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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 会議の開催 

（１）日 時   平成３０年１１月７日（水）   開会 午後１時３０分 

閉会 午後３時２２分 

（２）場 所   柳井市役所 ３階大会議室 

 

２ 出席委員    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 志磨 

 

３ 欠席委員    なし 

 

４ 出席事務局職員 教育部長           河村 邦久 

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 

図書館・サンビーム館長    三浦 正明 

          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     １人 

 

６ 会議日程 

（１）議 案 

①議案第１８号 教育委員会事務の点検及び評価について 

（２）その他 

 

７ 議事の大要 

（１）開会 

教育長から、教育委員会会議の開会の宣言があった。 

   （午後 1時３０分 開会） 

 

（２）会議録署名委員氏名 

教育長から、会議規則第１３条の規定に基づき、西原委員、厚坊委員の両名

を指名した。 
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（３）議事内容 

①議案第１８号 教育委員会事務の点検及び評価について 

教育長は事務局に説明を求め、石岡課長から、点検・評価の概要について

説明があった。 

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る。 

そのため、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２９年度の教育委員会の取組み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る。 

別紙「教育委員会点検・評価報告書」の概要については、今回、平成２９

年度に実施した教育委員会の取組のうち、「平成２９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

を行った。 

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２２日に学識

経験者３名から外部評価及び知見をいただき、報告書として取りまとめたも

のである。学識経験者からの知見は２ページ及び３ページに記載しており、

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いる。 

評価については、Ｃ評価からＤ評価への変更が１か所、Ｂ評価からＡ評価

への変更が８か所となっている。 

個別点検評価票については、具体的施策の３つの「愛」「夢」「志」ごとに、

それぞれの担当課長から説明があった。 

   

「具体的施策 愛」 

生涯学習・スポーツ推進課の宗廣課長から平成２９年度の主な取組の実

績・成果及び評価の説明 

・番号２の「指導者の養成及び資質の向上のための研修参加」は、「研修会

開催」を「研修会参加」に記述の変更をしている。市主催の研修会だけ

でなく、外部団体等の研修会にも指導者の養成として研修に参加してい

るため、今年度から「研修会開催」を「研修会参加」に変更した。 

・番号４の「しらかべ学遊館との連携」は、展示について明治１５０年を

テーマにして企画した。 

・番号５、「各種研修会への参加」は、別に取組項目を設けていた「公民館

職員の研修会等への参加」と統合するということで整理した。 

・番号７の「講演会の実施」は、健康をテーマに３回開催した。課題は、

講義分野と参加者の要望のバランスを取り、幅広い分野の講義を行うよ

う検討すると整理した。 
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・「公民館の建設」は、平成２８年度から繰越した余田公民館と平郡東公民

館の建替が終了し、平成２９年９月から供用開始している。平成３０年

度への繰越となった新庄第２駐車場の整備も進めた。課題としては、既

存の公民館施設について施設個別計画を策定し、長寿命化を検討する必

要がある。この施設個別計画の長寿命化の検討は、体育施設、文化施設

でも同様の課題としている。 

・番号８の「街頭補導の実施」は、少年補導員の協力により街頭補導を行

うことで、遊技場等の職員と人間関係を構築し、情報交換を行うことが

できた。課題は青少年の実態の把握だけでなく、指導に努めることを加

えている。 

・番号１０の「美術展覧会及び生活芸術展覧会の開催」は、文学祭の広報

活動を広く行うとともに、県内の文学同好会、大学等へも案内を行い、

若年層の投稿が増加した。課題は若年層からの投稿、参加を促進するこ

とを追加している。 

・番号１３の「スポーツ活動への参加促進」は、短縮マラソン大会の名称

をロードレース大会と名称変更した。１月８日当日は天候不良のため雨

天中止となった。課題としては、ロードレース大会の中止に当たり、判

断時期と参加申込者等への周知としており、Ｂ評価としている。 

・番号１５の「スポーツを通じた青少年の健全育成及びスポーツ指導者等

の育成、活用及び連携」は、団体募集冊子を作成し全小学生への配布を

行い、一部のスポーツ少年団においては体験会を開催しＰＲを行った。

課題としては、全国のスポーツ少年団の加入率と比べると高いほうでは

あるが、少子化による団員数の減少があるため、積極的な加入促進活動

が必要であるとしており、Ｂ評価としている。 

・番号１６の「地域交流及び情報発信の推進」は、これまでスポーツ合宿

への補助事業の検討を行っていたが、平成２９年度から開始することが

できた。課題としては、補助金の開始に伴い、支援策の検討から誘致策

の検討へと変更した。 

・番号１７番の「弓道場の建設」は、柳井商業高等学校跡地利用基本構想

の中で検討することから、整備スケジュールの進捗に沿って事業を開始

することとしている。課題については、事業を円滑に実施するため関係

団体との協議を進めるとしており、Ｂ評価としている。 

・番号１８番の「文化遺産の保全と活用」は、新しく取り組んだものとし

て月性生誕２００年記念行事と月性生誕２００年記念アカデミーを開催

した。関係団体との協力により文化遺産の啓発が図られた。こちらの評

価はＢ評価としている。 

「埋蔵文化財保存調査事業の実施」は、国営緊急農地再編整備事業に伴う

伊保庄地区の「上峠遺跡」の実施や、県営事業の新庄地区では試掘調査

事業を行った。出土遺品や記録保存により、地域の歴史資料を得ること

ができた。課題としては、新たに県営ほ場整備への対応が加わり、専門
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職の確保となっており、昨年度と同様のＡ評価としている。 

 

図書館・サンビームの三浦館長から平成２９年度の主な取組の実績・成果

及び評価の説明 

・番号４番の「高齢者向けの資料の充実」は、大活字本の購入は実績があ

りませんので、評価はＤとしている。大活字本はシリーズものでないと

販売がなく、購入すると多額の経費がかかるため、一定期間ごとの購入

となる。 

・番号１０の「サンビームの貸館の充実」は、Ｂ評価としている。 

・番号１１の「自主文化事業の開催」は、Ｂ評価としている。 

・番号１２の「施設の維持管理」は、照明と音響設備の老朽化が目立って、

設備の更新が必要であるため、Ｃ評価としている。 

 

学校教育課の中本課長から平成２９年度の主な取組の実績・成果及び評価

の説明 

    ・番号２０の「地域の文化財や歴史的事象を生かした教材開発」は、「柳井

市の偉人伝」について、今後作成を予定としている。「ふるさと柳井」に

ついては改訂を行い、小学校社会科で副教材に使用し、地域の歴史や文化

について計画的に学習を進めている。 

    ・「地域の文化財や歴史的事業を生かした教材開発」は、各学校で計画的に

実施している。 

    ・番号２１の「ゲストティーチャーによる授業」は、小学校８校、中学校１

校で実施し、Ｂ評価としている。 

 

   主な質疑は以下のとおり 

西原委員：今回の資料は、カラーで作成されており、見やすいものとなっている。昨

年度との比較も数値が記載されて分析しやすい。今後できれば、可能な限

り３年間のスパンで比較できるようなスタイルにしてもらうと、より分析

しやすくなる。 

     全体的にはよくまとめてあるものの、評価のコメントは抽象的な表現が

散見されるので、可能な限り具体的な説明があれば、インパクトのある

ものとなる。 

     例えば、番号１の「人権教育研修の開催」で説明すれば、研修の数値目

標として、年に３０回の開催とあるが、そのプロセスを評価することに

なるので、実績と成果は、研修回数は若干減っているが、このような内

容で充実を図っているのでＡ評価にしていると、具体的に説明があれば、

より評価できる。さらに言えば、人権意識の向上がどのように変わった

のか、人権意識が従来５であったところが、７，８に上がったというよ

うな数値評価ができればもっと良い。全てを数値に置き換えるというの

は難しいが、具体的な表現・数値化をすれば非常に素晴らしいと思う。 



 5 

河岡委員：図書館の「レファレンスサービスの充実」のところで、件数がみると少

ないように感じる。大畠図書館は１２件で、柳井図書館の 1件に比べ多

くなっている。具体的な内容を把握されているか。 

三浦館長：レファレンス件数のカウントの考え方は、時間をかけて調査したもので

専門性を要したものを件数としてあげている。相談件数とすれば、柳井

図書館では１００件を超え、大畠図書館では１４０件近くになっている。

柳井図書館の１件は郷土資料関係のもので、大畠図書館は月性関係のも

のが１２件となっており、専門性を要したものの件数である。 

河岡委員：大畠図書館は月性に関するものとなっており、新しい図書館の建設を検

討するに当たり、大畠図書館の今後のあり方の参考となるのではなかと

思う。例えば、月性をより突出して行うなどのプランの参考になると思

う。 

     「レファレンスサービスの充実」の課題として、更なる知識の習得とあ

るが、レファレンスに対応するのはパート司書と思われるので、パート

司書の教育システムの構築や県立図書館への研修派遣を検討していた

だきたい。 

     高齢者向け資料の充実については、以前、大活字本の希望はあまりなか

ったと思うので、高齢者向けは大活字本だけでなく、高齢者に向けた研

修会の開催や、本以外の部分での支援など、柔軟に対応することも必要

だと思う。 

     弓道場の建設は、柳井商工高等学校の卓球部が部活で関係施設を使用し

ているが、柳井商工高等学校からいつ受け渡しを受けて、いつまでに完

成するなどの具体的なスケジュールが決まっているのか。 

     弓道場はかなり老朽化しているが、市外からの利用者もあって、利用者

数はかなり多いと聞いている。今後施設整備予定であるが、トイレ等の

施設の不具合があると聞いているので、スケジュールが決まっていない

のであれば、最低限の修繕等は必要だと思う。 

河村部長：弓道場の建設は、何年度に完成する等の具体的な内容は決まっていない。

柳井商工の卓球部が使用している武道場については、柳井商工高等学校

でも卓球上の施設整備を検討されていると聞いている。今年度、弓道場

の雨漏りの件については、既に修繕済みである。 

宗廣課長：トイレの修繕箇所の件は把握していないが、定期的に体育施設監理員が

施設を訪問し、施設の状況を確認している。鍵が開きにくくなっている

件や、花壇の水漏れ等は随時対応しており、できる範囲で支障がないよ

う修繕を実施している。 

桑原教育長：夏の大会のために弓道場を訪問した。その時に控室のカーテンの劣化

については聞いていたが、トイレの件は把握しなかった。トイレの件は

事務局の方で確認をお願いする。 

厚坊委員：ＰＤＣＡサイクルの中で、チェックしてアクションを起こすことは重要

である。課題については、どちらかにいうと具体性に乏しいと感じる。
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例えば、実施期間が平成３２年度までということであれば、この課題の

部分を具体的にどのように対応していくのか、この評価表にはでないと

思うが、課題を解決していけば評価はおのずと高くなる。それぞれの部

署で、課題に対し具体的な方策の基で改善を実施すればいいのではない

かと思う。 

西原委員：「講演会の実施」の健康づくりの件で言えば、Ａ評価となっており素晴

らしいと思うが、保健センターではにこにこ健康づくりが推進されてお

り、にこにこ健康づくりと連携すれば、シナジー効果が出ると思う。可

能であれば、連携して実施すれば良いと思う。 

     「街頭補導の実施」について、青少年問題協議会が年 1回開催されてい

るが、教育委員の参加はあるのか。以前は参加していたようであるがど

うなのか。 

宗廣課長：河岡委員が参加している。 

河村部長：青少年問題協議会については、条例改正をして委員数を減らしている。

全国での見直しがあったため、県及び市は委員数を減らしている。 

西原委員：「歴史・伝統関連施設の活用」について、各入館状況の記載があり、市

内の資料館が包含されている。個別に分析すると、数字だけ見ると特に

目立つのが大畠郷土民俗資料館である。平成２８年度と平成２９年度を

比べると更に減少しており、抜本的に見直しが必要だと思う。厚坊委員

のおっしゃったＰＤＣＡの件と重なるが、何かアクションを起こす必要

があると思う。改善プロジェクトでもつくって、資料館のあり方を考え

る必要があるのではないか。新しい図書館建設の検討が進んでいるが、

現在の図書館の利活用とかも含めて、何か施策を考えた方が良と思う。 

桑原教育長：月性展示館と大畠郷土資料館は同じ場所となっており、共通券とする 

などの工夫も必要だと思う。 

西原委員：「地域の文化財や歴史的事業を生かした教材開発」について、「柳井市の

偉人伝（仮）」の作成を平成３２年度となっている。月性顕彰会として

も協力していきたいと考えている。 

     先般、山口県から話があって、来年度の改定版「郷土山口」の中で柳井

市の月性を掲載したいと打診があった。月性を調査してみると素晴らし

いと、吉田松陰の先生だということで、ありがたい嬉しい話があった。 

桑原教育長：「柳井市の偉人伝（仮）」については、平成３２年度までには作成する 

予定で、間もなく関係者を集めて第１回の会議を開催すること検討して

いる。 

西原委員：「ふるさと柳井」とは、「柳井市の偉人伝（仮）」と重なるところはあり

ますか。 

桑原教育長：「ふるさと柳井」は、小学生用の副教材と使用しているので、違うも

のである。 

桑原教育長：学識経験者の意見で、評価報告書（案）を修正したものはあるか。 

石岡課長：評価報告書（案）について、意見をいただいたものはあったが、修正し
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たものはない。 

河村部長：番号９の「成人式の祝賀式の開催」について、委員から会場は落ち着い

ており出席率が８０％以上あるためＢ評価ではなく、Ａ評価でいいので

はないかと意見をもらったが、スタッフの確保や開催の調整があり課題

もあるのでＢ評価としている。 

西原委員：８０％の出席率は高いと思う。 

河村部長：正月三が日に近い土日なら出席率高くなる。年にもよるし、呼びかけの

仕方にもよるのかもしれない。 

 

   

「具体的施策 夢」 

学校教育課の中本課長から平成２９年度の主な取組の実績・成果及び評価の説明 

・番号２２の「スクール・コミュニティだよりの発行」は、Ｂ評価としている。 

「学校運営協議会への支援」は、県事業の地域連携教育アドバイザーと、市事

業の柳井市スクール・コミュニティ総合コーディネーターがアドバイザーとし

て参加し助言しており、Ｂ評価としている。 

・番号２３の「コミュニティ・スクール運営推進書の作成」は、全ての学校で作

成しており、Ａ評価としている。「地域に開かれた学校要覧の作成」は、これも

全ての学校で作成し、もっとＰＲする必要があるが、Ａ評価としている。 

・番号２４の「学校体制の整備」は、教員が学校運営協議会等に参加して、地域

の思いを知る機会を増やしており、Ｂ評価としている。 

・番号２５の「コミュニティ・ルームの設置」は、全ての小中学校で設置してお

り、Ａ評価としている。 

・番号２６の「学校支援ボランティア研修会の実施」は、計画的に実施しており、

Ｂ評価としている。 

・番号２８の「新たな学校支援ボランティア登録者の募集」は、登録者が８６３

人となっており、Ｂ評価としてる。 

・番号２９の「学校単位としたボランティアの組織化」は、拡充が徐々に進んで

おり、Ｂ評価としている。 

・番号３０の「地域協育ネット協議会へ参加」は、県の地域連携教育アドバイザ

ーと市のスクール・コミュニティ総合コーディネーターがアドバイザーとして

地域協育ネット協議会に参加しており、Ｂ評価としている。 

・番号３２の「幼保・小７連携協議会の開催」は、計画的に開催しており、Ｂ評

価としている。 

・番号３３の「小学校教員による幼児教育・保育体験」は、夏休み中に計画的に

実施しており、Ｂ評価としている。 

・番号３４の「相互乗り入れ授業の実施」は、小中の連携で、小学校の教員が中

学校で指導し、その逆も行っている。計画的に進めており、Ｂ評価としている。 

・番号３５の「校種間連携を推進するための各種協議会の開催」は、多数の協議

会を立ち上げて行っていますが、新たに小中校連携英語教育推進協議会を開催
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しており、Ｂ評価としている。 

・番号３８の「学びのサイクルの質的な向上」は、家庭学習の充実ということで、

全小中学校で行っており、Ｂ評価としている。 

・番号３９の「起業家セミナーの実施」は、計画的に実施しており、Ｂ評価とし

ている。 

・番号４１の「各学校における地域ボランティアによる放課後の学力補充教室の

開催」は、着実に増えてきており、Ｂ評価としている。 

 

生涯学習・スポーツ推進課の宗廣課長から平成２９年度の主な取組の実績・成果

及び評価の説明 

・番号３６の「啓発活動による支援」は、小学校の仮入学日に、市民会議常任委

員等が学校へ赴き、家庭の日カレンダーの配布と説明を行っており、評価は昨

年度と同様にＢ評価としている。 

・番号３７の「少年安全サポーターの活用」の主な成果としては、こども環境ク

リーアップ活動にサポーターが同行し、有害図書等の陳列が適正になされてい

るか、カラオケボックッス等に深夜立ち入っていないかの確認を行っている。

今後もこういった少年等の安全のためにサポーターを積極的に活用していきた

いということを課題としており、Ｂ評価としている。 

・番号４０の「しらかべ学遊館放課後子ども教室の開催」は、児童クラブとの連

携強化を図っており、昨年度と同様にＢ評価としている。 

 

主な質疑は以下のとおり 

西原委員：「学びのサイクルの質的な向上」について、この取組は非常によい活動         

であると感じている。年に２回アンケートではなく学期ごとに実施する

べきだと思っている。家庭と学校との連携・情報交換が図れ、家庭環境

も相乗効果がでて、全体的な総合力が増してくる。もっと言えば、教職

員のライフバランスの推進もできる。学校の情報を提供することで、家

庭のモチベーションをあげることになる。学びのサイクルはよい事業な

ので、しっかり推進してほしい。 

桑原教育長：学びのサイクルは課題がある。教員が家庭学習の質を高めなくてはい

けない。低位の児童生徒と、上位の児童生徒が同じ家庭学習ではいけな

い。子どもの学びたいことを家庭学習でどう伸ばしていくのか。全児童

生徒一人ひとりの家庭学習を教員が指導していくことは簡単ではない。

教員間の格差や学校間の格差もあり、課題がある。 

厚坊委員：校内研修会に学校運営協議会委員が参加されている場面をよくみる。コ

ミュニティ・スクールが推進されていると感じている。番号２４の「校

内体制の整備」で、運営協議会に教職員も参加するとあり、このことは

大切だとは思うが、教職員も授業があるので、遅い時間帯だと、教職員

の負担につながる可能性がある。働き方改革のこともあるので、業務改

善の視点も持って、過度の負担とならないよう取り組んでほしい。 
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河岡委員：コミュニティ・スクールの活動については、当初は一から十まで先生方

が準備されて、つくられた活動のような感じだったが、この数年で様変

わりして、地域と子どもたちの活動が融合して、とても良い活動となっ

ている。点検評価でも数少ないＡ評価になっているが、頷ける。この活

動が展開され、先生方は負担が減っていけば理想的だと思う。 

     地域のボランティアによる放課後の学習指導も広がってきている。中学

は柳井西中だけとなっているが、中学生は受験があり、勉強が遅れると

不登校につながる可能性もあるので、積極的に放課後学習指導に取り組

んでほしい。退職した教職員のＯＢや、元塾講師をやった方など、探せ

ば人材はいると思うので、協力いただき、定期的に放課後学習会を開催

して欲しい。そうすれば、子どもたちの学力は上がっていく。 

中本課長：今後、教員の負担軽減、地域人材の発掘の視点からも、コディネーター

の養成を進めていきたい。教員が直接ではなく、コディネーターが地域

に声をかけて、地域の方を集める仕組みを進めていきたい。今もやって

いるとこであるが、より深めていきたい。 

西原委員：学校支援ボランティア登録者数は年々増え、平成２８年から比べて２０

０人以上増えている。インセンティブを与えて継続していく仕組みづく

りが必要だ。数だけでなく、質も高める取り組みを進めることで、コミ

ュニティスクールにもつながってくる。以前と変わってきている要因と

しては、学校の敷居が低くなってきたので、地域の方が入りやすくなっ

た。地域の方の知識を学校に提供することができるようになり、モチベ

ーションが上がり効果がでてきた。今後は中身の充実を図ることが望ま

しい。 

 

「具体的施策 志」 

学校教育課の中本課長から平成２９年度の主な取組の実績・成果及び評価の説明 

  ・番号４２の「年間授業時数の確保」は、全小中学校で確保しており、Ａ評価と

している。「算数・ジュニア数学オリンピックの開催」は、毎年計画に実施し

ており、Ｂ評価としている。児童生徒の参加を増やすことが課題である。 

  ・番号４４の「学校図書館の整備」は、学校司書の配置を８校から１０校へ増や

し、学校司書を４人から５人へ増員しており、Ｂ評価としている。 

  ・番号４５の「学力向上担当を集めた研究集会の実施」は、計画的に実施してお

り、Ａ評価としている。 

  ・番号４６の「地域教材を用いた道徳授業」は、余田小学校のみの取り組みとな

っているため、Ｃ評価となっている。 

  ・番号４７の「体験活動の年間指導計画への位置づけ」は、計画に位置付けて実

施しており、Ｂ評価としている。 

  ・番号４８の「体力・運動能力の向上」は、結果のとおりとなっており、Ｂ評価

としている。 

  ・番号４９の「課題に即した学校保健活動」は、計画的に実施しており、Ａ評価
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としている。 

  ・番号５０の「食に関する指導研修会の実施」は、平成２９年度は県の割り当て

がなかったので実施しなかった。 

  ・番号５１の「危機予測学習の実施：」は、計画的に実施しており、Ｂ評価とし

ている。 

  ・番号５２の「立志の主張（作文）、俳句募集」は、優秀な作品については、「立

志のつどい」において表彰しており、Ａ評価としている。 

  ・番号５３の「キャリア教育研究集会の実施」は、計画的に実施ており、Ａ評価

としている。 

  ・番号５５の「情報連絡協議会の開催」は、計画的に実施ており、Ａ評価として

いる。 

  ・番号５６の「園・所への巡回訪問の実施」は、計画的に実施しており、Ａ評価

としている。 

  ・番号５７の「校内コーディネーター研修会の開催」は、特別支援のコーディネ

ーター研修会になりますが、計画的に実施しており、Ａ評価としている。 

  ・番号５８の「特別支援教育推進週間の実施」は、計画的に実施しており、Ａ評

価としている。 

  ・番号５９の「異年齢交流活動の実施」は、各学校で学年を超えてグループを組

んで様々な活動をしており、Ａ評価としている。 

  ・番号６０の「スクールカウンセラーの配置・訪問支援」は、各学校でスクール

カウンセラーを積極的に活用しており、Ｂ評価としている。 

  ・番号６１の「スクールソーシャルワーカーの配置」は、様々な家庭環境の子ど

もがいるので、問題解決のためにスクールソーシャルワーカーを積極的に活用

しており、Ａ評価としている。 

  ・番号６２の「週１アンケートの実施」は、いじめの防止に向けた週１アンケー

トを全ての小中学校で実施している。いじめはゼロではなく、認知件数として

はずいぶん増えている。いじめが増えることは悪いことと捉えておらず、小学

校１年生の小さないざこざもいじめと捉え、各学校で対応している。 

  ・番号６３の「生徒指導主任研究集会の開催」は、計画的に実施ており、Ｂ評価

としている。 

  ・番号６６の「綱紀保持研修の実施」は、市の主催では校長会研修集会等で実施

ており、各学校現場でも計画的に実施ており、Ａ評価としている。 

  ・番号６７の「人材育成の研修会開催」は、キャリアステージ応じて研修会を実

施しており、Ａ評価としている。 

  ・番号６８の「指導主事と教諭がテーマを決めて研修」は、克己堂授業研究会を

開催し、委員にも参加していただき、計画的に実施ており、Ａ評価としている。 

  ・番号６９の「業務改善対策会議の開催」は、会議を開催し意見交換しているが、

なかなか進んでいないのが実態であり、Ｂ評価としている。「コミュニティ・

スクール運営推進書への位置付け」は、業務改善を運営推進書に位置付けして

おり、成果としてはまだまだこれからで、Ｂ評価としている。 
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  ・番号７０の「ホームページ興味・関心のあるページの開設」は、各学校でホー

ムページを開設しているが、各学校での取組にいくらかの差があり、Ｂ評価と

している。 

  ・番号７１の「ホームページによる情報発信の学校へのサポート」は、各学校に

対し支援しており、Ｂ評価としている。 

  ・番号７２の「学校行事等のお知らせ」は、安全安心メールを全小中学校で効果

的に活用して実施ており、Ａ評価としている。 

 

 給食センターの宮本所長から平成２９年度の主な取組の実績・成果及び評価の説明 

  ・番号５０の「巡回訪問」は、栄養教諭による小中学校への給食巡回指導を実施

している。食を通じた教育の推進ということで実施しており、食に対する実地

調査を行い、献立等の作成にも役立てている。また、児童生徒が食への関心を

高め、食べることへの大切さを学ぶ機会となっている。全クラスで実施するこ

とが理想であるが、達成できていないので、Ｂ評価としている。 

 

教育総務課の石岡課長から平成２９年度の主な取組の実績・成果及び評価の説明 

  ・番号７０の「ホームページの更新状況の確認」は、月１回以上の更新ができる

よう働きかける必要があり、Ｂ評価としている。 

  ・番号７２の「ＳＮＳ等を利用した情報発信の検討」は、検討段階のため、Ｃ評

価としている。 

  ・番号７３の「新たな柳井市立小中学校整備計画の策定」は、事業実施前となっ

ている。「スクールバス車両の更新」は、老朽化した６台の更新について平成

２９年度は見送っているが、柳井南中学校の柳井中学校への統合に係る２台は

新規に導入している。 

  ・番号７４の「学校施設の耐震化」は、計画的に耐震工事を実施ており、Ｂ評価

としている。「学校施設の改修」は、今後トイレの洋式化等について優先順位

をつけて実施していく必要があることから、Ｂ評価としている。 

  ・番号７５の「学校図書館図書標準の向上」は、小中学校１５校中、７校が学校

図書標準を達成しているものの、その他は達成が難しいということで、Ｂ評価

としている。 

  ・番号７６の「ＩＣＴ環境の整備」は、液晶テレビと書画カメラのセットを全普

通教室に導入した。特別支援学級には、寄付により全学級にタブレットが導入

されており、Ｂ評価としている。「学校教材・備品の計画的な整備」は、今後

とも整備する必要があるため、Ｂ評価としている。 

 

  石岡課長から、学識経験との意見交換の際に、評価の変更があった施策について

説明があり、番号６０の「スクールカウンセラーの配置・訪問」については、

Ａ評価からＢ評価へ、番号６２の「週１アンケートの実施」は、Ａ評価からＢ

評価へ変更したと報告があった。 
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   主な質疑は以下のとおり 

厚坊委員：番号４６の「地域教材を用いた道徳授業」について、道徳については、平

成３０年度から教科化になる。教科となれば３５時間分あるが、地域教材を

用いた教科書で置き換えてやるのか、検定の教科書をそのままやるのか、ど

のようになっているのか。 

中本課長：道徳の教科化については、小学校は平成３０年度から、中学校は平成３１

年度からとなっている。教科書を変えてもよいが、ねらい・項目がきちんと

抑えてある教科書であれば問題ない。そこがしっかりしていないと未履修と

なる。 

厚坊委員：教科書については、学校独自なのか、教育委員会を通して選択していくの

かということになるが、まずは検定教科書をきちんとやっていく姿勢を打ち

出したほうがいいと思う。 

河岡委員：不登校児童・生徒の基準はあるのか。 

中本課長：年間３０日以上、又は連続で１週間以上となっている。 

河岡委員：不登校基準まで届いていないが、一歩手前の児童生徒を含めれば、かなり

の数になると思う。問題を抱えている児童生徒は年々増えているので、スク

ールカウンセラーを増やすことが必要だ。理想を言えば、各学校に１人配置

して相談できる体制をつくってほしい。 

     教職員の研修は、全教職員が対象となるよう実施されているか。 

中本課長：全教員が研修の対象ということではない。リフレッシュ研修とフレッシュ

合同研修は、１年から３年目の教員は対象となる。スペシャリスト研修や時

習館は、校長推薦により対象としている。 

河岡委員：教職員の研修は重要だと思うが、教員は忙しいので、負担とならないよう

配慮が必要だ。 

     学校図書標準を達成していない学校がある。学校図書の現状として、学校

図書標準を達成していないため、古い本を廃棄できていない。廃棄すべき図

書をそのまま残している学校もある。蔵書と認められる冊数では、実はどこ

も学校図書標準を達成していないのではないか。今後アクティブラーニング

を進めるうえで、ＩＣＴ機器だけがアクティブラーニングというわけでなく、

本を活用するということも重要である。学校図書の活用、市立図書館との連

携を図り、調べ学習のための本の充実とそれに貸出できる対応が必要だと思

う。 

     学校司書については、全ての学校に配置されているように見えるが、週に

１回４時間だけなら、図書室の掃除程度で終わってしまう。子どもと本をつ

なげる仕事をするということであれば、最低週２日は必要だ。できれば、学

校司書を専任でおいていただきたい。蔵書が少ないなら、学校司書の充実を

図ってほしい。 

石岡課長：学校からも要望はあげっているが、予算も厳しく更新ができていないのが

実情である。 

桑原教育長：学校図書については、４，５年前に学校図書標準の達成率が低いので、
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予算をつけてきた経緯がある。 

     廃棄については、いろんな視点がある。本は廃棄するべきではなく、活用

するべきだということで、古くなればカバーを変えるなどの工夫も必要だ。

担当者によって、廃棄について対応が違う場合もある。冊数が不足するから、

廃棄すべきでないと教育委員会から指示することはないと思う。 

河岡委員：毎年調査があり、学校図書標準に達しない学校がある。学校司書が整備に

行くと、学校標準に達しなくなるため、廃棄すべき本を廃棄できないという

ことがあった。廃棄基準というものがあるので、その基準に即して対応すべ

きだと思う。県立図書館では７割が更新で、３割が新しく入れるものとなっ

ている。本自体が古くなっているものを更新する場合もあるし、情報が古く

なっているものを更新する場合もある。情報が古いというのは、看護婦から

看護師に名称が変更したもの、国の名前が変わったものなどがある。調べ学

習の資料となると、新しい情報が必要だ。本来は、こういったものは、並べ

てはいけないことになっている。買い替えをしなければいけない本もかなり

あり、常にチェックする必要があるが、学校司書も忙しいので対応できてい

ない。 

桑原教育長：各学校でどのくらい足りないのか、よく点検する必要がある。 

石岡課長：学校図書標準の達成率が下がるといろいろとご指摘を受けることになるが、

学校図書の廃棄基準が定められているなら、その基準で廃棄していただくこ

とが必要だ。 

西原委員：今年度、各学校の図書室のレイアウトの見直しを行ったと聞いたが、実態

はどうなのか。 

河岡委員：小学校は学校司書が入っているので、既に整備ができている。中学校は、

柳井中学校以外は学校司書がいないので、整備できていない学校があったが、

学校司書が柳井西中、柳井南中、大畠中の整備を行った。初歩的な段階の整

備しかできなかったが、学校から、図書室がきれいになり整備されると、利

用者は増え、図書委員は自発的に模様替えなどの積極的な取組が増えたと聞

いている。 

厚坊委員：スクールカウンセラーの配置に関して、市独自で配置しているところはあ

るのか。以前は、人材がいないという問題があったので難しい面があった。

学校にカウンセラーが配置されていれば、心強いと思う。 

桑原教育長：県内においては、市独自でスクールカウンセラーを配置している自治体

はないと思う。 

中本課長：緊急の場合は、県も配慮して派遣していただける。 

西原委員：学力を向上するには、健全な精神がベースになる。日本は、電車のダイヤ

と保健衛生は世界でもトップレベルだと聞いたことがある。健康管理は重要

なことであって、これは、子どもだけでなく、教職員も当てはまることだ。

教職員のストレス管理は注意していただきたい。 

     ＫＹＴ活動については、非常の良いことで、計画的に訓練すべきだと思う。

南海トラフについては、３０年以内に８０％強の確率と言われており、しっ
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かり訓練していただきたい。 

中本課長：各学校で津波、土砂災害等を想定し、それぞれで訓練を行っている。 

 

この他に意見はなく、各委員とも異議なしということで、議案第１８号は原

案どおり承認された。 

 

 （４）協議会 

    教育長から、暫時、協議会とする宣言があった。 

   （午後３時０７分 協議会） 

    

（午後３時２２分 再開） 

 （５）閉会 

教育長から、協議会を閉じ、教育委員会会議の閉会の宣言があった。 

（午後３時２２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。 

 

教 育 長   桑 原   眞 

 

署名委員   西 原 光 治 

 

署名委員   厚 坊 俊 己 

 

調 整 者   石 岡 雅 朗 

 

 


