
 1 

柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２９年１０月３０日（月） 開会 午後５時０５分 

閉会 午後６時３１分 

２ 場  所   柳井市役所 ３階 大会議室 

３ 出席委員   教育長             桑原  眞 

委 員             西原 光治 

 委 員             河岡 治子 

   委 員             厚坊 俊己 

   委 員             横山 志磨 

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 

学校教育課長          中本  稔 

生涯学習・スポーツ推進課長   室田 和範 

         柳井図書館長          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 会議日程 

（１）議 案 

①議案第１４号 教育委員会事務の点検及び評価について 

②議案第１５号 新たな柳井市立小中学校整備計画書の見直しについて 

 （２）その他 

７ 議事の内容 

（午後５時０５分 開会） 

桑原教育長 

これより本日の教育委員会会議を開会いたします。 

会議録署名委員は、会議規則第１５条の規定により西原委員、横山委員の両名を指名いたしま

す。 

本日の会議日程は、机上配布のとおりとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（異議なし） 

桑原教育長 

 ご異議なしと認めます。本日の会議日程は、机上配布のとおりと決定しました。 

議事日程に従いまして、会議を進めさせていただきます。 

 議案第１４号 教育委員会事務の点検及び評価について、補足説明があればこれを求めます。 

廣田課長 

それでは、議案第１４号について、補足説明を申し上げます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき、教育委員会は、毎年、そ

の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告

書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなければならないこととされています。そのため、
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教育委員会では、効果的な教育行政の推進と市民への説明責任を果たしていくため、平成２８年

度の教育委員会の取組について点検及び評価を行うとともに、教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用も図り、その結果に関する報告書を作成し、公表しようとするものであります。 

別紙「教育委員会点検・評価報告書」の概要について、説明いたします。今回、平成２８年度

に実施した教育委員会の取組のうち、「平成２８年度柳井市の教育計画」に掲げる主要な具体的施

策ごとに分類して、７６項目について点検及び評価を行いました。点検・評価の方法は、「事務事

業点検・評価票」を作成し、教育委員会事務局でＡからＤの４段階の内部評価を行い、その後、

去る１０月２０日に学識経験者３名から外部評価及び知見をいただき、報告書として取り纏めた

ものです。学識経験者からの知見は、２ページ及び３ページに記載しています。また、５ページ

から８ページには、取組みの点検・評価一覧表を記載しております。さらに、別紙が個別点検評

価票となっております。なお、今回の評価から、個別評価票の様式を変更しております。以上で

ございます。 

桑原教育長 

以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

これは、ご案内のように事前にお配りしていたと思いますが、今年度から新しい教育基本計画

に沿った形での内容についての評価ということで様式等が変わりました。昨年までとは全く違う

ものということになっておりますのでまた見ていただいて。先日、評価委員さんからご意見をい

ただいて作ったものですので、気付きがあれば是非言っていただいたらと思います。 

西原委員 

今、教育長が言われましたように、従来とかなりスタイルが変わっておりますので確認するの

に戸惑いがあったのですが、この中で項目の関係も昨年までと違っているのでしょうか。数は増

えているのですけれど、従来ないものもあるような気がしたのですが。 

廣田課長 

ちょっと説明不足がありまして、お手元の教育委員会点検評価報告書のページを見ていただく

と、１ページ目になりますが点検評価票の変更についてということで少し書かさせていただいて

おります。「柳井市の教育大綱、柳井市教育振興基本計画が平成２７年１１月に策定、平成２８年

度から実施され、平成２８年度柳井市の教育計画で学校を中心とした地域づくり、スクール・コ

ミュニティを進めるうえで自己肯定感、他者肯定感、地域肯定感の育成により柳井市の教育をよ

り良く進めようと愛・夢・志の取組を実施することになりました。具体的には７６項目あり、こ

れらを実行・評価し更に成果及び課題を分析し今後の取組に生かすため、全体的に審査いただき

ました。」とありますように、今回は先日お届けさせていただきました平成２８年度柳井市の教育

計画の項目ごとにやっております。ですから恐縮でございますが、今までのものに囚われており

ません。おっしゃるとおり今回なかなか前回と比較というのが難しいというのは申し訳ないと思

っております。併せて今のページで、例えば今までは実施済であればＡ評価で記入しておりまし

たが、今回からはまず実施するのがＢ評価、ただ課題があればＢ評価にとどめておくという視点

で評価基準の変更も行いました。ですから従前に比べたらＡ評価というのがぐっと数が減ってい

るという状況でございます。 

桑原教育長 

今、変わったということについての説明がありましたが、そのことについてでもよろしいです
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し他のことについてでもいいので、ご意見等ありましたら。 

厚坊委員 

実施するのがＢ評価で、課題があればＢ評価にとどめておくということですよね。ちょっとそ

こが、どういうことですかね。 

廣田課長 

今までであれば、実施をしてある程度の成果を示しておけばＡでございました。ただし今回は

一歩進んだ形で、やって成果も出すけれどもやはりもう少しというか、まだ改善点がある場合に

はＢという形でさせていただいております。教育委員会としてはもっともっと向上心を持ってや

るというところも含めての厳しい評価にさせていただいております。 

桑原教育長 

 評価基準のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄについては変わっていないですよね。 

廣田課長 

昔はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｆでした。事業をやっていなければＦという形でございましたが、今回はＡ、

Ｂ、Ｃ、いきなりＦではなくてＤということで２割程度以下しかできなかったというなかで、今

までのもちろんＦも入りますけれども出来てないというところがＤでございます。 

桑原教育長 

２ページの点検及び評価全般についての学識経験者から考慮されればより分かり易いものにな

るとして３点が書いてあります。実績と成果が並列で書いてあるが成果が分かるように二重まる

や※印を頭のところに付けると分かり易い。目新しい言葉や横文字について注意書きやかっこ書

きなどの工夫をすること。様式は一新されたものの前年度との比較が必要なものについては様式

を工夫して分かり易いものにすること。というようなご指摘があったのですが、これについては

今後どうすることになっていますか。 

廣田課長 

こういった形でご発言がありまして、私どもも確かにこれがおっしゃるとおりということで、

こちらについてはもちろん改善というか直させていただけたらと思っております。 

桑原教育長 

これはすぐに直すということですか。 

廣田課長 

はい。今回の評価票の中で直したいと思っております。 

桑原教育長 

今回提示されているものはまだ直っていないということで、これを教育委員さんのご意見をい

ただいて今から直していくということですね。 

廣田課長 

改善点も含めてということですが、１２月議会に報告ということになりますので、あまり時間

が無いということは否めないところでございます。申し訳ございません。 

桑原教育長 

直せるところは直していく、ということですね。そのことも含めて、中身についてご意見があ

りましたらお願いします。 

厚坊委員 

今のことですが、今年度はもう仕方がないと思います、変えられて初年度ですから。特に評価
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のところは経年比較が必要だと思いますから、２８年度はこうで２９年度はこうとか、３年スパ

ンくらいで評価の欄が年度別にもっと増えると、ここから上がっている下がっているというのが

分かって年次的にはいいのではないかなと思いますので、その辺も事務局でまた考えていただい

たらと思います。 

河岡委員 

評価がほとんどＢで、見方が難しいと言いますか可もなく不可もなくがほとんどなので、やは

り取組の課題がどのようなものが上がっているかというのが一番注目されるかと思いますが、こ

ちらが抽象的な表記、さらに進めていきたいとかそういう表現が多いので、もちろん具体的に書

けないものも多いかとは思うのですが、具体的に今後２年間でこのようにしていくというような

ものがありましたらそれを記入していただいた方がどういうふうに取組むかというのが分かり易

いので、具体的にわかる分はなるべくそういう記載をしていただきたいなと思います。 

桑原教育長 

ありがとうございます。それについて、何かありますか。 

廣田課長 

おっしゃるとおり、抽象的な言葉でしかなかなか表せてないと思います。ですからどういった

形が具体的かというのはあるのですけれども、例えば数字的なものがいいのか等々これからこち

らの方で確認させていただいたうえで、来年度はまたより具体的というところでお示ししたいと

思います。 

桑原教育長 

教育委員会の中では、やはり従来Ａ評価が多すぎたのではないかと、Ａというのは全部達成し

たということなので。教育は、やはりソフト面というか課題は常に付き纏うものなので、ちょっ

と従来Ａ評価が多過ぎたのではないかということでＢが多くなっています、課題があればＢとい

うことで。物事に課題が無いということはないので、そうするとＡ評価になったらそれはもう除

けるということもあるのかも分かりませんが、ちょっとその辺で今年はＢ評価が多くなったとい

う経緯はあるということです。 

西原委員 

先ほどの河岡委員さんの意見に同感なのですが、やはりちょっと全体的に抽象的といいますか

アバウトな部分も散見されますので、より具体的に、例えば４番ですか利用者のニーズに合った

図書の購入に努めたとありますが、どういうニーズだったのかとかいうのがより明確であればも

う一歩踏み込んだ改善なりができるのではないかなというふうに思います。先ほどの説明の中で、

今回から評価スタイルが変わったということでＡ評価が非常に厳しくなったということがありま

したけれど、厳しくなった中でもＡ評価がありまして、一番目にまずＡ評価ということでお示し

されておりますけれど、この場合は研修ですか回数とか数値で出ておりますので非常に明確とい

いますか分かり易いかと思います。先ほど廣田課長さんも言われました様に、可能な限り数値で

表現できるものがあれば数値化すれば分かり易いかなというふうに思っています。これに関しま

しては、左側の取組内容のところに数値目標というふうに記載してありますけれど、年３０回と

いうのが目標ということですね。それに対しましてトータルで、上の１８回と真中の４１回、ト

ータルで５９回ということで非常に素晴らしいなと、回数をこなしておられるということで感心

している訳なのですけれど、回数をクリアして満足するのではなくてやはりそのことによって資

質がどのように向上したかとか、そういったことをフォローアップしながら更にスキルアップ、
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ブラッシュアップを図っていただきたいなというふうに思っておりますので、継続して研修活動

を実施していただきたいなというふうに思っております。それから４番のところで、先ほどニー

ズが何であるかということを言いましたけれど、Ｃ評価がありますが、いろいろ工夫はされてい

るかと思います。見やすいように活字を大きくしたりとかそういった工夫はされているのですが、

成果が出ていないというのが現状ではないかなというふうに思っております。従いまして、いろ

いろなＰＲを、皆さんに行き渡るようにしっかり情報公開をされたらどうかなというふうに思い

ました。Ｃ評価がサンビームのところにも、番号の１２番ですか、ありますけれど少ない人口の

中でいろいろと苦慮はされているかとは思うのですが、会場のスペースが結構大きいということ

で集客ということを考えた場合に、例えばコンパクトに使用ができるような工夫も必要ではない

かなというふうに思いますので、今収容が千百名ですか、それを半分でも盛会裏にできるような

工夫が必要かなとも思っております。１８番のところで半分から下のところに記載してあります

けれど、その中で入館者数と総入場者数と表現が違うのですがどういうふうに解釈したらいいで

すか。 

室田課長 

入館者数は建物の中にご入館いただいた数字になります。茶臼山の総入場者数は、建物の中に

は入らないですけれども遺跡の周りだけに来られた方も含めた人数が総入場者数という言い方に

させていただいています。 

西原委員 

それはどのようにカウントされるのですか。 

室田課長 

現地に居ります管理人等が定期的に見回りまして人数をカウントいたしております。 

西原委員 

それは他の施設にも言えますよね。 

桑原教育長 

茶臼山は山なので、表現をそういう意味で入場者数という言い方にして、他は全部館内なので

入館という表現にしたということですね。大畠民俗資料館が４８人というのが非常に少ないので

議員さんからもなぜこんなに少ないのかということは言われるかも分かりません。 

西原委員 

今の大畠民俗資料館の関係ですけれど、これに関しましては、その下の月性展示館、これにつ

いては今年月性生誕２００年ということと来年明治維新１５０年そういったことの事業がありま

すので、それに対するいろいろなＰＲをしております。従ってここ過去数年からずっと上昇して

おりまして千人以上入館者が入られているという実績がある訳なのですが、資料館の方はこの数

字が表すようにかなり少ないということで、これに関してはやはりあまり機能を果たしてないの

ではないかなと思っています。従って抜本的な改善が必要かなというふうには思っているのです

が、例えばしらかべ学遊館とタイアップして共同で資料館としての機能を強化する等何か工夫が

必要ではないかなというふうに思っています。 

桑原教育長 

この人数を見たら大いに工夫は必要かなと思いますし、市内に一つにまとめるとか改築すると

か、これは旧大畠町さんが造られた郷土資料館なので、そういう意味では今後どうするかという

ことは一つ課題であるとは思います。 
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西原委員 

合併して１０年過ぎましたので、この辺りでやはり教育長が言われたように集約するとか何か

総合的な見直しというのも必要ではないかなというふうに思っています。よろしくお願いします。 

桑原教育長 

ありがとうございます。他にございますか。 

河岡委員 

４番の蔵書の充実を図るという図書館のところなのですが、今後の取組の課題で図書館が手狭

なため蔵書の増が図れないとありますけれども、先日新聞の発表で柳井図書館を商業跡地に造る

という記事を読みました。そうなりますと図書館が手狭なためと言いますよりは今後今より大き

な図書館ができるのであろうと思われますので、取組の課題も多少違ってくるのではないかと思

うのですけれども。 

河村部長 

まだ決定ということではないので構想ということでこれから進むと思いますので、具体的にで

てくればこの中に入れていくということでいいかと思います。 

桑原教育長 

具体化できればということですね。現在の図書館は手狭なためなかなかということで、これに

ついて図書館長さん、何かございますか。 

神田館長 

おっしゃるとおりでございます。現状で言った場合がこういうことで、新しい図書館になれば

これは解消できるというふうに考えております。 

桑原教育長 

大きく様式が変わったということ、本年度の柳井市の教育計画に則って教育計画を全て網羅し

て取組とその具体、実績と成果、それから取組の課題ということを出しましたので、そういう意

味では非常に取組の内容についてはある意味先進的であるとは思いますが、評価の仕方について

は、やはり数値目標的なものと予算的なものとそれからソフト面的なもの、特に学校教育課につ

いてはソフト的なものが多いので、なかなかそこをミックスして評価を出していくというところ

の難しさは、どうしても教育についてはあろうかなとは思います。 

厚坊委員 

一つ一つを言えばきりがないと思うのですが、今プラン、ドゥ、シー、アクションで分析まで

はしてあると思うのですが、あと大切なのはアクションだと思います。ですからこの範囲であれ

ば次にどうするということが非常に書きにくい様式ですから、そこまで求めるとまた莫大なもの

になるので是非この課題のところを次年度にはこの課題だからこうするというので次年度の評価

票を作成すればそこら辺も連動してくるのかなというふうに思います。やはり一番大切なのは課

題はあるけどそれをどう解決していくかというところを大切にしていく必要があるのではないか

なというふうに思いました。 

桑原教育長 

お気付きありがとうございました。ただこれは昨年のなので、今年度はもうスタートしていま

すから１年あいた形で課題をクリアするということになるので、１年ごとにやって次年度に活か

せない、やはり最後３月の３１日まで実施したことを評価していくともう次年度が始まってます

ので、次々年度で活かすというような形に結果的にはなってしまうので、そこが一つネックでは
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あります。難しいです。 

西原委員 

Ａ評価の中で５２番の立志の教育の集いですね。これは非常に素晴らしいキャッチフレーズと

言いますか自主的にいろいろな成果も上がっているというふうに思います。非常にインパクトの

ある活動ではないかなと思います。柳井の特色と言いますかカラーとして、ここにも書いてあり

ます様にシンボルとして定着し実践することが肝要であるというふうに思っておりますので、ず

っと継続し続けてほしいなというふうに思います。柳井には清狂草堂あるいは克己堂ですね、そ

ういった時代を動かした生きた教材がありますのでこれらを有益的に活用して、更にこの会と言

いますか活動がブラッシュアップできるように継続して努めていただきたいなというふうに思っ

ております。 

桑原教育長 

お気付きありがとうございました。またこれを頑張って本年度も実施しますのでご支援いただ

いたらと思います。 

西原委員 

今年度はいつですか。 

桑原教育長 

１２月９日です。本当は第一なのですが市会議員の選挙もあるので９日の土曜日になっており

ます。 

西原委員 

町の幸福論もされますか。 

桑原教育長 

町の幸福論の山崎さんの講演会は２月９日に実施するように予定しています。今日返事が来ま

して決定したと聞いています。昨年と同じように町の幸福論についての講演会で、今回ちょっと

頑張ってサンビームでやるということなのでまたよろしくお願いします。 

以上で質疑を終結いたします。 

 これより採決を行います。本案は、討論省略のうえ採決を行いたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なし） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第１４号については、原案のとおり決すること

にご異議ありませんか。 

（異議なし） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。よって議案第１４号は、原案のとおり可決いたしました。 

 次に、議案第１５号 新たな柳井市立小中学校整備計画書の見直しについて、補足説明があれば

これを求めます。 

廣田課長 

それでは、議案第１５号について、補足説明を申し上げます。 

平成２３年２月策定しました「新たな柳井市立小中学校整備計画」の見直しでございますが、

まず、「新たな柳井市立小中学校整備計画」とは、ということで、これは、将来の児童・生徒数の

動向などを見据えて、今後の望ましい教育環境のあり方とそれを実現するための基準と枠組を示
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すものとして、地域懇談会での協議内容や意見を尊重して教育委員会の考え方をまとめたもので

す。 

次に、今回の見直しの方法でございますが、先日お届けさせていただきました整備計画書１０

ページ中段の整備計画の見直しというところで「計画期間内で、大きな整備計画の見直しが必要

となる場合は、現在組織しているような広く地域の保護者や地域住民等から構成する「地域懇談

会」的な協議の場を持って、関係者の意見を聴きながら進めることとします。」とあるように、今

回、４回の地域懇談会や６回の保護者説明会、また６回の地域説明会を行い、懇談会及び説明会

の中でいただいた意見、柳井南中学校が現在抱えている諸問題、文部科学省の手引き、教育的メ

リット等から総合的に判断し、最終的に教育委員会が責任と主体性を持って見直しを行います。 

見直しの内容でございますが、お手元の別紙新旧対照表のとおり、まず適正規模・適正配置計

画のうち、柳井南中学校の欄につきまして「生徒の通学距離・通学時間から考慮すると、現在地

に中学校が必要である。校舎、体育館等施設の老朽化が進んでいるため対応が必要であるが、現

在地で適正配置の中学校である。遠距離通学を余儀なくされる生徒の対応として、通学費の補助

を行う。」これが旧でございます。こちらを「生徒の通学距離・通学時間から考慮すると、現在地

に中学校が必要であるものの、生徒数の減少や校舎の耐震化が図られていないこと、クラブ活動

の選択肢や集団活動の教育効果などを考慮し、平成３２年３月に柳井中学校へ統合する。通学の

安全対策として、スクールバスの運行を行う。」と見直します。 

また、学校施設の安全確保のうち、柳井南中の欄につきまして「・東側校舎にあった普通教室

を西側校舎へ移動を終了した。・東側校舎の改築を実施する。・体育館の耐震診断を行い、必要な

対策を実施する。」こちらが旧でございます。こちらを「・東側校舎にあった普通教室を西側校舎

へ移動を終了した。・東側校舎及び西側校舎については、統合されるまでは必要な修繕等を行う。・

体育館の耐震診断を行い、耐震改修を実施した。」と見直します。 

なお、今後のスケジュールとしまして、整備計画書に「具体的な学校の統廃合に至る場合は、

学校運営、教育内容、施設・設備等についての準備が必要になるだけでなく、児童・生徒の登下

校の安全確保、子どもの心のケア、統合に伴う保護者負担の軽減、教職員の配置等様々な配慮を

欠くことはできません。関係する小中学校の関係者で組織する「統合準備委員会」を立ち上げ、

具体的な作業を進めることとします。」とあります。今後は、まず来月統合準備委員会を発足し、

その後、様々な配慮を行った上、平成３２年３月閉校式、同４月柳井中学校での学校活動開始と

進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

桑原教育長 

以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

別紙に見直し前と見直し後の表がありますが、今それを廣田課長が説明をいたしました。それか

ら先日２４日に南中学校体育館において、統合案の最終の教育委員会としての方針を説明いたしま

した。教育委員さんも何人か来られてお聞きになったと思うのですが、大変残念なことではありま

すし南中存続というような希望も南中のＰＴＡからはありましたが、教育委員会でも話しましたよ

うに、将来の生徒減それから中学校としての存在として考えた時の規模等も含めて、以上の申した

ような案で見直しを行うということになりました。今から教育委員会会議でこれが決定されますと、

本当に平成３２年３月をもって統合するということになると思うので、最終的なご意見ということ

になりますのでご発言いただいたらと思います。 
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河岡委員 

こちらの統合に関する地域説明会の方の資料で、この間話を伺ったときにも出ていたのですけれ

ど、アンケートを取られています。このアンケートをなぜ記名式にしたのかというのをお聞きした

いのと、このアンケートでそれぞれの見直しについての意見やご感想があればお書きくださいとあ

るのですけれど、こちらはどういうことが具体的に上がっていたのかというのをお聞かせ願います。 

廣田課長 

アンケートの記述式につきましては、なるべく児童・生徒さん保護者の方がより自分たちがどう

いう形で思っているかというのを具体的に書いていただきたいというところで、特に中学校につき

ましては、アンケートの紙面といいますかスペースは取らさせていただいております。ですから一

方的にこちらの方が、どういうとこに対して心配です、どういうことが心配ですといえばもう限定

されてしまいますので、やはり十人十色といいますかそれぞれ心配事、悩み事、市に対しての要望

それから考え方もかなり違うというところで記述式とさせていただいております。記名式について

は、小学校の皆さんにつきましては、従前よりアンケートという中でどこの学校に進学されますか

というところの中である程度私どもの方も状況といいますか把握をしたい。把握をした上で教育委

員会としてはなるべく皆で同じ学校に行った方がいいのではないかという中であえて記名式とい

うことで取らさせていただきました。 

桑原教育長 

中学校もそれに倣ったということですよね。 

廣田課長 

中学校も同じ形です。 

桑原教育長 

この前発表しましたけど、この前言ったような数値について教育委員さんは聞いていらっしゃら

ないので、もしあれば言ってください。 

廣田課長 

教育委員さんには、私が話したものをお配りしております。２４日の日にこういうことで説明し

ましたということで資料的なものはお配りしておりますが、こちらの方でお分かりですか。 

西原委員 

先ほどの説明で、見直し前と見直し後の終わりの２ページのところですか、統合されるまでは必

要な修繕等を行うというように説明されましたが、今、設備の中で何か必要な修繕というか課題的

なものはあるのですか。 

岡原課長 

一番は、耐震性がある校舎とない校舎それぞれに、外壁が防水ができていないということで鉄筋

が爆裂をして躯体、コンクリート片を落とすという危険性があります。それに関しては、昨年の夏

今年の夏で落下対策を行って取り除いております。それ以外に、やはり各設備が老朽化しているの

で、照明とか給排水衛生そういったところでその都度改修をしていく必要があります。先ほどの外

壁の落下対策についても引き続き調査をして、２年間見守っていく必要があるかなというふうには

考えていますが、やはり電気、給排水衛生の設備の改修が多くございます。それと落下対策をして

コンクリートを剥いだのですが、どうしてももう鉄筋が露出してあったり改修しておりませんので、

特にそれがコンクリートの肌に直接出ていますからその辺をちょっと不安視されて何とか塗装す

るなりできないかという要望は聞いておりますので、そういったところもできる限り対応していき

たいなというふうに考えております。 

西原委員 

ありがとうございました。先般、手すりが不安に感じておられる保護者の方もおられましたし、
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今の落下防止の関係で美観的と言いますか見映えでいろいろと不安視されておられる方もいると

いうふうに聞いておりますので、その辺の対策も必要かなと思いましたのでよろしくお願いします。 

岡原課長 

先ほどの手すりの安全上の件ですが、一応全部調査をしまして倒壊するとか壊れるというところ

はございませんが、やはり錆とか塗装がもうチョーキング現象といって手に塗膜が付くというよう

な状況がありますので、その辺は今後対応していく必要があるのかなと考えております。 

西原委員 

今の説明で十分理解できたのですが、もし必要であれば何か表示をするとか、全く危険が無いと

いうか表示の文言は考えないといけないですけれど、何もない状態なので誤解されるのではないか

なということもありますので、可能であればそういった表示とか色付けとかそういったことでお示

しするということも必要かなと思います。 

桑原教育長 

表示というのは危ないという表示ですか。 

西原委員 

危ないとか安全とかです。 

桑原教育長 

基本的に危ないというのは東側が危ない、耐震ができていないということで。西側については、

基本的に危なくない。一部ずつここの壁は危ないとかここの手すりは危ないとかいうことは、基本

的にはちょっと難しいと思います。東側はあれですがあってはいけないことなので、それは危なけ

れば直すということでいいですよね。 

岡原課長 

はい。 

厚坊委員 

今の壁のこともありますし他のこともいろいろお金が掛かることはあると思うのですが、生徒が

いる限りは、やはりだんだん入学も無くなって学校がなくなっていくから、やはりそこら辺に子ど

もたち、教職員も含めてあまりそういう外見で寂しい思いをさせないように何とか努力と工夫でや

っていただきたいなというふうに思っています。お金が掛かることですから全面的に新しくして綺

麗にするというのは難しいでしょうけど、壁が崩れかけているところを何とか色とか何かでそれを

ちょっと分かりにくくするとか他の模様と一緒に何かやっていくとかということで、子どもたちが

寂しい思いをできるだけさせないというのを基本にお願いできたらと思います。 

岡原課長 

おっしゃるとおりで、音楽室なんかでも掲示板が非常にもう古くてぶよぶよしていてとか腰壁が

塗装が剥げてというのもお伺いしておりますので、そういった所はもう２年間の間になるべく気持

ちよく学校生活が送れるような改修は予算の範囲の中でやっていくべきと思っておりますので、整

理してやりたいと思っております。 

桑原教育長 

それと人数とかも減ってくるということを考えた時には、例えば花をたくさん植えるとかいうこ

とを教育委員会としても手伝いに行かないといけないのかなということも、今、話も出てますので、

もしもそういう時は教育委員さんも花植えを手伝っていただければということで、よろしくお願い

します。そういうのもやはり最終的に寂しい目をさせてはいけないので。統合する小学生は、柳井

中学校に行けば大規模校でそれなりの活躍ができるとかそういうメリットもありますけど、今いる

子は最終的に閉じるということになるので、気持ち、心情的にも寂しい思いをするので、それにつ

いては十分なバックアップをしなければいけないとは思っています。 
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厚坊委員 

我々も手伝うことはやぶさかではないのですが、跡地の利用も含めてやはり地域の人にそういう

花をしっかり植えましょうとか、そういうその先のことも踏まえた花作りとか花壇作りとかをずっ

とやっていくと、学校がなくなってからも地域が学校を利用しながらやっていけるのではないかな、

そういう努力も一緒にやっていかなければいけないのではないかと思います。 

西原委員 

今後のスケジュールの中に１１月から準備委員会が発足するという説明がありましたけれど、メ

ンバー的にはどのような体制ですか。もう決まっているのですか。 

桑原教育長 

これは、統合準備委員会の中に多分部会を作るようになると思うので、この部会名はまだ決まっ

ていません。例えばスクールバスの部会、南中学校の在校生の部会とか教育課程部会とか最後の閉

校記念誌を作る部会とか、いくつか今から統合準備委員会全体の中に小学校の方の部会と中学校の

方の部会と作っていくので、今、挙げているだけで多分４つか５つくらいの部会ができるような形

になるかなと思いますが、そこのところはまだちょっと詰めていません。今から、１１月の多分中

盤から後半になると思います。 

河岡委員 

統廃合の件は、耐震の件とか生徒数の減少とかいろいろな理由を見て客観的にこれはやはり止む

を得ないことだとは思うのですけれども、何度か説明会が開催され、途中、保護者から要望書が出

たりとか不安や心配する気持ちなどを表されておりました。今後結局統廃合が決まって進んで行く

上でなるべく不安や不満に対してちゃんと説明してそういうのを取り除いていく努力をしないと、

かたち上はもう移行するのですけれども、わだかまりが残ったままになると保護者にとっても生徒

にとっても学校にとってもいいことではありませんので、何が問題だったのかというのを振返る必

要はあるのではないかと思います。南部の保護者の方の話をいろいろ聞いたりしても、まず１７回

の説明会、市としては１７回も説明会を開かれたと思うのですけれども、保護者の方の立場になっ

てみれば、１７回目の説明会で初めて統廃合についての説明会というネーミングになっていて、そ

れまでは整備計画の見直しについてといった抽象的な表現だったので保護者の方としては統廃合

する話があっていること自体を知らなかったそうで、最後の方になって多分どうも統廃合するらし

いというふうになって、何で急に、ということになり、話が難しくなったのだと思います。最初か

ら統廃合を考えているのであれば、最初の１、２回は地域に話を聞くという形でも、聞いた上で統

廃合を考えているのであればそれをきちんと銘打って、学校にも統廃合について考えたいから話合

いに来てくださいっていう文章を出すとかきちんと知らしめるとかそういう方法が必要だったの

ではないかと思います。理由も、存続できる可能性というものは理由から考えると耐震が無いので

ないですよね。そうなった時にはもうこうせざるを得ないというきちんとした理由があるので、１

７回も説明会を開かなくてもきちんと市の方針としてこうこうこうだからこの方向で子どもたち

の安全のために行きますっていうふうにもうはっきり言われた方が結果的によかったのではない

かなと思います。保護者も５年経って急にどうしてって言われている保護者が多くて、市としては

もちろん５年ほったらかしていた訳ではなくて毎年限られた予算の中でより子どもたちにとって

安全な学校にするために、どういうふうにどの順番にやればいいかっていうのを皆さんすごく考え

られて計画してきた結果、最終的に南が残ったということだと思うので、そういった流れもきちん

と説明されたら南部の保護者ももう少し理解があったのではないかと思います。 

また保護者にとっては、柳中がどんな学校かという不安がすごく大きいみたいなのですけれども、

我が家にしてみれば柳中に通わせているので柳中はいい学校よってイメージできるのですが、南部

の保護者と話していると南中のイメージしか結局わかないので、実際柳中はこうだからと言っても
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それがイメージできないというところもあるようです。そこで教育委員会との信頼関係がうまくで

きていましたらいい学校ですよと言われてもああそうかと思いますけれども、そこに疑問を持って

しまいますと本当にそうなのかと思うところがあるので、全体的な新一年生の学校見学会の時だけ

ではなくなるべく早い時期に、本来は１学期くらいに南中校区対象の小学校の保護者に柳井中学校

の見学会とかを開いていれば、もう少しスムーズにいったんじゃないかなと個人的には思います。

それをもし可能なのであれば今後なるべく早い時期に、中学校はこういうところだから是非見に来

てくださいっていう公開日などを設けるとまた少し保護者の思いが変わってくるのではないかな

と思います。中には中学校１年の保護者でも、もし今後下が入ってこないのだったら柳中に入れよ

うかと思う保護者もいるのではないかと思うので、在校生に関してもどちらの学校に行くかという

意見を学校と協議してとは思うのですけれども聞くのも一つの手ではないかと思います。 

細かいことなのですけれども言う機会があるかないか分からないので、今、言ってしまいますと、

例えば物品購入に関しても、今後６年また５年生というのは南中に進学した生徒も途中で柳中に移

る形になるかと思うのですけれども、そうなると持ち物が変わってきます。南中のカバンのままで

制服のままでいいですよっていうことにはなろうかと思うのですけれども、保護者の中にはそれだ

ったら柳中のものを先に買っておきたいって思われる方もいるかと思うので、小学生の物品購入に

関しては、例えば両方選択肢を作るとかそういう方法でなるべく保護者の視点に立って物事を決め

ていかれたらどうかと思います。 

桑原教育長 

ありがとうございました。最初の回は整備計画ということで、大体統合についてはいきなり統合

しますという方法と、実は日積中学校と伊陸中学校、伊陸中学校はちょっと後であったのですが、

私は直接係わっていませんけど、いきなり統合しますということで話を進めました。期間は、基本

的に１年です。だからそれが早いか時間かけた方がいいかというのはちょっと分かりませんが、今

回南中学校については、整備計画の見直しということでスタートしました。しかしながら、方法と

しては最初に統合をするということがなかなかいきなりで、ということで最初は整備計画について

ということでやりました。でも１回目から話の中ではもう統合よねとか、市長さんも行かれました

ので市長さんももう統合をということも言われましたので、決して最初からずうっと４回最初の１

年やりましたけれどオブラートに包んだ訳ではなくて話の中ではそういう話は出ていましたし、そ

の中で小学校の方でもう耐震が出来てないのなら危険なので早くしてくれという話もありました

し、だから中身については何回か出られたと思いますが具体的に話が進んでいましたので、ただや

はり教育委員会としては最初から統合という方向は取らなかったので、どちらがいいかということ

は分かりません、そちらの方法を取ったということ。それから時期的にはもう１年かけてとかいう

意見もありましたけど、やはりご存知だと思いますが半分は耐震が出来ていないということ、それ

から出来るだけ早く、やはり安全な所にというのもあります。それから在校生については、途中で

変わるというのは止めてほしいという意見もあったので３２年、本当はもっと早くというのも教育

委員会で考えておりましたけれど、在校生の将来のことを考えた時にはやはりあそこを全うしてい

くということの方がいいだろうということでもありましたので、こういう結論になったということ

です。今の在校生とそれから小学生については、今からいろいろな事をしていかなければならない

と思うので、是非教育委員さんもご支援をいただいたらなと思っておりますので、今から柳井中学

校の方にもＰＴＡにも話をしなければいけませんし、柳井中学校側さんも準備をしていただかない

といけないし柳井中の保護者についてもそういう気持ちで、柳井中学校ＰＴＡ全員を集めてという

ことはちょっと無理かも分かりませんが。統合準備委員会につきましては、多分今からかなりの回

数を重ねないといけないと思いますので、是非教育委員さんとしてもご支援をいただいたらなと思

っております。特に在校生の支援について、いろいろとこの前校長さんもそういう発言をされてお



 13 

りましたので。統合するということはとても残念ですし、私も個人的には何とかならないかなとは

思いますけど、時代の大きな流れの中で今後いろいろな学校がどうなるか分からないというような

こともありますので、苦渋の決断であるということについてはご理解をいただいたらと思います。 

西原委員 

今言われましたように、教育委員の支援ということですけれど、当然我々も教育委員としての支

援義務はありますので、いろいろな場面で協力といいますか助言はしていきたいというふうには

常々思っております。従って、今からもいろいろ声掛けをしていただきたいというふうに思うので

すが、というのは１７回懇談会をされておりますが、あまり懇談会に出席できていなかったので、

今後も今言われましたように、しっかりと我々も教育委員としてその義務を果たしていきたいなと

いうふうに思っております。このことについてネガティブに考えるのではなくてやはりポジティブ

に捉え、教育委員会がリードしていくと言う事は寛容かと思います。当然保護者の方は不安をお持

ちと思いますので、可能な限りポジティブにリードするというそういったスタンスも必要じゃない

かなというふうに思っております。我々教育委員としてもやはりフェアな形できちんと助言なり支

援なり協力なりそういったことをしていきたいというふうに思っておりますので、遠慮なく申し付

けていただいたらというふうに思います。よろしくお願いします。 

桑原教育長 

この間は、とにかく子どもにとってはプラスにならなければいけないということは申しましたの

で、子どもにとってプラスになるように教育委員会としてもバックアップしていかなければいけな

い。中学校の規模は非常に大きな要因。小学校は小さくても残すという方針を立てましたので、来

年日積小も入学者２人なのですけれど、そういう中で建替えるという方針も出しております。小学

校はできるだけ残すけれど中学校についてはやはり選択肢が多い方がいいということは大きな３

つくらいの理由の中の１つに入っています。だから、統合するということは、子どもたちにとって

はプラスにしなければいけないとは思います。 

西原委員 

今回のポイントといいますか統廃合の理由は、２つあると思います。１つは適正規模、つまり生

徒数ということとそれから耐震化といいますか財政上の関係とその２点で方向性が決定したとい

うことではないかなと思います。今はそれを理解してもらっている訳ですね。地域の方あるいは保

護者の方々にもそういったことを理由づけとしてしっかり説明されてきたわけですね。そうではな

いのですか。 

廣田課長 

おっしゃるとおりでございまして、もちろん生徒数が少ない、耐震化が図れていない、プラス先

ほどもあるように特に教育的メリット、教育長さんが何度もおっしゃってますけれど、小学校につ

いては特に柳井市についてはこれからも人数が少なくてもなるべく残そうという方針、それから中

学校につきましては、大きな人数の中で皆さんといろいろな形で触合って切磋琢磨していくという

部分、あと、今までとは違って弾力的な運用といいますかスクールバスも使っての、今までももち

ろんスクールバスを使っていますけれどもそれより効果的に使った上での弾力的な学校の運営と

いうそういういろいろな形の要因の中で統合ということでいたしかたないということで進んでい

かざるを得なかったというところがございます。さっき河岡委員さんもおっしゃったように、皆さ

んが諸手を挙げて賛成ではなくて不安や不満をたくさん持っておられるのは間違いありません。そ

の中で私どもは非常に皆さんに申し訳ない形での決断を下したということでございますので、百パ

ーセント了解していただいた上で私どももそれではやりますというそこまでのものは持てていな

いというか、逆に言えば皆さんのそういう中で保護者の方地域の皆さんも苦渋の決断の中でいたし

かたないというとこでしていただいたのかなと思ってはおります。 
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西原委員 

今の説明は、結局は適正規模ということなんですよね。というのは子どもの教育に対するメリッ

ト性ということで考えた場合には極端に小規模よりは大規模で切磋琢磨していく、あるいは文科省

のガイドラインにもありますように２クラス以上とかいろいろな考え方がありますので、そういっ

たところを勘案した中でメリットを出して行こうというのが今回の１つの考え方じゃないかなと

思うのですけれど。 

桑原教育長 

他に何かこれについてご意見ありますか。 

厚坊委員 

私もこの間、最後の回に参加して、それまではすいません怪我等で参加できなくて、最後の回に

出たのですが、最終的にはもう保護者も地域の方もいたしかたないというところがあったと思いま

す。ご理解もいただいたと私は思っています。今後他の中学校も統廃合とか小学校ももしかしたら

そういうのが柳井市の人口からすると適正規模でなくなってきてどうするかというのがあると思

うのですが、今後のことを考えた時に河岡委員も言われましたけれど、どういう進め方をしていく

とスムーズになるのかなというふうに、ここが一番頭が痛いところだと思います。今回のことはも

う結論的にご了解いただいたということでいいとは思うのですけれど、今後はもう子どものため前

向き前向きにやっていかなければいけないと思うのですけれど、今回１０数回やってこられてちょ

っと最後ＰＴＡ会長の言葉が気になったところもあるのですけれど、やはり教育委員会としてそう

いう時に先を見据えた進め方に持っていくのも一つだろうし、微妙なところだから今回も十分考え

られたこととは思うのですが、今からすぐという訳ではないのですが、いわゆる南中の地区の方保

護者の方にあの会だったらどういうふうに、なってからですよなってからどういうふうにするとも

っと納得いただいたかねというのをどこかでこう検証といいますかすれば次の機会に生きてくる

のではないかというふうには思いました。それぞれ地域事情が違いますから一概には言えないと思

いますが、最終的にはそういう結論になって教育委員会の方も１０数回もよく粘られて頑張られた

なと、ご理解いただくのにですね。だからもう少しスムーズにどうしたらやっていけるのかという

のは今後のためにまた是非考えていただいて、我々も第三者的立場ではなくてやはり皆さんと一緒

にそこら辺を考えていきたいというふうには思っています。ありがとうございました。お疲れでし

た。 

桑原教育長 

３年後には整備計画の見直しが来ます。１０年計画なので。６年経って３年後くらい、３年経た

ないうちに整備計画全体をまた検討する時機はまいります。それから３年後からは小学生の児童が

急激に減ってまいります。今、一応多いです。今の１年生とかは多いのですが３年後から急激に減

って来て、６年後はこの間説明したように１６０台です、小学校１年生。１６０台というのはその

時の中学生と比べて百人１学年が減ります。１学年が百人減ります。だから小学校１年生が１６０

で中学校２年・３年は２６０というこの１学年百人減るというギャップを考えた時には、小学校も

継続するとできるだけ頑張るというふうに方針は立てておりますが、３年後はひょっとしたら覆る

かも分かりません。今のところは全部小学校は小規模でも守って行こうということで方針を立てて

いますが、３年後を見たときに１６０人が１５０とか１４０になると、どこかに行ってしまうとか

ですね、というようなこともあると本当に痛切なこの数字になってくることは間違いありません。

この間話をしたように、１０年後は今の現状から小中学生で７００人減ります。７００人というこ

とは１学年７０人減っていくということです。そういう状況が今の産まれた子どもからはもう推察

できる状況なので、今の柳井市の大人の状況を見ると子どもが増えるというような状況は見られま

せんので。今の大人の状況ですよ、例えば若い女性とか出産適齢と言っていいか分かりませんが見
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たときにはちょっと人数は増えないということはもう予測されますので、そういう中で南中の決断

があったということではあるので。最終的には１０年後には中学生は５００人なので、間違いなく。 

今は約８００、７９４ですか現状はですね、というような状況から見たときには本当に苦渋の決断

であるということ。学校がなくなるということは非常に寂しいですけれど。であったということで

ございます。 

西原委員 

そういった現状を勘案して早目の対策といいますか整備計画の前倒しとか、そういったことも今

後は必要ではないでしょうか。 

桑原教育長 

河岡委員さんが言われたように、時間を掛けてということになると３年後ではなくて来年くらい

からぼちぼち話をした方がいいのかも分かりません。ただ小学校は存続するということではあるの

で、大畠中を、今４０台、去年は３９だったですね、ということになると、今ちょっと大畠小学校

の子どもたちの行先について今日も校長と話をしたのですが、大畠の野球、スポ少の子どもたちが

結構強いのでこの間から優勝したりとかですね、大畠うずしおマリーンズ強いんですよ。それで大

畠中の野球部３人ですから、１年生しかいないので２年生ゼロなので、その辺の去就については非

常に注目をしているところでもあります。そうすると大畠中学校がそのうち３０台になって２０人

規模の学校になるということになると、中学校の機能を本当に、今でも課題は非常に規模的には大

きな課題なのですけれど、なることは間違いありませんので、５年のうちには多分３０人くらいに

なる可能性が大なのでこれも大きな課題です、どうするかということは。大畠中は耐震ができてい

ますから、学校としては、今、安心していける学校ですが、ただ選択肢としては非常に少ないとい

うことはあります。いろいろ今、地域も頑張って工夫してやられていますから、小中連携して来年

は小中で合同の運動会とか、将来的には地域運動会にするという話も聞いていますので、まあ工夫

して努力は一生懸命しないといけないとは思っています。 

 よろしいですか。 

以上で質疑を終結いたします。 

 これより採決を行います。本案は、討論省略のうえ採決を行いたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なし） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第１５号については、原案のとおり決すること

にご異議ありませんか。 

（異議なし） 

桑原教育長 

ご異議なしと認めます。よって議案第１５号は、原案のとおり可決いたしました。 

暫時、協議会といたします。 

（午後６時２４分 協議会） 

 

（午後６時３１分 再開） 

桑原教育長 

協議会を閉じて本会といたします。 

以上で全議事日程を終了いたしました。 

本日の会議は、これをもって閉会といたします 

（午後６時３１分 閉会） 
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