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平成３０年度 第１回柳井市総合教育会議 会議録 

１．会議の開催 

（１）日 時   平成３０年６月２２日（金）   開会 午後１時３０分 

閉会 午後２時４５分 

（２）場 所   柳井市役所４階 ４０１会議室 

 

２ 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           河岡 治子 

委 員           厚坊 俊己 

委 員           横山 志麿 

 

４ 出席事務局委員 教育総務課長        石岡 雅朗 

          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 宗廣 宜之 

          給食センター所長      宮本 太郎 

教育総務課長補佐（書記）  有道 茂一 

 

５ 傍聴者     なし 

 

６ 協議事項 

（１）児童生徒の減少により、今後、ますます小規模校化が進む。 

小規模校化が進んでも、教育効果が下がらないようにするためには、どのような教育を進

めていけばいいか？ 

 （２）運動部活動のガイドラインが文部科学省から出された。柳井市として今後、どう対応して

いけばいいのか？ 

 

７ 議事経過 

（１）開会 

    教育総務課長から、平成３０年度第１回柳井市総合教育会議の開会の宣言があった。 

（２）市長挨拶 

本日は新しい年度を迎えまして、最初の 1 回目の総合教育会議ということで、ご出席いた

だきましてありがとうごいます。また、平素から教育委員の皆様には教育に大変な熱意をも

って様々なご指導いただいていることに対しまして、私の立場からも感謝申し上げたいと思

います。冒頭あいさつということでありますので、先般、６月１０日、午前中は月性さんの

関係の追慕記念行事も開催されましたが、その日の午後は柳井人づくりアカデミーというこ

とで、ちょうど今年ですね、国木田独歩が没後１１０年ということもありまして、加えて明
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治１５０年、なんといっても明治の文豪国木田独歩ということもありまして、様々な経緯か

ら、上智大学の木村洋先生にお越しいただいて、独歩について学ばせていただきました。改

めて、あの独歩の美意識の新しさというか、独歩以前は、名所旧跡とかそういったところを

称えるというものが主流であったのが、独歩というのはある意味、当時は変わっていて、無

名の人々の生活だったり、何気ないただの風景に美を感じるというか、そういったところが、

とても当時は新しく、後に様々な影響を与えたという話でした。つい先日、木村先生からお

礼のハガキをいただきまして、その中にも、講演の前日からお越しいただいて、柳井、田布

施、平生のゆかりの地を巡っていただいたこともあるのですが、柳井市の風景には幸福感が

漂っているというふうに書いてありました。その幸福感が漂っていて、独歩は柳井周辺のそ

ういった見聞というものに、いかに執着したのか。あの執着した理由が分かりました。つま

り独歩はその後、この地を離れるわけでありますが、この地に関わるものを題材にして作品

を発表している。それほど執着している理由が、今回来てみて分かりましたとありました。

この幸福感というのは木村先生が感じられことでありますが、私たちが、この自然から、歴

史から、日々の生活から、感じている、感じているかいないかは別として、外部からお越し

いただいた方にはそういうふうに映ったとういうことでありまして、これからの地域を担う

今の子どもたちに幸福感がしっかりと培われる、また伝わっていくというような教育環境、

そしてまちづくりを行っていくことが私たちの使命ではないかなあと思いました。幸福感が

漂うという、非常に良い、お褒めの言葉をいただいたと思いましたので、若干、簡単でござ

いますが冒頭にご紹介をさせていただきました。 

ちなみに教育という意味でいうと、いろいろ横山委員さんにも学校のほうでお世話になっ

たりしていますが、ついに、私自身の身近な娘も、学校でお世話になっているところという

ことで、その娘の話からも、いかに地域の方々に人に見守られて、つまりは通学の際を含め

て、それぞれ学校が成り立っているということを感じています。けっこう先生に叱られた、

怒られたということで、落ち込んで帰ってくるのですが、ただ、先生のことは大好きだと、

先生に恵まれるというか、そういったこともあるのかなあと、柳井市の子どもたちの環境と

いうのは、これからの成長に大きな責任と役割をもっているということを、改めて、私自身

も肝に銘じまして、いろいろと皆さんからご指導いただきながら、またいろいろなお教え、

協力をいただければなあという思いでございます。今日を含め、今年度もどうかよろしくお

願いいたします。 

河岡委員さんには、任期満了がきますが、来期も引き続き、委員として４年間、よろしく

お願いいたします。 

 

（３）議事内容 

（市長） 

それでは、協議事項に入らせていただきます。初めに、「児童生徒の減少により、今後、ま

すます小規模校化が進む。小規模校化が進んでも、教育効果が下がらないようにするために

は、どのような教育を進めていけばいいか？」ということについて、事務局より説明をお願

いします。 

（教育長） 
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初めに、柳井市の教育計画について説明をさせていただき、協議内容に入っていきたいと

思います。 

この教育計画は、学校教育編と全体編の２つありまして、学校教育編について少し説明し

て、議事を進めさせていただきたいと思います。柳井の教育は、「愛、夢、志をはぐくむ教育」

と、スクール・コミュニティによる教育のまちづくりということで、３年目となっておりま

して、現在は平成３０年度が進んでいます。１ページを開いていただいて、今年度は、「肯定

感の醸成としなやかさ・たくましさを求めて」ということで、基本方針を作っています。特

に自己肯定感、他者肯定感、地域肯定感のこの３つを大事にして、「愛、夢、志をはぐくむ教

育」を進めるということです。自己肯定感とは、「自分は大切でかけがえのない存在だ」「周

囲から必要とされている」と思える心の状態です。そのためには、他者肯定感が必要です。

他者肯定感とは、他人を大切にする心です。そして、それの土壌として地域肯定感が非常に

重要である。地域肯定感とは、故郷を愛する心です。自分たちが生まれ育った故郷の歴史や

自然を愛し守り繋げる活動が重要です。そういう自分たちが生まれ育ったその地域から愛さ

れると、家族もそうですし、隣の人、地域の人、それから歴史、昔の人、いろんな人がこの

地域を作っておる中に生まれてきたと、そこに自分が今いるという中で、自己肯定感、他者

肯定感を高めいくということが柳井市の教育の根幹です。そいうことが書いてあります。 

もう一つが、しなやかさ・たくましさ、復元力を指すレジリエンスも重要です。やっぱり、

たくましく生きるというのは、非常に重要な教育では視点ですから、たくましさを求めてい

く。この２つが基本方針となります。 

学校教育では、平成３０年度の重点事項として、「１人１人」、「チーム学校」「アクティブ・

ラーニング」この３つを大きな柱としています。「１人１人」というのは、大きな学校もあり

ますし、小さな学校もありますけど、基本は１人１人の子どもをみるということが基本なの

で、学力も学習もいろんな活動も生徒指導も１人１人をみてほしいということ。それから、「チ

ーム学校」は、文科省もよく使う言葉ですが、教員だけでなくて、地域の人、保護者、関係

機関、いろんな人が関わってチームとして学校を運営していくことが必要となっていますの

で、校長先生に意識していただいて組織を作っていただこうというのが「チーム学校」です。

「アクティブ・ラーニング」とは、主体的、対話的で深い学びです。これは、柳井市では進

めて４年目となっていますので、今年は授業研究を含めて、もっともっと進めていきたいと、

そして平成３１年２月には研究発表会をする予定にしています。柳井小でやっていくことが

決まっています。各学校の先生方１人１人がエビデンス（科学的根拠）を活かした学力向上

を進めていただきたいと。そして、子どもたちにとっても、先生にとっても、地域にとって

も楽しい学校をつくってくださいと、申しあげています。このことは、各学校に行って先生

方に資料を配ってお願いしているので、簡単に説明させていただきました。ありがとうござ

いました。このあと、全体を見ていただきたいと思います。 

それでは、今日のテーマ、協議事項の１「児童生徒の減少により、今後、ますます小規模

校化が進む。小規模校化が進んでも、教育効果が下がらないようにするためには、どのよう

な教育を進めていけばいいか？」というのが協議議題１です。今日はこのテーマを主に話し

合えればいいかなあと思います。２番目は、部活動の問題ということで、時間があればこの

ことも話したいと思います。 
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資料をお渡ししていますので見てください。この児童生徒数の一覧の２ページ目の小学校

ですが、例えば、日積小学校は平成３６年には２７人の予定です。現在４学級ですが、これ

が３学級となるのが平成３５年からの見込みです。伊陸小学校は４学級です。柳井南小学校

は現在４学級で、来年は５学級となっており複式です。小田小学校ですが、２年生が１２人

ですが、１人転校する予定となっていますので１１人となれば、１６人から複式になります

ので、平成３１年度から５学級となり複式となります。柳北小学校は平成３０年度５学級で、

平成３３年から６学級となります。平郡東小学校は完全複式です。大畠小学校は平成３５年

度から５学級となり複式となります。余田小学校も平成３２年度から５学級となります。来

年の１年生が４人で、その次が１６人いますが複式となります。平成３０年度の複式学級の

資料をみていただくと、日積小学校、柳北小学校、伊陸小学校、平郡東小学校、柳井南小学

校と複式学校がありますが、これに小田小学校、大畠小学校、余田小学校が加わりますので、

年度によっては全部ではありませんが８校となります。複式学級が増えると小学校の半分以

上の学校が複式となりますので、今日のようなテーマを設けさせていただきました。 

特に、児童数が減少して小規模校化が進む中でどういう教育を進めたらいいか、いろんな

ご意見をお伺いたいと思います。直ぐにものすごく減るというわけではありませんが、６年

間でだいたい小学生で２００人ぐらい減ってきます。１０年経つと４００人、５００人ぐら

いと減ってくると思われますので、教育委員会で話し合いができたらと思っております。こ

の付箋紙に「小規模校化が進んだらどんな教育をしたらいいか」アイデアや思いを記入にし

ていただき、発表してもらって、全体協議をしていきたいと思います。厚坊委員から小規模

校と大規模校のメリットとデメリットの資料をいただいておりますので、これも参考にして

いただければと思います。 

（河岡委員） 

複式の基準の確認ですが、隣り合う学年が１６人に満たない場合に複式になるのでしょう

か。組み合わせはいろいろあるということでしょうか。 

（教育長） 

基準としては、小学生１年生を含む場合は８人以下が複式学校となります。小学校１年生

を含まない場合は１６人以下となります。 

（横山委員） 

 他の小学校あるいは中学校との交流する時間があるようですが、その時間をもっと増やし

ていくと、子どもたち同士が刺激しながら成長していくと思います。 

 （河岡委員） 

  児童・生徒数が少ないと教員も減ってくる。充実した教育を受けさせるためには、補助教

員を雇用して手や目が届くようにすべきではないかと思います。 

  法律上できるかどうか分かりませんが、それぞれの学校を活かすためには、思い切って学

校区をなくして、それぞれの学校に特色を持たせる。例えば、この学校は理科に力を入れる

とか、英語教育に力を入れるとか、自然や伝統、地域の人たちとの触れ合いを重点的にやっ

ていく学校とか、特色を持たせる教育を進めていく。地域の人だけではなく、他所からもそ

の学校に通いたいという希望者も増え、多少人数が分散しそれぞれの学校を活かすことがで

きる。そうなれば、例えば、駅から各方面にスクールバスを出して、各学校に行くと行きや
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すい。駅までは親御さんが子どもを連れて行き、そこから各学校に行く。特色を持たせるこ

とで、別の学校に通いたい児童生徒をつくるというのもひとつの方法だと思います。 

  今後、人数も減っていくので、統廃合を検討することも必要です。いずれしないといけな

いと考えると、日頃から小規模校同士の交流を持つことや、行事や変わった授業があるとき

は、他の学校の児童生徒も参加させる。柳井中学校でコンサートがあったが、とても良かっ

たので、柳井中学校の生徒だけでなく、近辺の学校の生徒も参加させることができないのか

と思いました。もっと学校同士の交流を持つと、いずれ統廃合となった際にはスムーズにい

くのではないかと考えます。 

（西原委員） 

  ソフト面とハード面の両面からいろいろ分析していく必要があると思います。お二人の意

見には共通点があると思いますが、ソフト面においては、特色というか魅力をつくるという

こと、魅力を出していくということが必要だと思います。その学校のカラーをだすというこ

とが必要だと思います。「近き者説び遠き者来たる」という２０００年以上前の言葉もありま

す。この学校は小規模であるけど、中身が充実しているというようにするためには工夫が必

要となります。そのためには、ソフト面ということになるので、地域とタイアップしたオリ

ジナルのカリキュラムが組めるのではないかと思います。従って、オーダーメイド教育が可

能になってくるのではないかと思います。 

その分析をする中で、メリット、デメリット、あるいは課題をしっかり抽出していく。大

規模校がすべてメリットというわけではないので、強み、弱みというのがあるので、そこを

しっかり確認する。また、ＩＣＴをしっかり活用していく。パソコン等を有効活用してネッ

トワークを拡充していく。学校間での交流も、画面を通じて、いろんな学校とネットワーク

をつくる。企業では、今、テレビ会議は普通になっており、効率的に進めているので、ＩＣ

Ｔは避けては通れなくなっていると思います。ソフト面の工夫や努力は、皆で考えていく必

要があります。我々もサポートや支援をしていく必要があります。ハード面の観点を考える

と、統廃合に繋がっていくのかもしれないが、その前にできることからしていくということ

で、通学エリアの見直し、つまり、校区のボーダーラインを少しフレキシブルにして、人員

が偏らないように平準化できるようにしたらどうかと思います。いろいろありますが、時間

の都合上、以上にします。 

（厚坊委員） 

 学校の目標というのは、ひとつには社会に出て通用する人間を育てあげないといけないと

いうことです。子どもが社会に出た時に、例えば小規模校のメリットもあるしデメリットも

あると考えた時に、小規模校のメリットであればきめ細かい指導ができるという面がありま

すが、反面、自分で自分のことをちゃんと解決していくということをひとつはやっていかな

ければならないと思います。 

大規模校の中で、いずれ日積小、伊陸小であれば、柳井中学校に入っていきますが、大集

団の中で自分をどう活かしていくかというのを考えたときに、小規模校同士の交流も必要で

すが、柳井小学校などの大規模校との交流の中で、集団の中で埋没しない、自分を活かせる、

あるいは活かしていくという勇気とかを小規模校の児童に育てていかなければならないと思

っています。 
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先生方で言えば、先生方の希望は、大規模校には非常にいろいろと問題があって、勤務時

間も長いので、どちらかというと小規模校に勤務したいという傾向にあると思う。これから

複式も含めて、複式授業の仕方というか授業力をつけていって、学力保証もしていく必要が

あります。そのためには先生方も少ないですから、非常勤講師の配置も一緒にしていく必要

があると思っています。 

（教育長） 

 非常勤講師の配置が必要だというのは同じです。 

 複式学級が増えるので、柳井小、新庄小、柳東以外は全て複式学級となる状況もあるので、

複式授業の勉強を先生方がしっかりする。 

  交流学習を進め、小規模校同士、大規模校にいくとか、そのためにはスクールバスの活用

を増やしていく。 

平郡との校長先生と面談したのですが、スカイプ等を活用してパソコンで授業を行うと言

われていました。小規模同士でテレビを使って授業を行うなど、ＩＣＴを駆使して、工夫し

て授業を行うというのも必要だと思います。 

児童生徒が減っていく中で、スクール・コミュニティを進め、地域のいろんな人と交流を

進め子どもたちに力をつけるということも必要です。 

（市長） 

 学校間の交流という話が出ていましたが、現状として既にやっている状況があって、その

現場からどういう声が上がってきているかという情報を何かお持ちでしょうか。 

（学校教育課長） 

 平郡小と日積小で交流授業をやっています。子どもたちはもちろんですが、平郡小の教員

はいつも２人、３人の少人数の授業なので、児童は全部で５人しかいないので、教員のスキ

ルアップの向上に非常に役立っていると思います。今度、日積小に行って授業を行うと言っ

ていましたので、教員にはプラスになっていると思います。 

また、柳井南中の１年生は１人しかいないので、柳井中学校との交流を行っています。遠

足や授業に参加し、本人から、「とても楽しかった。友達が増えた。」と言っていました。３

年生になる時には同級生になるので、その不安が確実に減っていると思います。 

（教育長） 

柳井南小、小田小の児童が柳井小に行って交流するというのを今年度行う予定にしていま

す。昨年度１回やっているかもしれませんが、現状では、小学校同士の交流はあんまりやっ

てはいません。 

（河岡委員） 

    平郡小の交流は年に何回ぐらいあるのですか。 

（教育長） 

    年に３、４回ぐらいだと思います。 

（市長） 

日積小の児童が平郡小へ行ったというのを何かで見たことがありますが、平郡小から日積

小学校へ行くのは何回ぐらいですか。平郡小から日積小へ行くのは何回ぐらいですか。 

（教育長） 
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 日積小から平郡小へ行くのは１年に１回です。平郡小から日積小へ行くのは３、４回ぐら

いです。 

（河岡委員） 

    ほかの学校同士の交流はありますか。 

（教育長） 

年度によって違いますが、柳東小に平郡小の児童が行ったこともあります。年度によって

あったりなかったりしています。 

（河岡委員） 

平郡小ではない学校同士の交流はないのでしょうか。日積小と伊陸小で何か一緒にやると

か、そういうのは今のところないのでしょうか。 

（教育長） 

   問題は、何をするかということです。先日、テレビで大畠中学校の１，２年生と柳井南中

学校の１，２年生が体育の授業を一緒にやったと放送されていました。スクールバスを借り

て柳井南中の生徒が大畠中に行って、体育授業を一緒にやっていますが、移動の時間があり

ますので、１時間の授業やるのに、行って帰ることを含めて２時間分の時間がとられる。そ

の辺が課題となっています。給食の問題もあるでしょうし、教員サイドからいうと、１番の

課題は何をするかということです。交流といっても遊ぶわけではないので、例えば算数だっ

たら、教科書のどこを一緒にやるかなどの授業内容を調整しないといけない。打ち合わせに

時間が非常に必要となります。交流して何をやるかが非常に重要で、調整に手間暇が凄くか

かります。 

（市長） 

 現状として、他校との交流をやりたいという希望は、現場から挙がっていますか。 

（学校教育課長） 

 特に挙がってはいません。 

（市長） 

 他校との交流をやりたいとなれば、新たに支援する仕組みが出来上がったとしても、今の

ところ、声が上がってこない可能性もあるということですか。 

（学校教育課長） 

 教育長の言われたように、教育課程を合わせなくてはいけない。行事なら可能ですが、授

業となると事前準備が必要となります。 

（河岡委員） 

学校間で進度というのは違いがありますか。 

（学校教育課長） 

 木曜日の３時間目に算数をやる時に、Ａ小学校、Ｂ小学校と同じ進度かというと、それは

なかなか難しい。同じ小学校内でも１組と２組では進度が違います。 

（教育長） 

  ピンポイントで合わせるというのは、大変難しいことです。昨日と今日を合わせることが

必要となります。どんな授業をするかということになりますが、１年間の指導計画を基に進

んでいますので、合わすのは難しい。 
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（厚坊委員） 

   道徳や学校行事なら、合わすことができるが、教科はなかなか進度が微妙に違ってくると、

１時間違うだけで、算数なんかは全然分からなくなることもありますので、非常に難しいで

す。でも、初めに年間計画を立てておけばなんとかなるかもしれない。 

（教育長） 

 日積小と伊陸小の校長先生方には、交流授業の投げかけは行っています。例えば、一週間

ぐらいの期間で計画するとか、検討はお願いしています。ただ行くのではなく、教育課程を

合わす必要があります。誰が指導するか、どういう内容にするのか、ティーム・ティーチン

グで対応するとか、行った先生は何をするのか、いろいろなことの話し合いがあるので、交

流学習というのは、行事とか、道徳、体育とかなら可能ですが、他の教科全部の授業に対応

することになると教員には不評です。 

（西原委員） 

   道徳とかは可能なら、そういったことから始めてはいかがですか。ＩＣＴを活用して、授

業するというのはいかがですか。 

（教育長） 

   スカイプなどを活用し、同じ先生が両方で授業したら、可能かもしれません。 

（市長） 

   時間の配分も考えなくてはいけないですが、交流すればいいのではないかと思いますが、

さらに、現場の先生方の負担となっては意味がないことでしょうから、希望があるようなと

ころ、可能なところからまずは支援していくということが、今の時点で考えられることでし

ょうか。いろいろ合わすこともあるようですから。 

（教育長） 

   宮崎県の五ヶ瀬町で、以前、完全な交流学習をやっていたことがあります。どちらかの学

校に行きっぱなしで、小学校の先生が両方で話し合って、１年間やったら物凄く学力が上が

ったと聞いています。でも物凄く大変だったようで、先生方はしょっちゅう行ったり、来た

りだったようです。その教育長がいなくなったら、取組がなくなっています。交流学習をや

った４年間は凄く注目されましたが続いておりません。教員の仕事量が１．５倍ぐらい増え

るのは間違いないので、働き方改革の中では、難しいのではないかと思います。 

（市長） 

   当面の課題として、小規模校が増えていく中で、複式の主要科目をどう指導力不足を解消

するのかということですが、当然、財政サイドの限界というのもあるのですが、非常勤の先

生の確保というのはスムーズにいっていますか。 

（教育長） 

   人がいない状況があります。市内ではなんとかなっていますが、１人先生が病休になった

ら、代替がいない状況です。全県的においても同じ状況です。実は、市内の某中学校で１人

病休になった先生がいますが、全県下で探していますが代替の先生がいない状況です。 

（市長） 

   柳井市でこのような状況があるので、県下においても複式についてはできる限り手当する

流れになっているのでしょうが、先生の確保は難しい状況だということですね。 
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（教育長） 

   非常勤の確保は難しい状況ということです。複式学級への対応としては、先生方に力をつ

けていただく方法があります。学年を行き来する「わたり」の技術を身につければ、かえっ

て成績が上がるということもありますが、相当な技術が必要です。今年も研修会を行い、柳

井南小学校が研究発表を行うこととしています。 

（市長） 

   遠崎小学校で複式学級の現場を体験させていただいたことがありますが、まったく違うこ

とが同時に行われており、これは先生の技ですね。 

（厚坊委員） 

   私は中学校サイドですから、あまり経験はありませんが、相当大変だと思います。同じ時

間の中で、２つの学年の授業を全く違うものを同時にやっていく、１つの学年は先生が教え

る、もう一つの学年は課題に対し自分たちで話し合いながら進めて、今度は少し時間が経っ

たら先生が課題はどうなったか確認する、もう一つの学年は自分たちで授業を進める、先生

が行ったり来たり、１時間で二つのことを同時進行で行うということはとても大変です。で

も子どもたちは自分たちで授業を進めていくというメリットもあります。一長一短はありま

す。 

（教育長） 

   確実なデータを取っていませんが、傾向として、小規模校の方が学力が高いか、大規模校

の方が学力が高いか、どちらだと思いますか。 

（河岡委員） 

   大規模校だと思います。 

（教育長） 

   傾向としては、大規模校です。市内で見ると、小規模校も１校ほど凄く高いところがあり

ますが、あとは若干低迷気味です。でも、大規模校が高いかというと、そうでもないですが、

大規模校の方が高くなる傾向があるのは間違いないと思います。小規模校できめ細かくひと

り１人指導をやったら、上がると思いがちですが、意外と上がらない。勉強とは自分でする

ものなので、どう意識が高まるかということが非常に重要なので、どちらかというと大規模

校の方が学力が高くなる傾向はあります。 

（市長） 

   小規模校で学力が高いということは、どういう要因があるのですか。 

（教育長） 

   子どもの状況と、環境、家庭かなと思っています。 

（西原委員） 

   大畠中学校は超小規模校なのですが、３０人台となっています。学力テストは市内ではト

ップと聞いています。 

（教育長） 

市内の中学校の４校はほとんど変わりません。これは凄いことで、今までは高い方ではな

かったので、凄く努力された結果だと思います。大畠中学校は僅差でトップです。ここ２、

３年かけて小中連携して努力された成果だと思います。 
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（西原委員） 

先ほど市長からお話がありました遠崎小学校のことですが、２０数年前、私がＰＴＡ会長

だった時に完全複式になりました。２０人程度だったので、その時にとても苦慮しました。

人も連れてきたり、いろんなアクションを起こしましたが、その時には子どもというよりは

保護者の不安の声が高かった。先程、若干触れましたけれど、「メリットを最大限に活かして

いこう。デメリットは言わないようにしよう。」と言うキャッチフレーズで取り組んでいまし

た。何年か耐え続けてきましたが、閉校となりました。今の柳井市の小規模校をみると、そ

れぞれ地域性もありますが工夫されているなあと感じます。 

（教育長） 

   河岡委員さんが言われていましたが、それぞれの学校でいろいろな取組を、特色ある取組

をされているのは間違いないと思います。 

(市長) 

   学校区を無くすと、小規模校にもわざわざ通って来るのではないかというような声をたく

さんいただきましたが、むしろ、中央に人が余計に集まってしまうのが実態だと思います。

今までのいろんな声を聴くとそう感じます。 

（教育長） 

   東京都がそれで失敗をしています。自由区にしたら一部に集まって、平準化はできなかっ

た。今はやめています。 

（西原委員） 

自由区ではなく、エリアの見直しです。ＡエリアはＡ学校しかいけないのをＡ学校とＢ学

校にするとか。 

（市長） 

実際に感じますけど、通学を誰が連れて行くかは、校区がなくなるということはいろんな

問題がでてきます。 

（教育長） 

   都会で自由区にできるのは、通学に問題ないからです。田舎は学校まで連れて行くことを

しなければならない。田舎は距離があるので、スクールバスを出さなければならなくなる。

スクールバスは今の３倍ぐらい必要となります。 

（市長） 

どこの地区とは言いませんが、学校を残していくと、むしろ親御さんたちは小規模を心配

されて、大きな学校までバスを出してほしいとか、そっちの方の声が大きかった。まずはそ

れを何とか抑えて、地域にある学校に行くことを促し、学校から保育園に通っていただいて、

先生方からも保護者に対し地元の学校に通うようお願いしたこともある。 

（厚坊委員） 

可能かどうか分からないが、大きい学校の校区にいる子どもでも、より先生方の目が届い

て少人数の中で活きるという子どももいると思う。したがって、少人数学校に申請していた

だいてもいいですよと、しっかりＰＲできれば、逆に大きな学校から小さい学校に行きたい

という親子がおられるかもしれない。 
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（教育長） 

   自由区ではないのでＰＲは難しいところがあります。勘違いされては困りますが、事情が

ある場合は、弾力的に考えています。柳井中は不登校の人数がちょっと多いですが、大畠中

は不登校ゼロとなっています。大畠中はいい雰囲気でホットな学校なので、不登校などの理

由があり、大畠中学校に行きたいとなれば検討はできます。こちらからアプローチは難しい

面があります。 

（西原委員） 

   営業じゃないですが、そこらへんのＰＲはできていますか。ホームページでやっています

か。 

（教育長） 

   ホームページに通学区変更許可基準を出しています。何となく大畠中の良さは伝わってい

ると思います。 

多様な子どもたちも多いので、いろんな所で居場所をつくる、選択肢をたくさん増やすと

いうのは教育として必要であると思います。 

（市長） 

積極的に「どうですか、そういう方がいらっしゃいませんか」とまでは言っていませんが、

個別な事情があれば、できる限り教育委員会としても個別に考えていくということですね。 

（教育長） 

個別に面接をして、個別に面談もして細かくお話を聞いて対応しています。 

（西原委員） 

その相談はどこでやっていますか。 

（教育長） 

学校教育課で対応しています。 

（西原委員） 

    どのくらいありますか。 

（学校教育課長） 

年度末は相談が多いです。 

（教育長） 

   小学校から中学校へ上がる時や、幼稚園や保育園から小学校へ上がる時には相談件数は多

いです。途中は少ないと思います。 

（厚坊委員） 

学校の現場から保護者にはなかなか言えないと思います。学校からいうと、放棄したと勘

違いされ、誤解を与えてしまうこともあるので難しい。 

（河岡委員） 

保護者が言ってこないと、そういう動きにはならないのでしょうか。 

（厚坊委員） 

保護者が言うか、スクールカウンセラーとか行政関係の方がそういったことも可能ですよ

と言うことはできると思いますが、学校当事者が言うと難しい問題になる。 
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（教育長） 

例えば、不登校で悩んでいて、「こういう選択肢もありますよ」という言い方はできます。 

何にもないのに、保護者の皆さんに「自由に、どうぞ」と、オープンに言うのは難しいと思

います。 

（西原委員） 

   営業はできないですね。 

（教育長） 

   最初からの営業はなかなかできないです。 

（西原委員） 

   だから、やっぱり自分の学校の中で、その魅力づくりというのを出していって、それが伝

わっていくことが大切ですね。 

（教育長） 

    教育委員会のスタンスは、地域肯定感でスクール・コミュニティをやっているのは、自分

のところを愛しなさい。他所へ行けとは言っていません。自分のところや学校で、自分のと

ころを愛してください。あなたはご縁があってここに生まれたのだから、自分のところを愛

してくださいというのが基本的なスタンスです。 

（市長）  

  今の課題というのは、結論が出るというよりは、引き続いての課題であり、まずは現状を

しっかり把握するということでいいでしょうか。２点目の課題にいってもいいでしょうか。 

２点目の課題は、「運動部活動のガイドラインが文部科学省から出された。柳井市として今

後、どう対応していけばいいのか？」について、まずは事務局より説明をお願いします。 

（教育長） 

    これは、スポーツ庁から出された「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」

です。読むと時間がかかるので読んでいただいたらと思うのですが、部活動の先生方の負担

もあるし、子どもたちも休養日を設けなくてはいけないと、週２日休みなさいと、平日も２，

３時間程度の練習時間にしなさいと、いうガイドラインが出された。そこが一番大きなポイ

ントで新聞等に載っていますが、それに合わせて、山口県教育委員会もこのガイドラインに

合わせて、県教委としてのガイドラインを作成途中です。柳井市としても、これを受けて週

１日以上は休んでくださいと、無理がないように本年度は進んでいます。来年度は、週２日

の線は外せないと考えています。各学校も悩んでおられます。部員数を調べた資料がありま

すが、柳井中、柳井西中、柳井南中、大畠中の部活と部員の数があります。男女一緒のもの

もあるし、男女別のものもあります。バスケットボールなんかは男女別々です。柔道や剣道

は男女一緒に練習しています。陸上は上が短距離で、下が長距離の駅伝で男女一緒にやって

います。卓球は別々で、サッカーは男子だけです。 

休養日については、柳井中は週１日程度、活動時間は決めていません。柳井西中は水曜日

の部活動をやめて勉強させています。土日のどちらかの１日を休みなさいとなっています。

柳井南中は週１日休みなさいとなっています。柳井南中も柳井西中も早朝練習を止めていま

す。柳井南中は早朝練習やめて学習させています。大畠中は週２日休みなさいと、そのうち

１日は土日を入れるということになっています。 
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  今から、どうなっていくのか、難しい問題ですが、ご意見があればお願いします。 

（西原委員） 

   大畠中学校の場合は、部が成り立っていないですよね。合同で活動をしていると聞いてい

ます。 

（教育長） 

  大畠中学校の軟式野球部は、大畠中４人と、柳井南中６人の１０人で合同チームでやって

います。 

（学校教育課長） 

   今は、怪我人が出て、この夏の大会は、柳井中学校からも借りて、３校合同でチームをつ

くっています。 

（厚坊委員） 

このガイドラインが出た経緯というのは、一番は働き方改革ということですか。それとも、

クラブ活動のやり過ぎや、パワハラの関係でしょうか。 

（教育長） 

    働き方改革の関係です。教員の負担軽減が１番です。２番目が子どもたちの健康面です。 

（厚坊委員） 

働き改革ということで考えていくということですね。柳井南中は早朝練習をやめて、朝学

習というのは、教員がついてやっているなら、働き方改革にならないとちょっと思いますが、

学校事情もあるのでしょう。 

（市長） 

   朝学習というのは何をするのでしょうか。 

（学校教育委課長） 

   朝学習は、補充学習を生徒に任せるのではなく、教員がついて苦手分野をやらせています。 

（教育長） 

各学校によって違いますが、柳井中学校は朝読をやっています。 

（市長） 

   柳井南中がやっている朝学習は、先生がついて、授業をやっているのでしょうか。 

（学校教育課長） 

 授業ではなく、プリントなどをやらせています。 

（河岡委員） 

朝読書の時間帯に勉強にしているのですか。 

（学校教育課長） 

    朝の７時３０分からやっている早朝練習の時間を利用してやっています。 

（教育長） 

   柳井西中は早朝練習をやめて、特に朝学習をやっていませんが、水曜日の６時限は部活を

しないで全校一斉補充学習をやっています。 

（市長） 

   朝学習をやるやらない、また部活動を週何回休むというのは、基本的は学校の方で決める

ものでしょうか。教育委員会がやりなさい、休みなさいというものですか。 
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（教育長） 

学校の裁量権の範囲です。ガイドラインはあくまでもガイドラインなので、罰則があるも

のではありませんが、厳しいガイドラインです。 

（市長） 

   私なんかは、人が多かったので希望する部活動に入れなくて、定員も定められていました。

柳井中の場合、卓球部の部員が多いですが、希望するところにそれぞれ入っているのですか。 

（厚坊委員） 

今は希望するところに入っています。昔は強制加入でしたが、今の部活動は任意性で、部

活に入っていない生徒もいます。部活に入っていないのは、習い事があったりする、やるこ

とがあったりで、ほとんどの生徒は部活に入っています。 

（教育長） 

   柳井中の卓球部とソフトテニス部の生徒が多いので、柳井中は困っていると思います。卓

球台が足りないようです。卓球がブームのようで部員が増えているのだと思います。ソフト

テニスも錦織圭の影響があるかもしれません。 

（河岡委員） 

   卓球とテニスは、野球やバスケットのようにバリバリと本格的にスポーツをやるほど得意

ではないけれど、どこか運動部に入らなければいけないことから、入っているのだと思いま

す。 

（教育長） 

   その傾向もあると思います。 

（河岡委員） 

   男子の文化部が少ないですね。囲碁・将棋部や、科学部なんかあってもいいと思います。

運動が苦手な生徒もいますから。 

（教育長） 

   美術部、合唱部、吹奏楽部はありますが、部活に入る生徒は少ないです。特に吹奏楽部に

もう少し入ってくれればいいのですが、作れば科学部でしょうね。プログラミングとかあり

ますから。 

（厚坊委員） 

   ガイドラインは、スポーツ庁が出しているので運動部活動が対象で、文化部は対象外です

ね。働き方改革の関係なら、運動部だけ対象というのはおかしいと思います。 

（西原委員） 

スポーツ庁は働き方改革だけでなく、体罰などのスポーツに関して複合されたものをガイ

ドラインとして出していると思います。これに対してのルール化したものはないのでしょう

か。 

（教育長） 

 今からですね。これから県教委が今年度にかけてつくると聞いています。 

（河岡委員） 

   先生方からの意見は何かありますか。部活の負担が減るとありがたいという先生が多いの

でしょうか。 
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（教育長） 

   部活の指導は、校長から言われても教員から拒否できます。校長は命令できません。部活

の指導は、あくまでボランティアです。 

（河岡委員） 

   部活に対し熱意があって、週１回休みとなったら、休んでいたら困るという先生が多いの

か、休みが増えて嬉しいと思われる先生が多いのか、現場ではどうなのでしょうか。 

（教育長） 

 どちらかというと、部活をやりたという教員の方が少ないと思います。 

（西原委員） 

   新聞報道によると、教員によっては、働き方改革で部活を取りあげようとすることに反論

されたのもあります。 

（河岡委員） 

  部活に生きがいを持って対応されている先生もいらっしゃいますよね。 

（教育長） 

  平日の放課後、短時間で部活を見て、土日の部活動はなしで、試合は頻繁にしなくてもい

いという運営は可能です。生徒が怪我しない程度気を付けて指導するのは可能です。基本的

には、保護者の方にも理解してもらえないですが、部活動は先生がやらなくてもいいのです。 

（河岡委員） 

 先生がやらなくてもいいというのは、部活につかなくてもいいということですか。 

（教育長） 

 教員は部活の指導を拒否できます。ボランティアなので命令できないのです。 

（西原委員） 

   ガイドラインには、外部の指導者のことも書いてあります。先生は顧問ということで必要

ですね。学校が関わらないということはできないと思います。そうなると、体罰あるいはパ

ワーハラスメントも社会問題になっていますが、そういったことを加味して研修をするとい

うこともガイドラインに記載してあります。先生方であれば安心できますが、外部の方は競

技のスキル重視の傾向があるので、外部指導員を採用されるのであれば、ガイドラインにも

教示してあるように、しっかりと研修をして、スキルだけでなく人間としての総合的な資質

をみてほしいと思います。 

（教育長） 

   県教委は外部指導員の配置として１００人分の費用を用意していると言われていますが、

平日の午後４時から部活動指導に来てくれる外部指導員はなかなかいません。土日はボラン

ティアとしてきてくれる方もいるかもしれませんが、平日の４時から６時半まで来てくれる

方は、仕事がありますから難しいと思います。 

（河岡委員） 

外部指導員を任命することになると、ボランティアではなく、費用の支出があるのでしょ

うか。お金を払うならボランティアでなくなるということですね。 

（教育長） 

    県は半額補助ということで予算をつけています。金額的にはボランティアで、１日１，０
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００円程度、１時間８００円程度です。 

（西原委員） 

     ガイドラインが出ているということは、これをベースにしたルールをつくることも必要だ

と思います。ガイドラインの内容は、「できるだけ」とか、「３時間程度」とか、とても抽象

的な内容です。 

（教育長） 

     ガイドラインの内容は強制できないようにしてあります。中学校の教員が部活指導を本気

ですることは、働き方改革から言えば無理がきていると思います。教員の仕事量も増えてい

ます。教員が部活動を午後４時から行って、６時半に終えて、明日の準備をしようと思った

ら７時で、準備を終えて帰ろうかと思ったら９時１０時です。仕事量からして教員が部活動

の指導をする時代は終わりつつあるのかなあと思っています。 

（河岡委員） 

    部活動は、保護者の立場から言えばとても微妙です。一斉に強制で練習を１時間以上して

はいけないとか、同じようにすればいいのですが、結局、練習量の多いところは強くなると

思います。上を目指すとなれば練習量を増やす、熱意がある保護者があれば、もっとやって

ほしいと思う。 

（教育長） 

    なぜ、できないかと言うと、教員の給料の中に部活指導は入っていません。労働条件の中

に部活指導は入っていないからです。強制できないものとなっています。強制できて、勤務

時間内の中でやるとなれば、部活時間を１時間とすることができると思います。現実は、サ

ービスでやっているので、できません。全国一律に１時間と決めるとなると、勤務時間に入

るということで、給与を払うということです。現在はそういうシステムになっていません。 

（教育総務課長） 

     市長さん、予定の時間を過ぎていますので、この件は次回で再度検討していただいても構

いませんが、そろそろ終わりにさせていただきたいと思います。 

  （市長） 

     そうですね。時間となりました。 

（厚坊委員） 

    最後に１つだけ。スポーツの問題は、中高の部活というけれど、小学校のスポーツ少年団

のことから全部を考えていかないと難しいと思います。スポーツ少年団から、中学校、高校

の部活と、人生をかけてスポーツをやっている方もいます。学校体育がどう関わってくるか

ということもありますので、やらなかったら済むかという問題ではありません。これは柳井

市としてじっくり時間をかけてやらないといけない。安易に国から通知があったからと簡単

に決めてしまうと柳井市として大変な問題となります。１つずつ検証していく必要があると

思います。 

（市長） 

  この件は、そういう面では県全体の問題ですね。 

（教育長） 

そうです。県全体、国全体の問題です。 
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（４）閉会 

市長から、総合教育会議の閉会の宣言があった。 


