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平成３０年第８回教育委員会会議録 

 

日  時  平成３０年７月２６日（木）午後２時３０分 開議 

場  所  尾道市教育会館２階 会議室 

署名委員  豊田委員 

 

              午後２時30分 開会 

 

○佐藤教育長 定刻になりましたので、ただいまから第８回教育委員会定例会を

開きます。 

  本日の会議日程は、お手元に印刷配付のとおりです。 

  本日の会議録署名委員は、豊田委員を指名いたします。 

これより日程に入ります。 

  日程第１、業務報告及び行事予定を議題といたします。 

  業務報告及び行事予定のうち、重要な項目がありましたら、順次報告をお願

いします。 

○川鰭庶務課長 教育長、庶務課長。庶務課に係ります業務報告及び行事予定に

ついて御説明を差し上げます。議案集の１ページをごらんください。 

  まず、業務報告でございます。７月24日、第２回東部教育事務所管内教育長

会議が開催されております。本日、教育委員会の定例会でございます。なお、

先月の教育委員会会議の中では、７月12日、女性教育委員グループ総会につい

て中田委員及び豊田委員が出席を予定させていただいておりましたが、豪雨災

害によりまして中止となっております。豪雨災害に関しましては、後ほど一括

して説明をさせていただきますので、この場では割愛させていただきます。 

  行事予定でございます。７月30日、教育委員会事務点検評価学識経験者会議

を予定しております。これにつきましては、後ほど簡単に説明をさせていただ

きます。次回の教育委員会定例会は、８月23日を予定しております。以上でご

ざいます。 

○安藤主幹（学校施設整備担当） 教育長、学校施設整備担当主幹。学校施設整

備に関する業務報告及び行事予定について御説明をさせていただきます。議案

集２ページをお開きください。 

  まず、業務報告です。６月27日から小中学校空調設備等整備業務の設計・施

工業務を委託し、現在工事を進めております。これは、６月26日に市議会の議

決承認をいただきましたので、翌日からを工期として進めているものです。関
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連しまして、７月１日から空調設備等の監理業務を委託しております。電気ヒ

ートポンプ方式の31校に加え、今後入札予定のガスヒートポンプ方式の８校を

含めまして計39校の設計内容の承認、そして施工監理を業務委託の対象として

おります。 

  次に、７月６日、小中学校及び幼稚園敷地内のブロック塀の安全点検調査を

実施したところです。教育委員会では、安全点検については大阪府北部での地

震発生後の６月19日から22日までの間に外観上による目視点検を実施したとこ

ろです。このたび建築課の技師による鉄筋の状況、基礎の状況、そしてひび割

れ、傾きなどを含めたより詳細な調査を実施しました。７月６日以降も、引き

続き建築課の技師による安全点検、調査を予定しておりましたが、西日本豪雨

災害の発生によりまして調査は現在延期となっております。 

  次に、７月17日から来年３月29日までを工期として向島中学校南校舎の解体

撤去工事を行います。この工事は、向島中学校南校舎の建て替えにあたりまし

て、既存の鉄筋コンクリート造３階建ての校舎の解体撤去を行うものでありま

す。スケジュールとしましては、今後８月の下旬頃までに北校舎に南校舎の機

能を移転しまして、９月から解体撤去作業に着手し、建物内部、校舎本体、外

回り、基礎の解体撤去、整地作業を行い、来年の３月には完了の予定です。そ

の後の校舎の建て替えにつきましては、来年２月の市議会の定例会に鉄筋コン

クリート造２階建て、延べ床面積約1,867平方メートルの工事請負契約の締結に

係る議案を提出させていただきまして、平成31年度末の完了を目指しておりま

す。 

  次に、行事予定については記載のとおりです。以上です。 

○内海生涯学習課長 教育長、生涯学習課長。生涯学習課の業務報告並びに行事

予定を御報告いたします。３ページをごらんください。 

  まず、業務報告でございますが、７月21日から22日、尾道市子ども会のキャ

ンプ講習会を行っております。場所は神石高原町、１泊２日でキャンプを行

い、子供51人、育成者が38人参加しております。猛暑ではございましたが、具

合の悪くなる子はいなかったという報告をいただいております。 

  次に、行事予定につきましては、８月１日と５日、今治市・尾道市のスポー

ツ交歓大会を予定しております。小中学生を対象として、姉妹都市である今治

市とスポーツを通じた親善を行っております。軟式野球、サッカー、ミニバス

ケットポールの３競技の交流会を行う予定としております。８月19日に、第７

回目となりますおのみちキッズフェスタをむかいしまココロで行います。 

  続いて、４ページ以降で、図書館について指定管理者から報告のあった事業
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の報告をいたします。まず、業務報告としまして、全館に共通した行事として

夏休み恒例企画の読書感想文講座を各館で行いました。中央図書館では46人、

御調では21人、因島では８人の参加がありました。今後、瀬戸田と向島でそれ

ぞれ７月28日と29日に開催の予定です。なお、断水期間中は、図書館全館を

10時から12時まで開館時間を短縮して事業実施をいたしております。また、断

水のため、７月14日、15日に予定していた中央、因島、向島のおはなし会など

を中止としております。 

  中央図書館の業務報告につきましては、４ページに記載のとおりですが、７

月14日、おはなし会・えいが会と川柳教室、子ども茶道教室、それから７月

15日の古文書に親しむ会については、断水によりやむなく中止としておりま

す。資料の修正が間に合っておりません、申しわけございませんが削除をお願

いいたします。行事予定につきましては、８月19日におのみちキッズフェスタ

に協賛をいたしまして、おのみち民話紙芝居を行う予定としております。 

  次に、５ページ上段でございます。みつぎ子ども図書館の業務報告につきま

しては、７月10日から13日に御調中学校２年生の職場体験学習を行いました。

行事予定につきましては、記載のとおりです。 

  次に、５ページの下段です。瀬戸田図書館の業務報告につきましては、記載

のとおりです。行事予定につきましては、８月21日から24日に瀬戸田中学校の

職場体験学習を行う予定です。 

  続きまして、６ページです。因島図書館の業務報告につきましては、記載の

とおりですが、こちらも７月14日土曜日のおはなし会、それから７月15日日曜

日のライブｉｎ図書館については中止としております。こちらも削除をお願い

できればと思います。行事予定につきましては、７月29日と８月４日に小中学

生を対象とした夏休み自由研究講座を行います。 

  次に、７ページをお願いいたします。向島子ども図書館の業務報告につきま

しては、７月５日に福山大学海洋生物学科と連携したワークショップを行い、

向島認定こども園からの園児と保護者64人の参加をいただいております。な

お、７月14日のおはなし会については、断水により中止としております。行事

予定につきましては、８月21日から24日に百島中学校、８月28日から31日に向

島中学校の職場体験学習を行う予定です。以上でございます。 

○加來因島瀬戸田地域教育課長 教育長、因島瀬戸田地域教育課長。因島瀬戸田

地域教育課の業務報告並びに行事予定を御報告いたします。８ページをごらん

ください。業務報告及び行事予定につきましては、いずれも記載のとおりでご

ざいます。 
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  行事予定にありますブロック塀修繕につきましては、重井小学校の外周、因

島南中学校上の駐車場、瀬戸田中学校の自転車置き場の工事を予定しておりま

す。それから、記載はしておりませんが、夏休み工事としまして因北小学校の

空調工事、瀬戸田中学校のトイレ洋式化改修を行います。以上でございます。 

○村上美術館副館長 教育長、美術館副館長。美術館の業務報告並びに行事予定

を尾道市立美術館から順次報告いたします。９ページをごらんください。 

  最初に、尾道市立美術館について御説明します。６月29日から７月26日ま

で、「尾道市立美術館コレクション展Ⅰ」を開催しております。この企画は、

このたび日本遺産追加認定された「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～

北前船寄港地・船主集落～」の構成遺産である当館の所蔵である「尾道浦絵屏

風」を展示するとともに、その他のコレクションの代表的な作家と作品61点を

展覧しております。 

  次に、行事予定でございますが、８月４日から９月16日まで、特別展「折元

立身－昔と今」展を開催します。この展覧会は、昨年夏に代表的なパフォーマ

ンス「パン人間」と「57人の島のおばあさんのランチ」が尾道市内で開催さ

れ、話題となりました現代アートの前線で40年以上にわたって国際的に活動し

てきたパフォーマンスアーティスト折元立身の80年代から現代までに繰り広げ

られた創作の軌跡を映像、写真、グラフィック等約200点の作品で紹介をする展

覧会でございます。展覧会初日の８月４日には、作家本人による特別トークイ

ベントを開催する予定でございます。 

  圓鍔勝三彫刻美術館及び平山郁夫美術館におきましては、記載のとおりでご

ざいます。以上です。 

○小柳学校経営企画課長 教育長、学校経営企画課長。学校経営企画課に係る業

務報告並びに行事予定について御報告いたします。10ページをごらんくださ

い。 

  まず、業務報告についてですが、７月３日と７月５日、広島県東部教育事務

所の定期訪問がありました。その後も定期訪問の予定はありましたが、７月６

日は大雨警報発令、７月９日から17日は災害対応を優先するため、18校を２学

期に延期としております。 

  ７月４日、広島県教育委員会平川理恵教育長が栗原小学校、栗原中学校を訪

問されました。訪問内容は、授業参観と懇談でした。懇談には、佐藤教育長、

杉原学校教育部長、市教委事務局職員、校長、教頭等が参加いたしました。栗

原小学校では、主に学校経営面について、栗原中学校では生徒指導面について

が主な話題となりました。尾道の学校を知っていただくよい機会になったので
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はないかと思っております。 

  申しわけございません、ここで追記をお願いいたします。７月９日月曜日に

臨時校長会議を高須小学校で開催いたしました。今回の豪雨災害対応に関し、

学校再開の考え方等を校長へ示したところでございます。 

  続いて、行事予定についてですが、サブリーダー研修会や学校経営支援室に

よる夏季休業中の学校訪問を予定しておりましたが、各校の学校運営を優先さ

せるため全て中止としております。そのため、行事予定はございません。以上

です。 

○豊田教育指導課長 教育長、教育指導課長。教育指導課に係る業務報告並びに

行事予定について御説明申し上げます。11ページをごらんください。 

  初めに、業務報告です。このたびの豪雨災害の影響により、７月６日以降の

研修会等については中止をしたため、それ以前に行いました次のことについ

て、まずは御報告をいたします。 

  ６月29日、小学校１年生担任研修会を実施いたしました。発達段階に応じた

指導の工夫や、１年生で行っている具体的な指導方法について講話や演習を行

いました。１年生担任として市内各校から参加をしていただきましたので、そ

れぞれに悩みを共有し交流することで、子供たち一人一人の力を伸ばすことや

子供たちが意欲的に楽しく学ぶ学習指導のあり方について意識をすることがで

きました。 

  ７月４から５日にかけて、台湾の台中市から来ました忠孝國小学校と百島小

中学校が交流をしました。１日目は、英語や習字の授業を一緒に行いました。

２日目には、百島の島民の方々も参加をしてくださり、一緒に七夕を飾ったり

折り紙などを体験したり、最後は神楽も披露されるなど島全体で交流をするこ

とができました。言葉も文化も異なる中で、子供同士が工夫しながらコミュニ

ケーションをとり、ともに活動することを通して心を通い合わせることがで

き、とてもよい体験となったようです。 

  あわせて、業務報告の中で記載を忘れていたものがありましたので、２つ御

報告をさせていただきます。１つは、７月20日、いじめ防止対策委員会を行い

ました。現在の本市のいじめの状況について報告をするとともに、今後の対応

などについて御助言をいただきました。７月24日、第４回尾道市教育相談連絡

協議会を行いました。この２つの追加をお願いいたします。 

  続いて、行事予定です。８月３日、おのみち作業検定を尾道特別支援学校と

しまなみ分校を会場に実施をいたします。中学校の特別支援学級に在籍をし

て、検定に挑戦したいと取り組んできた生徒が参加をし、清掃や接客の検定を
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受けます。２回目は12月に計画をしております。 

  同じく８月３日、合唱指導者スキルアップセミナーを小・中学校の音楽担当

教諭を中心に参加を希望する約50名を対象に実施をいたします。今年度も、エ

リザベト音楽大学の折河先生に音楽コンクールの課題曲を中心に指導を受ける

予定にしております。 

  同じく８月３日、ＩＣＴ活用指導力向上研修会を情報活用推進校として指定

しております御調中央小学校を会場に行います。現在、御調中央小学校にはタ

ブレットを配置していることから、タブレットを活用した授業展開などについ

て演習を行い、指導力の向上を図ってまいります。 

  ８月７日と８日に尾道市初任者研修会を行います。尾道市のこれまでの教育

改革や尾道教育みらいプラン２の取組などの講話のほかに、尾道の学習資源を

生かした総合的な学習の時間の単元開発や課題発見、解決学習の単元構想の仕

方を学ぶこととしています。 

  ８月９日、尾道教育研究会全体研修会をしまなみ交流館を会場に実施をいた

します。広島県立教育センターの指導主事より、障害の特性に応じた指導につ

いての講話を聞いた後、國學院大學杉田洋先生より「アクティブラーナーの育

成と日本式人間教育～学習指導要領の改訂を踏まえて～」と題して講演をして

いただく予定にしております。 

  ８月20日、小学校の先生方を対象に新教育課程説明会を尾道市立大学を会場

に行います。参加をする先生方は、総則と各教科等の３講座、合わせて４講座

を受講することになっております。以上でございます。 

○佐藤教育長 ありがとうございました。ただいまの報告について、御意見、御

質問を承りたいと思います。 

  なお、先日の豪雨災害については、この業務報告及び行事予定の後に報告し

ますので、御質問はその際に受けさせていただきます。 

○村上委員 学校施設の件なのですけれども、空調設備が今どのような状態なの

か。何％ぐらい進んでいるのか。あと何年で全部できるのか。要は、普通教

室、特別教室、それと体育館がどうなっているのか。もしわかればお願いしま

す。今、わからないのでしたら、また後日データを示していただきたいと思っ

ております。 

  それと、あと２点。耐震改修工事は、今、どのような状況なのか。もう尾道

は全部終わっているのか。何％ぐらい終わっているのか。それと、トイレの洋

式化。その３つを簡単に説明していただいて、後日何か資料があればお示しい

ただきたいと思います。以上です。 
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○安藤主幹（学校施設整備担当） 教育長、学校施設整備担当主幹。まず、空調

関係の状況です。先ほど業務報告でも触れさせていただいておりますけれど

も、６月27日から空調設備の整備をしておりまして、現在電気ヒートポンプ方

式328校のうち因北小学校、向東小学校、向島中学校、３校合わせて48教室につ

いて８月末までに整備を完了する予定でおります。それ以降、順次ほかの学校

もブロック単位で整備をさせていただく予定でおります。目途としましては、

平成31年８月末には市内の小中学校の普通教室、特別支援学級、それからあと

閉鎖性の高い音楽教室にも空調設備を合わせて40校、449教室整備をさせていた

だく予定でおります。なお、体育館の空調設備の整備につきましては、避難所

に指定されていますが、まだ空調設備の整備計画はないという状況です。 

  耐震化の状況については、30年４月１日現在耐震化率は95.0％です。市内全

体で139棟、対象の建物がありまして、そのうち132棟が耐震性のある建物とな

っております。残り７棟は、先ほども業務報告で触れさせていただきましたけ

れども、中学校では向島中学校の南校舎が１棟残っております。これは、８月

下旬には未使用化とする予定でおりますので残り６棟となります。残り６棟

は、久保、長江、土堂小学校の３校６棟でして、この３校６棟につきましては

現在耐震化の方向性についてそれぞれの現在地、長江小学校につきましては長

江中学校への移転改築という検討を今しているところです。 

  それから、トイレの洋式化につきましては、30年の４月１日現在の洋式化率

が30.0％です。本年度176基の洋式化を進める予定でおりまして、31年４月１日

現在の洋式化率は39.6％の見込みという計画を立てております。あわせて、

31年度に洋式化を行う箇所の設計も本年度別途業務委託をして進める計画でお

ります。概要については以上です。 

○村上委員 体育館は、もうしない方向なのですか。今、外で運動はできないじ

ゃないですか。屋内で運動をすることになると体育館になると思うのですけれ

ども、体育館の空調は、今のところ計画があるのかないのかだけで結構です。 

○安藤主幹（学校施設整備担当） 教育長、学校施設整備担当主幹。現在、空調

設備の計画があるのは、先ほど申し上げました普通教室、特別支援教室、それ

から音楽室です。理科室やそれ以外の特別教室までできればよいのですが、ま

だほかに大規模改修や優先順位の高い施設整備がありますので、現在、体育館

を含めた空調設備の整備計画はできていないという状況です。 

○村上委員 わかりました。 

○佐藤教育長 現在の空調整備は何％で、来年８月末の段階で何％ぐらいになる

かということと、トイレについては、最終的に目指している32年度末で何％に
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なるのかという、全体像が見えるものをまた後日でいいので示していただけれ

ば、皆さんの理解がより深まると思うので、そういう整理をお願いできます

か。またで構いません。 

○安藤主幹（学校施設整備担当） 教育長、学校施設整備担当主幹。トイレにつ

きましては、校舎の各階及び屋内運動場に男子用は１基、女子用は２基、最低

限確保できるよう計画し、平成32年度までに50％のトイレの洋式化を目指して

いるところです。以上です。 

○佐藤教育長 それでは、資料の準備をお願いします。 

○安藤主幹（学校施設整備担当） はい。 

○佐藤教育長 ほかにございます。 

○豊田委員 教育指導課に質問したいのですが、８月３日にＩＣＴ活用指導力向

上研修会が計画されているのですけれども、やはり児童・生徒の興味、関心、

授業へのいざないとか、そういったものを考えたときに、ちょっとしたＩＣＴ

の活用があれば意欲は十分に向上すると思うのです。 

  先日、ある小学校へ行きましたら、１年生の授業だったと思いますが、最初

にプロジェクターで映されていました。そうすると子供たちが引きつけられ

て、そして授業に入り込んでいったという場面を見せていただきました。ＩＣ

Ｔを使ってもっと興味、関心を子供たちが持つ授業をしようということへつな

げていく研修会であってほしいと思います。それと、御調中央小学校ではタブ

レットを使った授業をしておられるのかどうかわからないのですが、ほかの学

校への広がりはどうなのかお尋ねします。 

○豊田教育指導課長 教育長、教育指導課長。最初の御質問ですけれども、ＩＣ

Ｔを使って授業をすることについては、本当に子供たちの興味、関心を引きつ

ける上では大変有効なものだと思っております。ですから、指導技術だけでは

なく授業の中のどの場面で使うと効果的なのかということもあわせて研修をし

ていきたいと思っております。８月３日の研修会では、授業展開について、ベ

ネッセコーポレーションから専門家を招いて、講師をしていただき、その辺も

事前の打ち合わせを行い、効果的な研修にしたいと思っております。 

  他校への広がりですが、８月３日の研修会については、そもそもは御調中央

小学校の校内研修会で行うと聞きましたので、他校の先生についてもこういう

機会を利用して研修してもらうことが必要だと思いまして、教育委員会と一緒

に開催することにしました。また、中学校については、２学期から瀬戸田中学

校へ41台配置することになっております。それぞれ小中学校の情報教育の推進

校として指定しておりますので、この２校を中心に広げていきたいと考えてい



－9－ 

るところです。 

○豊田委員 ありがとうございました。 

○佐藤教育長 ほかにございませんでしょうか。 

○中田委員 熱中症予防対策についてお尋ねします。学校行事については、各学

校で判断されているかと思うのですけれども、全市の基準といいますか指標だ

とか基本など、そういうものはあるのでしょうか。その指導はされているので

しょうか。 

○豊田教育指導課長 教育長、教育指導課長。熱中症対策ですけれども、尾道市

での基準を定めてはおりませんが、県や国からその都度熱中症について気をつ

けるようにという通知が来ておりますので、それを学校に周知をして、子供た

ちの指導に活かすようにしております。また、各学校においては熱中症を調べ

る機械を利用するなどして、国等が示す指標を参考にして基準を設け、これ以

上は屋外で活動しないようするなどの対応を取っております。本市では特に基

準を定めておりませんが、国や県が示している方向性で指導しております。 

○中田委員 そうすると、各校長先生に委ねられているということでよろしいの

ですか。 

○豊田教育指導課長 教育長、教育指導課長。決して各校長先生方の御判断にお

任せするということではなく、判断するに当たってはこういったことに気をつ

けて実施をしてほしいとか、このようなときは中止をしてほしいということは

通知の中等に示してありますので、そういったところで校長先生には御判断を

いただいていると考えております。 

○佐藤教育長 例えば、水温が33度になったプールは泳がせないとか、そういう

ことですか。 

○中田委員 はい、そうです。 

○佐藤教育長 特に決まり事はつくっていないということでいいですか。 

○豊田教育指導課長 教育長、教育指導課長。はい。 

○佐藤教育長 ほかにございませんか。 

○奥田委員 熱中症に関してですが、６月から７月に入りまして熱中症の症状を

訴えた生徒は尾道市にはいたのでしょうか。 

○豊田教育指導課長 教育長、教育指導課長。具体的な数字を今把握しておりま

せんが、熱中症の症状を訴えたということは聞いております。例えば、登校中

に気分が悪くなり、熱中症の症状を訴えて救急車で運ばれたという中学生がお

りました。他には、クラブ活動で少し体調を崩したということも聞いておりま

すが、大きな事故等は聞いておりません。 
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○奥田委員 熱中症の症状で病院に搬送された生徒は、結局何人いたのでしょう

か。 

○豊田教育指導課長 教育長、教育指導課長。済みません。細かい数字を把握し

ておりませんが、先ほど申し上げました中学生が１人おります。 

○奥田委員 そのように、報告で上がってきていることは聞いているから覚えて

いるけれどというシステムではなくて、常に各学校へそういうことがあれば必

ず教育委員会に報告させ、熱中症防止にはこういった指導が必要だとか、それ

を全校に知らせるとか、そういったやりとりが必要だと思うのです。そのよう

にしっかりきめ細かく行っていくことが、組織的な尾道市の教育の内容をつく

ることにつながると思いますので、もう少し組織的にいろいろな情報が上がっ

てくるような運営を考えていただければと思います。 

○豊田教育指導課長 教育長、教育指導課長。現在、病院等へ運ばれた児童生徒

については報告をいただくようになっております。ただ、今資料として整理を

しておりませんので、正確な数字は申し上げられません。先ほどの例について

も報告は上がってきましたので、すぐに各学校に通知をするなど、即時対応す

るよう指導しております。 

○奥田委員 繰り返しますが、そのように何日に何人だったということは、数字

を整理していくことが一番の基本になると思いますので、その対応に気をつけ

ていただければと思います。 

○佐藤教育長 ありがとうございます。インフルエンザはよく対応しているの

で、あのような形で整理をしてください。お願いします。 

○村上委員 熱中症の予防という観点ですが、例えば教室の温度が何度になった

ら授業を中止するとか、体育館の温度が何度になったらそこでの運動は控える

という基準はありますか。 

○豊田教育指導課長 教育長、教育指導課長。何度以上になったら授業を中止す

るという明確な基準はありません。現在、学校では35度ぐらいになっても授業

を行っております。 

○佐藤教育長 ほかにございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤教育長 ないようですので、日程第１、業務報告及び行事予定を終わりま

す。 

  次に、先日の豪雨災害に係る被害及び学校等の状況について、教育総務部及

び学校教育部から報告をお願いします。 

○松尾教育総務部長 教育長、教育総務部長。先日の豪雨では、広島県でも７月
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６日に気象庁から数十年に一度の雨量が予想される場合に発令されます大雨特

別警報が発表され、学校施設、その他の施設について被害が出ておりますの

で、主なものを報告させていただきます。 

  まず、学校施設でございますが、山波小学校の校舎北側の山が崩れまして校

舎１階の一部に土砂が流入するという状況がございました。それから、同じく

山波小学校ですが、グラウンドの南東側の法面が崩れまして、土砂が民家まで

流入してしまうという状況が発生しております。それから、長江小学校につき

ましては、グラウンド東側の斜面が一部崩れ、土砂がグラウンド内に入ってき

ております。それから、吉和中学校につきましては、これもグラウンド東側の

斜面が一部崩れるという状況でございました。 

  これらの学校につきましては、被害規模が少し大きいので、本格的な復旧に

向けては設計等必要な状況でございます。その中で、応急的な措置に取り組ん

でおります。山波小学校につきましては、校舎に入った土砂の取り除きが一応

完了をしているところでございます。それから、グラウンド南東側につきまし

ては、土のうを積むなど応急的な措置をした上で、今後、最終的には生徒たち

が立ち入らないようなフェンスを設置することも含めまして取り組んでいると

ころでございます。それから、長江小学校につきましても少し規模が大きいの

で、まだ最終決定には至っておりませんが、これも応急的に土砂を取り除き崩

れにくい状況をつくっていくという措置を検討しているところでございます。

吉和中学校につきましては、ブルーシートを敷いて、これ以上の崩れが起きな

いような措置をしているところでございます。 

  そのほかの学校でございますが、久保小学校ではグラウンド西側の樹木が倒

木しているという状況でございました。それから、因北中学校では周辺も全て

水浸しになったわけですが、グラウンドが冠水するという状況でございまし

た。あと、高須小学校、吉和中学校、日比崎中学校につきましては、敷地内の

一部が陥没しているという状況でございました。これらにつきましては、久保

小学校の樹木は取り除いておりますし、冠水についても後の処置は一定の対応

をしているところでございます。陥没につきましては、対応が済んでいるとい

うところでございます。 

  そのほかの施設につきましては、旧土生小学校のグラウンドにかなりの量の

土砂が流入している状況でございます。それから、田熊市民スポーツ広場につ

きましては裏山が一部崩れまして、体育館に木が倒れかかってきているという

状況でございます。ただ、この木につきましては、すぐに取り除くとさらに土

砂が崩れてくるという状況でございますので、その対応につきまして今業者等
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と協議をしているという状況でございます。学校を含めて建物につきましては

一部に雨漏りは見られましたが、大きな被害は発生していないという状況でご

ざいます。 

  そのほか、今回の豪雨災害の中では断水の影響が非常に大きく、学校関係に

つきましては授業ができなかったという状況でございました。その他、スポー

ツ施設や圓鍔勝三彫刻美術館などは一時閉館という措置をとらせていただいて

おります。あと、先ほど報告がございましたとおり、図書館につきましては午

前中の２時間の開館が当面続いているという状況がございました。それから、

地域への水の提供ということで学校のプールの水であるとか井戸水、それから

給水が始まった学校の水について、一部地域に提供していましたので、報告を

させていただきます。私からは以上でございます。 

○杉原学校教育部長 教育長、学校教育部長。このたびの豪雨災害に係る市内小

中高等学校の状況について御説明をいたします。 

  まず、児童生徒と教職員の被災状況です。児童生徒のけが等の報告はありま

せん。ただ、自宅に土砂等が流入したため、教科書や学用品などを失った児童

生徒が本日までの把握で２名、また現在確認中のものが14名おります。教科書

等の紛失はありませんでしたが、自宅が被災した児童生徒もおります。ただ

し、正確な人数については現在調査中です。教職員の状況でございますが、教

員１名が自宅への土砂流入により骨折をしております。その他の身体的な状況

についての報告は受けておりません。 

  続きまして、学校の再開状況について御説明いたします。まず、休業につい

ての状況ですが、災害が発生した前日７月５日12時38分、市内に大雨警報が発

令したことから、雨の状況を見ながら児童生徒を保護者の迎えなどにより安全

に自宅に帰宅させる取組を行いました。翌日は、警報が継続していたため、市

内小中学校は臨時休業といたしました。７月７日12時、市内断水が決定し、給

水開始まではかなり時間がかかるという見通しがあったため、小中学校校長会

長との協議を経て７月９日月曜日は急遽臨時休業とすることを決定しました。

その後の学校再開に向けた考え方を整理し、７月９日月曜日に先ほどありまし

たように臨時校長会を開催、その考え方を説明いたしました。 

  学校の再開の条件として市教委が示しましたのは、１つ目が衛生面を考慮し

水道が復旧すること。２つ目が、児童生徒の通学手段が確保されること。３つ

目が、学校施設に安全上の問題がないこと。４つ目が、学習活動を行うのに必

要な教職員が一定数そろうこと。そして、５つ目は、給食のある学校は給食が

できるということを確保することとし、特に水道の復旧、通学路の確保を最低
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限の条件として学校再開を随時決定するという方針を示しました。その結果、

学校再開の状況につきましては、配付させていただきました資料のとおりでご

ざいます。 

  まず、７月10日の火曜日は、断水等の影響がなかった百島小中学校、浦崎小

学校、浦崎中学校の授業を再開いたしました。その後、給水が再開した順に随

時学校を再開し、７月20日までには市内40校のうち38校が再開に至りました。

ただし、最後まで給水が確認できなかった御調中央小学校、御調西小学校につ

いては、現段階では８月６日を次の登校とさせていただいております。また、

資料にはございませんが、尾道南高校は他の近隣の県立高校の状況もあわせ、

７月13日金曜日まで休業といたしました。 

  今後の取組について御説明いたします。まず、今回の被害が非常に甚大であ

ったことから、児童生徒の心理面のケアが必要と考えております。県教育委員

会と連携し、スクールカウンセラーの派遣や他県からのカウンセリングに係る

職員の派遣について現在計画をつくっているところでございます。また、学校

によっては今回の休業により60時間程度の時数が確保できなかったため、夏休

み中の授業実施を計画するなど時数確保に取り組んでおります。ただ、現在災

害級といわれる猛暑の中、登下校を含めての熱中症対策が大きな課題であるた

め、通学路に給水所を設けたり空調のある教室を使って授業を実施する、ある

いは給水時間を小まめにとるといった対応をしております。学校に対しては、

無理な授業実施にならないよう校長会を通じて話をしております。県教育委員

会並びに市教委は、夏季休業中に予定していた研修の中止や見直しを行い、臨

時休業中に予定していた懇談などが実施できるよう調整しております。暑さ対

策を含め、各学校と個別に連携しながら、児童生徒の安全確保と学校の教育活

動の円滑な実施に向け、今後も調整を行ってまいります。 

  １点、児童生徒について御報告いたします。給水所あるいは災害復旧に向け

て、児童生徒が自分からボランティア活動に参加しているという報告を幾つか

受けております。これまで、郷土愛を育むといった取組をしたことがこういっ

た活動につながったことは教育委員会としても大変喜んでおります。私からは

以上でございます。 

○佐藤教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして、御意見

とか御質問があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤教育長 ないようですので、次に平成29年度教育に関する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価報告書について説明をお願いします。 



－14－ 

○川鰭庶務課長 教育長、庶務課長。それでは、平成29年度教育に関する事務の

管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について御説明をさせていただきま

す。 

  お手元に配付をさせていただきます。事務の点検評価報告書でございます

が、報告書と記載しておりますが、案の段階でございますので、案という言葉

がありませんが案でございます。 

  この報告書の位置づけでございますが、改めて説明をさせていただきたいと

思います。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項に基づきま

して、教育委員会は毎年事務の点検及び評価をして、これを学識経験者の知見

を活用した上で議会へ提出、公表をするということを定められております。こ

れに基づきまして、毎年これを作成しているわけですけれども、本市は平成

29年３月に尾道教育総合推進計画を新たに策定をしております。したがいまし

て、平成29年度の報告書というのはこの計画書の初年度に行った施策、事業を

振り返り、それを評価し点検をするという作業になっております。したがいま

して、この報告書が教育総合推進計画の計画をいかに実行してきたか、また評

価はどうだったのか、またそれについて改める点があるかという視点から報告

書を策定しています。平成29年度は計画の初年度に当たるので、スタートがど

うたったのかという報告書であるという認識のもとに策定をしております。本

年４月から策定に当たっており、教育委員の皆様方にも逐次策定状況について

報告し、またいろいろな御助言等をいただいてここまで来たという段階でござ

います。お手元に評価点検シートの新旧対照表をお渡ししておりますが、これ

については委員の皆様から御指摘があったいろいろな修正事項や御意見につい

て取りまとめておりますので、また御一読いただけたらと思います。 

  今後の予定でございますが、先ほど申しましたように来週の月曜日、７月

30日に学識経験者３名をお招きして、評価報告書案について確認をいただき御

議論を経て、学識経験者の意見という形で取りまとめさせていただきます。そ

して、評価報告書案が一応完成するということでございます。この評価報告書

案については、来月開催の教育委員会会議に提出し、そこで御承認をいただけ

ましたら、速やかに議会へ提出をさせていただきますとともに、ホームページ

等で公表を行うことを予定しております。以上、簡単ではございますが評価報

告書について御説明を差し上げました。 

○佐藤教育長 ありがとうございます。委員の皆さん方にも御意見をいただきな

がら修練されたものになってきましたけれども、この内容で７月30日の学識経

験者会議に出させていただくということでよろしゅうございますか。 



－15－ 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤教育長 ありがとうございます。それでは、その他として委員さんから何

か御意見、御質問があれば承りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○村上委員 一点だけ確認なのですけども、小中学校の各教室に温度計はありま

すか。 

○佐藤教育長 ありました。100％かどうかは、わかりませんが、９割方はあった

ように思います。実は、私、今学校を回っています。多少の温度差はあります

が、各学級で管理ができております。 

○村上委員 わかりました。ありがとうございます。 

○佐藤教育長 先ほど村上委員さんから、熱中症対策の関係で基準があるのかと

いう御質問がありました。今、尾道市が置かれている状況でいうと、危機管理

面から見ても対症療法的なものになっていないか。例えば死亡事故が起こらな

い限り何も対策ができないということにもなりかねないので、申しわけないけ

れども、他県でもいいし他市でもいいからそういう基準を設けているところが

あるのかないのか確認してもらえますか。その上で、尾道市はどういう対応が

できるのか、それがどうなのかということもありますけれども、そのあたりは

事務局で調査して一定の把握をしてみたいと思いました。 

  それともう１点。４月の逃走犯のときの家庭訪問についてです。これは豊田

委員さんから御意見をいただいたものですけれども、逃走犯がいるため向島地

域の中学校では行ったけれど小学校においては行っていない。それは、延期な

のか中止なのかという結論が出ていなかったのだけれども、夏の暑い時期では

あるが、何か計画をされているのか把握をしていますか。 

○豊田教育指導課長 教育長、教育指導課長。夏休みに入ったところで御家庭の

要望があれば家庭訪問をさせていただくという話を聞いておりましたが、今授

業をしている学校が多いので難しくなっていると思います。家庭訪問をいつす

るかということについては具体的に把握をしておりませんので、確認をしてみ

たいと思います。 

○佐藤教育長 ほかに何かございますか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤教育長 ないようですが、私からもうひとつ。先般の教育委員会会議のと

きに教科書採択の関係で、図書館での展示を15日ぐらいずつ行うとしていた

が、災害等があったけれども、実際に計画どおり展示はできたのですか。わか

っていることがあれば教えてもらいたいのですが。 

○豊田教育指導課長 教育長、教育指導課長。教科書の展示会でございますが、
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６月20日から中央図書館、瀬戸田図書館で７月４日まで展示しました。こちら

については問題なくできております。７月５日から19日まで、御調と因島の図

書館で展示の準備をして設置したのですけれども、豪雨災害によりまして図書

館が、午前中のみの開館ということでしたので午後からの閲覧が難しかったと

いうことを聞いておりますが、期日については予定どおり15日間ずつ行わせて

いただきました。 

○佐藤教育長 開館が半日だけなので、期日を延ばすことは検討されたのでしょ

うか。 

○豊田教育指導課長 そういう声もあったのですが、その後の選定委員会の日程

も迫っておりましたので、展示期間を延ばすことは難しく、予定どおりの期間

で展示させていただきました。 

○佐藤教育長 わかりました。ありがとうございます。ほかにありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤教育長 ないようですので、以上をもって本日の日程は終了しました。 

  これをもって本日の会議を散会すると同時に、第８回教育委員会定例会を閉

会いたします。 

  なお、次回の定例教育委員会は８月23日木曜日午後２時30分からを予定して

おります。 

 お疲れさまでございました。 

 

              午後２時30分 閉会 

 

 


