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４ 議事日程 

日程 案 件 結 果 

 開 会 池町次長 

第１ 委員長あいさつ 小谷委員長 

第２ 署名委員の指名について 池亀委員 

第３ 教育長諸報告について 沼教育長 

第４ 協議事項  

 ①卒業記念の本の贈呈について 承認 

第５ 報告事項  

 ①真庭市教育振興基本計画策定委員会委員について 承認 

 ②平成 28年度真庭市奨学生と就学援助の認定について 承認 

 ③平成 28年度真庭市学力調査結果概要について 承認 

 ④平成 28年度岡山県学力学習状況調査結果概要について 承認 

 ⑤平成 28年度問題行動調査結果（暫定値）について 承認 

 ⑥中央図書館建設設計業務（基本設計）について 承認 

第６ その他  

   

   

第７ 閉 会  
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◆午後２時 30分 開会  

５ 議事の大要 

○池町次長 

第８回教育委員会を開会します。 

日程第１委員長挨拶をお願いします。 

○小谷委員長 

   第８回の委員会です。いろいろと御意見をいただきたい。 

   日程第２の署名委員の指名についは、池亀委員お願いします。 

   日程第３教育長諸報告を教育長お願いします。 

○沼教育長 

終業式に関しましては火曜日・水曜日にほとんど終わりました。明日の 

河内・富原小学校の終業式ですべての学校が夏休みに入ります。 

市内の小・中学校の状況ですが、児童生徒につきましては 1学期間に小学

校で２件の自転車転倒による怪我の報告がありました。一人は擦り傷程度で

すみました。もう一人は右肩の骨折で重傷を負ったようですが、命には別状

ありませんでした。これ以外の児童・生徒に関する怪我・事故等の報告は入

っていません。年間を通じ、怪我や事故等の報告がないことを願っています。 

施設の工事関係については、それぞれ計画に基づいて実施しています。後

程、報告があると思いますが北房統合小学校校舎の件、中央図書館の件も順

調に進んでいるところです。 

それから２のところに入りまして、美作地区の教育長定例会が美咲町で 

ありました。教育事務所からの資料を付けていますので目を通しておいてく

ださい。これは教員向けに発信されている言葉ではないかと思いますが、い

ろんなところで通用するような内容ではないかと思います。 

真庭市議会の６月定例会があり、５人の議員から一般質問を受けました 

ので、その答弁の概略を付けていますので、目を通しておいてください。 

４番のところですが、美作地区市町村教育委員会連絡協議会の総会・研修

会がありました。広島経済大学の志々田まなみ教授の「地域全体で子どもを

育てる必要性とその意義」という講演がありました。地域全体で育てていか

なければいけない。繋がりが日本は薄いという話を聞いてきました。まさに

今、真庭市も地域と一体となって子どもを育てていこうとしています。中心

になるのは学校ですが、地域の協力を得ながら健やかに育って欲しいと思い

ます。 

５番ですが、文教厚生常任委員会がありました。皆様方にお諮りした事を

報告しています。 

６番の総合教育会議では、大変お世話になりました。近じか大綱が公表 
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されると思います。 

７番ですが、先日、倉敷の健康福祉プラザでありました県の市町村教育 

委員会連絡協議会で、文科省から来られた方からの話がありました。Ｇ７倉

敷教育大臣会合の話や新学習指導要領の改定に向けての話がありました。 

８番ですが、教育委員会挙げて取り組んでいる給食施設・学校統合、或い

は 中央図書館等々の今までの会合の経過を示しています。７月 27日に 11

回目の北房地域新教育環境準備委員会を計画しています。 

９番ですが、文教厚生常任委員会の学校訪問に３日間随行しました。また、

文教厚生常任委員会の長野県松本市への行政視察に美濃理事と丸山総括が

参加しています。これからあります行事は、そちらに書いてあるとおりです。

８月 25日 14時から勝山文化センターで國學院大学 人間開発学部 杉田洋

教授の教育講演会を予定しています。例年行っている学校教育センターの研

修事業です。時間と都合がつけばご出席いただければと思います。 

（２）来週月曜日の 14 時 30 分から 16 時 30 分まで県教育委員会の幹部が真  

庭市を訪問する計画になっています。 

（６）第 9回教育委員会は８月 18日。第 10回はご協議いただきたいです。９

月８日が一般質問の日になっており、29日は議会の最終日になっています。

協議いただき、日時を決めていただきたいと思います。以上です。 

○小谷委員長 

何か質問ありませんか。 

日程第４の協議事項に入ります。卒業記念の本の贈呈について、提案をお

願いします。 

○有元課長 

昨年、真庭市からの贈り物として、中学校の卒業生へ司馬遼太郎の「21

世紀に生きる君たちへ」という本を贈呈しました。昨年は市長から贈るとい

うことで、教育委員会としてこういう事業をするという決定をしていません

でした。今年度についても当初予算では予算計上しておりませんでしたけれ

ども、引き続き実施してはどうかと事務局の方では考えています。 

小学校の卒業生も含め小・中学校のそれぞれ人生の節目を迎える子どもた

ちに、読書に親しむ習慣作りのきっかけにしてもらいたいということもあり、

真庭市及び教育委員会から本を贈呈することについて提案させていただき

ます。９月議会で人材育成基金設置の提案もあるようで、なにか事業を考え

られないだろうかと庁舎内でも検討を進めているところです。 

教育委員会としても、卒業生贈り物事業として参画してはどうかと考えて

いますので、協議・検討いただければと思います。 

 



 5 

○小谷委員長 

卒業生に本の贈呈についての提案がありましたので、意見をいただきたい

と思います。 

○中井委員 

良いと思います。 

○小谷委員長 

昨年、司馬遼太郎の本の予算はどこから出したのか。 

○有元課長 

昨年は、中学校の一般共通管理経費を充当して対応しましたが、卒業式で

校長先生から手渡していただく物ですので、今年度はきちんと予算組みをし

て、教育委員会が主体的にやった方がよいのではないかと考えています。 

財源としては、ふるさと納税の基金が積みあがっておりまして、その中で 

大きな柱として子どもの教育というのがあります。子どもの教育に基金を使

わせていただいたらどうかと、また、先ほどお話ししたように人材育成基金

が設置されるということでそれも考えようと、それらを活用した新規事業と

して提案していきたいと思っています。 

○小谷委員長 

このような事業も大切な事で、子どもたちもしっかり本が読めるようにな 

ると思いますが、本の選定はどのような方法を考えていますか。 

○有元課長 

これについては、中学生については昨年贈呈した「21 世紀に生きる君た

ちへ」を継続して贈るのが良いと思っています。特に英訳されているという

のもあり選書されたものです。 

小学生へは、まだ決定ではありませんが、日野原 重明さんの「十代のき

みたちへ」という本が良いのではないかという、市長提案があります。 

○小谷委員長 

今出ましたように、最終的には事務局と市長協議になりますね。 

○有元課長 

中学生に関しては、ころころ変えるべきではないと思うので、この度、小

学生の方を提案できたらいいのかなと思います。 

○池町次長 

提案いただいた物を学校教育課とも協議をして決めても良いのかなと思

います。 

○沼教育長 

せっかくですから教育委員会の場で検討してもらってもいいとは思いま

すが。 
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○中井委員 

装丁を著作者の許可がなく真庭仕様に勝手に変えても良いのでしょうか。 

○有元課長 

装丁については本とセットなので、出版社がされます。その上に真庭市独

自の言葉を入れたブックカバーを付けてはどうかと思います。 

前回はしおりでしたが、これに替えて真庭市と真庭市教育委員会の連名で

独自のものをという感じです。 

○小谷委員長 

今提案がありましたように、卒業記念の本を小・中学生に贈呈する事を 

確認して、本については、中学生は継続的に昨年と同じ物、小学生について

は候補の本が出れば検討するということでよろしいか。 

○全員 

異議なし。 

○小谷委員長 

日程第５の報告事項に入ります。１番から、真庭市教育振興基本計画策 

定委員会委員について報告をお願いします。 

○有元課長 

先程配布したのが、委員名簿の案です。上の段が策定委員、中段が策定  

作業部会、下の段が事務局ということで役職名と氏名を記載しています。 

策定委員については、学識経験・教育関係者・団体の長とか、特に必要  

と認める者として 11 名考えています。事前に就任について打診し、ご承諾

をいただいています。学識経験委員の松岡信義先生は前回の教育基本計画も

委員長を務めていただいています。教育関係者として PTAの方、学校長・園

長、市内の団体については今回特に若い方の参加ということで商工会の青年

部、それから青年会議所の方にお願いしています。生涯学習社会教育の関係

で三船昌行さん。総合計画等々の関連もありますので、総合計画審議会、行

革審議会の委員をされています松浦躬行さんに委員の就任をお願いしてい

ます。正式に委嘱の手続きをしたいと思っていますが、今のところ 11 名で

構成を考えています。 

作業部会については 12 名ということですが、規約で指定をさせていただ

いているそれぞれの所属長から推薦いただいたメンバーです。 

教育委員会以外にも総合政策課、財政課、スポーツ・文化振興課、くら  

し安全課、子育て支援課、健康推進課という教育施策に関連する課から作業

部会員として出ていただいております。事務局の方は教育総務課が中心とな

りますが教育委員会事務局全体で当たりたいと考えています。 
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○小谷委員長 

前回の教育委員会で見ました、基本計画の策定について、このようなメン

バーで委員会をしていただきます。何か質問ありますか。 

○全委員 

質問なし 

○小谷委員長 

では、平成 28年度真庭市奨学生と就学支援の認定についてお願いします。 

○有元課長 

（別紙資料にて説明） 

○小谷委員長 

何か気になる点がありましたら、出してください。 

○全委員 

質問なし 

○小谷委員長 

３番に入ります。平成 28 年度真庭市学力調査結果概要についてお願いし

ます。 

○三ツ課長 

（別紙資料にて説明） 

○小谷委員長 

真庭市の学力調査について質問等ありますか。 

○全委員 

質問なし 

○小谷委員長 

４番、平成 28 年度岡山県学力学習状況調査結果概要についてお願いしま

す。 

○三ツ課長 

（別紙資料にて説明） 

○小谷委員長 

何かお聞きになりたい事はありますか。 

○井口委員 

統計の出し方は、テストを受けた子だけなのでしょうか。テストを受けて

いない子がいると思いますがその子たちはどうなりますか。 

○三ツ課長 

統計に表れているものは、テストを実施した子どもだけです。受けてな 

い子どもは入っていません。基本的には特別支援学級の知的学級に該当の子

どもは今回の岡山県の調査対象からは外れますが、それ以外にも学校に登校
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できていない子どももいますので、その子どもたちは入っていません。 

○小谷委員長 

先程の説明の中にもありましたが、小学校の低学年のあたりが県のテス 

トではないので、直接点数の比較化ではなく、標準化したもので比較をして

います。それがだんだん上がってきて、中学校 1年の時には県の平均を上回

っていて、小学校の低学年では県平均を下回っているのがだんだん上がって

いるのは、どの辺りに問題があると考えますか。 

○三ツ課長 

たくさん理由はあると思いますが、なんとか追いついて来ているのは、 

対処、対応をしているところが大きいのではないかと思います。学年が上が

ってきて苦手な所をみつけて、そこの補いをするのは、学校の中でシステム

として育っている部分で、想像の域を出ませんが基礎・基本は一定程度の改

善がみられるが、例えば中学生段階までに学習した知識や技能を活用して問

題を解いたり、課題解決をしたりといった活用の力はなかなか育ってない。 

もう一つ思うのは、中学年段階までの言語活動の充実やいろんな授業改善

は大事なのですが、とりわけ勉強したことが出来る事をもっと大事にしない

といけないと思います。特に「出来た」という事は子どもにとっても喜びな

ので、その確認が十分出来ていない所があるのかなと。活発な授業は出来た

けれども終わってしまえば定着していなかった、という所を戒めていかない

といけないのかなと感じています。それぞれの学校で結果を見ながら、分析

をする事をお願いしているところです。 

○小谷委員長 

私の感想ですが学校訪問をして、小学校の低学年を見た時に、子どもた 

ちを集中させる時に差があるような感じがしました。先生が呼んだ時に全員

が先生の方を向いていないとか、先生が話をしている時に話を聞いてないと

か、そのような差があるような気がします。基本的な授業に集中するという

ことが低学年で身につけさせる事が、出来ている所と出来ていない所の差が

あるような感じがします。 

○三ツ課長 

最初からきちんとした学習規律の指導をプロなのでしないといけないの

ですが、なかなか出来ない部分があります。そうした中で子どもの集中力と

か学習を定着させるというところに差が生まれてきているというのは否め

ないと思います。 

一般には調査結果を活用して授業改善していきましようとお願いしてい

ますが、それをしながら先生方が指導力を高め、一定程度の指導はできる状

態をつくり出していかないとこの問題の解決は難しいと感じています。ICT
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機器などを意識的に入れているのも実は平準化をねらいたいと思っている

ところであります。 

○小谷委員長 

他に気付いた事があれば。 

○池亀委員 

塾は、真庭市ではどの辺りが多いですか。 

○三ツ課長 

多い少ないで言えば久世地区が多いと思います。ただ塾に行っている比 

率を見れば北房地区が高いです。蒜山地区は少ないです。 

○池亀委員 

成績は塾に行っている方が高いですか。それ程関係ないですか。 

○三ツ課長 

真庭市全体では塾に行っている子どもが非常に少ないので、大きな影響は

ないと言えると思います。県と比べると 20％くらい違いますから。 

小学生が行っているのは、英語に行っている子どもが多いです。ですので、

大きな影響はないと思います。 

○池亀委員 

そうすると、県の塾に行っている子どもと比較すると、県と真庭市を比べ

てほぼ差がないということは真庭市の小・中学生は頑張っているという考え

でいいのでしょうか。学校で頑張っているという事でしょうか。 

○三ツ課長 

塾の教育効果の話をするのは難しいですが、学校は真摯に問題を受け止 

めて努力をしていると確信しています。空気感もここ数年変わってきたと実

感もしています。他とくらべてどうかは判りませんが必要な努力はしてきて

いる。ある意味ではその効果も出つつあると感じています。 

○小谷委員長 

それから、特に中学校などは生徒指導の問題もあるように思います。真庭

市の場合は非常に落ち着いていて、生徒等の問題も少ないし授業を見ても落

ち着いてやっているのも関係していると感じています。 

○三ツ課長 

中学校の話が出ましたが、学校での落ち着き具合は向上していると思い 

ますが、また全国調査の結果が出れば明らかになると思いますが、中学生の

学習習慣が非常に弱いです。これは、なんとかしていかないと持続性は担保

出来ないと思います。 

○沼教育長 

学力だけで言えば、真庭市の先生方も一生懸命やってくれていますが、 



 10 

ただ 45 分の時間でこの内容を定着させるのだというところに気が向いてい

るのかなというところを若干見ます。家庭での学習時間の少なさも定着度に

大きな差が出てくるのはそのあたりかなと。判っていても、きっちり定着さ

せるあたりがまだ弱いのかなと思います。45 分の授業の中でも、しっかり

定着させるという時間配分を考えないといけないと感じました。「プラスマ

イナス 30」の取組の趣旨を生かして、家庭学習にもう少し力を入れると、

真庭市には真面目な子どもが多いだけに伸びると思います。伸ばしきれてな

いのはそのあたりが原因ではないかと思っています。 

当然、塾等の第２次の機関は少ないのですが、それを補うのが家庭学習の

時間と学校で定着させて帰らせるのだというところが今の真庭の課題だと

思っています。先生方も一生懸命やってくださっていますが、最後の詰めを

厳しくして欲しいと思いました。 

○小谷委員長 

きちんと確認をした訳ではないですが、中学校の場合、中間・期末テスト

等の結果を点数化して順位を付けている学校が、学校独自か市全体でしてい

るのかわかりませんが、県南で話を聞きます。実態は判らないでしょうか。 

○三ツ課長 

公表していないだけで、順位は付いています。学校にはデータはありま 

すが、生徒にも保護者にも伝えてないと思います。卒業前の面談などの時に

対話の中で伝える事もあると聞いています。通知表に何人中何番と返すこと

はないと聞いています。 

○小谷委員長 

その他にありませんか。 

○三ツ課長 

市長にも報告に行って来ましたが、その時に提起された事があります。 

学校別のデータがあると思うが、公表の管理について教育委員会で話題にし

てもらったらどうだろうかという事です。その時にお伝えしたのが、真庭市

は学校が非常に小さいので、一学級 10 人以下の所がたくさんあります。そ

うした中で学校別のデータを公表することが、調査の趣旨に添うかどうかを

考えた時に事務局としては、今のところ公表はしていませんとお話しました。 

教育委員会で話をした方が良いのではないかと話をいただいたので、その

あたりについてお考えを聞かせていただけたら有難いです。 

○小谷委員長 

委員の方も考えておいていただけたらと思います。今日は意見交換とい 

うことではなくて、次回に考えさせていただくということでよろしいか。 

○沼教育長 
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今日少しでもお考えがあれば、出していただいたら。 

○小谷委員長 

学校別の平均点の公表について。県も方も市町村 1 校の所は公表してな 

いわけで、先程聞きましたとおり、真庭市の場合は極小規模の学校から、遷

喬小学校のような 400 人以上の学校の平均点で並べて比べるのは難しいよ

うな気がしますが。 

他に何かありますか。 

○井口委員 

私も比べるのは、難しいと思うので、同じような環境の団体があれば比べ

てもいいと思いますが、小学校ですと複式でしたり、統廃合をしている状況

で、そのまま中学に上がったとしても、あまりにも環境にバラつきがありす

ぎて、比べるのはおかしいと思います。学力は、体力も学力、子どものうち

はそれでしか比べようがないので、学力も点数ですし、体力も数値だったり

で、最終的には自分が習った事を自分がどう活用するかが大事になってくる

と思います。 

○中井委員 

一般に公開するのは真庭市の場合は一人・二人の所もあるでしょうから 

出来ないと思います。井口委員が言われたように同じような学校であれば意

義はあると思いますが極端に人数の差が真庭にはあるので、公表は無理だと

思います。 

○池亀委員 

中井委員が言われたとおり、私も考えていました。 

○沼教育長 

学校にはそれぞれ平均点がわかっており、課題も分析しております。それ

ぞれの学校で保護者には、学校だより等を通してお知らせしているはずです。

ですから真庭市の小学校２４校、中学校６校の平均点を市民に知らせるのは

必要ではないと思います。学校間の比較になり、本来の公開する意図という

ものと市民の目線が違ってくるのではないか。全国調査、県調査でもそうで

す。 

新見市が今回４教科すべてクリアしたそうですが、そういうところしか目

がいかない。頑張っているのは解りますが、その次の事が大切ではないか。

学校がそれぞれ課題をつかんで、それを保護者に伝えて保護者と一体となっ

て子どもたちの力を付けていくというそれが一番の活用方法だろうと。何の

ために学力テストをするかと言えば、子どもたちの力を知ってそれぞれの課

題をつかんでそれを保護者と共有して、一体となって子どもを育てていくと

いうことが学校の本来の教育ではないでしょうか。Ａ校とＢ校で比較しての
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論議はしてほしくないです。 

○小谷委員長 

学校訪問をしてみても、各学校が課題を見つけて学校だより等でいろい 

ろと家庭連絡もしているみたいですので、極小規模校で該当の学年が数人し

かいない場合は出せないわけですから、そのへんは配慮されて指導をしてい

るのではないでしょうか。 

そのあたりで、また意見があれば出していただければと思います。 

それでは次に５番の平成 28 年度問題行動調査結果(暫定値)について。報

告お願いします。 

○三ツ課長 

   （資料にて説明） 

○小谷委員長 

何かご質問等ありますか。 

中学校が増えているということですが、出現する時期はどのあたりが多 

いかは判りますか。 

○三ツ課長 

真庭市の場合、年によってだいぶ違います。ただ、傾向として見られる  

のは、１年生の２学期から出てきているので、接続が課題かなと思っていて、

見えているところから手を入れていかないといけないと思っています。 

○小谷委員長 

小学校と中学校の交流が活発な学区と活発でない学区を聞きますが、そ 

ういうところの取り組みと不登校の関係はわかりますか。 

○三ツ課長 

今、合同研究会などは全中学校区で実施していますが、教科担任制に慣 

れようということも含めて、出前授業で中学校の先生が小学校に行ってやっ

ていたりします。実際にやっている所が、出現率が低くてやっていない所が

多いかと言えば、そうでもないです。ただ、授業スタイルが中学校と小学校

とで変わるのでそこの接続期は大事にしていかないといけないと思います。 

子どもの人数も大きく変わりますので、数人でずっと活躍して授業をやっ

ていたのが、中学校に行ったら何十人かの一人になってしまって、聞くこと

が多くなるということもありますから、そこは考えていかないといけないと

思います。先生との接点もだんだんと薄れて来ざるを得ないので、子どもの

自立を小学校の時からどう育てていくかが課題だと思います。 

○池亀委員 

不登校の生徒の学力というのは？ 

○三ツ課長 
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現在学校に行ってない子どもは学校で勉強をしていないですから、学力調

査をしているわけではないですけれど、厳しい状態があります。ただ復帰を

して学力の補充をして高校進学を果たしたり、或いは中学校に行けなくても

高校から完全復帰した例としてはありますが、現在の学力状況はかなり厳し

いというのが実情です。 

○池亀委員 

例えば算数の九九など、十分知ったうえで次の学年に行くとなると次の 

勉強も頭に入りやすいと思いますが、基本が出来ていない生徒をそのまま次

の学年にという、そのあたりの手厚い形での基礎の勉強をさせるという事を、

真庭市としてはどうでしょうか。十分に出来ているのでしょうか。 

○三ツ課長 

学力不振と不登校の関係というのは無いことは無いと思いますが、今実 

際に真庭で学校に行けてない子どもたちは学力不振を理由にした子どもは

ほとんどいないです。発達障害の事は要因としてあります。家庭環境がかな

り厳しくて、という子どもたちもいます。 

勉強も良く出来るし非常にまじめで優しい子どもたちが、学校のいろんな

所で感じるのでしょうけど、適応しきれなくなるというのもあります。勉強

が出来なくてという事例に関しては無いことは無いですが、非常に少ない状

況です。その意味では一定程度の学力補充はしてきていると思います。 

○小谷委員長 

その他にありませんか。 

○全委員 

質問なし 

○小谷委員長 

何かあれば、また委員会で出していただければと思います。 

では、６番の中央図書館建設設計業務(基本設計)について。報告お願い 

します。 

○池上室長 

（資料にて説明） 

○小谷委員長 

何かお聞きになりたい事がありますか。 

○全委員 

質問なし。 

○小谷委員長 

以上で報告事項を終わります。 

第６のその他に入りますが、事務局でありましたら。 
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○行安課長 

落合総合センターの臨時休館のことで 7 月 30 日落合の花火大会が開催さ

れます。公民館の開館時間は午後 10 時までとなっておりますが、防犯上の

問題、セキュリティー上の問題から図書館の開館時間午後 6 時以降 10 時ま

でを閉館ということで落合振興局の方で取り組みたいと申し出がありまし

たので報告します。図書館を午後 6 時まで開館して、午後 6 時以降午後 10

時まで閉館します。 

○有元課長 

３点あります。まず、遷喬小学の共同調理場の工事を７月 16 日(土)に着

工しました。その日のうちにすべての備品はホールに移して、何もない状況

で工事にかかっています。 

それから、北房小学校の工事ですが、９月議会に契約締結議案を上程する

予定で入札の準備を進めているところです。周辺の方にも現地確認に出てい

ただいて要望を聞いているところで、調整しながら工事に入っていきたいと

思っています。 

北房地域新教育環境準備委員会の昨年の活動をまとめた第 1号を 3月に発

行しまして、それ以降、３月、４月、５月、６月と４回委員会を開催しまし

た。その状況を今回第２号ということで発行します。終業式に間に合わせる

ということで、すでに学校には配布しました。準備委員会については 27 日

に予定していますので、そこでお配りしたいと思います。それから北房地域

の方には８月の広報紙に合わせてお配りしたいと思います。 

（資料にて説明） 

○小谷委員長 

他にありませんか。 

○池上室長 

先程報告しました中央図書館の設計の件ですが、本日午後６時 30 分から

勝山文化センターにおいて、市民説明会を開催します。今日報告したものを

ベースに新しい意見が出てきましたらそれを実施設計に反映させていくと

いうことで臨みたいと思っています。 

○小谷委員長 

何か連絡事項はありませんか。 

８月の教育委員会は 18 日(木)午前９時 30 分、９月は 29 日(木)午後３時

からお願いします。その他にありませんか。 

○全委員・事務局 

（なし） 

○小谷委員長 
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以上で、第８回教育委員会を終わります。ご苦労様でした。 

○委員 

   一同礼 

（午後４時 15分 閉会） 


