日（日），東

広島芸術文化ホール くららにおいて開催することとしております。 1,000名を超える

方々から事前に申込みをいただいており，多くの県民の皆様に参加していただける予定

でございます。今年度のフォーラムは，引き続き広島版「学びの変革」について，保護

者をはじめ，広く県民の方々に理解を深めていただく機会とするため，まず，広島版

「学びの変革」の基調講演，続いて，小学校，中学校，特別支援学校の各校種から広島

版「学びの変革」実践事例発表。次に，新設校紹介として，広島みらい創生高等学校及

び広島叡智学園中学校・高等学校の２校を紹介し，最後に，高等学校授業紹介によりま

して，生徒の主体的な学びを促す授業の一例として，「質問づくり」の授業を実演し，実

際に授業を見ていただくこととしております。これらを通しまして，平成30年度からの

「学びの変革」の全県展開に向け，具体的な理解へとつなげていく構成としております。  

 続きまして，裏面でございます。ひろしま教育ウィーク期間中の事業につきまして，

学校へ行こう週間におきましては，委員の皆様に学校を訪問していただきました。この

学校へ行こう週間に各学校が様々な方法で地域への公開を行っておりますが，これらの

実施状況につきましては，後日取りまとめを行う予定としております。また，全市町で

趣旨に沿った取組が実施されております。 

 説明は以上でございます。 

下﨑教育長： それでは，今説明のありました学校へ行こう週間における学校訪問をしていただきま

したので，委員の皆様からお一人ずつ，御報告をいただきたいと思います。 

 それでは，細川委員からお願いいたします。 

細 川 委 員： まず，10月17日に，大崎上島町立東野小学校に行って参りました。東野小学校は１学

年１学級，特別支援学級１学級，全校生徒56名の学校でございまして，平成27年度から
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「学びの変革」パイロット校の指定を受けています。 

 授業参観をさせていただきますと，１年生から６年生まで，どの学年でも落ち着いて

授業をしておられました。集中しているという言葉が適切かもしれません。それは教員

の方も，それから発言をしている児童もしていない児童も全てでございまして，積極的

に授業に向かっている姿を感じました。また，「自分ノート」というものをつくっていて，

黒板を写すだけではなくて，自分の言葉で書いておりました。指定を受けた誇り，やる

気，そういったものを感じさせていただきました。５年生の総合的な学習の時間では，

島の産業の魅力について勉強をしておりました。中原観光農園様に取材に行き，島の産

業に関心を持ち，実情を知るという授業でございましたが，見て，調べて，話を聞いて

知ったことを，ＫＪ法を使って整理，分析をしておりました。 

 特に特別支援学級ですが，私は今までいろいろな特別支援学級を見させていただきま

したけれども，今までに見たことのない指導方法でありまして，児童への言葉かけとか，

教員の所作，そういうものがやる気を起こさせる雰囲気を持っておりました。授業の内

容は所持金で注文できるものを考え，支払うという内容でございましたけれども，自ら

意欲を持って問題解決に当たる姿が生き生きとしておりました。だらだらしていない，

教員，児童ともピリッと授業をしていたということでございます。 

 また，この日は「ひろしま給食」の日で，東野小学校の給食をいただきました。「熱く

燃えろ！！Ｃスープ」には，島産のトマト，シイタケを使っていて，他に広島菜を混ぜ

た御飯，レモンソースで味つけをしたチヌの唐揚げをいただきました。１年生の児童と

一緒にテーブルを囲んだのですけれども，１年生も大人と同じくらいの量がありました。

しかし，皆しっかり食べておりまして，とても楽しい食事でございました。 

 午後からは県立大崎海星高校に参りました。平成28年１月に新校舎が落成して，玄関

に入った瞬間，ヒノキのいいにおいがしまして，新しく気持ちの良い学校だなと思いま

した。この学校は，１学年１学級規模でございまして，学校活性化地域協議会で活性化

に取り組んでおられる学校でございます。 

 島の子供の数だけでは将来的には学校を維持できなくなるというので，４月には大阪

の11中学校を訪問され，夏には生徒による東京での学校紹介，個別面談等を実施されま

した。島外からの生徒募集について，生徒がどうプレゼンをしているのかということを

実際にやってくれました。自分たちの学校をアピールするに当たって感じたところでご

ざいますけども，原稿を棒読みするのではなく，できることなら原稿は頭の中に入れて

覚えて，台詞といいましょうか，言い回しは単調にならずに，強弱とか高低などをつけ

る。そういう技術をマスターすると，聞き手に伝わるプレゼンになるのではないかなと

いうこと申し上げました。 

 また，進路実現に向けて実績を出すために，公営塾の神峰学舎は月曜から金曜の18時

30分から21時にオープンしておりますが，そういうもので自律学習を目指しており，進

学，就職実績を上げております。そういった成果としまして，平成27年度の選抜Ⅰの入

試倍率は0.5倍でしたが，平成28年度が1.5倍，平成29年度が1.75倍になり，全校生徒も

63名から69名，そして，平成29年度は88名と増えて参りました。 

 学校独自の魅力に加えて，「仕事図鑑」を発刊したり，見学もさせていただきました和

太鼓部の演奏をしたり，小学校へのソーラン指導，「旅する櫂伝馬」への参加，海星バー

ガーの販売など，多くの地域プロジェクトにも参加して，魅力アップの努力をしておら

れます。引き続き，学校と地域の活性化に向けて努力を続けてほしいと思いました。広

島叡智学園が設置される大崎上島では，小・中・高，また，島全体でこの設置を生かし

た取組を考えており，広島叡智学園に対する期待も大きいと感じました。 

 また，10月31日には，庄原市立高野中学校に参りました。この日は，第２回校内ビブ

リオバトルが開催されていました。全校生徒の読書に対する意識を高めるとともに，読

書活動を推進する，そして，読書好きの生徒を増やす目的で昨年度から開催しておられ

ます。庄原市は市を挙げて読書活動に力を入れられていて，昨年度は庄原市のビブリオ

バトル大会の代表者を決めるための校内予選として開催されました。３年生２名，２年

生１名，１年生２名の５名の紹介者が，読んで面白いと思った本を１人３分間で順番に

紹介をいたしました。本はどれも面白いものだと思うのですけれども，生徒のプレゼン

の出来栄えで優劣が決まったように感じました。１年生はあらすじを紹介するのですけ

れども，３年生になると，読みたくなるような，肝心なところは「あとは読んでみて」

といったように，含みをもたせたプレゼンをしていまして，本は全部いい本だったので

すけれども，その辺のところで採点の差が出たのではないかなというのを感じました。 
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 改善点としていろいろとお話をした中では，すぐ隣に高野小学校があるので，次年度

からは，中学生になってからビブリオバトルを行うのではなくて，小学校から来ていた

だいて，その雰囲気をもう小学生から味わっていただくと，１年生でもすんなりと入れ

るのではないかということとか，先ほどの大崎上島でも申し上げましたが，原稿を覚え

ることで，読まずに発表できるわけです。そうすると，説明にメリハリがでたり，強弱，

高低，間を置くといったような，相手に伝わる技能を身につけたら，聞いている生徒に

より伝わるのではないでしょうかということを申し上げました。 

 高野中学校の目標達成のためのキーワードは，昨年度が「挑戦」でございましたが，

今年は，「更なる挑戦」とされていました。教職員の間で意識して鍛えるという視点で体

育祭も開催をされました。指先までそろえて伸ばして，腕を真っすぐ上げて，足もしっ

かり上げて行進をすると。そういう成果の出る練習は，地域の方々を感動させ，生徒自

身も自信につながっております。「学びの変革」の推進では，授業改善の取組の中で，例

えば道徳の授業では，他人事ではなく，自分事になっているかということを考えさせる

発問の工夫をすることで，主体性を出し，協働したくなり，広がりのある授業づくりを

目指しておられます。体育の面では，保護者の協力を得まして，第２回の校内駅伝大会

を実施され，先日の庄原市駅伝競走大会では，男子が３位入賞，女子は初優勝という成

果を残されました。今月19日の中国駅伝大会に出場することが決まっております。以上

でございます。 

志々田委員： 私は，11月１日に，県立呉南特別支援学校と，県立賀茂高校の定時制課程の２か所へ

行かせていただきました。 

 まず，呉南特別支援学校は，新しい校舎が建って，なかなか古い校舎が多い中で，県

内でも新しくきれいな学校だというつもりで行ったのですが，施設としては十分なわけ

ではない。というのは，特別支援学校は，毎年どんな障害を持ったお子さんが入ってく

るのかということが読みづらいものもあって，呉南特別支援学校の場合は聴覚障害，知

的障害，それから聴覚と知的の両方の障害を持っておられる３カテゴリーのお子さんた

ちを引き受けておられるわけですが，そうすると，１人の場合もあれば８人という場合

もあって，なかなか教室の割り振りが難しく，いろいろなコンセプトの中で提示されて

つくっている校舎ですが，実際に使ってみるとなかなか使い勝手が悪いということです。

定員がないので，いつも特別支援学校の話をするときに校舎が狭くないかとか，そうい

うことに配慮するようにしているのですが，どこへ行っても，こんなに新しくてこれだ

けいろいろな教室を配慮してつくっていても足りなくなるという，特別支援学校ならで

はの問題点というのを改めて感じました。ですので，聴覚障害のあるお子さんたちの教

室の隣が音楽室になってしまったりだとか，図らずもそういうことになってしまう可能

性もあったりして，なかなか難しいということをお聞きしました。 

 もう一つ思いましたのは，そういった細々とした使い勝手の問題であるとか，それか

ら，いろいろなＩＣＴ機器を使いながら子供たちと一緒に学んでいく学習を考えていく

わけですが，そのときに，ちょうどお向かいに高専があるので，そこの先生方や生徒さ

んたちが非常に協力的に，バリアフリーな設計であるとか，様々な人たちに使いやすい

技術ということを高専の方でもいろいろ授業の中に取り入れておられるので，呉南特別

支援学校の授業改善や教室の効率的な使用とか，そういうところに協力をしてくださっ

て，いろいろとアドバイスをしてくださっているようです。そういう地域の中にある特

別支援学校が，周りの方たちに支えられているということをすごく実感する，というこ

とを校長先生がおっしゃっていました。作ったばかりの花壇も高専の先生がデザインを

してくださって，高専の学生さんたちが施工しに来てくれて，校章をかたどったすごく

すてきな花壇ができていたりだとか，あと，やはり体がうまく動かないお子さんのため

にパソコンのボタンをどうやって押したらいいかとか，少しの力で押せるように工夫を

してくださったりとか，そんな地域とのコラボレーションが見えているということも非

常に印象的でした。 

建物は，窓が大きくて明るくてきれいだということをつい考えてしまうのですが，こ

こはちょうど西側を向いているので，夕方からものすごく暑くなって，建物というのは

ガラスさえ大きければいいという問題でもなく，いろいろ難しいのだなということも思

いました。だから，新しい学校をつくるときはいろいろ考えなければいけないことがた

くさんあるということを思いました。 

 また，特別支援学校というのは，地域の小・中学校の特別支援学級といろいろな連携

をとりながら，いろいろな指導をされたり，交流をされておられるとお聞きしていまし
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た。呉南特別支援学校も呉市教委と協力しながら，地域の学校のセンター機能ですね。

地域の特別支援教育を率先して進めていく，充実，改善させていくためのセンター機能

も十分発揮しながらやっておられるということも，地域とともにある学校ということを

すごく意識しながら，校長先生が運営されていることがよく分かりました。 

 その後，賀茂高校の定時制に行って参りました。17時25分から授業が開始されるとい

う夜間の学校です。通常定時制課程というと勤労青年を思い浮かべるのですが，なかな

か勤労青年というよりは，全日制の学校に進まないことを決めた生徒さんたちがいらっ

しゃるのと，最高齢は80歳を超えておられる１年生の方がいらっしゃったり，60代の生

徒さんも２人，それから30代，40代の生徒さんたちもいらっしゃったり，外国籍の生徒

さんがいらっしゃったりと，多様な人たちの中で学校教育が展開しているということを，

実際分かってはいるのですが，目の当たりにして少し感銘を受けるというか，学校って

すごいなと思いました。様々な生涯学習機会がある中で，彼らはあえて学校というとこ

ろ，高校を卒業したいという熱い思いを持っておられる県民の皆さんがいるときに，定

時制課程というのはやはり大事だなと改めて思いました。 

 今度新しく，広島市内に広島みらい創生高校が開かれます。そこでは，いろいろな形

での新しい試みがなされると思いますので，そういった新しい試みは，でき上がったら

是非見に行きたいと思っているのですが，そういったノウハウや様々なアイデアを，や

はり全県の定時制高校でも生かせるような，そういう交流ができるといいなということ

を校長先生ともお話をさせていただきました。 

 賀茂高校のお子さんたちは地元志向が高いということで，進路指導についても，なる

べく近いところで進学をしたいという要望のある御家庭のお子さんたちが多いというお

話を聞きました。ですので，地元志向の高い子供たちに，地域と交流をしながらもっと

学べる機会をということで，ＰＴＡの皆さんや地域の自治会の皆さんと一緒に，やはり

地域に根差した学校経営をしていきたいという校長先生のお話も聞かせていただきまし

た。 

 どちらの学校も，子供たちの授業，全部をありのまま見てくださいと校長先生が言っ

てくださって，たくさんいろいろ見させていただきました。やはりいつでもいろいろな

方に見ていただきたいという意欲を持ちながら，広島県内の学校の先生方が毎日授業に

取り組んでおられる姿というのは，非常に感動しましたし，是非何か御協力できること

があればなと思いながら帰ってきた次第です。以上です。 

近 藤 委 員： 私は10月17日に，竹原にお邪魔しました。 

 10月17日は，竹原市立忠海学園を訪問させていただきました。こちらの学校は，平成

27年４月に施設一体型の小中一貫校として開校した学校です。元々中学校があったとこ

ろに一貫校をつくったようで，高台の上ですけれども，正面に大久野島，大三島，右の

方に大崎上島とすごい眺望なのですが，訪問した日はあいにくの雨で，心の中で晴れた

らどれだけきれいだろうかと思って拝見しました。 

 各学年１クラスで，特別支援学級が３クラス，全校生徒が大体240名の学校です。小中

一貫校ということですので，運動会，入学式などを小中合同でされていたり，「ここのツ

アー」という９学年合同の遠足など，小学校，中学校を超えた交流をしています。小中

一貫の特色として，乗り入れ授業ということで，英語は小学校の担任の先生と中学校の

英語の先生がチームティーチングをしているというお話もお聞きしました。 

 こちらの学校は道徳教育の先進的な取組をしている学校で，その辺りについて詳しく

教えていただきました。道徳の専門の先生が一人いらっしゃって，その先生が担任の先

生と二人でチームを組んで授業をされているようです。９学年で一つの学校という特色

があるので，９学年合同でいじめ防止の対話集会という取組をしたそうです。学年が異

なるグループで，小学校１年生から中学校３年生まで，考えを広げるという目的でされ

ていて，異学年ということになると，上の方の学年にしてみたら，正解が分かっている

というのは変ですけれども，考えを掘り下げるというのは難しいところがあるのではな

いですかということをお聞きしたところ，それはまたその学年の道徳の授業の中で掘り

下げていくということをおっしゃっていまして，対話というのは，あくまでもいろいろ

な考え方をするという視野を広げる機会として考えています，ということをおっしゃっ

ていました。小学校１年生から「いじめと意地悪の違いは何」という質問が出てくるそ

うで，小さい子供はその辺がまだはっきりよく分からないのだなという感想を，高学年

の子は持ったりするそうです。 

 道徳教育といいますと，評価をどうするかというのがすごく難しいところだろうと思
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いますけれども，こちらの学校ではユニットノートというのをつくって，その中で授業

のたびに振り返って，今の考えをいろいろとまとめられるようです。学級ごとに大きな

テーマを決めて，材料はいろいろなものを使うと思うのですけれども，一つのテーマで

継続的に授業を行って，ユニットノートを１学期つくるという取組をしているようです。

今学期は「目標に挑戦する心」というテーマで，授業の前にチェック表で自分でチェッ

クをして，目標に挑戦する心はどんなイメージですかという質問があって，それに生徒

本人がコメントをして，それをまず保護者の人に見てもらって，感想を求める。その後，

授業を受けて，その授業の内容と自分が感じたことを２回，３回と書いて，最後にまと

めとして，授業を通してどんなことを自分としては発見したかという形で振り返るよう

になっていて，何を深く考えたか，何を広く考えたかというのが先生の方でも分かるよ

うに，生徒さんも保護者の方も，自分でも見直せるような形で，評価のやり方として活

用していきたいということをおっしゃっていました。先生としては，道徳は数字で評価

するようなものではないので，道徳の授業を通してどれだけ深く考えられたか，広く考

えられるようになったかというその過程を見て，生徒さんたちへの励ましになるような

評価をしていきたいということをおっしゃっていました。 

 また，特別支援学級も含めて全クラスの授業も見せていただきました。その中で，タ

ブレットを使った授業というのも２学年ほどやっていまして，小学校２年生の算数は電

車の長さを３倍にしたらどうかというので，確かに視覚的に分かりやすいなと思ったの

と，面白かったのが中学１年生の体育で，マット運動を動画で撮って，自分で振り返っ

て見るというのは，タブレットの使い方として有効だなと思いました。 

 中学２年生の道徳の授業では，テキストの話を題材にして，よりよく生きる喜びとい

うことを担任の先生と道徳の先生がチームで授業をされていました。どんなお話だった

かというと，日本のテレビ局の人が取材でネパールに行って，そこの少年に飲み物を何

か買ってきてということで多めにお金を渡したと。そうしたら，その少年が帰ってこな

い。もうその日本のテレビ局の人は，逃げたのではないかと思って何日か過ごしていた

のですけれども，結局その少年は，もらったお金では近くのお店で買えなかったので，

幾つも山を越えた大きい街まで買いに行って，戻ってきて，おつりまで渡してくれたと

いうお話でした。ここから何を皆さんは感じますかというと，信じることの大切さみた

いなことを生徒たちが言うのです。表面だけだとそうなのですけれども，そこを先生が

掘り下げていくと，表にはそう出ているのだけれども，それぞれ生徒さんが考えている

ことは違っていて，そこは先生が，それはどういうことなのかもう少し詳しく説明して

とか，言葉を足してみてと促すと，考えが深まっていって，上手に授業を進行されてい

るなと思いました。 

 その後，場所を移しまして，今度は竹原小学校に行かせていただきまして，竹原市教

委の方と一緒に「ひろしま給食」メニューをいただきました。細川委員と同じように，

「熱く燃えろ！！Ｃスープ」をいただきました。これは，トマト味のミネストローネの

ようなのですね。シラス干しも入っていて，おいしくいただきました。竹原市は「たけ

っ子ピラフ」といって，竹原市独自のレシピだと思うのですけれども，そちらと一緒に

いただきました。自分で混ぜて食べるというのが小学生にとっても面白く，楽しく給食

がいただけるような献立になっているなと思いました。 

 10月27日は，県立忠海高校に伺いました。この日は天気が良く，目の前に広がる瀬戸

内海がすごくきれいでした。忠海高校は，創立120周年を迎えた伝統校で，元総理大臣だ

とか，平山郁夫さんといった芸術家の卒業生がいらっしゃる学校です。１学年 80名ぐら

いで，１，２年生は２クラス，３年生は進路にきめ細かく対応するという意味もあって

３クラスになっています。人数は多くない学校で，昨年度は定員を割ったのですが，今

年は定員以上の志願者があって，今後も安定的な定員確保の取組を進めていきたいとい

うことをおっしゃっていました。竹原市内にある学校ですけれども，生徒の半分ぐらい

は三原から来られているそうです。特色としては，平成28年度から文科省の人権教育の

指定校に指定をされて，大久野島でのボランティア活動だとか，地域への貢献というこ

とをいろいろ活動されているそうです。生徒さんの進路としては就職から進学まで，大

規模校ではないけれども多様なので，そこに幅広くきめ細かく対応しているということ

です。 

 授業は，３年生の英語と数学を見せていただきました。英語の方は，バルバドス出身

のＡＬＴの先生とのチームティーチングで，歌あり，クイズありの楽しい授業でした。

日本人の先生がまず英語と日本語で授業を進めて，その間，ＡＬＴの先生が生徒さんの
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机の周りを回って，手が止まっている生徒さんに声かけをしたりされていました。それ

から，教室の端と端に並んでＢＧＭをかけながらの発音練習で，端から端へは大きな声

で発声しないと聞こえないのですけれども，こちらの学校の生徒さんは結構おとなしい

子が多いらしく，なかなか恥ずかしがって声が出ないので，そういうことをされている

ということでした。実際にＡＬＴの先生の指導で，発音練習した単語の入った歌を歌っ

て，最初生徒さんはなかなか大きな声が出ないけれども，ＡＬＴの先生が音楽に合わせ

てノリノリで踊っているうちに，生徒さんの中からも手拍子が出たり，楽しんでいるよ

うに思われました。先生同士のチームワークが良く，ＡＬＴの先生だからこそというそ

の良さが，授業に生かされているなと感じました。 

 数学の方は，入試問題を使っての問題演習ということでしたけれども，これも問題の

解き方の手順を班ごとで相談，確認する。それを言葉でまとめて確認するという作業を

していました。数学の授業でも言葉化することで確認できるということだろうと思いま

す。自分たちが整理した手順で実際にやってみて，できないときは他の班の意見なども

聞いて補充するということで，数学の授業にもそういう工夫をされているということで

した。 

 こちらの学校は「学びの変革」の指定校という訳ではないですけれども，主体的，対

話的な学びというのを意識されて授業をされていると感じました。主体的な学びの根っ

こは，わくわくする感じにあると思うということを校長先生はおっしゃっていまして，

正にそういった興味，関心を引き出すような工夫がされていると感じました。学年のク

ラス数が多くないので，各教科の先生が複数の学年を教えることになるそうで，生徒全

員を全ての先生が知っているようになって，きめの細かいフォローができているなと感

じました。確かにおとなしい生徒さんが多いかなという印象はあったのですけれども，

すごく穏やかで落ち着いた雰囲気で，伝統校の空気なのかなというのを感じました。 

 11月からは新たに，学年を超えた対話の場を作ってみたいということもおっしゃって

いました。学年を超えて１グループ15名ぐらいでグループを作って，テーマに沿って生

徒主導で対話をしてみたら，いろいろと考えていることをそれぞれの生徒が話をして，

面白い取組になるのではないかということをおっしゃっていました。以上です。 

菅 田 委 員： まず，11月１日に，県立府中高校に行かせていただきました。最初の学校訪問だった

のでどんな感じかなと思っていたのですけどれも，「学びの変革」の探究コアスクールと

いうことで，広島版「学びの変革」の資料をあらかじめ読んで行きました。具体的にこ

れを具現化させるにはどうすればいいのかという疑問があったのですけれども，今回，

府中高校を訪問して，こうやられているのかというのが分かったような気がしておりま

す。 

 学校の先生も国，県の方針に基づいているということと，全体像の見える化を図って

おられて，それを生徒，保護者にきちんと説明をされているということ，それから，生

徒自身が学びについて理解して，自己評価し，表現ができるような形にしておられます。

特に入学時から卒業時までに，学期ごとに学びのストーリーを設定されているというこ

と，そして，ＩＣＥモデルを設定することによって，「思考・判断」と「表現・説明」に

整理，具体化することで生徒が見えるように構成されています。また，ＰＤＣＡサイク

ルによって授業を改善しながら深い学びにつながるように取り組んでおられます。生徒

の授業参画度も，ハワイの姉妹校であるミリラニ高校から学んで，それを取り入れてお

られました。 

 学校経営計画に関しては，村上校長先生の強いリーダーシップの下，教員の人材育成

ということもあって，ジョブローテーションは２～３年ごとに繰り返しておられるとい

うことに，非常に感心させられました。長く同じ担当を続けると，それなりに専門性が

深まって良い面はあるのですけれども，その先生がいらっしゃらなくなると，やはりそ

の組織力が落ちてしまうということで，２～３年ごとにジョブローテーションをされて

いるということでございました。 

 それから，第６時限の授業を見に行ったのですけれども，まず驚いたのは，私は教室

の中まで入って生徒さんの間をぐるぐる通ったのですけれども，先生も生徒さんも非常

に見学慣れされていると。我々のときだと，もう部外者の人が来ると後ろを見たり，今

日は何だと思ったものですけれども，完全に無視状態で一生懸命授業に取り組んでおら

れました。見学慣れされているのですねと後から質問させていただくと，やはり校長先

生をはじめ，たくさん授業を見ていると。校長先生は，年100時間は授業を見て，最低で

も同じ先生を２回見ると。それで，授業がどうだったのかというのをフィードバックさ
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れるそうですけれども，他の先生もいろいろ見合って，いろいろ指摘し合いながら授業

の質を上げられているということで，非常に驚きを持って見させていただきました。 

 生徒の方も問題意識ということで，グループディスカッションも積極的に行われてい

ましたし，特に数学の授業の中で，三角関数で建物の高さを計算するときに，学校の校

舎の高さはどうやって計算すればいいのかとか，金閣寺の高さはどう計算すればいいの

かというような，三角関数がどういうところに役立つのかというのが身をもって分かる

ような授業をされているというのも面白いなと思いました。あと，積分の計算で，前に

生徒さんが出て問題を解いていくのですけれども，過程をずっと書かせていました。後

から聞くと，答えが間違っていても解法の手順が合っていたら，合っていることの評価

の対象になるということで，先生もいろいろと工夫をしながら授業をされているという

のは感動をいたしました。 

 東部でも有数の進学校なので，大学進学も結構いいところに行かれているのですが，

少し残念なのは，関東地方に行く生徒が非常に少なくなっていると。その理由は，近く

でも同レベルの教育が受けられるということと，少しがっかりしたのは，親御さんが子

離れしていないのか，車で引っ越しの手伝いができるところに行かせたがっているとい

うことらしく，これからグローバル化ということを目指すにおいて，親御さんの教育も

していく必要があるのかなということを感じました。 

非常に実践的に「学びの変革」をされているということで，各マスコミにも取り上げ

られているほど立派にやられているところに感心いたしました。 

 続きまして，11月６日，県立総合技術高校に行きました。学校の概要をお聞きしたの

ですけれども，一番特色があるのは，工業科，商業科，家庭科，三つが一つになった専

門学科の高等学校ということで，身につけさせたいことは，礼節を重んじる，時間を守

る，授業に集中する，技術力を高める，体を鍛える，思いやりと耐性という六つの力を

３年間でつけるというのが目標だそうです。全部で六つの学科があるのですけれども，

１年生はその学科の枠を超えてミックスホームクラスでいろいろな価値観，感性を身に

つけさせるということの取組をされていました。そのときに，１年次だけだともったい

ないのではないですかということをお伺いすると，教室が足りないという物理的な制約

もあって，今のところ１年次だけになっているということで，効果があるのなら何とか

教室のやりくりをしていただいて，２年次ぐらいまではミックスホームクラスをやって

いただきたいなというのは思いました。 

 やはり目的意識を持ったお子さんが非常に多いので，授業も熱心にしておられました。

見学した福祉の授業では，高齢者の方の運動能力の維持だろうと思いますけれども，近

くの福祉施設から講師の方が来られて，ボールを使った軽い運動を生徒さんたちが体験

しながら，これはこうした目的でこういう運動をやっていますということの説明を聞き

ながら，楽しそうに学ばれていました。また，調理の方はすごくいい施設を持っておら

れて，小ロットの授業を中心にされる厨房設備と，食品工場みたいに大量に作る厨房設

備という別々の厨房を持っておられて，非常にいい設備を整えられているなと思いまし

た。工業の方は純粋な機械ではなくて，メカトロ，これからはやはり電気のことが分か

らないと工業系は難しいので，メカトロと情報に力を入れられているということで，マ

シニングセンタやＮＣ旋盤も置かれていました。その機種選定においても，ＮＣは世界

で一番シェアが高いファナック製で，汎用性の高い機種を選ばれておられて，いい機種

選択だなと思ったのですが，使用する際にスリッパでやられていたのが非常に気になっ

て注意をさせていただきました。万が一工具を入れ換えるときに刃物を落とした場合，

足を怪我することがあるので，やはり安全靴，保護眼鏡の着用はしっかり指導していた

だきたいなと思いました。 

 気付きですけれども，礼節を重んじるということに力を入れられていて，校長先生が，

会ったら立ち止まって挨拶をしなさいということを強く指導されていました。掃除の時

間になって，たくさんの生徒さんと廊下ですれ違ったのですけれども，本当にピシッと

立ち止まって，大きな声で挨拶をされていました。最近それを徹底されるようになって，

３年生とかはまだきちんとできていない生徒もいるということで，やはりまだできてい

ない生徒はいたのですけれども，そこはすぐに校長先生がしっかりとその場で指導され

ていたのが印象的でした。 

 地域と密着されているなと思ったのが，近くに三原市の生涯学習センターがあるので

すけれども，紙芝居とかといったようなものができないか，いろいろと教材を作っても

らえないかということを請け負って，生徒たちがそれを丁寧に作っていると。自分たち
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の課題ではなく，どこかからの注文なので，非常に丁寧に品質の良いものを作っておら

れるというところに驚きました。その一つの取組として，「来てみんさい屋」という株式

会社組織みたいなものを生徒さんたちが作って，福山のばら祭りとか，そういったとこ

ろに出店しておられると。また，華金ショップというのを年に３回程度やられていて，

地域の人にも非常に好評を博していらっしゃるということで，地域貢献もされているの

だなと思いました。 

 本郷の駅から歩いてすぐなので，生徒さんも東は福山，西は広島と広範囲から通って

おられるそうで，本当に立地もいいところだなと感じましたし，東広島市の高屋地区か

らの生徒さんが多いのですけれども，県内各地から来られているということでした。 

 最後に，家庭科の生徒さんが作ってくださったトマトのロールケーキとトマトムース

を食べさせていただいたのですけれども，非常においしくて，レベルが高かったです。

話を聞くと，やはりいろいろと試行錯誤をされていて，最初は家の人に食べて評価して

もらって，最終段階になって校長先生，教頭先生が食べるということで，工夫をされて

いるなと思いました。 

 とにかく生徒さんたちが生き生きと目的意識をはっきり持って，先生方がそれに応え

ていらっしゃるところに，非常に良い学校だなと感じました。 

下﨑教育長： ありがとうございました。ただ今の秘書広報室長の説明及び各委員の報告につきまし

て，御意見又は御質問がありましたらお願いいたします。 

 

（ な     し ） 

 

下﨑教育長： それでは，ただ今委員の皆様からいただきました御報告につきましては，今後の施策

展開に生かして参ります。 

 以上で本件の審議を終わります。 

 

報告・協議３ 広島みらい創生高等学校の入学者選抜の実施内容について  

 

下﨑教育長： 続いて，報告・協議３，広島みらい創生高等学校の入学者選抜の実施内容について，

田県立学校改革担当課長，説明をお願いします。 

田県立学校改革担当課長： それでは，報告・協議３によりまして，広島みらい創生高等学校の入学者選抜の実施

内容等について御説明をいたします。 

 この広島みらい創生高等学校につきましては，従来の定時制，通信制の枠組みにとら

われないフレキシブルな学びを提供する学校として，平成26年９月に基本構想を策定い

たしまして，県と広島市が共同で整備を進めているところでございます。本年４月から

は学校を設置いたしまして，教職員を配置した上で，教科書採択や教育課程の編成，学

校説明会の実施など，来年４月の開校に向けた準備を進めております。また，７月には，

県内６会場におきまして，生徒，保護者を対象とした学校説明会を実施いたしまして，

参加者数は合計で789名と，生徒や保護者，県民の皆様の関心の高さを感じているところ

でございます。 

 本日は，広島みらい創生高等学校におきまして，初めてとなります平成30年度の入学

者選抜の実施内容の概要等につきまして御説明をいたします。 

入学者選抜についてでございますけれども，選抜（Ⅰ），選抜（Ⅱ）及び選抜（Ⅲ）を

実施する予定としております。入学定員につきましては，平日登校コース240人，通信教

育コース400人，合計で640人としております。 

 まず，選抜（Ⅰ）につきましては，入学定員の10％となります64人を定員枠として，

平日登校コースと通信教育コースを一括で募集することといたしまして，面接及び作文

を実施することとしております。なお，学校が独自に定めました推薦基準につきまして

は，資料にお示ししております２点としておりまして，日程につきましては，他の公立

高等学校と同じ日程としております。 

 次に，選抜（Ⅱ）につきましては，定員枠を平日登校コースは240人から選抜（Ⅰ）の

合格者を除いた数，通信教育コースは400人から選抜（Ⅰ）の合格者を除いた数といたし

まして，それぞれのコースで募集することとし，一般学力検査と面接を実施することと

しております。日程につきましては，他の公立高等学校と同じ日程としております。 

 次に，選抜（Ⅲ）につきましては，選抜（Ⅰ）及び選抜（Ⅱ）の合格者数の合計が入
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学定員に満たない場合に実施することといたしまして，それぞれのコースで満たしてい

ない数について募集をし，作文及び面接を実施することとしております。なお，選抜

（Ⅲ）に限りまして，この学校の独自の取扱いといたしまして，他校との併願を認める

こととしております。これは，他校の選抜（Ⅲ）の受検を希望する生徒が仮に他校の選

抜（Ⅲ）に合格しなかった場合に，広島みらい創生高等学校の選抜（Ⅲ）を受検するこ

とを可能とし，他校の選抜（Ⅲ）の出願をする際に，広島みらい創生高等学校の選抜

（Ⅲ）へも併せて出願することを認めるというものでございます。このため，広島みら

い創生高等学校の選抜（Ⅲ）の日程につきましては，選抜試験を他校の選抜（Ⅲ）の合

格発表の日である３月23日の後となります３月27日に実施いたしまして，翌３月28日に

合格者を発表することとしております。 

 続きまして，秋の学校説明会について御説明をいたします。秋の学校説明会につきま

しては，10月26日に県内中学校の教員を対象として，また，10月29日からは生徒，保護

者を対象といたしまして，表にお示ししております期日及び場所におきまして順次開催

をしているところでございます。この説明会におきましては，お手元のリーフレットを

配付いたしまして，平日登校コースと通信教育コースそれぞれの学び方の特徴や開設科

目，生徒が自らの進路希望に応じて必要な単位を修得する方法，また，服装や通学方法，

生徒会活動や部活動など，学校生活に関すること，そして，入学者選抜や授業料等に関

することなどについての説明を行っております。これまでの学校説明会に参加した生徒，

保護者からは，定時制と通信制という従来の枠組みにとらわれない新たな学び方に魅力

を感じるでありますとか，多様な教科・科目の中から自分で受ける授業を選ぶことがで

きることや，自分で考えて行動できることが良いなど，この学校への期待を表す意見が

あったところでございます。 

 教育委員会といたしましては，この学校を必要とする生徒や保護者をはじめ，県民の

皆様の期待に応えることができる学校づくりに向けまして，今後とも広島市教育委員会

と連携・調整しながら，来年４月の開校に向けた準備をしっかりと進めて参りたいと考

えております。 

 説明につきましては以上でございます。よろしくお願いします。 

下﨑教育長： ただ今の説明に対しまして，御質問又は御意見がありましたら，お願いいたします。 

菅 田 委 員： 選抜（Ⅰ）の64人というのは，平日登校コースが24人，通信教育コースが40人という

理解でよろしいでしょうか。 

： 選抜（Ⅰ）につきましては，あらかじめ受検者が自ら志望するコースを指定し，出願

をすることとなります。面接等につきましては，志願するコースにかかわらず一括で実

施をいたしまして，受検者全体の中から定員の範囲内で64名の合格者を決定いたします。

その上で，合格者の志望に応じまして所属するコースを振り分けることといたしており

ますので，それぞれのコースに限定した定員枠を設定するというものではございません。  

志々田委員： 新しい試みなので，皆さんの御期待がすごく大きいのかなと思います。789名も学校の

説明会に来てくださる，なかなかないかなと思ってお聞きしていました。その説明会の

部分で，何か心配なこととか，不安に思っておられるようなこと，そんな質問や御意見

等があったりしましたか。 

： これは，説明会開催後のアンケートの中にありました御意見でございます。 

クラスがないので友人ができるか不安だけれども，そういった相談体制なり，チュー

ターという指導体制がある，それに加えて設備も充実しているので行ってみたいなと思

いました，という御意見はいただいております。また，これからはコミュニケーション

能力を育成するソーシャルスキルトレーニング，こういうものに興味があるけれども，

この学校ではしっかりやってくれるということで安心をしたということもありまして，

自分のペースで学べるというのはとても魅力的だということでございます。それから，

普通の高等学校に比べて，時間など自由に選べる分，自分でしっかりと取り組むことが

必要でありますけれども，そういった指導も受けながら，自発的に自分で行動できるよ

うになる，卒業のときはそのように成長していることが期待できる魅力的な学校である

等，そういった声をいただいております。 

近 藤 委 員： 本筋とは余り関係がないですけれども，Ｑ＆Ａのところで，「新校舎が建設中ですが，

完成するまではどこで授業やスクーリングが行われますか」というのがあるのですけれ

ども，大体新校舎の完成の目途はいつ頃でしょうか。 

： 広島みらい創生高等学校の校舎建築につきましては，平成30年５月末の竣工に向けま

して鋭意工事を進めているところでございます。引き続き，広島市等の関係者としっか
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り連携して調整をして参りたいと思います。なお，供用につきましては，県といたしま

しても夏休み頃に移転をいたしまして，９月ぐらいからということも考えております。 

細 川 委 員： 海田高校の定時制も募集停止されて，こちらにということであったと思うのですが，

海田地区の方から何か御質問があったのかということと，授業料等について，何か御心

配になられた方等の御意見があったかどうかを教えていただければと思います。 

： 海田地区からの御質問ということですが，申し訳ございませんがそういった地区別の

集約はしておりませんので，そこはしっかりと確認をしておきたいと思います。授業料

につきましては，特に質問やお問い合わせがあったということは伺っておりません。 

下﨑教育長： ほか，よろしいでしょうか。 

 

（ な     し ） 

 

下﨑教育長： 以上で本件の審議を終わります。 

 

報告・協議４ 平成28年度の広島県における生徒指導上の諸課題の現状について  

 

下﨑教育長： 続いて，報告・協議４，平成28年度の広島県における生徒指導上の諸課題の現状につ

いて，山垣内豊かな心育成課長，説明をお願いします。 

山垣内豊かな心育成課長： 平成28年度の広島県における生徒指導上の諸課題の現状について御報告いたします。 

 本調査は，これまで毎年文部科学省が実施する「児童生徒の問題行動等生徒指導上の

諸問題に関する調査」を踏まえて，本県独自の調査票を活用するなどして調査し，詳細

の状況を公表して参りました。しかし，昨年度，文部科学省が，総務省から「本調査は

統計法に基づく一般統計調査として実施しているものであることから，調査票情報の管

理の在り方について検討すべき」との指摘を受け，全ての学校において文部科学省が示

す調査票を使用して回答するとともに，文部科学省において，その調査票を永年保存す

るよう改められたところでございます。こうしたことなどから，平成28年度の調査結果

の公表時期につきましては，文部科学省の公表後に，また，公表内容については，文部

科学省が都道府県ごとの数値を示している項目についてのみ可能となったところでござ

います。このため，今回の調査結果につきましては，国公私立小・中・高等学校及びい

じめについては，特別支援学校を含む全体の概要のみの報告となります。 

 それでは，資料の説明に移ります。１ページには，平成28年度の広島県における生徒

指導上の諸課題の概要を，２，３ページには，生徒指導上の諸課題の５年間の年次推移

をグラフにしてお示ししております。なお，グラフの波線につきましては，平成25年度

の調査から高等学校の通信制課程を含めるよう調査の範囲が変更されたことから，単純

に前年度と比較できないため，波線を入れております。 

 ４ページを御覧ください。暴力行為の発生件数につきましては，国公私立小・中・高

等学校の合計は1,237件となっており，前年度と比較すると101件，7.5％減少するととも

に，全ての校種において減少しております。また，国公私立学校を対象とした調査を開

始した平成18年度以降，初めて全国数値を下回りました。特徴といたしましては，全国

では増加している小学校における暴力行為発生件数が，本県では減少していることがご

ざいます。この要因といたしましては，平成21年度以降，小学校においても生徒指導の

基準となる生徒指導規程を整備し，どのような児童を育てたいのかという明確な児童像

を児童及び保護者に示すとともに，問題行動に係る指導項目や指導方法を明確にして取

組を推進するなど，組織的な生徒指導体制が確立されてきたことが挙げられます。また，

資料にはございませんが，小学校高学年における加害児童数が減少しております。これ

は，個々の児童の特性に応じた指導計画を作成し，声かけの方法やクールダウンを適切

に行うなどして，特定の児童による繰り返しが減少したことなどが要因であると受け止

めております。このように，暴力行為発生件数は減少傾向でございますが，引き続き児

童生徒の心に寄り添いながら，個々の児童生徒の特性を適切に把握するとともに，福祉

機関や警察等，関係機関と連携し，組織的な指導及び支援が推進されるよう取り組んで

参ります。 

 ５ページを御覧ください。いじめの認知件数につきましては，国公私立小・中・高・

特別支援学校の合計は2,279件で，前年度と比べて697件，44.1％増加しております。国

公私立学校を対象として調査を開始した平成18年度以降，最も多くなっております。校
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種別では，全国の傾向と同様でございますが，特に小学校において713件，89.6％増加し

ております。増加した要因といたしましては，これまでは文部科学省がいじめとして認

知する必要があるものとして，「けんかは除く」としていたものが，今回の調査からけん

かやふざけ合い，暴力行為等であっても，背景にある事情の調査を行い，児童生徒の感

じる被害性に着目し，認知を行うこととされたことから，特に小学校において双方が言

い合いをする口げんかや遊びに誘われないなどの人間関係のトラブルなど，これまでは

計上されていなかったと思われる行為が計上されたものと考えております。しかしなが

ら，資料にはございませんが，認知されたいじめのうち，アンケート調査など，学校の

取組による発見の割合が全国と比較して低いことから，アンケート調査の回数や時期，

頻度，また，記名式，無記名式の併用など，児童生徒がより回答しやすくなるよう工夫

するとともに，教師と児童生徒の信頼関係の構築をより一層推進するなど，引き続き初

期段階のものも含めて積極的に認知をし，解決に向けて組織的な取組が推進されるよう，

各学校及び各市町教育委員会を指導して参ります。 

 ６ページ，７ページを御覧ください。小・中学校長期欠席及び不登校の状況でござい

ます。長期欠席者数とは，年度内に連続又は断続して30日以上欠席した児童生徒数であ

り，その理由として，病気，経済的理由，不登校，その他がございます。長期欠席児童

生徒数につきましては，小・中学校の合計は4,862人となっており，前年度と比較して

282人，6.2％増加しております。また，７ページの長期欠席のうち，不登校を理由とし

て年間30日以上欠席した児童生徒数は，小・中・高等学校の合計は3,783人となっており，

前年度と比べて11人，0.3％減少しておりますが，校種別に見ると，小学校で38人，中学

校で47人増加しております。小学校において不登校が増加した要因といたしましては，

低学年からの学習面のつまずきが学年進行とともに増し，高学年になるに従ってその状

況が顕著になるなど，学業不振から欠席がちになる傾向や，自分の思いを整理して相手

に伝えること，相手の言動の意図を正しく受け止めることが苦手なことなどから，うま

く人間関係を結べず，欠席がちになる傾向が見られます。また，中学校においては，小

中連携の充実や早い段階から学校に適応させる取組の充実等により，小６から中１にか

けて不登校が約３倍に増加する傾向，いわゆる「中１ギャップ」の状況が本県では2.0倍

となっており，一定の成果が出ております。しかしながら，学年進行とともに不登校生

徒が増加する傾向がございます。また，不登校生徒の多くが小学校時代に年間 10日以上

の欠席を経験している状況もあることから，小学校の不登校への取組をより一層充実さ

せることが重要であると考えております。さらに，小・中学校ともに，家庭において，

子供が登校する前に親が出勤するケース，親が子供の成長，教育に無関心であったり，

無理をして登校させなくてもよいといった考えがあるなど，親が子供を登校させる意義

を見出せず，登校の働きかけが弱いといった状況もございます。今後は，更に学力の定

着や個々の状況に応じた適切な支援をより充実させる必要があることから，義務教育指

導課や特別支援教育課等の関係課と連携し，適切な指導，支援を行うとともに，家庭へ

の働きかけを行うため，福祉機関等，関係機関と適切な連携が行われるよう指導して参

ります。 

 最後に，８ページを御覧ください。中途退学者数につきましては1,038人となっており，

３年連続で減少するとともに，中途退学率は過去12年で最も低くなっております。中途

退学者数が減少した要因といたしましては，入学当初にガイダンス週間等を設定し，教

務規程や生徒指導規程等を周知することによって，学校生活への見通しを持たせるとい

った早期の学校適応を図る取組，また，成績不振や課題未提出といった課題を抱えた生

徒に対して，放課後や長期休業中に学習支援を行うなど，学習面の支援，さらには欠席

や遅刻等が多い生徒に対して，担任だけでなく，教科担任や部活動顧問などが個別面談

するなど，相談体制の充実を図ったことなどが挙げられます。 

 県教育委員会といたしましては，引き続き校長を中心とした組織的な生徒指導体制を

より一層確立し，児童生徒の心に寄り添いながら，児童生徒が夢や希望を持って主体的

に活動し，自己実現できるよう，各学校及び各市町教育委員会を支援して参ります。 

 説明は以上でございます。 

下﨑教育長： ただ今の説明に対しまして，御質問又は御意見がありましたら，お願いいたします。 

菅 田 委 員： 長期欠席，不登校，中途退学に関しては，全国の数値と比べて，広島県の数値という

のはあまり変わらないのですけれども，いじめのところが極端に少ないです。これは先

ほど言われたように，いじめと取るか取らないかがかなり違っている可能性はないので

しょうか。 
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 それと，平成27年度までは全国と比べて認知件数はどうだったのか，似通っていたの

でしょうか。平成28年度から，先ほど言われたけんかやふざけ合いを対象とするという

のをあまり県内では取り上げていない可能性もあるのか，その辺りを伺います。 

山垣内豊かな心育成課長： 御指摘のいじめの認知件数についてでございますけれども，５ページを御覧いただき

ますと，過去４年間の本県と全国の差について示させていただいているところでござい

ます。これまでも全国と比べますと，広島県の1,000人当たりの認知件数は低いという状

況でございます。これまでいじめにつきましては，国の定義を踏まえてやってきたわけ

ですけれども，本県は特にいじめを認知したら指導を必ず行うと，認知と指導はセット

であるということで，組織的な取組を指導してきたところでございます。そういった中

で，国もこれまで，先ほどの言い合いやふざけ合い等も認知件数に含めるようにという

ことは，要綱には示されていなくても指導をされていたのですけれども，本県について

は，認知と指導はセットという状況がこの数値の差に出てきているのかなということと，

先ほど申しましたように，アンケートの方法の工夫ということについても，子供たちが

相談しやすい，自分の状況が表出しやすいような工夫はより一層していく必要があるか

なと考えております。 

菅 田 委 員： アンケートというのは全国共通ではなく，県独自のアンケート項目ですか。 

山垣内豊かな心育成課長： 国が示したものではなく，本県独自に平成24年度にその様式の例を示して，各学校の

状況を踏まえて，工夫を更にしていただきながら活用してもらうという形のもので，全

国共通のものはございません。 

近 藤 委 員： アンケートに関連して，実施のタイミングというのは，学期に１回とか定期的にやっ

ているものなのか，何か雰囲気を感じたときに実施するものなのか，その実施の状況に

ついて教えてください。 

山垣内豊かな心育成課長： 我々は，少なくとも年間３回，学期に１回は最低限やってくださいという指導をして

おります。回数につきましては，年度当初を含めてやられると年間４回になりますし，

休み明けということになりますと，また更に回数は増えるのですけれども，いわゆる学

校の状況を，そういった年間の子供たちの生活の変化の中で捉えるというものもござい

ます。また，いじめがあった場合には，そのいじめの状況をより詳細に把握するための

アンケートを実施するといったようなこともございまして，何回やればいいということ

ではないと思いますけれども，各学校の状況，あるいは児童生徒の状況，あるいは対象

を全校でやるのか，学年なのかといったようなことを工夫しながらやっていくことも重

要だろうと思っております。 

志々田委員： 不登校の御説明にあった，子供が登校する前に親が出勤をしていくという，いろいろ

な状況があるのでそれがイコール悪いと思っているわけではないのですが，本県の場合，

それについてどれぐらいの割合かというのは取っておられますか。 

山垣内豊かな心育成課長： 数字については，把握できておりません。これは市町教育委員会等からの聞き取りの

中で，こういった状況があるというものを把握している状況です。 

志々田委員： 子供たちの早寝早起き朝ごはん運動の中でもそうですが，朝食の欠食児童とか，それ

から，学校に行くのに親が起こすかどうかとか，朝の子供と親との関係性というのがい

ろいろ議論されているところなので，恐らく不登校の一つの原因にもなると思います。

親と家庭，子供たちにアンケートをとったりすることもとても大事かもしれませんが，

生徒指導の問題はやはり家庭の状況とか，家庭の問題もあるので，どれぐらいそういっ

た家庭に課題があったりだとか，親御さんの意識みたいなものがどうなのかということ

もセットにしながら，生徒のアンケート，学校側の認識，それから保護者のアンケート

みたいなもので比較できると，もう少し具体的に課題が見えてくるのかなということを

思ったりしたのですけれども，それをやっている学校はあるでしょうか。 

山垣内豊かな心育成課長： こういった生徒指導上の諸課題の解決という目的ではないかと思いますけれども，生

活アンケート，あるいは授業評価のアンケートの中で，先生の評価，生徒の評価，親の

評価といったような中に，生徒指導であったり，学習の指導の仕方であったりというも

のはありますけれども，今志々田委員がおっしゃったような視点でのアンケートという

のは少ないのではないかなと思っております。今後また，長期欠席も増加しているとい

う状況がございますので，どういった形の調査，把握ができるか分かりませんけれども，

その辺は検討していきたいと思います。 

細 川 委 員： 中学校での評議員会などに参加すると，この不登校の問題，不登校の数が一定数おら

れる。それがよく聞くと，毎年そうですが，小学校から上がってこられた不登校の子供

さんは，そのまま不登校になっておられる。ということは，この７ページの表によると，
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平成28年度の719人が減るとすると，中学校の数もまた減るのだと思うのです。という中

で，小学校段階における不登校をいかに減らすかということが大変重要なところではな

いかと思うのですが，この辺の，県教委として市町教育委員会への御指導の方法と言い

ましょうか，何かお考えをお聞かせいただければと思います。 

山垣内豊かな心育成課長： 小学校の不登校の増加への対応というのは，非常に重要だと思っております。特に学

年進行による不登校の児童の変化，昨年度，小１から小２，小２から小３という変化を

見てみますと，低学年の不登校が増えているという状況がございます。そういった低学

年のときの不登校というものが家庭の押し出し，幼児教育の幼児の段階からの積み上げ

の中で，結果として増えているのか，入学して以降の取組で十分でない部分があるのか，

その辺りの低学年のところをより重要視していく必要があるのではないかと現在分析し

ておりまして，その辺を中心に，これまでも指導してきたところでございます。 

細 川 委 員： 御指導の中身とか，具体的には何かあるのでしょうか。 

山垣内豊かな心育成課長： 不登校の要因というのは様々ございますので，個々の状況をしっかりと把握するとい

うことが重要だと思います。また，それを個々状況が違うから取り組めないのではなく

て，こういった視点については全ての児童生徒の状況について把握しましょう，いわゆ

る個別の指導計画を作るに当たって，個々の特性，あるいは家庭環境，学習の状況等を

しっかりと把握した上で，校内で取組の方向，アセスメントをした上で進めていただく

ということについては，小学校も中学校も高等学校も同様にしております。その際，ス

クールカウンセラー，スクールソーシャルワーカーを配置している学校においては，学

校だけではなくて，関係機関の意見も聞きながら進めていくというのが一般的な取組の

状況でございます。 

細 川 委 員： この小・中・高で不登校の状況にある児童生徒に対する御対応というか，支援という

か，その辺のところは各学校ともしっかりできているのでしょうか。 

山垣内豊かな心育成課長： どこまでやれば十分というのはないとは思いますけれども，やはり学校へ登校できて

いないということについては重く受け止める必要があろうかと思います。様々な状況，

不登校も遊び非行型，反社会的なものもあれば，いわゆるひきこもりという非社会的傾

向の子供たちもいます。それぞれの子供たちの状況に応じた支援をしていく必要がある

と考えております。 

細 川 委 員： もう一つ，５ページの特別支援学校のいじめについてでございますが，一喜一憂して

はいけないのでしょうけども，せっかく減ってきたものが，平成28年度に15件とまた少

し増えたようにも思えますが，この辺のところの御対応はいかがでしょうか。 

山垣内豊かな心育成課長： 学校数が少ないということで，認知した件数が上下するということはあろうと思いま

すけれども，これは積極的に認知した結果だと考えておりますので，更に積極的に認知

して，初期の段階からしっかりと取り組むということは，特別支援学校においても進め

ていきたいと思っております。 

下﨑教育長： 不登校について，先ほど「中１ギャップ」ということがありましたけれども，今，小

中一貫教育校なり，義務教育学校が増えています。そこが中学校の件数にどう影響して

いるかということは分かりますか。 

山垣内豊かな心育成課長： 個別に義務教育学校についての数値は今ございませんので，またそういったところも

分析をしていきたいと思っております。 

細 川 委 員： ８ページの中途退学ですが，ここは国公私立学校の数になっておりますが，公立のみ

の数字というのはあるのですか。 

山垣内豊かな心育成課長： 最初に御説明いたしましたように，公立のみの数字につきましても把握はしておりま

すけれども，国が公立という縛りで都道府県別に出しておりませんので，今年度につき

ましては，公立だけという数字の公表は難しいという状況でございます。 

志々田委員： ということは，国がどこまで公表するのかということとは別に，教育委員会としては

持っているということですね。プラスして，市町ごとにも全部統計はあって，傾向は分

かるということですね。 

山垣内豊かな心育成課長： はい。 

下﨑教育長： 市町別又は国公私立別，それぞれの数値がありますので，それに対しての分析，対策

というのはしていくということですね。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 

（ な     し ） 

 



 17 

下﨑教育長： 以上で本件の審議を終わります。 

 

報告・協議５ 「特別支援学校就職サポート隊ひろしま」推進企業の表彰について  

 

下﨑教育長： 続いて，報告・協議５，「特別支援学校就職サポート隊ひろしま」推進企業の表彰につ

いて，西岡特別支援教育課長，説明をお願いします。 

西岡特別支援教育課長： 「特別支援学校就職サポート隊ひろしま」推進企業の表彰について御説明いたします。 

 別紙の「１ 表彰制度の趣旨」を御覧ください。企業との連携，協力による職業教育

の充実を図るため，平成26年11月から「特別支援学校就職サポート隊ひろしま」という

登録制度を作り，支援企業の募集を行い，今日現在の登録企業数は238社となっておりま

す。この「特別支援学校就職サポート隊ひろしま」に登録した企業のうち，特別支援学

校高等部生徒の働く力の育成及び就労促進に著しく貢献した企業について，その功績を

たたえ，表彰することで，特別支援学校の職業教育の充実と雇用企業の増加に資するこ

とを目的として表彰を行うものでございます。 

 職場見学や職場実習などの受入れや，特別支援学校技能検定への協力など，企業のサ

ポート実績を把握，点数化し，その合計点が一定の基準に達した企業を表彰いたします。

県内の特別支援学校と企業の連携状況などの調査を行った結果，今年度は，株式会社ラ

トリエ・ドゥ・ボナペティ様，株式会社チャレンジドパーソン様，マツダ株式会社様の

３社を表彰することといたしました。表彰式は，12月９日（土）に開催される「ヒュー

マンフェスタ2017ひろしま」の広島駅南口地下広場会場において行い，県教育委員会か

ら表彰状をお渡しいたします。 

 今後もこの企業表彰を継続実施し，広く周知することで企業の登録促進や就職支援の

充実を図り，特別支援学校高等部生徒の更なる就職率向上に努めて参りたいと考えてお

ります。 

 以上で説明を終わります。 

下﨑教育長： ただ今の説明に対しまして，御質問又は御意見がありましたら，お願いいたします。 

志々田委員： この取組は昨年度からですね。今年で２回目で，昨年度は確かフレスタさんだったと

思うのですけれども，今回の，マツダは車を作っている会社なので分かるのですが，上

二つのＡ型事業者さん，主にどんな会社なのかということを教えていただけますか。 

西岡特別支援教育課長： 株式会社ラトリエ・ドゥ・ボナペティ様でございますが，こちらは菓子作りなどをさ

れているところで，就職した卒業生の業務内容としては，商品のシール貼り，箱折り，

施設外就労先での軽作業などがあると聞いております。また，株式会社チャレンジドパ

ーソン様でございますが，事業内容はビルメンテナンス，清掃でございます。 

近 藤 委 員： 表彰企業についてですけれども，上二つについては，福祉施設というか，元々障害者

の方に対する就労の支援というか，そういうことを目的とした企業ということになるの

ですか。 

西岡特別支援教育課長： 就労継続支援Ａ型事業所というものがございまして，こちらは通常の事業所に雇用さ

れることが困難であるが，雇用契約に基づく就労が可能である者に対して，雇用契約の

締結等による就労の機会の提供，生産活動の機会の提供，その他就労に必要な知識，能

力の向上のために必要な訓練などの支援を行う事業所として設定されております。 

近 藤 委 員： この「就職サポート隊」の登録企業として，こういった就労継続支援Ａ型事業所のよ

うな企業と，マツダとかフレスタとかという企業の割合というのは，どれぐらいの規模

というか，登録の実態というのでしょうか，その辺りのところを教えてください。 

西岡特別支援教育課長： 今日時点で238社に登録していただいていると御説明しましたが，業種別にいたします

と，医療，福祉が75社，製造業73社，卸売業，小売業が30社となっております。 

下﨑教育長： そのうち，Ａ型事業所は幾つあるのですか。 

西岡特別支援教育課長： 申し訳ありません，その数については今手元に資料がございませんので，また改めて

御説明いたします。 

細 川 委 員： 産業界としては，こういう登録企業になりたいということで，もっと輪を広げていく

べきであろうと考えるところですけれども，まだまだ周知が足りていないのかなという

気もしております。その辺のところは折に触れ，産業界の方にＰＲをしていただきたい

と思います。 

 お伺いしたいのは，その下の表彰制度のところで，一定期間継続してというのは，大

体おおむねどれぐらいの期間と思えばいいのかということと，「２」に書いてあります，
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合計点が定めた基準点に達した企業が表彰されるということで，この辺のところが，私

達経済人としたら具体的にはどうなのだろうと。表彰されるには難しいぐらい頑張らな

いといけないのかなと思うところなのですが，御説明いただけますでしょうか。 

西岡特別支援教育課長： 一定期間というところで申し上げますと，例えばラトリエ・ドゥ・ボナペティ様であ

りますと，登録が平成27年１月でございます。そこから本年３月末までの間でカウント

しております。それから，マツダ様の場合ですと，平成28年４月に登録をしていただい

て，本年３月までの実績を評価させていただきました。点数制についてですけれども，

職場見学，職場実習などは受け入れた生徒人数１人当たり１点，技能検定の協力につき

ましては，審査員などの協力を行っていただいた日数１日当たりで５点，雇用した卒業

生の人数１人当たり５点というように計算をしております。例えばマツダ様の場合でご

ざいますと，職場見学，就業体験，職場実習について，およそ１年間で，延べ生徒数280

人を超える受入れをしていただき，卒業生18人を雇用していただいております。 

下﨑教育長： 点数的にはどれぐらいの点数で表彰の対象になっているのかということは。 

西岡特別支援教育課長： 申し訳ございません，この点数についても，改めて御説明いたします。 

下﨑教育長： 期間は１年以上ということなのですね。 

西岡特別支援教育課長： はい。 

下﨑教育長： ほか，いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（ な     し ） 

 

下﨑教育長： 以上で本件の審議を終わります。 

 

西岡特別支援教育課長： 先ほどの御質問についてお答えいたします。 

まず，登録企業のうちのＡ型事業所でございますが，これは238社のうち19社でござい

ます。それから，評価の基準でございますが，200点を基準としておりまして，今回は３

社表彰しますけれども，221点から374点の間でございます。 

近 藤 委 員： 関連して，Ａ型事業所ということであれば，そもそも障害者の就労活動について支援

しようというのが主たる目的の企業体なのだろうと思いますので，この19社というのは，

広報をすればもっと増えていく可能性はあると思っていいのですか。 

西岡特別支援教育課長： 広報については，県教育委員会の方でパンフレットを作りまして，ホームページに掲

載しておりますほか，各学校に就職支援教員であるジョブ・サポート・ティーチャーを

配置しております。ジョブ・サポート・ティーチャーや学校の職員が企業を回ったりす

るときに，併せてこれの周知を図っていただいているところです。細川委員からもあり

ましたけれども，これがどんどん増えていくということが障害者雇用に関心のある方，

企業を増やしていくということにつながると考えておりますので，今後とも周知してい

くことに努めたいと思いますし，Ａ型ももっと増えていくものと思っております。 

 

報告・協議６ 平成29年度広島県児童生徒の体力・運動能力調査結果速報について  

 

下﨑教育長： 続いて，報告・協議６，平成29年度広島県児童生徒の体力・運動能力調査結果速報に

ついて，小原スポーツ振興課長，説明をお願いします。 

小原スポーツ振興課長： 平成29年度広島県児童生徒の体力・運動能力調査の結果の速報がまとまりましたので，

御説明いたします。 

 まず，資料の１ページをお開きください。「Ⅰ調査の概要」でございます。この調査は，

６歳から17歳までの県内公立学校の全児童生徒を対象に，本年４月から７月にかけて実

施いたしました。この調査の趣旨は，本県児童生徒の体力・運動能力の現状を明らかに

するとともに，体力向上に向けた取組を推進するための基礎資料とするものでございま

す。調査の内容は，中ほどの表にあります新体力テストのテスト項目の測定，「（２）児

童生徒アンケート調査」及び「（３）学校質問紙調査」の三つでございます。 

 ２ページのグラフ１から３を御覧ください。これは，平成23年度から29年度の体力合

計点平均値の推移を表したものでございます。体力・運動能力の総合評価の指標である

体力合計点の平均値から見た小学校第５学年，中学校第２学年，高等学校第２学年の体

力は，向上傾向であることがこの表から分かります。 

 続いて，３ページを御覧ください。これは，テスト項目ごとの測定結果を前年度と比
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較したものでございます。前年度以上の項目を二重丸，下回っている項目を黒三角で表

しております。表の下から２行目，右から２列目に166という数字がございます。これは，

204のテスト項目のうち166項目，割合にして81.4％が前年度以上となっており，広島県

の児童生徒の体力は向上傾向になっております。しかしながら，先ほどのグラフ３を見

ていただいても分かるように，性別，年齢別に見ると，特に高校生，15歳から17歳男子

で前年度を下回っている項目が増加いたしました。 

 続いて，７ページを御覧ください。７ページからは，児童生徒アンケート調査の集計

結果と平成29年度の県調査結果及び平成28年度の全国調査結果の体力合計点との関係を

比較しております。全体の傾向といたしましては，近年余り変わりはございません。ち

なみに，運動・スポーツの実施頻度，これは小学校でいえば７ページ，中学校でいえば

10ページ，高校生は13ページ，この下に（イ）というのがございますけども，これを見

ていただくと，やはり運動，スポーツの実施頻度が高い児童生徒は，体力合計点が高い

といった結果が出ております。 

 次に，18，19ページの表は，年齢別各テスト項目の県平均値の４年間の推移をまとめ

たものでございます。22，23ページは，小学校第５学年，中学校第２学年の市町別各テ

ストの項目の平均値の一覧を載せております。また，24ページ以降は，学校質問紙調査

の回答をまとめたものでございます。詳細につきましては，後ほど御覧いただければと

思います。 

 今年度の調査結果を踏まえて，各学校において作成している体力つくり改善計画に，

今年度の県平均値との比較等を反映させ，改善計画の見直し，修正を行うとともに，今

後も引き続き児童生徒の実態に応じた，体力向上に向けた取組を推進していくこととし

ております。 

 説明は以上でございます。 

下﨑教育長： ただ今の説明に対しまして，御質問又は御意見がありましたら，お願いいたします。 

志々田委員： 体力が徐々に上がってきているというのは大事なことだと思うのですが，このアンケ

ートの結果としては，運動部との兼ね合いというか，スポーツクラブも含めてですが，

運動している子の運動能力が高まっていくのはすごく当然のことで，そうでないとやり

がいもないと思うのですけれども，それは学校の部活動なり，何か特別なことをやって

いる。そうではない，運動部ではなく文化部，もしくは何かそういう特別なことをやっ

ていない子の体力がどれぐらいなのかということも重要かなと思います。平均だと，す

ごくできる子たちに引っ張られていくので，全国からすると広島県はどうやら運動部の

所属の割合も高いようですし，小学校のときのスポーツクラブの所属も高いようですの

で，そこへ引っ張られている可能性があるので，それを抜くと言ったら変ですけども，

それ以外の児童生徒の体力というのはどうなのかということが分かるような統計のとり

方はしているのでしょうか。 

小原スポーツ振興課長： 運動部以外の子供の状況が分かるデータということでございますけれども，その点に

ついては，統計上のいわゆる調査はしておりません。そこは各学校において，先生方が

そういう運動部以外の子についての体力を伸ばすための指導等は日々やっているものと

思いますけれども，調査数値についてはございません。 

志々田委員： 今持っているデータで，統計的にはとることができる，分析することは可能ですよね。 

小原スポーツ振興課長： 個々の数字を見れば，数字はとっていると思います。 

志々田委員： 部活動の問題というのがずっと議論になっていることはよく御承知だと思うのですけ

れども，子供たちの体力を伸ばしていくときに，部活動で引っ張っていくという考え方

もあるのかもしれないですけれども，やはりそうではない普通の体育の授業でどれぐら

い子供たちの体力を保持したり，伸ばしたりということを考える視点が必要なのかなと。

これだと，体力を伸ばすのなら運動部に皆入ればいいという議論にもなりかねないので，

学校の授業の中で，どれぐらい子供たちの体力を伸ばせているのかということを見る指

標が必要かなと思って御質問したのですけれども。 

小原スポーツ振興課長： 指標については先ほど申しましたけれども，具体的には，やはり授業の中で子供たち

の体力，運動能力を付けていくというのが一番だと考えております。そのため，県教育

委員会としましては，指導者の指導力の向上，あるいは学校の組織的，計画的な取組，

体力向上への意識付けということで，例えば代表的なのが，小・中学校におきましては，

体力つくり推進リーダー，平成25年度から３年間で全県を回るというものを続けており

ます。その中で，その研修会では，多くの全国平均を下回る状況と，それを県が重点強

化種目という形で，握力とか50m走についての具体的な指導方法とか，実践事例を紹介す



 20 

る。あるいは，平成27年度に小学校の体育科で走り方指導ハンドブックを活用した実技

研修もしております。加えて，各学校において体力つくり改善計画というものを作成さ

せ，ＰＤＣＡサイクルに乗って，年間を通して組織的，計画的に課題解決に取り組むと

いうことをやっているところでございます。 

志々田委員： しつこいようですが，子供たちの体力を伸ばしていくということについて，このまと

め方を見ると，資料の後ろに運動部とかスポーツクラブの分析がわざわざ出てくるわけ

です。私は，一人の子供の体力がどれぐらい伸びたかということが重要だと思うのです。

全体的に広島県の子供たちの体力が上がったということではなくて，運動が苦手だった

とか，あまり得意ではない子も，体力をどれぐらい付けているのかという細かな分析が

要るのかなと。分析の仕方も，平均が上がればいいように見えるのです。しかも，運動

部をやっていると高いわけで，何か資料のまとめ方として，広島県の子供の全体の体力

を上げていくという視点とすると，もう少し違うまとめ方があるのではないかなという

ことを思いながら見たので，その辺りがきちんと見られているのかなと。今お答えいた

だいたのでも，少し疑問が残ります。 

小原スポーツ振興課長： 例えば８ページの，まず小学校でいえば，１日の運動・スポーツ実施時間の多い児童

の体力合計点というのがあり，中ほどに実施時間について30分未満の理由ということで，

運動をなかなかしていない子の30分未満の理由等を見ますと，男子のところでいえば，

２番目に運動が好きではないというのがございます。その子たちをいかに運動好きな子

にするか，楽しくスポーツができるか，そういう取組を各学校の先生方は，授業改善と

いう形で日々取り組んでいただいて，県教育委員会からもそのようにやっていただきた

いという指導をしている状況でございます。 

志々田委員： その成果を，データとして見たいのです。つまり，運動が好きではないとか，得意で

はないと言っていた子たちも，これぐらい伸びていますということが分かるデータとか，

どういう指導をしたのかということも併せて，そういうことが分かると，資料としては

納得できるので，少なくとも今ここに並んでいるのは，どの項目もスポーツをたくさん

やる子の方が高い，好きな子の方が高いので，広島県の子たちは体力が高いと言ってい

るように，データとしては見えるのです。なので，もう少し細かな分析が要るのではな

いかなと思いました。以上，感想です。 

小原スポーツ振興課長： 一つは，全国の子供の体力，運動能力との比較という視点で調査，分析をしていると

いうのがございます。委員が言われるように，苦手な子がどれだけ伸びたかというのは

大変重要な指標だと思っております。そのデータは研究していきたいと思います。 

下﨑教育長： 体力，運動能力の表彰をしていますよね。個人だけではなくて，学校で。そのときに，

優秀なだけではなくて，伸び率の高い学校を表彰していますよね。それは学校総体とし

て，何らかの取組をしたことで伸びたということを評価して，それを広めようと。例え

ば小学校では，業間の時間を使って一斉に運動するとか，何とかの遊びを取り入れてや

るとかということを取り組んだ学校を表彰して，奨励をしていますよね。それは，そう

いうことに当たるのですか。 

小原スポーツ振興課長： 伸び率が高く，各学校個々の活動として，そういう学校全体が伸びたということで奨

励賞として表彰しているというのは，今やっているところでございます。 

細 川 委 員： アンケートの一番最後の，テレビ視聴時間が短いと体力合計点が高いというのは，因

果関係ではなくて，相関関係みたいな気がするのですが，テレビを見ずに運動しようと

いうことなのでしょうか。 

小原スポーツ振興課長： 直接テレビを見ないから運動しているという質問の仕方はしてないということで，そ

のように捉えることができるという表だと思います。 

細 川 委 員： テレビと運動能力というのは，なぜこういう質問をするのかなというのが，スポーツ

の面で理解に苦しむところもあるので，整理の仕方として，教えていただきたかったと

いうことでございます。 

下﨑教育長： これは，全国がこういう調査をしているということですか。 

小原スポーツ振興課長： そうです。 

下﨑教育長： それに合わせて県の調査をしているということですよね。これは，今言われるように，

因果関係というより，相関関係ではないかという質問だと思います。もう少し分析が必

要かなと。 

志々田委員： こういうクロス集計を出すこと自体，全国一律にやっていることですか。それとも，

この報告自体，文科省が出せといって集めているのですか。 

小原スポーツ振興課長： 全国の調査は，スポーツ庁が体力・運動能力調査という形でやっております。広島県
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の場合は独自の取組で，全ての学年についてやっておりますが，質問項目は一緒でござ

います。 

志々田委員： つまり，こういう子供たちの生活状況調査も含めて，朝御飯を食べているとか，テレ

ビをどれぐらい見ているとか，いろいろなことが出ているのだと思うのです。それと，

体力とをクロス集計したものを全国も取っているし，広島県も取っている。今回集めた，

いろいろなクロスデータがある中で，ここに入れたものというのは，県教委として選ん

でいるわけですよね。それとも，こういうものを作りましょうとスポーツ庁が言ってい

るのですか。 

小原スポーツ振興課長： 調査内容，集計方法は，同じでございまして，全国と県を比較しているというように

やっております。 

志々田委員： いろいろな項目があって，いろいろな体力の調査があって，そこをクロス集計してい

くわけですよね。でも，それはたくさんある中で，わざわざテレビとスポーツの体力の

関係を出してきたのはなぜか。それは，そういうのをやれとスポーツ庁が言っているの

ではなく，この項目というのは意図的に広島県でまとめるときに選んだ項目ではないの

かなと思うのですけれども。 

下﨑教育長： 全国の項目があって，それと全く同じものを出しているのか，広島県としてセレクト

して出しているのか，どうですか。 

小原スポーツ振興課長： 速報版でございますので，セレクトして出しております。 

下﨑教育長： では，広島県の意図が入っているということ。つまり，選んだ意図が入っているとい

うことですね。その辺に課題があるのではないかという指摘です。 

菅 田 委 員： ちなみに，テレビに関してですけれども，他にテレビゲームとかというのは調査項目

にあるのですか。今は逆に言うと，テレビを見るより，そちらの方に時間を取られる子

供の方が多いと思うのですけれども。 

小原スポーツ振興課長： 今すぐは分かりませんので，調べて御報告します。 

細 川 委 員： これは積極的な意見ですけれども，地元の学校が，例えば為末さんとか木村さんとか

に来ていただいて，走り方のレクチャーを受けます。それが走る前に50m走が何秒だった

かを測っておいて，教えていただいた後にどうなったかというのを測ったら，向上して

いる，タイムが速くなっているのです。やはりそういう為末さん，木村さんのようなオ

リンピック選手の方に技術を教えていただくということが，例えばここでいう50m走の体

力の向上というか，記録の向上につながっていて，こういう取組というのは，どこの学

校でもやっていただきたいと。予算のこととか時間的なこともありましょうが，それが

もしかなわなかったら，それを例えばビデオでも撮って，市町教育委員会レベルでまた

流していただいたりして，「ああやって走れば速くなるんだ」ということを広めていただ

ければ，その部分の項目については，いい結果が見込めるのではないかなということを

思うのですけれども，これは意見としてお願いいたします。 

小原スポーツ振興課長： 先ほどの質問のアンケート項目につきまして，これは全国と全く同じ26項目というこ

とで，県としてのピックアップではありませんでした。 

 それと，テレビという項目がありますけれども，ゲームというのもこの中に含めてい

るということでございます。 

下﨑教育長： 全国の項目と同じ項目で，それは全部ここへ載せているということですね。選んでい

るわけではない，全部あるということですね。だから，これは速報ですので，更なる分

析をということになろうかと思います。 

小原スポーツ振興課長： 先ほどの細川委員の走り方教室で，今年度は木村文子さん，尾方剛さん，為末大さん

に御協力をいただきまして，第１回から第７回を10月に，七つの小・中学校で実施して

おります。確かに本物の走りを見ますと，子供たちのモチベーションも上がりまして，

成果が出ていると。それを近隣の学校にも紹介して，先生方に来ていただくという取組

をしておりまして，各学校へ持ち帰って指導に役立てているということでございます。

ビデオということは，今は確かにやっておりませんので，それは検討できればと考えま

す。 

下﨑教育長： ほか，よろしいでしょうか。 

 

（ な     し ） 

 

下﨑教育長： 以上で本件の審議を終わります。 

続いて，先ほど公開しないと決定した議案について審議を行いますので，傍聴者の方
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は退席してください。 

 

（15:28） 

 

 

【非公開審議案件】 

 

第２号議案 広島県文化財保護審議会の委員の任命について  

 

 広島県文化財保護審議会の委員の任命について，審議の結果，全員賛成により原案どおり可決した。  

 

第３号議案 広島県文化財保護審議会の特別委員の任命について  

 

広島県文化財保護審議会の特別委員の任命について，審議の結果，全員賛成により原案どおり可決

した。 

 

（15:37） 

 


