
 1 

平成２９年度 第１回柳井市総合教育会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２９年６月２０日（火）   開会 午後１時４０分 

閉会 午後３時００分 

２ 場  所   柳井市役所４階 ４０１会議室 

３ 出 席 者   市 長           井原 健太郎 

教育長           桑原  眞 

委 員（教育長職務代理者） 西原 光治 

 委 員           原田 敏弘 

委 員           河岡 治子 

委 員           厚坊 俊己 

４ 出席職員   教育部長          河村 邦久 

         教育総務課長        廣田 成毅 

         教育総務課施設担当課長   岡原 由明 

         生涯学習・スポーツ推進課長 室田 和範 

         図書館・サンビーム館長   神田 栄治 

         給食センター所長      宮本 太郎 

５ 書  記   教育総務課長補佐      小田 文孝 

６ 協議事項 

（１）教育委員会の本年度の方針と計画について 

   学校支援ボランティアの現状と町の幸福論について 

（２）その他 

７ 議事の内容 

○河村教育部長  

会議を開会する前に互礼をしたいと思います。ご起立をよろしくお願いします。互礼。ご着席

ください。ただいまから平成２９年度第１回柳井市総合教育会議を開会します。始めに柳井市長

の方からご挨拶をお願いします。 

○井原市長 

それでは改めましてこんにちは。挨拶の前にまずは遅れましたことを心からお詫びを申し上げ

たいというふうに思います。県庁の方から急いでというか法定速度の中で急いで帰ってまいりま

したということで大変失礼いたしました。今日は本年度第１回目の総合教育会議と、前回はいつ

だったかというのは直ぐには思い出せないくらい、ただ内容はすごく印象に残っているのですが、

前回いつでしたかね…１月だったですね。ということはもう半年くらい経過しているという中で

今日もいろいろなご議論をいただくということでありますが、原田委員さんにおかれては大変お

寂しくなりますけれど、長年…８年半、約９年お努めいただいて、この総合教育会議という場で

は今日が最後ということであります。最後、渾身の思いをまた今日この場で発揮していただけれ

ばというふうに思います。またそうはいっても教育委員会に関わることで言いますと、今、柳井

南中学校の課題もあります。日積公民館の課題もあります。地域にとっては非常に大きな関心事

でもあり影響があるということで様々な議論が行われていますが、そういう課題も抱える中で新
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学期が始まって子どもたちも日々成長しているという中で、この教育委員会またこの教育会議が

果たすべき役割というものも非常に大きいわけですから、今日もしっかりといろいろなご意見を

いただきたいと思います。そういった中で先般来、西原委員さんまた原田委員さんも含めてご協

力をいただいておりますが月性さんの生誕２００年の顕彰プロジェクト連続講演会の方も過去３

回常に毎回超満員ということ、またいろいろな行事というのはあるのでしょうけれど県内各地ほ

ぼ全ての自治体からお越しになるようなはたしてイベントというのが他にあるかというとなかな

か無いというような事で本当に多くの方に興味関心を持って参加していただいているという中で、

私なりの解釈ですが、１回目にはあの幕末維新を世界情勢、東アジアのいろいろな状況から読み

解いていただいたと。２回目は、どうしても地元地元で長州びいきになるのですが、そうではな

くて幕府の側からいろいろやはりそうはいってもしっかりと知識見聞を深めて考えている人もい

たというような視点も教えていただいて、３回目は、なんとなくこう理解しているような気持ち

でいた攘夷という言葉も実は結果的には真逆の事を想定していたという意味ではまた新しい発見

というかいままでの常識というか知識をある意味ひっくり返すようなお話をいただいたというこ

とで、じゃあこの先どういう展開になっていくのかということも含めて非常に楽しみであります

が、決してあれは講演を企画された方というか企画した私たちの思いも含めて幕末維新のお話で

はありますが、全て最終的には月性さんに、今の時代にどういうふうに生かしていくのかという

所にも結び付いていくのだろうというふうに思いますから、また非常に２００年素晴らしい企画

を教育委員の方々も含めて教育委員会も含めて、今、実現できているということでありますから、

こういうことも是非今の時代に生かしていくという意味では今の教育にも生かしていくというこ

とにも通じていくわけでありますから、是非そういう面で大いにいろいろな事で盛り上げていた

だければというふうに思います。本日もどうかよろしくお願いいたします。 

○河村教育部長 

ありがとうございました。では早速協議事項ということで、市長の方に議長をお願いしたいと

思います。 

○井原市長 

それでは早速協議事項ということで入らせていただきます。教育委員会の本年度の方針と計画

について、学校支援ボランティアの現状と町の幸福論について、事務局の方から説明をお願いし

ます。 

○桑原教育長 

それでは、私の方からご説明をいたします。お手元に柳井市の教育計画学校教育編があると思

います。今日は学校教育編の方針について、ちょっともう６月でスタートしておりますがご説明

をさせていただきます。 

それでは１枚めくっていただいて柳井市の教育計画基本方針ということで、平成２９年度は自

己肯定感の醸成とレジリエンス教育の展開という２点を挙げております。柳井教育大綱、柳井市

教育振興基本計画が策定されて本年度で２年目となります。柳井らしい教育を展開しよう、柳井

らしい教育とは、愛、夢、志をはぐくむ教育の実践が柳井らしい教育と位置付けています。その

実践の視点として、自己肯定感の醸成とレジリエンス教育の展開の２つの柱を今年度は立ててお

ります。自己肯定感とは、自分は大切でかけがえのない存在だと周囲から必要とされていると思

えるような心の状態で自己を肯定している感覚・感情を指します。そのことによって高い志と少々
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のことではへこたれない意欲的な人間関係を構築することができます。もう１点のレジリエンス

とは、しなやかさ、たくましさ、復元力を指します。しなやかさというのは、柳井の教育の根幹、

根本理念のようなもので、ずうっとこのしなやかさというのは柳井の教育を貫いてきております。

そのことの表現としてレジリエンスという言葉を挙げております。特にたくましさ、復元力とそ

ういう教育ができればいいかなということで本年度２つの大きな方針を立てております。そして、

愛、夢、志ということで自分を愛し、人を愛し、郷土を愛する教育の推進ということの展開の中

で、特に愛の下の３点のうち地域の方々と共に地域カリキュラムを作成し、地域の歴史や伝統文

化を守り育てる活動を促進しますというここに少し今、重点を置いています。学校を中心に地域

との学習活動のカリキュラムを立ててみようということが１点、それから夢につきましては、ス

クール・コミュニティセンターの機能強化を図ろうということでさらにスクール・コミュニティ

センター、昨年からできておりますがこれを充実さそうと。次のページに参りまして、志を実現

するための力の育成で、３番目、アクティブ・ラーニングの実践を進めますということで今、国

の方も進めておりますが主体的で深い学びというアクティブ・ラーニングの実践も今、進めてお

ります。先週、中村指導主事が柳井小学校で授業を行いました。これは克己堂の授業ということ

で模範の授業をやりましたがアクティブ・ラーニングを授業公開をいたしまして大変評判が高か

ったと思います。そういうふうにして今、進めております。それから、２９年度の重点事項とし

ましては、学校教育で５つ、社会教育で５つ、スポーツ、文化で５つ挙げておりますので、また

見ていただいたらと思います。学校教育につきましては、１番が自分の言葉で表現できる力、ア

ウトプットを育成するための言語環境の充実、特に図書館教育と国語力向上、英語教育の取組を

重点的にやろうということで進めております。それから４番目の町の幸福論、後でちょっと町の

幸福論のことを申しますが、町の幸福論の実践をしようということ。それから社会教育におきま

しては、学校教育と両輪で社会教育においてもスクール・コミュニティの体制をつくりましょう

と。それから４番目の柳井市の偉人伝あたりも今から作っていきましょうと。スポーツ、文化で

は、スポーツ少年団の啓発活動、今、スポーツ少年団はこの２４日にも体験活動を仕組まれてま

すが、スポーツ少年団の啓発、活性化に少し力を入れましょうということ。それから４番目のま

ちなみ資料館や学遊館の展示の工夫、それから今、市長さんが申されました月性生誕２００年祭

の充実ということで挙げております。 

それでは次のページにいっていただいて、簡単にさっと申します。まず愛の１、人権教育です

が、今、柳井中学校区を中心に人権教育の総合推進地域事業というのを文科省の指定でやってお

ります。これも基本的には心を育てるということで特に読書辺りに力を入れております。それか

ら地域の特色を生かした郷土学習ではふるさと柳井が今年改訂されましたのでその活用、それか

ら町の幸福論の実践、先ほど申しました偉人伝辺りで地域郷土教材の開発をしようということに

しております。それから次のページにいっていただいて、夢の１、学校運営協議会の機能強化と

いうことですが、３つ目の地域住民との交流の拠点となるコミュニティ・ルームの整備としてお

ります。今、小田小のコミュニティ・ルームも体育館の縁に作っておりますが、今年はあそこで

地域の写真展をするということで、地域の方が昔撮った写真懐かしいような写真を持ってきて写

真展を地域の人と一緒にしようという取組を小田小さんは企画をされております。それぞれの学

校でいろいろな企画をしております。それから学校支援ボランティアの更なる充実ということで

４中学校区で学校支援ボランティアの総会を行いました。これはまた後ほど報告いたします。夢
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の３、地域教育ネットですが、これは今週の土曜日に柳井中学校さんが柳中コミットというのを

されます。これは地域に出かけて行って地域貢献、地域の清掃活動を地域の方それから小学生も

交えてやるということで、結構１日かけて大々的にやる予定にしております。また聞くところに

よりますと、兵庫教育大学の方の先生が二人くらい実際見に来たいということも聞いております。

それからかなりとばしまして、志の４のキャリア教育ですが、立志の教育の集いも今年度行いま

すが、中学生の起業家セミナーは今年で３回目を迎えます。昨年も１６人くらい中学生が来てく

れましたし、今年も夏季休業中にやる予定にしております。今年度につきましては、まだアポを

取ってないですがビジコムさんの岩国支店の方にちょっとお話をいただいたりということ、それ

から実際中学生がこの地元で例えばＩＣＴの企業を起こすにはどうしたらいいか、自分でシミュ

レーションとか計画を立てるようなことも実際やってみようと考えています。それから地場産業

継承教育ということで予算も付けていただいておりますが、今年度から柳井縞を柳井商工さんと

一緒に小田小学校さんがやるということで取組んでおります。それから志の５、特別支援教育の

充実ですが、特別支援教育推進週間を年間２週設定しております。今年度もう第１週は済みまし

たがインクルシブ教育システムの構築に向けて全体で取組むということで進めております。また

今年度タブレットを使った授業研究を特別支援の方でやる予定にしております。それから生徒指

導の充実、志の６ですが、特に柳井中学校を中心に不登校が少し多いので不登校の解消に力を入

れていこうということで取組んでおります。それから教職員の資質の向上、志の８を見てくださ

い。今、資質向上でこれくらいの内容を行っております。２ページ目を見ていただいたらスペシ

ャリスト会議、リフレッシュ研修、フレッシュ合同研修、克己堂、自習館ということでいろいろ

な取組をしておりまして、先週先ほど申した中村指導主事がアクティブ・ラーニングのある授業

公開を行ったのが克己堂です。これは今、市内の５、６人に先生方に授業を公開していただいて

アクティブ・ラーニングを進めようということで行っております。それから自習館、これは市長

さんにも１回お話に来ていただいたことがありますが将来のミドルリーダーを育てるということ

で６月から毎月１回やることにしております。というような方針のもと今年度の柳井市の教育を

進めておりまして確かな一歩一歩を積み重ねております。 

教育計画については、以上でございます。これについてご意見等ありましたら協議をいただい

たらと思います。 

○井原市長 

ありがとうございました。それでは委員の方々からご意見ご質問等ございましたらご発言をお

願いいたします。 

○原田委員 

私も今回が最後ということで、市長さんからも渾身の力でとありましたので、渾身の力という

ことではないのですが、いただいていた議題が今日ちょっと違うのですが、スクール・コミュニ

ティ構想についてこれを実現するためには、というのをご案内いただいていたので、ちょっとそ

のスクール・コミュニティについて提案というか、スクール・コミュニティという考え方自体は

大変素晴らしいと私も思っておりますし、学校の持つ力というのが私も平郡東小学校の開校式と

いうのがいまだに大変印象深くて、本当に学校が開校した時の地域の住民の方々の喜び方という

か生き生きとした目というのをいまだに忘れないのですけれども、やはり学校に地域の方が入っ

てこられて子どもの教育を支援される中で、地域の住民の方々も本当に生きがいを感じられてそ
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れによって地域が活性化する地域の方も生きがいを感じられるということで、非常に地域と学校

というのが両方が良くなっていくというのが学校の力の一面ではないかなと思っております。そ

の反面このスクール・コミュニティ構想というのを進めていくに当たっては、学校の現場から見

たときに校長先生が人事異動で２年なり３年なりで代わっていかれる、その短い期間の間に地域

の方々との人間関係を作って代わったらまた一からスタートしなければいけないという意味では、

学校にいろいろな問題がある中で校長先生の負担感というのも実はかなりあるのではないかなと

いうふうには感じております。それを支援するという形で学校運営協議会というのがあって地域

の方々も入り、そこでいろいろな話合いをしながら双方向で意見交換、地域の方々も参画をして

いただきながら学校づくりに一緒になって取組むという意味合いなのですが、そこで昨年、一昨

年ですか柳井市総合計画を策定する委員にもさせていただいて、その時に地域懇談会に参加させ

ていただいた時に確か柳北地区であったお話で、柳北地区を活性化するのに市長部局の方が柳北

担当として来られるのだけどこういう方も人事異動で代わってしまう。だからずっと固定という

かできるだけ動かさないで欲しいというようなご意見もあったと思います。私は市の職員の方に

学校運営協議会に入っていただくといいなと思いますし、小学校区であればその地元の小学校出

身の市の職員の方というのはやはり地域に対する愛着もあり思いというのもお持ちだと思うので

その地域をよくするために学校運営協議会にも入っていただく。年齢を重ねていくといつか定年

退職もされるわけですけど縦に各年代で何人かが入っていかれるあるいはそこに関わっていって

いただけると行政と学校というのも近くなりますし、あるいは校長が人事異動で代わられた時も

地域との橋渡し役というのもそういった方々にお願いできるのではないかというふうなことをち

ょっと思っております。そういった行政のサポートもあって学校側も生きてくると思いますし、

地域の活性化の中に今度学校も関わっていき易くなるのではないかなというふうに思っておりま

す。これは市長部局の組織全体に関わることなのですぐできるかどうかということは置いて、個

人的な感想として思っておりますので述べさせていただきました。 

○井原市長 

非常にするどいまたありがたいご意見をいただいたというふうに思います。あまりこう市長部

局だから教育委員会だからという縦割は一番よくないというふうに思いますし、実はこの４月か

ら柳井市の総合政策部の地域づくり推進課の職員がそれぞれ分担をして柳北地区担当、柳央地区

いわゆる柳井小学校区担当そして柳東地区担当ということで４月から初めて地域担当制度という

のを設けています。これは主には地域の夢プランの関係が非常に大きいのですが、地域の夢プラ

ンとスクール・コミュニティ構想というのはいわゆる両輪ですからまさに学校区ごとに地域の夢

プランというのは作っていこうというところもあるので、今日せっかく原田委員さんからこうい

う貴重なご意見をいただきましたからきっと今までおそらく地域づくり推進課とこのスクール・

コミュニティの関係で連携というかそういう学校運営協議会も含めて余りないですよね。 

○桑原教育長 

全体の一番大きなコミュニティ・スクール連絡協議会がありまして、これは年２、３回やっている

のですがそれに去年最後の回に川井さん（地域づくり推進課長）に来ていただいています。今年度

はまだ始まってないですがこれは委員に今なってもらっておりますのでこれは今から会議を開いて

いきます。 

○井原市長 
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全体の会議には地域づくり推進課の課長が昨年度末から出るようになっていると。そこからま

さに柳北で、柳央で、柳東で、また例えば日積、伊陸、新庄、余田、小田小とか南小とか大畠も

平郡東も含めてそこに地域づくり推進課というのは、ほぼ関与していないですよね、そこまでは。 

○桑原教育長 

各学校がやる学校運営協議会にちょっとオブザーバーみたいな形で来ていただくのはどうかと

いう話はしましたけどどういう形になるか、今年度委員は無理ですが、もしよければ来年から委

員になっていただくと。高等学校の校長先生も委員になっていただきました。柳井小が柳井学園

の校長さん、これは前からです。柳井中は柳井高校の校長さんも入っていただきました。柳井商

工さんが小田小の学校運営協議会の委員になっていただきましたので、段々そういう形で少しず

ついろいろな関係者が増えています。 

○原田委員 

以前、教育長さんと福岡の春日市に行った時もそういったようなお話があったと思います。学

校運営協議会、コミュニティ・スクールを活性化していく中で、市長部局との連携というのは一

つのテーマというようなお話を教育長さんがされていたと思うので、そういった思いというか地

域に対するあつい思いを持っておられる職員さんもたくさんおられる。そういった方々に学校を

応援するというような気持ち、あるいは校長先生も代わられたばっかりでよく分からないという

ような場合はサポートを、というようなことがあれば非常にスムーズにいくのではないかなとい

うふうに思います。 

○井原市長 

そういう意味で、学校というのはもちろん子どもは入れ代わるし同時に保護者も入れ代わるし

先生も入れ代わるけれどもずっと代わらないのは地域だけだということですけれど、行政も人事

異動があったとはいえ組織としてやっているわけですから人が代われば組織の関与の仕方が変わ

るというのもそれもおかしな話ですから、そういう意味で市役所も代わらないといえば代わらな

いわけですから、そこは一つ今の話を大いに受けて課長レベルから地域づくりの職員も含めてそ

ういう意識に向けるように私の方からもよく指示をしたいと思います。確かに平郡の入学式は懐

かしいですけど、まさかの６倍に増えて。 

○西原委員 

懐かしいですね。市長とも一緒に行きましてちょうど桜が満開で、先ほど原田さんが言われた

ように地域ぐるみで開校式、入学式を皆で取組んで、校歌も地域の人が一緒になって歌って、６

年前ですかそれが。先ほど市長さんが冒頭の挨拶の中で月性生誕記念連続講演会のことも触れら

れましたけれど月性関係者の一人として本当にありがとうございます、いろいろと多くの皆さん

にご協力いただいて。いつになったら月性の話題が出てくるのだろうかとやきもきされている方

もおられるかと思うのですが、もちろん今年は生誕２００年ということで月性イヤーということ

で市を挙げて取組んでいるわけなんですけれど、来年、明治維新１５０年ということで柳井市と

して、月性顕彰会としてはそれに先駆けて維新１５０年ということも視野に入れて取組んでいる

というところでございます。従って、月性のみの連続講演会でなく、１５０年を見据えての連続

講演と言うスタンスで企画しています。そういうことで先ほど志の話題も出ましたけれど、しっ

かり子どもたちもいろいろな目標を立てながら高い志を抱いて欲しいなというふうに思います。

それでスクール・コミュニティということですけれど、その前に原点と言いますかコミュニティ・
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スクールがありますけれど、コミュニティ・スクールはやはり教育改革と言いますか教育イノベ

ーションの一環として大きな変革があったというふうに認識しております。このことによってや

はり学校任せじゃなくて保護者とかあるいは地域住民が義務感とか責任感を持って学校運営に携

わっていかなければいけないというシステムを構築していったわけです。それを柳井市は更に一

歩踏み込むと言いますか具現化した形で人づくりとかあるいは町づくり、そういったところまで

地域一体となって学校が中心となって取組んでいこうということで、先ほども市長さんからもあ

りました市長部局の方で地域担当制度を今年度から設定されたということですので、やはりもう

一体となって、我々教育委員も全面的に協力していきたいというふうに思ってますので、それを

どのようにもっていくかというのを昨年１２月の立志の教育の集いの中でも子どもの夢プランで

すか、そういった中で素晴らしい提案がありましたのでそういったところを具現化していくため

にも、今から担当者とか課長さんそういった方達とタイアップしてアクションプランを策定して

スケジュールをきちんと決めながら取組んでいく必要があるのではないかなと思います。そうで

ないときれいごとばかり言って思いだけ、ということになりますのでやはり形あるものにしてい

った方がいいのではないかなというふうにちょっと今、感じました。 

○井原市長 

今、西原委員さんがおっしゃったのは町の幸福論の関係になるかと思います。今日はその話の

予定もありますがどうされますか。 

○桑原教育長 

それでは私から簡単に説明します。ワンペーパーの資料で平成２８年度に行いました町の幸福

論の授業で子どもたちが考えた提案の一覧を作っておりますが、簡単に説明いたします。日積小

学校は、日積でとれる新鮮な野菜を生かして、販売車が日積に来るように、これはスーパーが無

いので販売車が来て欲しいということだったのだろうと思います。２番目は朝市を日積でという

こと。柳井小学校は、若者や子育て世代が暮らせる仕事がたくさんある町にして欲しいという提

案がありました。それから柳東小学校は、柳井の観光の魅力をもうちょっと積極的に発信したら

どうかという提案。柳北小学校は、柳北の豊かな自然を生かして地域のみんなと、地域の人と一

緒に地域輿しを考えるといいねということ。新庄小学校は、市長さんをお招きして一緒に授業さ

れましたけど、道の駅を中心に人々のつながりのある町ができるといいなということ。余田小学

校は、花いっぱいの町ならみんなが協力できるので花いっぱいの町にしたいということ。伊陸小

学校は、伊陸中の跡地を利用してみんなが集まる自営のファームをあそこに作ったらどうかとい

う提案がありました。それから南小学校は、海に面した土地を利用してあそこは餅つきもあるの

でもちスイーツサイクリング、サイクリングの中でちょっと特色あるサイクリングを企画したら

どうか。小田小学校は、これも海に面しているので防災意識の高い町づくりをしたらどうか。大

畠小学校は、大畠瀬戸の漁業を生かして漁業の市場で栄えるような未来の大畠の町を作ったらど

うかというような提案がありました。その中で下に書いておりますが、余田小学校は、先日学校

支援ボランティアの総会がありまして、せっかく子どもが花いっぱいの町ということを言ったの

で何か実現できるといいねという話がありました。具体的なとこは出てないですがこれは皆がや

るといいねということでどこか道路に皆で花を植えようかというような機運は高まっています。

それから以下地小学校は、今、夢プランを作っていらっしゃいますから、聞くところによると子

どもたちが考えた伊陸中跡地のファーム辺りが何か実現できるといいかなというのを模索中だと
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聞いております。以上ですが、子どもたちが考えたこのような提案が１つでも２つでも地域の人

と一緒に実現できるといいかなと思っておりますし、２９年度は更にたくさんの地域の方を呼ん

で子どもたちが考えた提案を一緒に話していただいて町づくりというか地域づくりができるとい

いかなと思っております。町の幸福論のことは以上でございます。また何かご質問やご意見があ

りましたらお願いします。 

○西原委員 

昨年１２月の発表で３つ私は感動したのですが、１つは、今、教育長さんにずっと説明してい

ただきましたけれど、子供たちの発想の中で、やはり新鮮で、かつフェアといいますか、自分の

所の地域のことではなくして柳井市全体的な考えを持っているということを痛感したのですけれ

ど、例えば教育長さんからもありました新庄小学校ですか、新庄地区でありながら道の駅は大畠

の地を選定したと言う事、柳井市の東の玄関口であり、かつ大島の入口でもある、さらには日積、

伊陸からも道路が簡単に行けるということであのポジションがいいのではないかという提案とか、

そういったことを思った時やはり大人であればかなり地域性や地域のしがらみというのがあるの

ですが、それを抜きにして本当に本気で考えているなということを１つ痛感いたしました。それ

と小田小学校でしたか非常に表現力が豊かというかボキャブラリーが非常にうまく感情を込めて

発表されたというところで、見ている方からみたら非常にインパクトがあったなと痛感しました。

先生のコーチングも的確なものがあったのではないかなとは思うのですが、それにしても子ども

たちがうまく表現をしてインパクトある発表であったというふうに感じております。それと子ど

もだけではなくして先生も、特にちょっとしたプロジェクターのアクシデントがあったのですが、

そういったトラブルがありましたけれど的確にリカバリーといいますか、そういったことをされ

て何もなかったように冷静に対応されたということは、やはりプロの世界では大切なことではな

いかなと思いました。違った角度からちょっといろいろ見ささせていただきまして、評価すべき

ところは評価していって、それぞれの大人も子どももモチベーションを向上していったらいいの

ではないかなということを感じました。なかなかいい発表だったというふうに思っております。 

○井原市長 

あれは小田小学校ではなくて南小学校ですね。 

○桑原教育長 

あと新庄小学校です。山崎亮さんの講演会の時は新庄小学校の子どもたちが発表してくれまし

た。新庄小は２回やりました。 

○西原委員 

１回しか聞いていませんが非常に感動を受けました。どこかで評価したいなと思っていました。 

○桑原教育長 

なかなかよく発表していました。新庄小学校だったと思います。 

○井原市長 

そういう意味で委員さんからはアクションプランというのもありましたけれど、私たちとして

もできるだけ子どもたちが練り上げたものを形にしてあげるというかこういうふうに変わってい

くというところをまた実感させてあげたいという思いはあります。 

○西原委員 

子どもたちの提案といいますか発想を形にしていくとかあるいは色を付けていくとか、その辺
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はやはり我々大人の義務じゃないかなと思ってます。そういういろいろな発想ができるような機

会を与えるのも我々の務めというふうに思っていますので、今の志の教育というのはそういった

意味では非常にいいことではないかなと思っています。 

○井原市長 

その他いかがですか。 

○厚坊委員 

ちょっと今の町の幸福論のことでいいですか。こうやって子どもたちが出す時に、１番やはり

どういう形で表していくかという時に、例えば学校の方から教育委員会あるいは市役所の市長部

局とかそこら辺の道筋をしっかり作って、子どもたちがこういうことを提案した時にどういうふ

うな形で１歩でも近づけていくかというそこら辺の道筋が非常に曖昧だからいつも提案で終わっ

てなかなか実現できないというところがあると思います。その中のそこはできないけどこういう

ことができるということも子どもたちにまたフィードバックして返して、子どもたちとやり取り

の中でそれならこういうことをやってみようとかっていうと形になると思います。どっちかとい

うと一方的で返す形ができていないからそこをうまくやっていくともっともっと身近なものへ子

どもたちの目が向いて一つずつやっていけるのではないかなというふうに思います。そこをまた

考えていくといいのではないかと思います。 

○井原市長 

今の厚坊委員さんのお話をお受けすると、今年度また秋くらいですか、１２月を中心に始まり

ますからその前に、昨年はこういう提案があってその後こういうふうに本当に前に進んでいるも

のがあるというところを子どもたちに伝えてあげて始めていくくらいのものは、先ほどの余田の

花いっぱいも伊陸の夢プランも大畠の道の駅もいろいろなものがありますからそういうところは

やっていいのかなと。どんどんそういうふうに増やしていくと現場が大変なんだというところも

ありますけど。 

○厚坊委員 

だからこの今出ているのを、まずそこをその学校区といいますか学校の形で時間が掛かっても

進めていくということをしないと毎年毎年子どもたちがいろいろな意見を言ってそれが実現しな

いまま次から次へと出ていくと結局話合いだけになってしまうというところがあると思います。

だからもうここの学校はこれでもうずっと進めていくという形で形になったら次にというある程

度ですね、という方が達成感があるのではないかなと思います。 

○西原委員 

だからある程度のスパンできちんと決めて、その目標に向かって達成率をどのくらいに目標す

るかというのを計画的にやっていったらいいのではないかなと思います。先ほど原田委員さんの

話の中も、例えば人事異動といいますかそういったことも若干入ってくると思うのですが、スク

ール・コミュニティをどんどん推進していくためにはやはり校長先生が１つのポイントといいま

すか要な位置付けになってくると思いますので、地域とのパイプ役としてそういったことも含め

て校長先生が地域に対してしっかりセールスをしていくということでまた地域から子どもたちへ

の提案とか助言とか逆にフィードバックができるのではないかなと。それで双方向といいますか

繋ぎ効果が発揮できるのではないかなと思います。まあ総合的な取組を、ということです 

○井原市長 
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私もここまで言う必要はないかもしれませんけど、これを全部できたものを全部実現しろと言

われるとなかなかそれは現実的ではないでしょうし、ただ否定をするというのは絶対したくない

というか子どもたちが頑張ってここまで作り上げたというところが一つあって、その中でも昨年

度どこどこの小学校のこれはこういう形になったんだよくらいにしないとあまりガチガチにこう

管理していくとこれは大変なことになるような気もしますから、あくまでも全校的に見てこの学

校のこういうことはこういうふうになったというのをまた今年度伝えてあげるくらい、やらなき

ゃいけないみたいになるとちょっと授業を超えてしまうという、そこはあまり子どもたちにそれ

はできないみたいなことはできるだけ言いたくないというところもあります。 

○西原委員 

だから物理的に不可能な場合もあるわけです。それは原因というか理由があってのことなので

そこをしっかり明確に理解してもらえるような説明といいますか、そのプロセスの中で大切な事

と思います。 

○桑原教育長 

基本的に国語の授業ですから、狙いはコミュニケーション力とプレゼン力を高める授業です。

特にこういうふうに子どもたちが自分で考えて提案をするというところまでやらすということで、

ここでプレゼン力が身に付くという教材です。一昨年まではやってなかった、授業をパッとやっ

て地域の提案まではあまりやってなかった。それでもったいないないねと、特に山崎亮さんのあ

んないい本の教材があって何でやらないのかということで、じゃあきちっとやらそうと。最後を

カットしていたはず、地域の人を呼んでやってなかったので、最後までやってくださいというこ

とでスタートして、それで子どもたちが提案したということです。私は今年度またどんな案がで

るかなと、３年間やってみて、１つある程度その地域で共通なテーマが出てくると、ちょっと地

域の人も本気になって動いていただける。基本的には学校とその学校を取巻く地域の人が一緒に

なって何かをやる。柳井市全体という大きなエリアではちょっとできない。それよりも小学校区

で地域の人と何ができるかということで一緒になって何かできたら１番いいかなとは思っていま

す。今年度どんな案が出るか、また見て楽しみにはしております。それでそういう実現に向けて

いろいろな方策をまた考えていけたらいいかなと考えております。 

○原田委員 

地域肯定感を高めるという意味でも、この町の幸福論の授業というのはすごくいいですよね。

自分たちが住んでいる地域のことを調べて、どうしたらよくなるか将来をどうしていこうかとい

うようなことを小学生の時から、そんなことは私は小学生の頃に考えてもいなかったので。 

○桑原教育長 

そういう時代になっている。地域、町づくりというのが大きな課題になってます。 

○西原委員 

今言われた、カットしていたのをプレゼン能力を高めるためにそういう提案の発表までしたと

いう発想がうまくリードされたと思います。 

○桑原教育長 

そうすると先生方の負担感が無いんです。どうせしなければいけないことなので、きちんと指

導計画に沿ってやるということです。 

○西原委員 
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負担感が無くて、やはりそういう成果、効果が出るというのは、企業的観点から言うと非常に

効率がいいコストがいい教育的手法じゃないかなと思います。 

○河岡委員 

何点かお話ししようと思うのですけれども、スクール・コミュニティ構想というのは要するに

学校と地域が一緒になって子どもたちを育てていこうという、この基になるものはいわゆる子ど

もたちが少子化で減ってきて、子どもたちを支えるためにはまた地域を支えるためにはもう地域

と学校が別々であってはならない、一緒にやっていって盛り立てていかなければ学校も子どもた

ちも地域も成り立たないという下で生まれた構想だと思います。それでまだ始まって数年だと思

うのですけれども、今まだ手探り状態なのでどちらかというと学校で御膳立てされたところに子

どもたちが行って何か地域の人たちと作業するという段階だと思います。例えば清掃活動も去年

は中学生が地域に行って清掃しただけだった、今年はそれに小学生も絡んで一緒にやろうとして

いるというどんどん大きくなっていって理想の形に向いていっていると思います。もとの子ども

が減ってきて地域で盛り立ててっていう最終目的はその中で地域の中で子どもたちが郷土愛を持

って最終的には帰ってきて欲しいという願望の下に作られたものだと思うのですけれども、その

面では小学校の時に町の幸福論で学ぶという、この時に 1 度でもまず地域の良さを子どもたちが

考えるのでとてもいいと思いますし、その子たちがまた中学校に上がってスクール・コミュニテ

ィとして活動していくというので、理想ですけれども将来的には小学生と中学生が自発的に一緒

に何か活動できたりするとどんどん理想に近づくのではないかと思います。もっと先に進めば自

分たちの学校の区域だけではなくて、例えば日積のシーズのような地域で活発に活動している団

体が幾つかあると思うので、自分の学区にこだわらずそういう柳井市を盛り立てている団体の所

に一緒に行って活動をするというのも大切なのかと思います。そして最終的に柳井市を愛して地

域のことをよく考えて帰ってきて盛り立てようと思う子が 1 人でも増えればこの活動は成功では

ないかと思います。 

一方でちょっと気になるのが、結局学校と地域で何かやろう、何事もですけど何か起こそうと

いう時には新しい活動になるのでそこでまた先生方の負担が増えるということで手一杯の先生方

がまたそこで新たな仕事が増えるというのも多少心配があります。そこが軌道に乗れば先生の負

担も減ってくると思うのですが、発想はよくてもどこかで負担が大きかったりすると長続きをし

ないものなので、先生方の負担若しくは生徒の、お昼休みも新たに委員会活動だけではなく地域

の会議があったりして招集がかかってお昼休み会議に出たり掛け持ちで会議に出たりっていう子

どもも増えてきたりしていますので、またそこの兼合いも考えながら最終的にいいものができて

いけばいいのではないかと思います。それからこのコミュニティ・スクールと外れるのですけれ

ど、先ほどの学校教育編の中で最後に先生方の資質向上のための研修が出ていて、いろいろな研

修で先生方が勉強してくださっているのだなと頭が下がる思いなのですけれども、余り研修が多

過ぎてもまた先生方の負担になるのではないかというちょっと一抹の不安と、あと内容を見たら

全て生徒の指導に対してより良い指導をするため資質向上のための研修ばかりですが、中には先

生方の仕事の仕方、働き方について自分たちで考えて、もう少し効率よくいかに軽減できるかよ

いう、自分たちの仕事の仕方を考える研修もあっていいのではないかとも思いました。以上です。 

○桑原教育長 

先生方の負担軽減のところで一つ新しい取組がありましたので報告します。大畠中は今、漢検
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と英検を地域の人がやっています。教員は誰も付かないというところまでもういってますのです

ごいなと、今年はそれをやったと聞いています。申込みまでは教員がとって、テストを配ったり

監督は教員は付かないということで地域の人が集まってやっていると聞いていますので、それが

できればいいかなと思って、それがあと３校に広がっていけば一番いいのかなと思っています。

そういうふうにやはり地域貢献をするということで何かしてあげようということで地域の人が学

校のいろいろなことをしていただくとまた学校側もいいかなと思っています。大畠中から聞いて

いますのでいいですよ、いい取組だねと言って話をしました。 

○河岡委員 

一つ大切な事を言い忘れていました。図書館教育について力を入れていきたいというお話があ

ってとても日頃から必要性を感じている私としてはありがたいお話なのですけれども、実際取り

入れるとなると司書の方もまた司書教諭の方もそれに対しての知識がまだ足りないのではないか

と、また教職課程で学校図書館を利用しての学習を大学の方で先生方も学んでいないというお話

で、図書館を使おうと言ったところで使い方がよく分からない、またその担当の司書教諭や司書

もそこまでまだ知識がないという今状態ではないかと思うので、進めるのであれば勉強会と言い

ますか講師を招いて研修をしていただけたらより分かり易く利用できるのではないかと思いまし

た。 

○桑原教育長 

一つはもちろんやらなくてはいけないと思いますし、国語の先生、学校の司書と教員の司書の

方の合同の研修会もやらなくてはいけないし、各学校の特に初等、中学校では国語の先生がなっ

ていますが、それとの連携と言いますかそういうのが一番大きいかなということも思います。そ

ういうことも今から考えていきたいと思います。ちょっと今、教育委員会も手探りで今からまた

進めるので、またご意見よろしくお願いします。 

○西原委員 

先ほどの大畠中学校の英語の支援については私も若干聞いているのですが、もうノータッチぐ

らいのレベルで実施しておられるのですか先生は。 

○桑原教育長 

申込みと集金は教員がして、問題が来るのでそれと参加者人数をあげたら、大上さんが人数を

集めて時間を決めてはいやりなさいと、特にたぶん英検はヒアリングもあるのでその辺もセッテ

ィングして、それで教員が付くのかと聞いたら全く付かないと言ってました。 

○厚坊委員 

それは休みの日ですか。 

○桑原教育長 

休みの日ではなくて大畠中は上手にやっています。１時間なので平日の部活になる時間に希望

者だけ集めるかたちで、平日の放課後に教員は部活に行くけど地域の人が来てやらす、漢検と英

検も両方そういうかたちで今、土日ではないと聞いていましたので、そういうやり方もあるのだ

なと思いました。 

○井原市長 

それは教員のＯＢの方とか国語の先生だったとかではなくて本当に地域の方ということですか。 

○桑原教育長 
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基本的にテストをやって、はいどうぞ、はい終わりで集めてということです。教えるとかいう

ことは全くありません。検定試験そのものの監督をやっているということで、そのための勉強を

教えるということではありません。基本的に休みの日にやっていましたが、平日でもできるとい

うことで、またちょっとマージンが入るのですが、それは地域教育ネットにあげていると聞きま

した。地域教育ネットもいろいろやるのにお金がないので、そんなにはないと思いますが何千円

かくらいはあげていると聞きましたのでそれもいいなと思いました。是非そういうのを市内全部

地域の人でやっていただくといいかなと思います。 

○西原委員 

地域教育ネット活動の一環と言いますかその中でされているということですね。 

○桑原教育長 

特に大畠は今回、学校支援ボランティアの総会も百人集めるといわれて９２名集まっています

から、圧倒的に多かったので大畠は。ものすごいパワーでした。まとまりは非常にいいので、大

畠の教育を何とかしなければいけないという思いの人が非常に多いと思います。 

○西原委員 

元々大畠地区、大畠ブロックは、月性さんの生誕の地でもありまして、教育にはかなり力を入

れておりましたし、教育ゾーンとしていろいろエネルギーは費やしていたという経緯はあります

けれど、それを今後は柳井市全体に、全員が総力で取組んだらというふうに思います。 

○原田委員 

郷土教材のところで柳井市の偉人伝の作成というのを、これは以前から教育長さんがおっしゃ

っていましたが、これは２９年度の事業として２９年度中くらいの予定ですか。 

○桑原教育長 

日本晴れ街道で素晴らしい本を作られたのであそこに人物がずうっと載っていますので、あれ

だけではだめなのですがあの辺からもう１回選んで作って、２学期くらいに協議会を立ち上げて

どういう形がいいのか、社会科の先生と思ったのですがなかなかうまくいかなかったので、中学

生はどうかと。余り負担を掛けてはいけないのですが、中学生が手を挙げて私は月性を書くと、

１ページなので、そんなに分厚いものではなくて、例えば観光客とかが来てこういうすごい人が

いたのかというのが分かればいいし小学生が分かればいいので、中学生が作るというのはどうな

のかなと思って。そうすると作った子も非常に調べていくので勉強になるし、つい大人が作って

ボーンというよりもいいのではないかなと思って、それでいろいろ頭の中が巡り巡って時間が掛

かって、いちおう２学期には岸田さんも入れていろいろな方に、松島先生とか松岡先生とか入れ

てちょっと検討会を開こうとは思っています。 

○原田委員 

郷土の偉人をまとめて、こんな偉い人が実際昔ここに生きていたんだというのは、またすごく

志を育むことにもなると思います。 

○桑原教育長 

長岡外史も柳井で生まれたというのは知っていましたけれど本当のところはどうなのかなと岸

田さんにだいぶレクチャーを受けて、よく知っているのでそうなのかと、長岡外史は下松が生誕

になっていますが事実は柳井みたいですけれど、ちょっと柳井と下松でいろいろ論争があってだ

いぶ前に話合いをしたというのはあるようです。 
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○西原委員 

柳井市の副読本がありますけれど、市内の偉人だけでなくて会社の社長さんとかも掲載されて

いますが、あれは何年に１回か見直しか何かされるのですか。 

○桑原教育長 

そうですね、何年か、学習要領が変わるとまた作らなければいけないので、改訂の時機になっ

て昨年作りました。 

○厚坊委員 

あれは小学校３年か４年くらいですよね、私たちのふるさと柳井、そこで使う副読本ですよね。

今度柳井市の偉人伝の作成となると、教材ですから子どもたちにいつどう使うかということでど

の程度のものを作るかということになると思います。だから余り難しいのを作っても授業の中で

は到底できない、となればどちらかというと簡単で何人かに絞ってとかですね。 

○桑原教育長 

子どもたちが自分で調べてみようと思ってくれたら一番いいし、こんな人がいたのかというそ

れが呼び水になって詳しいことは自分で調べる、とかがいいような気がします。 

○厚坊委員 

ベースの偉人伝みたいなものがあればそれからまた作るというのもありますが。 

○桑原教育長 

この間ありました岩政信比古と岩政次郎右衛門との関係とか意外と皆知らないので、あの辺と

月性さんがどう結んでいるかとかいうのを知らない、あの辺はきちんとまとめた方がいいような

気がしました。 

○井原市長 

結構大変だと思いますけれど。 

○厚坊委員 

簡単にはなかなかできないように思います。まずしっかりしたものをそれぞれ作って、そこか

らどう子どもの教材としてやっていくかということをやらないと、簡単に作っただけではできな

いかなと思います。 

○桑原教育長 

そうですね、どのくらいのものを作ろうかというところでちょっとストップしています。それ

で進んでないのですみません。 

○西原委員 

教育長さんが言われたように、それを見てそれが一つのきっかけになって、成長するに従って

その内容のレベルも上げていく、いろいろな形で調べてみるということも教育的には必要なこと

ではないかなと思います。調べる機会を与えると言いますかその一つのツールとしてうまく利用

していったらいいと思います。 

○井原市長 

教材ではないのでしょうけれど、中高生にも読み易い月性さんの本が今、執筆されているはず

なのですけれど、だいぶ遅れているというふうには聞いていますが。 

○西原委員 

ちょっと中学生でも難しいかも分かりませんけれど、キャッチフレーズとしてはやはり中高生
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でも読み易い月性さんの本ということで着手したわけです。今まで１５０年間手つかずであった

貴重な資料の精査を今回着手したというそこは意義があると思います。出来上がりが完成度がど

のくらいかというのは今からのお楽しみでもあるのですけれど。完成したらやはり柳井市の教育

の中でしっかり活用していただきたいなと思っています。それと並行して、これは教育長さんの

提案でもあるのですが、月性さんの漢詩を３つ４つピックアップして欲しいという宿題をもらっ

ているのですが、志という観点で考えてみますと、月性さんは確かに詩はたくさん作っておられ

ますけれど、小中学生にマッチしたようなものを適切な形で選択していきたいというふうに思っ

ていますので今しばらく時間をいただきたいと思います。 

○井原市長 

一応、議題としてはここまでですので、せっかくの場ですので委員さんから何かありましたら

ご発言いただいて、やはり今日は最後に原田委員さんにお願いしたいと思います。 

○厚坊委員 

先ほど市長さんのお話にあったと思うのですけど日積公民館の話で、まだなのかもしれません

けど、どういうものかというようなことについてどうですか。 

○井原市長 

せっかくなので、ちょっと複雑なので整理してお話しさせていただきますが、現状の出張所、

公民館に行かれた方はお分かりですけど非常に老朽化していて、押して倒れることはありません

けど、今、災害も含めて言われている中で建替なければいけないという課題がありました。そう

いう中で今回、ＪＡさん、農協さんの方からＪＡ日積支所の跡地というか使っていない建物がふ

れあいどころ４３７に隣接してあるわけですが、あそこを是非市の方で活用してもらえないかと

いうご提案をいただきまして、そうなると大変多額の建設費で当市で建替えるよりはかなりコス

トも抑えて建物も含めて取得できるということなので、是非そこを市はＪＡから購入をしてそこ

に出張所、公民館を移したいというご提案をしています。と同時に、本来はこれは公民館とは別

の問題なのですが、日積小学校の管理特別教室棟を平成３１年度までに建替なければいけない、

このタイミングで建替える中でいわゆるコミュニティ・ルームですね、そういったものをそちら

に機能として付加していきたいということで、従って現在の出張所、公民館は使わなくなる廃止

をされる、という提案を今、させていただいているのですが、ご承知のようにやはり日積は大里、

日積とものすごく古い話を皆が持ち出してこられて延々と厳しいご指摘をいただくのですが、な

かなか日積側の方が、ずうっとあった身近にあった出張所、公民館が地元から無くなるというこ

とについては猛烈な拒絶というかそういう状況に今あります。明日、明後日とまた地域とお話を

するのですが、１回目の時はコミュニティ・ルームとは何なのかというところを私は学校にこう

いうところを付け加えて日積側にもこういう機能が残るんですとお伝えをするのですが、説明す

る方は柳北とかそういうものが頭に入っているので分かりますけど、地域の方にそのことをいく

ら説明しても響かないんです。だから柳北の例とかいろいろな例を今度は写真とかパワーポイン

トの資料を用意して、明後日の説明会では地域の方にご理解いただけるように説明しようと。し

かもいつも最終的にはこの話になるのですが、あれもこれもやりますというわけにはいかないの

で、この際もう日積とか大里とか言ってる場合ではないでしょうまで私は前回言ってしまったの

ですが、やはり将来を考えたらどうあるべきかというところを今、粘り強くやって行こうとして

いると。ただ非常に地元の方のやはり地元に有ったものが向こうにいくという感覚になりますか
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ら、そこはなかなか厳しい状況は一つあります。 

○厚坊委員 

私も日積に若い時、中学校に勤めていましたので、中学校の校舎とかあそこら辺をどうにかさ

れるのかなとは思いましたけどそうじゃないんですね、向こうの方のことですね。 

○井原市長 

どうしても４３７もでき、駐在所も向こうに移りという状況の中で１つの地域の中の小さな拠

点ではないですけどもそういう機能が今、４３７周辺にできているという中で、とにかく農協さ

んから非常にコストを抑えた形で取得できるという状況を考えるとそういう方法でいきたいとい

うご提案をさせていただいています。 

○西原委員 

中学校の校舎はどうなるのですか。何か転活用されるのですか。 

○井原市長 

もう耐震化がありませんからいずれは解体しないといけないのですが、解体もコストが莫大な

ものになりますからいろいろ手付かずで今、残っている校舎は阿月などもそうですけどあります。 

○西原委員 

そういう面では、遠崎小学校は非常に地域の方々が有効活用させていただいておりますので、

逆に非常に活性化しています。先般も日本列島クリーン作戦の時に並行して学校の清掃活動を実

施しておりますし、学校の清掃活動の一環として日々細かい部分では校舎の空気の入替とかいろ

いろやっています。清掃活動は少なくとも年４回から６回しておりまして、地域の方が多い時に

は百名超える場合もあるし少なくても７、８０名とか来ていただいておりまして、非常に協力的

ですね。だから、学校がなくなったということで地域が今ある校舎を守っていかなければいけな

い、自分たちがやはり活性していっていつまでも健康的な状態でいようと、心身ともに健康でい

ようという力が非常に働いてきていますので、逆に学校がある時よりは綺麗になっていると言っ

ても過言でないと思います。いろいろな面で。それくらい愛着があるという言う事ですね。 

○原田委員 

今日が最後の総合教育会議なので、私も柳井市民ですからまた度々皆さんにはお目にかかる機

会があると思いますけれど、前任の前濱先生が任期途中で辞任されたのでその後ということで８

年と７か月くらいになると思うのですが本当に長い間ありがとうございました。井原市長さんに

は、市長さんになられた１番最初から大変教育にご理解いただいて、本当に物心両面で柳井市の

教育に対しては市長という立場を超えたような思いを感じるくらいよく教育に対してのご配慮を

いただいておりますので、柳井市の教育は今後も更に発展していくというふうに私も確信をして

おりますが、やはり時代の流れがいろいろとある中で、人口減少であるとか柳井市の将来を考え

た時にこれを活性化していくのはやはり教育の力が欠かせないというふうに思いますし、そうい

った中で教育委員会が果たす役割というのも非常に大きいと思いますし、市長部局との二人三脚

で柳井市が教育あるいは柳井市の全体が活性化するようにということを本当に願っております。

私も教育委員という職は今月の２９日までということなのですが、それをはずれても思いとして

は持ち続けていきたいと思いますし微力ながら何かお役に立ちたいと思っておりますので、また

今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

（拍手） 
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○井原市長 

引続きよろしくお願いします。事務局から特にありませんか。なければこれで終わります。 

○河村教育部長 

 ご起立願います。一同「ご礼」。 


