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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２７年１１月２０日（金） 開会 午後１時００分 

閉会 午後１時５４分 

２ 場  所   柳井市役所４階 ４０１会議室 

３ 出席委員   委員長           西原 光治 

 委員長職務代理者      原田 敏弘 

委 員           河岡 治子 

委 員           厚坊 俊己 

         教育長           桑原  眞 

４ 出席職員   教育部長          木元 健二 

         教育総務課長        山中 松樹 

         学校教育課長        西本  隆 

生涯学習・スポーツ推進課長 河村 邦久 

         柳井図書館長        神田 栄治 

         給食センター所長      三宅  智 

５ 書  記   教育総務課長補佐      石岡 雅朗 

６ 会議日程 

（１）議 案 

①議案第２５号 柳井市教育振興計画の決定について 

 

（２）その他 

 

７ 議事の内容 

 

（午後１時００分 開会） 

西原委員長 

これより本日の教育委員会会議を開会します。 

会議録署名委員は、会議規則第１５条の規定により委員長において厚坊委員、河岡委員の両名を

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。） 

西原委員長 

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

い議案１件を上程し、直ちに議題といたします。 

 ただいま議題となりました案件について、提案理由の説明を求めます。 

桑原教育長 

ただいま議題となりました案件につきまして、その大要をご説明いたします。  

議案第２５号は、柳井市教育振興基本計画につきまして、ご決定をいただくものであります。 
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以上、大要についてご説明いたしましたが、詳細につきましては担当課長から説明させますので、

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

西原委員長 

以上で、提案理由の説明を終わります。これより、議案審議を行います。 

議案第２５号 柳井市教育振興基本計画の決定について、補足説明があればこれを求めます。 

西本課長 

 柳井市教育振興基本計画の決定について補足説明を申し上げます。本計画は柳井市教育振興基本

計画審議会に諮問しておりましたが、１１月１７日に同審議会が開催され、慎重審議の結果、原案

のとおり答申をいただいたものです。計画及びパブリックコメントについては吉岡課長補佐よりご

説明いたします。 

吉岡課長補佐 

 １０月１日から１０月３０日までパブリックコメントを行いましたが、それまでに５回の審議会

を開催しまして、教育振興基本計画の原案を策定しております。それに対するパブリックコメント

及び回答の案をお手元にお示ししているものでございます。 

 パブリックコメントにつきましては２名１４件いただいております。パブリックコメントの概要

をご説明いたします。 

 １ページは、教育目標にあたる部分についてのパブリックコメントでございます。２ページは、

策定にあたっての教育委員会、総合教育会議の関係性についてのご意見でございます。３ページの

中ほどは、ひとづくりとまちづくりの関係についてのご意見でございます。３ページの下の部分は

自己肯定感という言葉についてのご意見でございます。４ページの下が熟議という言葉に関しての

ご意見でございます。５ページは、教職員の資質向上に関するご意見が示されております。６ペー

ジには、人権教育と道徳教育に関係についてのご意見があります。６ページの下には、高齢者の学

校支援ボランティア等への参画についてのご意見です。７ページから８ページ、９ページは、スク

ール・コミュニティに関するご意見でございます。９ページの下の部分から１０ページ、１１ペー

ジの上の部分が進捗管理についてのご意見でございます。最後が、サンビームの使用方法について

のご意見でございます。 

これについての回答案については、事前に委員の皆さんにお送りしておりましたが、先ほどあり

ましたように、第６回の審議会の中でもご意見をいただいております。その結果、変更があった部

分だけ説明をさせていただきます。 

 ２ページございます。策定にあたってというところの回答で、当初の案では首長という語句を使

っておりましたが、柳井市の教育計画ということですので、これを市長に置き換えております。 

次の３ページから４ページですが、ここに自己肯定感に関するご意見をいただいていますが、こ

こでいただいたご意見は、自分を愛し、人を愛し、郷土を愛する教育の推進という基本方針はいい

のだが、副主題として付いている自己肯定感、他者肯定感、地域肯定感という言葉は分かりにくい

というご意見をいただいております。それに対する回答といたしまして、審議会の中でも市民への

分かりやすさということで、この言葉について、当初は、自己肯定感、他者肯定感、地域肯定感と

いうのが上にきていたのを、自分を愛し、人を愛し、郷土を愛するというのを、順番を入れ替えて

いるという配慮も行っているという説明を付け加えております。 

 次の４ページでございますが、手の打ちどころという表現を使っていたのですが、くだけすぎで
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はないかとご指摘をいただきましたので、具体的な視点という表現に変えております。 

 それから、ご意見のほうで、自己肯定感という言葉を非常にマイナス面ととらえていらっしゃる

ようなご意見を書かれていますので、学校教育においては自己肯定感というのは、主体的な学びや

困難に立ち向かう強さを根底で支えるものと捉えられていると。自分の力を過信することや集団の

中で共有されている価値観とのずれに気づかないこととは区別されているというようなことを付け

加えております。 

 最後に、１０ページですが、回答のほうに、進捗管理という言葉を使っていたのですが、国とか、

他市、県の教育政策にあたるようなものについては、進捗計画という言葉が用いられている例がご

ざいませんので、進行計画という言葉に統一しております。以上、そういうふうなご意見をいただ

きまして、最終的には、答申に対する回答、それから教育基本計画についても原案どおりで答申を

受けたということでございます。以上でございます。 

西原委員長 

 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。 

原田委員 

 素晴らしい教育振興基本計画ができあがったと思います。長い時間と多大なエネルギーを使って

まとめられた職員の皆様方にはご苦労さまでした。計画案を拝見して、これまで大事にしてきたプ

ロセス、アンケートを取り、熟議を各中学校区で多数回にわたって開催して、それらの意見を踏ま

えたよくまとまった計画になったと思います。柳井市が直面する人口減少というような事や、環境

の変化といったものに対応するために、教育というものをどう考えていくのかということが大変わ

かりやすく多くの方に共感いただける計画になっているのではないかと思っております。 

 熟議アンケートを踏まえて教育目標として、愛、夢、志を育む教育ということで、これを更に３

つの基本方針ということで、愛、夢、志をそれぞれ落とし込んでいく、ブレイクダウンしていくと

言いますか、それを更に具体的な施策に落とし込んでいくということで、非常に分かりやすい計画

になっていると思います。 

 そういった中で、基本方針を支える環境整備ということで、５３ページから５５ページに情報発

信の充実、それから安全で快適な学びの環境づくり、図書教材教具の整備充実といったようなこと

が、環境整備ということで上げられております。こういったことを通じて、具体的な施策をいかに

実現していくのかといったところが、これからの１０年間の柳井市の教育の進め方になってくると

いうことで、本当に、教育の一端に委員として携わらせていただいている中で、非常によくまとま

った計画ではないかなと思います。 

 その中で、私自身が特に感じているところで、１１ページに求める市民像ということで、アンケ

ートの結果、熟議の結果で、優しさと思いやりのある市民、これが５９．７％とうことで、非常に

大きな割合を占めている。あるいは、地域とのつながりを大切にする市民、地域の発展に力を尽く

す市民ということで、特に、地域という言葉が非常によく出てくるということも書いてございまし

た。先日の教育委員研修会でも、今の政府が掲げている地方創生ということに、地域のコミュニテ

ィをいかに維持していくのか、地域をいかに活性化していくのかという中に、教育というものが深

く関わっていると。教育を通じて地域を活性化する人材というのをいかに育てていくのかといった

ことが、そういった価値観をもっていくということが、教育の使命であるというお話をいただいて



 4 

おります。 

 幼保小中高の連携ということで、そのような連続性、継続性の中から、いかに地域に役立つ、ひ

いては日本にとって有益な人材、日本をいかにこれから発展させていく人材を育てていくのかとい

うことが、非常に重要になってこようかと思います。その中で、幼保小中高の連携というところで、

我々は柳井市の小中学校については、日常的に学校訪問をしていますし、指導主事の先生方も現場

のほうに入って、非常に密接な関係という中で柳井市の教育を形作っていっている。高校について

は県立高校ということで、柳井の小中学校を卒業した子供たちが高校に入り、これは、必ずしも柳

井市内の高校に限りませんが、進学し高等教育を受けていくことになります。特にこの高等学校と

の連携の強化ということが、地域の活性化において重要な部分ではないかなと思います。 

 もう一つ、私が中小企業の経営者という立場で、柳井の経営者の皆さんとお付き合いをする中で、

企業が求める人材、そういった子供たちを世の中にいかに出してもらうかといったこと。最近の子

供達というのが、入った若い社員が精神的にもろいとか、忍耐力がないとかということもよく話を

聞くわけですが、高校の先生、地元の企業経営者の方を巻き込んでといいますか、意見を聞きなが

ら、意見交換をしながら、柳井市にとって、柳井市から巣立っていく子どもたちを育てていくとい

うことも必要な視点ではないかなと感じております。 

 先日の教育委員研修会でもありましたが、学習指導要領というのが改訂をされていく中で、生き

る力というキーワードがこの２０年ぐらい変わっていない。これは時代背景の中から１０年毎にキ

ーワードが変わっていくのだけど、この２０年間ぐらい生きる力と。これは、やはり、低成長にな

ってむしろこれから人口減少社会に入っていく、非常に混迷の時代といいますか、第３の教育改革

にいく時代という話もありましたけども、不透明感のある時代にいかに自立して生きていくかとい

うことに必要な力というのがどういったものなのか、この生きる力を付けていくというような視点、

これが高等学校で受ける教育、与える教育、そして社会に出てから企業の中で教育を受けていくわ

けですけども、同時に企業においては自分の持てる力、能力というものを総合的に発揮していかな

ければいけない。それが、ミスマッチが生じているとなかなか即戦力になる、世の中や企業で活躍

できる人材にならないと、そういったところを意見交換しながら進めていくのが必要なのかなと感

じております。 

河岡委員 

 先ほど原田委員もおっしゃいましたように、アンケートの結果を集計して分析して、この基本計

画という形で文章化されるというのは、本当に大変なことであったろうと思います。立派なものを

作っていただいて感謝しております。全部目を通したのですが、この計画は素晴らしい計画で、恐

らく、どの保護者が、どの市民が見てもこれが全部実現できれば本当に立派な市になるのではない

かと思われると思うのですけども、どの項目にも推進や向上、充実といった言葉が並んでいるので

すけども、目を通してみますと、予算が必要な項目が多く含まれているかと思います。これを全部

同時に実行するわけにはいきませんので、計画の中でもある程度優先順位というものが付いている

のではないかと思うのですが、先ず、初期段階でどの項目を特に重点的にやっていきたいというふ

うに思われているのでしょうか。 

桑原教育長 

 どの項目ということはないのですが、これは１０年間の基本計画です。１年毎の計画は、ネーミ

ングは今から考えるのですが、２８年度柳井市の教育、若しくは柳井市の教育の実施計画というこ
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とで、これから具体策を出して作るということになります。だから、２８年度はここに力を入れた

いというところは、２８年度の実施計画で出していくということになります。これは１０年間の大

綱的な教育の大きな方向性を示したものですから、１年毎はまた出てくることになります。 

河岡委員 

 今の段階で発表するようなことではないのですか。 

桑原教育長 

 大枠として、柳井の１０年間の教育の基本方針的なものですから、あとは年次ごとに具体策を出

していくと。そして、可能な限り数値目標的なことも入れていこうと思います。教育は数値目標で

全部図れない面もあるのですが、数値目標的なものも入れていって１年間の計画を実施して、ここ

までできたという評価を出していって、また次の年に実施計画を出すという段取りになろうかと思

います。そういうことで重点化していこうということです。 

河岡委員 

 パブリックコメントのほうにも数値目標が不可欠ではないかという意見があるのですけども、教

育は一部数値目標も必要だと思うのですが、直ぐに成果が出るものでもないので、あまり、数値目

標にこだわりすぎると、結局目先のものしか手を付けられずに長いスパンのものが後回しに、おざ

なりになってしまうということがあるので、個人的にはあまり数値目標というものにはこだわらず

に計画を立てていただけたらと思います。 

西原委員長 

  これは１０年間の基本計画ということで、これがベースとなってその年ごとに具体的な施策を

策定するわけですが、教育の世界にデジタルというのは非常に難しいと思います。しかし、今の時

代ですから、数値化できるものは数値化していく。その目標に向かって自助努力していく。その努

力のプロセスが教育だといった認識でグランドデザインを立案していただいたらと思います。その

ベースということで認識していただいたらいいのではないかと思います。 

このパブリックコメントですか、非常に情熱のある提案やご指摘がありますが、いろいろキャッ

チボールはされたのですか。ご意見をいただいたものがそのままリアルに掲載してあるということ

ですか。これは、アンサーバックされるのですか。 

吉岡課長補佐 

 個人に対しては回答しません。ウエブ上に公開することで回答に変えるということです。 

西原委員長 

 本当に柳井市のこと、柳井市の教育のことを思い意見を述べておられます。それに対して、更に

教育委員会サイドとしても的確に答弁されているという印象を受けました。毅然として原案のとお

りとするとか、曲げなくてもいい部分については、しっかりとポリシーを持って取り組んでいただ

いたというふうに思います。私もちょっと気になったのが、自分を愛し、人を愛し、郷土を愛する

というスローガンといいますか、キャッチフレーズは非常に素晴らしいと思っております。その中

に肯定感というのが出てきているのですが、そこの部分を熟読してみますと、表現してあるとおり

で、最後のところの地域の魅力を高めることが、やはり自分を愛すとか人を愛すとか郷土を愛する

ということではないかと思います。それは自己肯定感ですから、自分を認め、人も認め、地域も認

め合っていこういというふうな捉え方をしたのですが、そういう認識でよろしいですか。 

全体的に非常に分かりやすいという印象が残っております。先ほど教育長が言われましたように、
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これが１０年間のベースとなって柳井市の教育を具現化していくということですが、先般の教育委

員研修の中でもありましたように、生きる力というのがひとつのキーワードとなっており、それを

今後教育委員会なり、校長先生とか教育委員、我々の立ち位置をどこに持っていってどのような体

制をとっていくかということが、今からのチェッキング・ポイントではないかなと思います。その

生きる力というのは社会の言葉であり、それをどのように教科書の指導要領として子ども用語に置

き換えていくか、表現性をどうするかという、そのプロセスが今からの大きな課題ではないかとい

うふうに思っておりますので、この基本計画を踏まえて、柳井市教育の具現化に取り組んでいかな

ければいけないなということを強く感じました。 

原田委員 

 生きる力ということについて、１９ページの下に注釈で２番として書いてあるのですが、これは

文科省でこういうふうな定義をしているということですか。 

吉岡課長補佐 

 そうです。文科省の定義です。 

原田委員 

 確かな学力と豊かな心と健やかな体からなる、知徳体のバランスのとれた力ということが定義と

いうことなのですね。 

西原委員長 

 生きる力というのは新しい言葉ではない訳ですね。ここに注釈で書いてあるように、知徳体はも

ともと表現をされていたなかで、それぞれのバランスを取っていこうということですよね。 

厚坊委員 

 私もこの教育大綱の流れを見てみると、よくできているなというふうに思います。ご担当の方々

のご苦労には敬意を表するところです。教育とか、いろいろ世の中には、時代の流れによって変え

ていかなければならないものもありますし、やはり、いくら時代が変わったからといって、本質的

なものは変えてはいけない。いわゆる不易と流行というものを常に念頭に入れたものでなくてはい

けないと思います。だから、時代がこうだからこうしていくだけでは非常に偏った教育になるので

はないのかなと。そういった意味でこういった大綱を、１０年を見越した大綱ができているのです

が、是非、これから、具体的な流れをつくるときに、柳井市としてのバックボーンですか、不易な

もの、それと、柳井市も含めて県や国の動向に合わせたものというものも具体的には考えていかな

ければいけないのかなと、その為には、１０年経ったときに、果たしてこれが全部いいのかどうか

というのも考えていかなければいけないので、これが全てではなくて、どこかのスパンで一部修正

していくとか、柔軟な対応もしていくことが大切かなと思います。 

特に、主な取組みというところもありますけど、これについては、これから各課でいろいろ考え

ていきながら、その辺も具体的にはその流れにあったものということも必要なのではないかなと思

っております。私も、退職してみて思うのに、一番難しかったのが学校教育というよりも家庭教育

なのですね。その家庭教育に対して、この中にも多少触れてあると思うのですが、非常に、一番、

教育委員会としても難しいところではないかなと、それは皆で英知を出しながらやっていかなけれ

ばいけないかなと思っております。 

西原委員長 

 家庭教育は学校サイドからは、ストレートに入り込むことは非常に難しいと思います。個人情報
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や人権的なこともありますので、そこの部分を難しいからといってそのままに放置しておくわけに

もいきませんので、そこは、地域の方やＯＢの方とか、いろんな方のご支援、協力も必要ではない

かと思っております。先ほどの基本計画ですが、これも言われましたように１０年間そのままとい

うのでなく時代は流れていますので、どのように変化しているかも分からないので、途中で見直し

改善とか軌道修正とかということは必要かなと思います。教育の本質は変わるわけではないので、

時代のニーズをしっかり見極めながら、うまくマッチングしていかなければいけないのではないか

なと感じました。 

桑原教育長 

 ここに書いてあるように、２８年から３２年度までの計画です。第２期は３３年度からというこ

となので、１期とか２期でどういう形で見直すかということについては、まだ考えてない状況なの

で、また年次ごとに実施計画を出しながら、時代の変化を見ながら２期目に移るということになろ

うかと思います。 

西原委員長 

 １０年という長期計画ですね。５年の中期計画と、その中で、１年１年は具現化していくという

ことですね。その辺が大きく外れないように、うまく方向性を見ながら推進することが我々の使命

ではないかなと思っております。 

厚坊委員 

 蛇足なのですが、子どもたちの状況、自己肯定感とか、これを見ると、私は、手前味噌になるの

ですが、学校の先生方は自信を持って教育をやってもらいたいなと思います。それを時代の流れだ

からといって、次から次へやっていくと先生方が多忙感になって、きちっと指導できないまま次に

いかなければならないという状況も多々ありました。ですから、じっくり腰を据えて自信を持って、

継続的にやっていく中で、やはり改善しながらやっていくという、そこはこの状況を見たら否定す

るものは何もないと思います。そういうことでやっていったらいいなと思います。 

西原委員長 

 やはり、誇りと自信を持って、聖職者として、きちんと理念を持って取り組んでいただければ間

違いないと思います。 

河岡委員 

 今の話に関係するのですが、５１ページの志の８の教職員の資質向上のところなのですが、学校

の先生方はとても忙しくて、現場の方がいらっしゃるのでご存じとは思うのですが、生徒とゆっく

り向き合う時間がないのが実情ではないかと思います。先生方の資質向上のためにいろいろな研修

を行うということももちろん大切だとは思うのですが、更に研修をどんどん増やして先生方に勉強

していただくのも大切なのですが、先生たちの本来の仕事ができる時間を確保するように、例えば、

これの主な取組みでいきますと４番になるのでしょうか、業務改善をするといいますか、どんどん

研修を追加するのではなくて、仕事を分散化して先生方に関係のないお仕事は他の人に回すとか、

何か取組みを考えて、先生方が心のゆとりをもって生徒に触れ合うことができるというのが、長い

目で見たら資質向上になるかと思いますので、そちらもしっかり検討していただきたいと思います。 

西原委員長 

 確かに、先生方も非常に業務がタイトになっているかと思いますので、やはりメリハリをつけな

がらリフレッシュするということも一つの手ではないかなと思います。長いスパンで見た場合には、



 8 

それが資質の向上につながっていくということも確かに言えるかと思います。企業では営利を目的

としておりますので、ワークライフバランスと言いますか、残業の抑制とか、自分の時間を大切に

していこうといったいろんな施策も出しておりますが、これは、教育とはちょっと違うので、命令

的にはできませんが、確かに、多忙になっているというところはあるかも分かりませんので、そこ

らへんは我々が支援をしていくということも必要かなと思います。 

西原委員長 

 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。） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第２５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。） 

西原委員長 

 ご異議なしと認めます。よって議案第２５号は、原案のとおり可決されました。 

 暫時、協議会といたします。 

（午後１時４８分 協議会） 

 

（午後１時５４分 再開） 

西原委員長 

 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１時５４分 閉会） 

 上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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