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議案第２号

安芸太田町立学校職員服務規程の一部改正につい

て

安芸太田町筒賀児童センター運営管理規程の制定

について

原案可決

原案可決

報 告 協 議 事 項

１ 新型コロナウイルス感染症の対策について

２ 新しい学びプロジェクト全国大会 in 安芸太田について

３ 成人式及び立志式の延期について

４ 令和３年度卒業証書授与式・休校式・令和４年度入学式の日程等につい

て

５ 令和３年度退職辞令交付式・令和４年度辞令交付式の日程について



【 議 事 録 】

日程第１ 開会                       （午前 9時 30 分開会）

教育長）

それでは、今日の議題はお手元のとおりでございます。議案、報告協議のうち公開になじ

まないものがあれば 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。

（意見なし）

無いようですのでこのまま続けさせていただきます。ただし、説明員の都合によりまして、

報告協議１及び２を 初にさせていただいて、そのあと議案に移りたいと思います。

日程第４ 報告協議

教育長）

報告協議１新型コロナウイルスの感染症の対策についてを議題とします。説明をお願いし

ます。

山本主幹）

   （新型コロナウイルスの感染症の対策について説明）

教育長）

   何かご意見ございますか。

清胤委員）

  安芸太田町の児童生徒数が、他の市町に比べて極めて少ないということが、もしかすると

マイナスの要素で捉えられていたかもしれませんが、コロナ禍においてはむしろプラスの要

素になり、3密にはなりにくいということで、素晴らしいことではないかと思います。寒い

地域なので換気が疎かになりやすいと思います。ストーブを焚いて締め切ったままだと、い

くら少人数でも空気の入れ替えは必要であると思うので、安心安全のためにも一時間に一回

は、必ず換気する回を設けるといった決まりを作るのがよいのではないかと思います。

教育長）

他にありますでしょうか。

（意見なし）

教育長）

それでは今お聞きしたことを含めて、コロナ対策をとりながら教育活動を進めてもらいた

いと思います。

教育長）

報告協議２新しい学びプロジェクト全国大会 in 安芸太田についてを議題とします。説明

をお願いします。



免田主幹）

   （新しい学びプロジェクト全国大会 in 安芸太田について説明）

教育長）

   授業研究会の中で、男子児童と女子児童の会話部分を頂戴できますか。

免田主幹）

   加計小学校の４年生の授業を参観された研究者の方から、人間関係が素晴らしいという声

がありました。男子児童が「ねえねえ、僕の話聞いてよ」と言ったら、女子児童が「大丈夫、

聞いてるよ」とすぐ言ったのだそうです。とてもフラットな関係で、かつ自然な形で「聞い

てるよ」と言えるところが素晴らしいです。学習の中身もそうですが、学び合う態度ができ

ており、それが自然と小中高とつながっているというところに感動されていました。

教育長）

他にご質問などありますでしょうか。

清胤委員）

長年の協調学習の積み重ねとオンラインということに関する技術力の高さと、加えて少な

い人数であるからこそ、大きな家族のようになっていると思います。「ねえねえ聞いてよ」と

言うことに対して「大丈夫、聞いてるよ」という返しは、親子の会話のようでもあるし、兄

弟のようでもあるし、家族的な温かさがあると思います。 先端は冷たいというようなイメ

ージを我々は持ちがちですけれども、 先端でありながら温かい授業がなされていること、

それはコロナにも負けていないこと、突然の災難が降りかかってもいつも通りのことができ

ているということが、ご報告を聞いていて私も感動いたしました。こういったことは、子ど

もたち自身もいつも当たり前だと思っているかもしれないけど、全国的に見たら極めて稀

で、ありがたいことであり、町民の方々にもこれだけの授業が行われているということをぜ

ひ知っていただきたいと思います。

教育長）

他にありますでしょうか。

河本委員）

先日、子どもの物を整理していたら、文化祭の発表についてのみんなの作文をまとめたも

のが出てきました。見てみると、下級生の葛藤や同学年同士でもうまく気持ちが伝えられな

い葛藤などを乗り越えてきたということが伝わってきました。一つのテーマについて、いろ

んな目線、いろんな立場でのことがたくさん書かれていました。協調学習でずっともみ合い

ながらやってきたことが 先端などではないところに出ていたと思います。ぱっとできるも

のではないので、協調学習の流れの中で培われたんだなと思います。

教育長）

他の地域の研究内容を見れば、人工知能を活用して子どもたちの学びの様子を判定する、

測定するという表現が多いのですが、我々の場合には、 先端の技術を使って、子どもが話

したことや書いたこと、表情などを先生が自ら見取って先生が確認するというアナログの世

界なんです。道具は先端技術を使っているけれど、作業は極めてアナログで、先生の生身の

ところでつかんでいくという、それが他の町と違うということが大きいかなと思います。



日程第２ 教育長報告

  （以下の項目について報告）

１ 12 月～１月の学校等の状況

① 第 1回準備委員会（12 月 22 日）戸河内小学校

② 第 32 回安芸太田町新型コロナウイルス感染症対策本部会議（1月 7日）Web

③ 【延期】令和 4年成人式（1月 9日）川森センター

④ 上殿・戸河内小学校準備委員会「PTA 部会」（1月 12 日）戸河内小学校

⑤ 新しい学びプロジェクト全国大会（1月 14～15 日）加計小、安芸太田中、加計高校

⑥ 【延期】安芸太田町「立志式」（1月 29 日）川森センター

⑦ 【予定】新学プロジェクト 連絡協議会（1月 29 日）オンライン

⑧ 【予定】令和 3年度新学プロジェクト報告会（2月 5日）東京・オンライン

２ 教員免許更新制、7月に廃止へ 政府が法改正方針

３ 教育データ利活用ロードマップを公表（デジタル庁）

４ 服務規律の徹底について

  ・セクハラ、飲酒運転等の未然防止

  ・交通違反や交通事故の未然防止 追突の加害・被害、一時停止、速度超過

池野委員）

２つありまして、１つはオンラインが当たり前になってきている中、移動時間などをどう

見るかですね。時間的なロスなのか。考えを整理したり、貴重な時間だと思うのか。そうい

う意味でオンラインが当たり前になれば、予算査定もオンラインで済ませることができると

思います。今まで対面を重視している人は、やり取りしないと結論が出ないということがあ

ると思うのですが、今からオンラインが当たり前になれば、教育委員会と本庁の協議がどう

みられるか。

２つ目は、川森にいつまでも教育委員会があり続けるのはどうなのかということです。行

政を進めていくやり方について改めて考える必要があるのではないかという気もします。

教育次長）

教育委員会と本庁との協議をオンライン化ということについてですが、コロナ禍において

は協議等も対面以外の会議が増えています。昨年度の初めから夏頃までは、課長会議等はす

べて Web で行うなどして、まだ実験的なところではありますが進んでいくと考えておりま

す。

また、川森のことですが、来月の教育委員会会議で、予算が入ってから協議をさせてもら

わないといけないと思います。総務課と協議をしていますが、４月から川森は教育委員会が

主体となって直営で行う方針で、予算の査定等を受けている状況になっております。維持管

理に莫大な費用がかかり、修繕しなければいけない部分などもあるので、財政が出している

公共施設の適正管理計画と合わせて、教育委員会だけではなく、財政部局当も含めて今後検

討していかないといけない課題だと思います。

教育長）

  加計高校が将来的に６０人ほどの収容能力が必要となった時に、川森がそういう施設にな



りにくい、会議室を全部使ってもうまくいかないと思っています。水廻りなども新しく作り

ましたけれども、建築してから３０年ぐらい経っており、計画的に管理計画を作っていかな

いといけないと思います。ただ、予算査定は Web でやっていただきたいとは思います。

日程第３、４ 議案、報告協議

教育長）

議案第１号安芸太田町立学校職員服務規程の一部改正についてを議題とします。説明をお

願いします。

林主幹）

   （安芸太田町立学校職員服務規程の一部改正について説明）

教育長）

   何かご意見等ございますか。

    

    （意見なし）

教育長）

それではお諮りします。議案第 1号安芸太田町立学校職員服務規程の一部改正について、

原案のとおり賛成の方は挙手をお願いします。

     （全員挙手）

教育長）

全員賛成です。よって議案第 1号安芸太田町立学校職員服務規程の一部改正については、

原案のとおり可決されました。

教育長）

議案第２号安芸太田町筒賀児童センター運営管理規程の制定についてを議題とします。説

明をお願いします。

教育次長）

   （安芸太田町筒賀児童センター運営管理規程の制定について説明）

教育長）

   何かご意見等ございますか。

    

   （意見なし）

教育長）

   それではお諮りします。議案第 2号安芸太田町筒賀児童センター運営管理規程の制定につ

いて、原案のとおり賛成の方は挙手をお願いします。

    （全員挙手）



教育長）

全員賛成です。よって議案第２号安芸太田町筒賀児童センター運営管理規程の制定につい

ては、原案のとおり可決されました。

教育長）

報告協議３成人式及び立志式の延期についての説明をお願いします。

江川課長補佐）

   （成人式及び立志式の延期について）

教育長）

   大変残念ですけれども、どちらも延期ということで対応させていただきます。何かご意見

等ございますでしょうか。

（意見なし）

教育長）

報告協議会４令和３年度卒業証書授与式・休校式・令和４年度入学式の日程についてお願

いします。

林主幹）

   （令和３年度卒業証書授与式・休校式・令和４年度入学式の日程について説明）

教育長）

   何かご意見等ございますか。

     （意見なし）

教育長）

報告協議５令和３年度退職辞令交付式・令和４年度辞令交付式の日程について説明をお願

いします。

林主幹）

   （令和３年度退職辞令交付式・令和４年度辞令交付式の日程について説明）

教育長）

   何かご意見等ございますか。

     （意見なし）

教育長）

  以上で議案、報告協議はすべて終わりました。

次回の教育委員会議の日程調整をお願いします。



   （次回の教育委員会議の日程調整）

２月１６日水曜日を候補日とさせていただきます。

   以上で令和４年第１回教育委員会議を終わります。ありがとうございました。

                                             

（午前 10 時 27 分 閉会）


