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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２７年４月１７日（金）  開会 午後３時００分 

閉会 午後３時３６分 

２ 場  所   柳井市役所４階 ４０１会議室 

３ 出席委員   委員長           芦岡 啓子 

 委員長職務代理者      西原 光治 

委 員           原田 敏弘 

委 員           河岡 治子 

         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報告第１号 人事の発令について 

   ②報告第２号 人事の発令について 

   ③報告第３号 平成２７年度柳井市社会教育指導員の委嘱について 

   ④報告第４号 平成２７年度柳井市青少年育成センター相談員の委嘱について 

   ⑤報告第５号 平成２７年度柳井市文化財指導員の委嘱について 

    ⑥報告第６号 平成２７年度柳井市スクール・コミュニティ総合コーディネーターの委嘱

について 

   ⑦報告第７号 柳井市スポーツ推進委員の委嘱について 

（２）その他 

 

７ 議事の内容 

 

芦岡委員長   

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西原委員、原田委員の両名を

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。） 

芦岡委員長   

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
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い報告７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。  

報告第１号は、３月３１日付けで人事の発令を行ったものでございます。 

報告第２号は、４月１日付けで人事の発令を行ったものでございます。 

報告第３号は、平成２７年度柳井市社会教育指導員の委嘱を行ったものでございます。 

報告第４号は、平成２７年度柳井市青少年育成センター相談員の委嘱を行ったものでございます。 

報告第５号は、平成２７年度柳井市文化財指導員の委嘱を行ったものでございます。 

報告第６号は、平成２７度柳井市スクール・コミュニティ総合コーディネーターの委嘱を行った

ものでございます。 

報告第７号は、柳井市スポーツ推進委員の委嘱を行ったものでございます。 

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。 

芦岡委員長   

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。 

報告第１号、報告第２号 人事の発令については関連がありますので、あわせて報告を受けたいと

思います。報告第１号と報告第２号について、補足説明があればこれを求めます。 

山中課長 

報告第１号は、平成２７年３月３１日付けで退職した者、転出した者について教育委員会の人事

発令を行ったものです。 

 報告第２号は、平成２７年４月１日付けで柳井市教育委員会から転出、転入した職員及び指導主

事の異動の発令を行ったものです。 

芦岡委員長   

 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。 

（ありません。） 

芦岡委員長   

 以上で第１号、第２号の報告を終わります。 

次に、報告第３号 平成２７年度柳井市社会教育指導員の委嘱について、補足説明があればこれ

を求めます。 

河村課長 

報告第３号につきまして補足説明を申し上げます。 

本件は、柳井市社会教育指導員設置規則に基づく、平成２７年度社会教育指導員委嘱の報告であ

ります。指導員は非常勤で、週３日以上の勤務となっており、しらかべ学遊館に３名を配置してお

ります。文化財、放課後子ども教室、子ども会、しらかべ学遊館の維持管理、その他生涯学習関係

の業務をお願いしているところです。平成２７年度におきましては、２名が再任、１名が新任とな

っております。以上で、補足説明を終わります。 

芦岡委員長 
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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。 

 （ありません。） 

芦岡委員長 

以上で第３号の報告を終わります。 

次に、報告第４号 平成２７年度柳井市青少年育成センター相談員の委嘱について、補足説明が

あればこれを求めます。 

河村課長 

 報告第４号につきまして補足説明を申し上げます。 

本件は、柳井市青少年育成センター規則に基づく、平成２７年度相談員委嘱の報告であります。 

相談員は、しらかべ学遊館内に設置しております青少年育成センターにおいて、青少年の相談活動、

街頭補導、青少年健全育成市民会議、その他青少年の健全育成に関する業務をお願いしているとこ

ろであります。平成２７年度からの新任となっております。 

以上で、補足説明を終わります。 

芦岡委員長 

以上で第４号の報告を終わります。 

次に、報告第５号 平成２７年度柳井市文化財指導員の委嘱について、補足説明があればこれを

求めます。 

河村課長 

報告第５号の柳井市文化財指導員の委嘱について補足説明を申し上げます。 

埋蔵文化財の調査等が主たる職務であり、平成２６年度に引き続き委嘱するものです。委嘱

期間は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までとなります。 

芦岡委員長 

以上で補足説明を終わります。 

報告第４号及び第５号について合わせて質疑を求めますが、本案に対する質疑はありませんか。 

  （ありません。） 

芦岡委員長 

以上で第５号の報告を終わります。 

次に、報告第６号 柳井市スクール・コミュニティ総合コーディネーターの委嘱について、補足

説明があればこれを求めます。 

西本課長 

報告第６号につきまして補足説明を申し上げます。 

本件は、平成２７年度柳井市スクール・コミュニティ総合コーディネーター委嘱の報告でありま

す。スクール・コミュニティ総合コーディネーターは平成２６年度から設置したもので、学校支援

ボランティア活動事業を拡充し、学校と地域住民の協同による教育活動を活性化するため、さらに

は学校を核としたコミュニティづくりを推進するために配置するものです。コーディネーターは非

常勤で、週２日～４日、１か月６４時間程度、主に柳井小を中心に勤務をするものとします。今年

度は、しらかべネット等でも活動いただいている佐藤純一氏に委嘱したものです。あわせて、前任

の中原直巳氏を新たにコミュニティ・スクールコンダクターとして柳井小に同じく勤務していただ
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き、全ての学校でのスクール・コミュニティの充実を図ります。以上で、補足説明を終わります。 

芦岡委員長 

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 

 柳井市の教育は、志の教育とスクール・コミュニティの推進が２本柱となっています。２６年度

から新たに設置されたスクール・コミュニティ総合コーディネーターとして佐藤先生に新しくお勤

めいただく。前任の中原先生もコミュニティ・スクールコンダクターという形で引き続いて活動し

ていただき、スクール・コミュニティの活動推進をご支援いただくということで、強化されるとい

う意味合いでしょうが、以前の会議でも同じ質問をしたかと思うのですが、一つは、学校運営協議

会に対してスクール・コミュニティ総合コーディネーターが、オブザーバー参加されるのかどうか。

今の説明では、学校支援ボランティア活動の支援を中心業務としてという説明だったのですが、学

校運営協議会の活動というのは各学校でやっている中で、その活性化というのも大きな課題ではな

いかなと思っていますが、そこら辺りについてお伺いしたいと思います。 

西本課長 

 中学校区ごとに役割分担を行っておりまして、佐藤氏は柳井中学校校区、柳井西中、柳井南中、

大畠中校区を中原氏にお願いしております。昨夜も大畠中校区で学校運営協議会が開催されたので

すが、中原氏にも同席していただいて充実を図っているところでございます。 

桑原教育長 

 佐藤先生は柳井中学校の学校運営協議会委員です。 

原田委員 

 小学校の学校運営協議会に参加される予定はありますか。 

西本課長 

 あります。 

芦岡委員長 

 一昨日、山口県教育委員会の総会や所管説明、熟議、講演があったのですが、山口県が地域教育

力日本一の実現を目指すということで、コミュニティ・スクールに力を入れていくという説明があ

りました。特に柳井はスクール・コミュニティということで、一歩先と言いますか、山口県の中で

も先頭に立って地域を巻き込んで学校が主体となって、皆で子育て人づくりをしているのだなとい

うことを改めて思って、すごく誇りにも思い心強くも思ったのですが、その中の中心的な役目をさ

れるのが、佐藤先生と中原先生のお二人になるのかなということを改めて思っております。例えば、

非常勤のお二人なのですが、週の勤務もほとんど毎日ということで、柳井市スクール・コミュニテ

ィセンターにお勤めいただき、お二人が分担ということですが、去年は、佐藤先生はしらかべネッ

ト、柳井中学校区の地域教育ネットを熱心に取り組んでおられました。それがさらに広がっていっ

たらいいなと思っていたのですが、今回新しい役職ということで、スクール・コミュニティ総合コ

ーディネーターという名前が付いて、さらに仕事内容が広く深くなっていくのではないかと思いま

す。 

 中原先生は去年学校支援ボランティアのほうに力を入れておられ、柳井市全体の小中学校全てに

わたっての学校支援ボランティアのコーディネイトをしていらっしゃったと思うのですが、そのあ
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たりの仕事内容、業務内容についてもう少し詳しく教えていただけますか。 

西本課長 

 学校支援ボランティアの指導支援につきましては、中原氏のほうで全ての学校に対応してまいり

ます。 

芦岡委員長 

 中原先生はコミュニティ・スクールコンダクターという役職名ですが、学校支援ボランティアン

のコーディネーターの仕事も継続されるということですね。 

西本課長 

 コンダクターという業務は県が進める施策を柳井市でも広げていただくというところ、また、柳

井市の取組みをご紹介いただくという役割を担っていただいておりますので、県の会議のほうにも

中原先生にご出席をいただくということになっております。 

芦岡委員長 

 県下の実情を見ると、コミュニティ・スクールの推進が進んでいるところと、今年から始めまし

ょうというところと、いろいろと温度差があるように見たのですが、この二人の役職というのは他

の市町にも全て付いているのですか。 

西本課長 

 コンダクターにつきましては１３市全てに配置されております。 

芦岡委員長 

 佐藤先生のほうはどこの市があるのですか。 

桑原教育長 

 柳井市だけです。 

芦岡委員長 

 柳井市はトップで進めているということで、お手本ということですね。県下で３名ほど、例えば

柳井小学校に付いている新しい職員さんはどういう方なのですか。 

西本課長 

 これは事務職員の新たな配置でございます。事務職員がコミュニティ・スクールの充実に関わっ

ていく。総合的に学校と地域とのつなぎ役というか、こういった辺りにも関わっていこうというと

ころです。 

芦岡委員長 

 勤務場所はコミュニティセンターではなくて職員室にいらっしゃるのですか。 

西本課長 

 柳井中学校のほうに事務職員として配置されています。 

西原委員 

 再確認なのですが、今お話を聞いて少し理解できたのですが、佐藤先生と中原先生のポジション

の名前がスクール・コミュニティ総合コーディネーターとコミュニティ・スクールコンダクターで、

ちょっと名称が違うので若干違和感があったのですが、佐藤先生の場合は柳井市独自ということで

すね。最初の説明では佐藤先生は柳井中校区を担当され、中原先生はその他の中学校区という認識

でいいのですよね。 

西本課長 
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 学校運営協議会の指導とか支援につきましては、佐藤先生と中原先生で中学校区の受け持ちが異

なっております。学校支援ボランティアの指導、支援につきましては、中原先生のほうで全てを受

け持つという役割分担になっております。 

芦岡委員長 

 活動の拠点が同じ柳井小学校のスクール・コミュニティセンターですね。お二人の連携も取りや

すいですね。柳北小学校にコミュニティルームがあって、とてもよく活用されていていいと思うの

ですが、あそこの利用については地域のほうに主体があるのですか。 

西本課長 

 昨年度と同様に地域の方を主体とした充実を図っていくということです。 

芦岡委員長 

 先進的な取組みなので、柳井小学校も柳北小学校も他の市や町にとても参考になるのではないか

と思います。 

西原委員 

 委嘱の報告がございましたが、それぞれの先生方非常に適任でエキスパートの先生方ばかりで、

非常に頼もしいと思っております。しかしながら、今後のことを考えた場合に、後の育成といいま

すか、専門的な分野の中で、例えば文化財の指導員とか、今後必要になってくるのではないかと思

いますので、将来的なことも踏まえて取り組んでいただければと思います。 

西本課長 

 次回の会議の中で新しい学校運営協議会の委員さん方についてはご紹介させていただく予定にし

ております。 

芦岡委員長 

 ４月８日のホームページを見ますと、去年、文部科学省指定になって、佐藤先生が取り組んでい

らっしゃった調査アンケートの結果が出ていました。学校でする事、家庭でする事、そして保護者

がすること、どういうふうに子育てに関わっていったらいいかということも明示されていましたの

で、今年はいよいよ本格的に３者が一体となって連携が深くつながっていくのではないかなと思い

ますので、この取り組みに期待できるところだと思います。 

西原委員 

 地域教育ネットというのがあると思うのですけど、以前、佐藤先生が担当されていたと思うので

すが、後継者といいますか、今後はどなたがされるのですか。 

桑原教育長 

 柳井中は地域教育ネットです。スクール・コミュニティ総合コーディネーターとコンダクターと

いうことですが、コンダクターは県費１００％で、県から委嘱されていますので、中原先生はコミ

ュニティ・スクールコンダクターとなっております。それから佐藤先生は、去年文科省の指定を受

けて文科省から指定の補助金で雇っております。文科省は柳井中学校区を研究したので、アンケー

トや、イコール地域教育ネットでもあるのですが、特に評価のあり方についてということをやりま

したので、そのお手伝いをいただいたというのが佐藤先生のお仕事でした。基本的にスクール・コ

ミュニティの仕事と関連していますので、その仕事を今年も引き継いでいただいたほうがいいかな

ということで、新任として、総合コーディネーターをやっていただくということです。 

芦岡委員長 
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 県では、地域教育力日本一、コミュニティ・スクールはツールとして進めていきましょうという

ことで説明があったのですが、わが市はスクール・コミュニティですから一番進んでいることだと

思います。佐藤先生ですが、昨年は時期限定でしたが、今年は１年間通して総合コーディネーター

のポストでお仕事をされるということですね。 

桑原教育長 

 今度、教育再生実行会議の６次提言というのが出されて、学校を核とした地域づくり（スクール・

コミュニティ）への発展を目指すという言葉が出ています。これは、コミュニティ・スクール化を

図って地域との連携、共同体制を構築して学校を核とした地域づくりへの発展を目指すといういう

ことで、学校を核とした地域づくりイコール、スクール・コミュニティなので、６次提言の中にス

クール・コミュニティという言葉は出てきています。 

柳井は先進であったということではあるのですが、先駆けは千葉県の秋津小学校です。最近は防

府市がスクール・コミュニティというふうに言っております。下関の中尾市長さんも同じようなこ

とを言っておられます。これは自治会と学校をセットにして、そこを核として地域を活性化すると

いうのが下関の取組みです。柳井も本来であれば自治会が入ってくればいいと思いますが、柳井は

自治会が細かく分かれていますので、現時点ではどういう形でやるかというのは分かりませんが、

自治会も今後は入ってこなければいけないかなとは思います。 

原田委員 

 学校運営協議会の委員には主だった自治会の自治会長さんも委員に入っておられますよね。 

桑原教育長 

 自治会長さんを入れるというルールはありません。 

西原委員 

 教育長が言われたように、自治会は現時点では細かく区切りがありますので、学校とのタイアッ

プは難しいと思いますが、地域コミュニティはそれぞれの地域であると思いますので、最初は地域

コミュニティとタイアップしながら対応していくというか、連携をとっていくということから始め

ていけば、コミュニティには自治会も入っていると思いますので、浸透していくのではないかなと

思います。 

原田委員 

 福岡の春日市に行ったときに、あそこは自治会との連携が非常に密接だったなという印象があっ

て、柳井も真似をすればいいというのではなくて、スクール・コミュニティという方向性の中では、

より連携を強めていくという施策ができたらいいですね。 

桑原教育長 

 自治会は総務なので、自治会の改革をされるということであれば、コミュニィ・スクールと自治

会との関連を持った自治会改革というのはあるかも分かりませんが、一応教育委員会の範疇ではな

いので、改革をするという流れができてきたら可能かも分かりません。 

 春日市は自治会単位が大きいというか、基本的に１学校区に１自治会というふうな形でできてい

ます。春日市の場合はどちらかというと行政サイドからコミュニティ・スクールが始まったところ

なので、自治会のほうから始まっていった経緯があると思います。下関はそれをやろうという形で、

中尾市長さんが言われています。 

西原委員 
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 やはり、学校が地域にどんどん出ていったらいいですね。地域と学校との情報交換というか、地

域は地域の歴史とか文化とかいろいろあるので、そういったイベントとか祭りとか、そういう情報

を提供しながら、それに可能な限り参加していくと、そこでミュニケーションが取れると思います。

それから子供たちの知識も、先生方の知識も広がっていくと思うので、そういった交流の場を持つ

べきだと思います。それがスクール・コミュニティではないかなと思います。 

芦岡委員長 

 熟議の中で最後のポイントは地域貢献ということが話題となったのですが、今まで、学校支援ボ

ランティアは柳井市でも早く立ち上がっていたし、中原先生も熱心に取り組んでおられるし、学校

の中に地域の者がどんどん入って子供の教育に一緒に携わっていくということで、地域で子どもを

育てるという意識は、柳井市ではすごく早くからできております。今度は学校からしっかりと地域

の皆さんに貢献できるようなこと、学校も開放するし、行事とか地域のイベント等にも参加して、

学校のほうが主体的に地域の方のほうに出向いて行って、手を携えていくということは大事ではな

いかと思います。 

西原委員 

 地域の方も学校で臨時講師といいますか、そういった形で、自分が知っている部分を継承してい

くということをすれば、児童生徒も、聞くほうもリアルで記憶に収まっていくのではないかなと思

うし、伝えるほうもモチベーションも向上してくるという相乗効果が出てくるのではないかなと思

いますので、タイミングよく連携を取りながら取り組んでいったら素晴らしいものになるのではな

いですかね。 

芦岡委員長 

以上で第６号の報告を終わります。 

次に、報告第７号 柳井市スポーツ推進委員の委嘱について、補足説明があればこれを求めます。 

河村課長 

 本件は、柳井市スポーツ推進委員設置規則第３条の規定の基づき委嘱するものでございます。今

回は新たに１名の女性委員を加え、１９名の方の委嘱をするものでございます。任期は、平成２７

年４月１日から平成２９年３月３１日までの２年間となります。 

芦岡委員長 

 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。 

（ありません。） 

芦岡委員長 

 以上で第７号の報告を終わります。 

（閉会の宣言） 

 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３時３６分閉会 
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 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。 

 

 

委 員 長   芦 岡 啓 子 

 

署名委員   西 原 光 治 

 

署名委員   原 田 敏 弘 

 

調 整 者   山 中 松 樹 


