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会議に付した事件

及 び 採 決 結 果

報 告 協 議 事 項

１ 夏季一斉閉庁について

２ 第 10 回安芸太田町科学アカデミーの開催について

３ 令和 4年度安芸太田町保小中高連絡協議会の開催について

４ 教育委員学校訪問（9月開催予定）について

５ 保育所・こども園における「保育の質を高める」研修について

６ 学校における熱中症対策ガイドラインについて



【 議 事 録 】

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

教育長）

  それでは、第７回安芸太田町教育委員会会議を開催いたします。コロナに関わりまして、

毎日、過去最高といううことで、続々と感染者の報告が入っております。本町でも一日一人

の感染確認が時々あるといった状況でしたが、今日の新聞では、安芸太田町は 4名と予断を

許さない状況です。

  また、昨日 7 月 21 日から夏休みが始まりまして、校長の報告では、一学期、大きな事故

もなく過ごせたということでした。8月 24 日までが夏休みです。

これから心配なのは、水難事故です。全国でたくさん起こっておりますので、そういう点

では、それぞれの地域も含めて、子どもたちの水難事故から防ぐことが必要です。

日程第２ 教育長報告

（以下の項目について報告）

１ 6～8月の学校等の状況

①芸北地区三市町合同人材育成研修会（6月 25 日）川森センター

②第 1回Ｔ（戸河内・筒賀）授業＆第 2回学びの変革推進協議会（6月 28 日）戸河内小

③山県郡教育委員会連合会総会（7月 6日）北広島町

④全国町村教育長会常任理事会（7月 7日～8日）東京

⑤芸北管内教育長会議（7月 20 日）安芸太田町黎明館・川森センター

⑥【予定】臨時議会（7月 25 日）議会

⑦【予定】議会総務常任委員会（7月 26 日）委員会室

⑧【予定】安芸太田町保小中高連絡協議会（7月 28 日）加計高校

⑨【予定】全国高校ライフル射撃競技選手権大会（7月 28 日～31 日）つつが射撃場

⑩【予定】町長主催：「安芸太田町らしい教育のあり方懇話会」（7月 29 日）役場本庁

⑪【予定】新学Ｐ・拡大推進員会議（7月 30 日）オンライン会議

⑫【予定】科学アカデミー①（8月 2日）川森センター

⑬【予定】共同調理場運営委員会（8月 4日）川森センター

⑭【予定】学校閉庁日 8月 12 日・15 日・16 日

⑮【予定】中国五県町村教育長研究大会（8月 18 日・19 日）山口県和木町

２ 第１回Ｔ（戸河内・筒賀）授業＆第２回学びの変革推進協議会（6月 28 日）戸河内小

午前：2年・4年「算数」「体育」

午後：5年「国語」『どちらを選びますか』ペットを飼う

指導助言者 小原 聡様 （一般社団法人教育環境デザイン研究所代表理事）

       飯窪 真也様 （一般社団法人教育環境デザイン研究所主任研究員）

３ 運動部活動の地域移行について

「文化部活動の地域移行に関する検討会議提言」については、現在検討中。

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



教育長）

何かご意見等ございますか。

     （意見なし）

教育長）

次に、報告協議に入ります。

日程第３ 報告・協議

教育長）

報告協議 1夏季一斉閉庁についてを議題とします。事務局より説明をお願いします。

清水主幹）

   （夏季一斉閉庁について説明）

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 2 第 10 回安芸太田町科学アカデミーの開催についてを議題とします。事務局か

ら説明をお願いします。

清水主幹）

  （第 10 回安芸太田町科学アカデミーの開催について説明）

教育長）

何かご意見等ございますか。

清胤委員）

   テンセグリティって何と書いてあって、私も知らないので、教えていただけたらと思いま

す。

清水主幹）

日本技術士会の方にお任せしており、科学アカデミーの内容としては、低学年が作成する

ゴムゴムペンギン。もう一つが、押してもつぶれない不思議な構造のものだそうです。そう

いった構造を利用したティッシュの箱を置くケースを作成しようということを日本技術士

会さんの方で考えておられるそうで、押してもつぶれない構造のものを作って持ち帰るとい

うことだそうです。

教育長）

報告協議 3令和 4年度安芸太田町保小中高連絡協議会の開催についてを議題とします。事

務局から説明をお願いします。



清水主幹）

（令和 4年度安芸太田町保小中高連絡協議会の開催について説明）

教育長）

   「安芸太田町らしい教育」というテーマでいきなり二つのグループに分かれて協議を始め

るということですか。

清水主幹）

   安芸太田町らしさとは、安芸太田町の強みとは一体何だろうかということを学校なりの、

園所なりのものをまずは考えていこうと企画をしております。

教育長）

昨年も同様で、活発でいい協議会になりました。保育所と高校が一緒って大丈夫かなと思

っていたのですけれども、非常にいい話ができたと思います。特に高校以外の我々側の方が

勉強になったのではないかと思います。

教育長）

何かご意見、ご質問ありますか。

河本委員）

   昔は、保育園に中学生が職場体験に行っていましたよね。子どもたち同士の交流もあった

ので、繋がりがいいなあと思ったのですけれども、今、コロナ禍でそのあたりはどのように

なっていますか。

清水主幹）

   中学校の家庭科の授業では、保育実習という形で、近くの保育所やこども園の方で子ども

たちと接する機会がありました。ここ数年はコロナの影響で、オンラインで学校と園所とを

繋いで交流をしたりというような状況もあります。小学生、中学生と園児の交流が全くない

わけではないんですけれども、減ってきているのは確かで、なかなか回復はしていないと思

います。

河本委員）

接することで、「優しい」と言われたり、自分の新たないいところの発見ができると思いま

す。オンラインで会話が通じるのかよくわからないですけど、目にして語り合うという意味

では、全く機会が無いより、良い工夫がされているなと思いました。なんとかまた復活でき

るといいなと思います。

清胤委員）

以前テレビで拝見したんですけど、加計高校の菊芋を育てるグループのようなものがあり

ますよね。私も、菊芋をちょっと貰って、一角に植えたらすくすくと育ってきて、聞けば人

の背丈ほどになるそうですね。菊芋のパウダーもいただいたのですが、なんにでも少しずつ

入れたりして、インスリンの効果で血糖値の上昇を抑制できるそうです。

よく園所、小学校でも芋ほり体験などがありますよね。サツマイモが主だと思うんですが、

我が町の特色というか、菊芋を育てるところは他にないと思います。高校がそういうことを

しているなら保育所の時代から、じゃあ菊芋も植えてみようかといった連携を取るとふれあ

いにも繋がっていくかなとも思います。



清水主幹）

   貴重なご意見ありがとうございます。私も先日、加計高校で探求的な活動の発表会に参加

させてもらいましたが、そこで菊芋の話はありました。収穫が昨年度は多かったということ

も聞いていますので、高校生と園児を繋ぐ、そういう協議会になればいいなと思います。

教育長）

報告協議 4教育委員学校訪問（9月開催予定）についてを議題とします。事務局から説明

をお願いします。

清水主幹）

（教育委員学校訪問（9月開催予定）について説明）

教育長）

こちらはまた調整をさせてください。

教育長）

報告協議 5 保育所・こども園における「保育の質を高める」研修についてを議題としま

す。説明をお願いします。

免田主幹）

  （保育所・こども園における「保育の質を高める」研修について説明）

教育長）

何かご意見ご質問ございませんか。

     （意見なし）

教育長）

   報告協議 6学校における熱中症対策ガイドラインについてを議題とします。事務局より説

明をお願いします。

免田主幹）

   （学校における熱中症対策ガイドラインについて説明）

教育長）

   何かご質問等ございますか。

河本委員）

   ちょっと休ませておいたら死に至ったというニュースがかなりあって、まあ大丈夫かなと

いうなんとなくの判断をしてしまいがちで、すごく難しいと思います。こういったガイドラ

インというのはすごく大事だと思います。早めに配っていただくと先生たちも、保護者の方

も安心だと思いますし、一人ひとりに合わせた観察というのは大切で、複数の目で見ていた

だけたら大事な命がなくならずに済むと思います。

清胤委員）

   見守っていくというのはすごく大事なことだと思うんですけど、見守られている子どもた



ちがそれぞれ違うので、熱中症に強いとか弱いとかですね。それは、筋肉量の差が大きく関

係しているということをこの間ある会議で聞きました。

筋肉は髪の毛の束みたいなもので、その間に水分が存在しているらしいです。水分って筋

肉の中にあるものなんですよ。だから筋肉量が多いとそれだけ水分量が多くて、熱中症にな

りにくいということが研究結果として出たということを聞きました。

子どもたちの筋肉量をアップするという授業の時に、ゲーム性のあるものを好まれると思

うんですけど、基礎体力を向上させるものを取り入れて、筋肉量をアップして熱中症を防ご

うという違う角度からのアプローチも大事かなと思いました。

免田主幹）

予防的観点から勉強させていもらいました。ありがとうございます。

清水主幹）

   運動の機会を増やすということも今の話を聞いて改めて大事だなと思いました。子どもた

ちの遊びの時間も含めてですが、熱中症の対策もしつつ、体力向上も考えつつ、ちょっと難

しいところもあると思うんですけど、そういうところも考えていく必要があると思います。

清胤委員）

   今、ジムが幅広い年代で流行っていますよね。私の子どもはフェンシングの選手なんです

けど、このインターハイの時に熱中症で倒れたというひどい思い出があるので、あれ以来、

筋肉量アップすることで倒れない身体を作ったと言っていました。そういうジム的なものも

体育に取り入れられたらどうかなと思います。

教育長）

   今、甲子園を目指している野球の選手も、炎天下の中で倒れることなく頑張っているのを

見ていますが、やっぱり筋肉のことも関係しているのかもしれないですね。

ありがとうございました。他にないでしょうか。

     （意見なし）

教育長）

   以上で報告協議を終わらせていただきます。そのほか、何かございますか。

池野委員）

   9 月になって学校訪問があるので、その時に見ればいいかなと思ったのですが、上殿小学

校が戸河内小学校と統合して、子どもが集団の中に上手く溶け込めているのかどうかが気に

なります。2,3 か月で結果が出るものではなく、長い目で判断すべきものだとは思いますが、

授業についていけているのかというところが気になりますので、その辺の状況を教えていた

だけたらと思います。

免田主幹）

   5 月の教育委員会会議でしたか、連休明けが不安ですといったことも少しお話をさせても

らって、あの頃には、上殿地区の子どもが輪の中に行きにくくなっている子どもが何人かい

ました。実際に不登校にはなってなかったんですけれど、そのあと、かなり丁寧に学校の方

も保護者と連携をされ、保護者の方も思いを伝えられ、1学期末には随分落ち着いたのでは

ないかなと思っております。集団としての授業につきましても、その学級学級でいろいろ悩



みはありますが、4月 5月に比べると随分と落ち着いてきたと思います。とはいえ、また夏

休み期間を過ぎますと子どもたちの心も揺らぎますので、夏休み中にもう一回、生徒指導面

の気を引き締めていきたいと思っております。

池野委員）

   よろしくお願いします。

教育長）

   ありがとうございます。上殿小学校、戸河内小学校、両方の学校とも、完全複式からいき

なり解かれて単式になっていくという点では、今までの生活と変わるというか、びっくりし

た子どももいるかもしれませんが、先生方が大変丁寧に対応していただいております。この

夏休みに下降することなく 9月を迎えられればありがたいと思います。

  

教育長）

他に何かございますか。

江川課長補佐）

   全国高校ライフルが 7月 28 日から 31 日まで開催されます。それに伴って、つつがライフ

ル射撃場で開催に向けて準備中です。コロナ対策については、各学校とも取り組んでおられ

ます。昨年も開催したのですが、コロナ感染者はゼロということで、今年度も感染対策を取

りながら大会運営を図っていこうと動いております。参加団体数が全国で 129 校、参加者数

は補欠・マネージャーも含め 575 名、参加都道府県が 44 都道府県ということを聞いており

ます。大会中止前とほとんど数字は変わらないので、参加人数も戻ってきているのかなと思

います。

   先ほど熱中症の話が出ましたけれども、ライフルでも救護室を設けながらやっている状況

です。統計を見ると、熱中症にかかるこどもさんは、朝ごはんを食べていない、寝不足とい

う点があがっています。寝不足だったり、朝ごはんを食べていなかったことで、そのまま射

場に行って、撃って、試合が終わったらぐったりして、オーエスワンなどを与えたら急激に

回復したということがありますので、今年もそういったところを注視していきたいと思いま

す。

また、延期しておりました令和 3 年度分成人式についてですが、こちらは 8 月 14 日日曜

日、川・森・文化・交流センターで行うということで計画準備中でございます。対象者は 40

名でございます。来賓につきましては、これまでは皆さんをお招きしておりましたけども、

昨年度と同じような対応で、縮小して行います。ちなみに、この日はテレビ局の取材が入り

ます。ＲＣＣイマなまという番組がきます。ＲＣＣが開局 70 周年ということで 20 年後の大

切な人へというメッセージを書いてほしいとのことでした。ちょうど 20 歳を迎える成人式

が安芸太田町で開催されることから、20 年後の自分でもいいし、大切な人にでもいいので、

メッセージを書いていただこうという企画をしているところです。そういったことも同時進

行でやっておりますので、よろしくお願いいたします。

教育長）

   二点についてのご質問等ございますか。

     （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）

   8 月 22 日月曜日を候補日とさせていただきます。

   以上で令和 4年第 7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 14 分 閉会）


