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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   令和元年１１月６日（水）    開会 午前 ９時００分 

閉会 午前１１時３７分 

（２）場 所   柳井市役所 ３階大会議室 

 

２ 出席委員    教育長            西元 良治 

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 隆徳 

生涯学習・スポーツ推進課長  三浦 正明 

図書館・サンビーム館長    弘津 多美恵 

教育総務課長補佐（書記）   有道 茂一 

 

５ 傍聴者     ０人 

 

６ 会議日程 

（１）議 案 

①議案第１２号 教育委員会事務の点検及び評価について 

②議案第１３号 柳井市立中学校の廃止について 

（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。 

   （午前９時００分 開会） 

 

（２）会議録署名委員指名 

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１２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

下記のとおり説明があった。 

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３０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る。 

別紙「教育委員会点検・評価報告書」の概要について、平成３０年度に実

施した教育委員会の取組みのうち、「平成３０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、去る１０月１８日に学識経験者３

人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ページに記載している。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、別紙が

個別点検評価票となっている。 

 評価を変更した項目は８か所で、その内、上げた項目が３か所、下げた

項目が５か所となっている。 

個別点検評価票については、基本方針の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。 

   

【基本方針１ 自分を愛し、人を愛し、郷土を愛する教育の推進】 

生涯学習・スポーツ推進課の三浦課長、図書館・サンビームの弘津館長及

び学校教育課の中本課長から平成３０年度の取組の実績・成果及び評価の説

明。 

 

【愛の１ 人権教育の推進】 

・番号１の「人権教育研修会の開催」は、各地区で研修会を開催すること

ができ、全小中学校でも実施したということで、Ａ評価とした。 

・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、運動団

体の研修会を例年通り開催しており、Ｂ評価とした。 

 

【愛の２ 生涯学習の推進】 

・番号３の「学習情報の提供」は、グループ・サークルの冊子等を制作し、
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ホームページでも紹介しており、例年通り行っているので、Ｂ評価とし

た。 

・番号４の「しらかべ学遊館との連携」は、市民だよりや老人大学で実施

ており、しらかべ学遊館での展示も行い、Ｂ評価とした。 

・「蔵書の充実」は、連年通りの予算で、柳井図書館及び大畠図書館の図書

を購入しており、Ｂ評価とした。 

・「レファレンス・サービス」は、相談について適切に対応したということ

で、Ｂ評価とした。件数が少ない点については、窓口で対応できる相談

については、件数に含めていない。 

・「高齢者向けの資料の充実」は、大活字本の購入について、平成２９年度

は実績がなかったものの、平成３０年度は大畠図書館で２冊購入してお

り、評価をＤからＢにした。 

・番号５の「各種研修会への参加」は、公民館の職員等が県の主催する教

育振興に資する研修会に参加しており、Ｂ評価とした。 

・「公民館各種教室・講座の開催」は、例年通り中央公民館及び各地区公民

館で講座を開催しており、中央公民館では６講座、地区公民館では７か

ら８の講座を開催されており、Ｂ評価とした。中央公民館の講座数が少

ないのは、前期と後期で分かれており、実際は１２講座の開催となって

いる。 

・番号６の「公民館まつり等の開催」は、例年通り、各地区公民館で行わ

れており、Ｂ評価とした。 

・番号７の「講演会の実施」は、山口県立大学と連携し、サテライトカレ

ッジを２回開催したが、有料であったのにも関わらず、６０近い人数の

参加があり、Ａ評価とした。 

・「公民館の建設」は、余田及び平郡東に続き、日積地区について行った。

日積公民館は、予定通り平成３１年３月のオープンに間に合うよう竣工

できたということで、Ａ評価とした。 

・「公民館の管理運営」は、各公民館において運営審議会を開催しており、

利用者数は例年通りとなっており、Ｂ評価とした。 

・「社会教育（生涯学習）施設の活用及び運営・管理」は、星の見える丘工

房の活用があったということで、Ｂ評価とした。 

 

【愛の３ 青少年の健全育成】 

・番号８の「街頭補導の実施」は、青少年育成センターを中心に街頭指導

や問題行動等の指導をしており、少年補導員の協力により地域巡視も行

っている。例年の取組を行ったということで、Ｂ評価とした。 

・番号９の「中高生徒指導連絡協議会への参加」は、中高生徒指導連絡協

議会を年３回開催しており、例年の取組を行ったということで、Ｂ評価

とした。 
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【愛の４ 芸術・文化の振興】 

・「成人祝賀式の開催」は、近年は新成人によって、新成人でスタッフを募

集して手作りの成人式を行っており、例年通り取組を行ったということ

で、Ｂ評価とした。 

・番号１０の「美術展覧会及び生活芸術展覧会の開催」は、例年通り開催

したということで、Ｂ評価とした。 

・「サンビームの貸館の充実」は、２か月工事を行い、使用件数は減少して

いるものの、使用日数は同じということで、Ｂ評価とした。 

・番号１１の「柳井文化連盟の機能強化」は、例年行っている文化連盟表

彰に参加しており、機能強化と交流を深めるということで、新たに山口

ゆめ花博バスツアーも行っているので、Ｂ評価とした。 

・「自主文化事業の開催」は、サザンセト音楽祭は年２回行っており、例年

通りということでＢ評価とした。 

・番号１２の「施設の適正な管理運営」は、文化福祉会館及び勤労青少年

ホームは、指定管理で施設運営しており、利用人数は前年と同数という

ことで、Ｂ評価とした。 

・「サンビームやないの施設の維持管理」は、舞台関係の耐震工事を行い、

最低限の修繕を行っており、Ｃ評価とした。 

 

【愛の５ スポーツ・レクリエーション活動の振興】 

・番号１３の「スポーツ活動への参加促進」は、市主催の行事を４件行っ

ているが、ロードレース大会は悪天候により中止となったものの、それ

以外の行事は参加者も例年並みということで、Ｂ評価とした。 

・番号１４の「スポーツ関する競技水準の向上推進」は、各スポーツ関係

体育団体に補助金を交付したということで、Ｂ評価とした。 

・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、スポーツ少年団の登録については、若干減

っているものの、例年通りの登録があったということで、Ｂ評価とした。

柳井市は、県内の登録割合は中位となっている。 

・番号１６の「地域交流及び情報発信の推進」は、スポーツ合宿への補助

事業を行っており、１０団体から申し込みがあり、Ｂ評価とした。 

・番号１７番の「施設の整備及び利用促進」は、各スポーツ施設において、

施設の使用状況をみると、若干の増減はあるものの例年通りとなってお

り、Ｂ評価とした。 

・「スポーツに関する功績者の顕彰」は、顕彰する努力はしたが、条件に該

当する者がいなかった。評価委員にもＢ評価でいいのではないかと意見

もいただいており、Ｂ評価とした。 

・「弓道場の建設」は、柳井商業高校跡地の利活用計画と並行して進めてい

るが、今現在は進んでいないものの、利活用計画の進捗に併せて進めて

いるということで、Ｂ評価とした。 
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【愛の６ 歴史・伝統の承継と保護】 

・番号１８番の「文化遺産の保全と活用」は、指定文化財保存修理補助金

については５件の交付をしており、関係団体との協力により文化遺産の

啓発が図られたということで、Ｂ評価とした。 

・「伝統的建造物群保存地区の保存事業」は、伝統的建造物群保存地区の建

物等の保存修理補助金を４件に交付しており、Ｂ評価とした。 

・「歴史・伝統関連施設の活用」は、市内施設の入館状況をみると、「しら

かべ学遊館」は前年度に比べかなり伸びており、例年通り多くの人に来

ていただいたということで、Ｂ評価とした。 

・「埋蔵文化財保存調査事業の実施」は、国営ほ場整備に伴い実施しており、

市内では伊保庄地区と伊陸地区で行っている。発掘調査は、伊保庄地区

の長尾原遺跡で行っており、専門職をつけて行うことができているので、

Ａ評価とした。 

・番号１９番の「活動の支援と後継者の育成」は、文化連盟の関係に対し

てメセナ等の紹介を行った。マツダや中国電力等の情報が市に入ってく

れば、例年紹介しており、Ｂ評価とした。 

 

【愛の７ 郷土教材の開発と地域人材による郷土学習】 

・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、「ふる

さと柳井」を令和３年度に改訂するため、令和２年度に編集委員を選ん

で進めていく予定である。「やないの偉人伝」についは、令和２年度に完

了するため、計画的に進めており、Ｂ評価とした。 

・「地域の文化財や歴史的事象を生かした教材開発」は、学校応援団を充実

させて、地域の人とともに作る活動を行っており、各学校で計画的に取

り組んでいるので、Ｂ評価とした。 

・「文化財等の利活用」は、長尾原遺跡の発掘調査後に、現地説明会を開催

しており、Ｂ評価とした。 

・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校で実施しており、Ｂ評価とした。 

・「指導員等の派遣」は、市内外の学校から茶臼山古墳について説明してほ

しいと問い合わせがあるので、現地説明を行っており、Ｂ評価とした。 

 

  【基本方針２ 夢をはぐくむスクール・コミュニティづくりの推進】 

学校教育課の中本課長及び生涯学習・スポーツ推進課の三浦課長から平成

３０年度の取組の実績・成果及び評価の説明  

 

【夢の１ 学校運営協議会の機能の強化】 

・番号２２の「スクール・コミュニティだよりの発行」は、「エリアアドバ

イザーだより」ということで発行しており、Ｂ評価とした。 
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・「学校運営協議会への支援」は、市内小中学校の運営協議会の回数が年間

６８回ということで、確実に定着しており、市教育委員会と連携しなが

ら進めていきたい。Ｂ評価とした。 

・番号２３の「コミュニティ・スクール運営推進書の作成」は、柳井市独

自の取組ということで、家庭、地域と連携した推進書を作成し、ビジョ

ン達成に向けて取り組んでおり、Ａ評価とした。 

・「地域に開かれた学校要覧の作成」は、外部評価委員から地域にもっと発

信していく必要があるため、公民館等に置いていくことも検討するよう

指摘を受けており、Ａ評価からＢ評価に変更した。 

・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、

コミュニティ・スクールについて理解を深めたり、地域の思いを知る機

会を増やしており、評価はＢとした。 

・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評価としていたが、外部評価委員から学校により格差があ

ると指摘を受け、Ｂ評価に変更した。 

 

【夢の２ 学校支援ボランティアのさらなる充実】 

・番号２６の「学校支援ボランティア研修会の実施」は、小田小学校で開

催して、着実に浸透してきているものの、一部の教職員については不十

分な理解もあり、Ｂ評価とした。 

・番号２７の「スクール・コミュニティだよりの発行」は、再掲により省

略 

・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

９５９人となっており、Ｂ評価とした。 

 

【夢３ 地域教育ネットの充実】 

・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評価とした。 

・番号３０の「地域協育ネット協議会への参加」は、柳井中校区、柳井西

中校区、柳井南中校区、大畠中校区に４つの協育ネットがある。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

評価とした。 

・番号３１の「スクール・コミュニティだよりの発行」は、再掲により省

略 

 

【夢の４ 幼保小中高連携の強化】 

・番号３２の「幼保・小連携協議会の開催」は、連携を深めていくための

研修のあり方について熟議を行った。まだまだ連携を深める必要がある

ということで、Ｂ評価とした。 
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・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評価とした。 

・番号３４の「相互乗り入れ授業の実施」は、小中連携で、小学校の教員

が中学校で指導し、その逆も行っている。学校区内の小小連携もある。

まだまだ学校間の壁も残っており、日常的な乗り入れ授業を進めていく

必要があるため、Ｂ評価とした。 

・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るが、特に小中学校連携や保健委員会な

ど例年通り行っているので、Ｂ評価とした。 

 

【夢の５ 家庭教育充実のための支援の強化】 

・番号３６の「啓発活動による支援」は、各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、例年の通りの取組ということでＢ評価とした。 

・番号３７の「少年安全サポーターの活用」は、少年安全サポーターが小

中学校に出向いていただき、不審者対策等について対応してもらってい

る。全小中学校で例年通り実施しており、Ｂ評価とした。 

・番号３８の「学びのサイクルの質的な向上」は、全国学力・学習状況調

査や授業参観等で家庭へのアンケートを行っているが、まだまだ学校に

おいては家庭での学習習慣が授業とリンクできていないところもあり、

Ｂ評価とした。 

・番号３９の「起業家セミナーの実施」は、学校の実態・ニーズ及び業務

改善の観点より、平成３０年度より事業取りやめとしており、評価はし

ていない。 

 

【夢の６ 放課後子ども教室の充実】 

・番号４０の「しらかべ学遊館放課後子ども教室の開催」は、中高生のボ

ランティア等により、例年通り行っているので、Ｂ評価とした。 

・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、柳井市独自の取組ということで始めたことで、学校か

らも高評価を得ており、Ａ評価とした。 

 

 

  【基本方針３ 志を実現する力の育成】 

学校教育課の中本課長から平成３０年度の主な取組の実績・成果及び評価

の説明 

 

【志の１ 「確かな学力」の育成】 

・番号４２の「年間授業時数の確保」は、令和２年度より新学習要領が実

施され、外国語等で授業時間数が増加するため、それを見極めていきた
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いということで、Ｂ評価とした。 

「算数・ジュニアオリンピックの開催」は、小学校の算数オリンピックに

ついて、教員の負担が大きく課題となっており、来年度以降は小学生の

算数オリンピックは廃止の予定で、Ｂ評価とした。 

・番号４３の「学びのサイクルの質的な向上」は、再掲により省略 

・番号４４の「学校図書館の整備」は、学校司書の配置によりずいぶん学

校図書館の環境が整備されてきた。さらに読書習慣をどの子にも定着さ

せる必要があり、まだ途上ということで、Ｂ評価とした。 

・番号４５の「学力向上担当を集めた研究集会の実施」は、６月、９月、

２月に担当者を集めて研究を行っており、着実に市の取組、学校の組織

的な取組につながっているということで、Ａ評価とした。 

 

【志の２ 「豊かな心」の育成】 

・番号４６の「地域教材を用いた道徳授業」は、これまでは自作教材も使

っていたが、道徳の教科化もあり、教科書に沿った授業展開が中心とな

るので、Ｃ評価となった。 

・番号４７の「体験活動の年間指導計画への位置づけ」は、学校運営協議

会を中心に地域カリキュラムを進めている。さらに体験活動を充実させ

ていく必要があるので、Ｂ評価とした。 

 

【志の３ 「健やかな体」の育成】 

・番号４８の「体力・運動能力の向上」は、山口県全体の体力がまだまだ

低調というところがある。柳井市においても各学校で重点項目を決めな

がら取り組んでいるところであり、まだまだ調整力・柔軟性の課題も見

られるので、Ｂ評価とした。 

・番号４９の「課題に即した学校保健活動」は、養護教諭を中心に生活習

慣の定着等を図っており、保健分野に力を入れ充実しているということ

で、Ａ評価とした。 

・番号５０の「食に関する指導研修会の実施」は、栄養教諭を中心に研修

の充実を図っており、さらに、教諭の研修を進めていく必要があるこの

ことから、Ｂ評価とした。 

・「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例年通り行

ったということで、Ｂ評価とした。 

 

【志の４ キャリア教育の推進】 

・番号５１の「危険予測学習の実施」は、各学校で年１回以上、危険予測

学習を開催しており、Ｂ評価とした。 

・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、各校で行われている「立志の

つどい」や「二分の一成人式」に良い影響を与えているので、Ａ評価と
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した。 

・番号５３の「キャリア教育研究集会の実施」は、キャリアパスポートを

来年度から実施する予定でキャリア教育の充実を図っているが、研修会

が多くキャリア教育研究集会は平成２９年度までで終了した。 

・番号５４の「起業家セミナーの実施」は、再掲により省略 

 

【志の５ 特別支援教育の充実】 

・番号５５の「年長児就学先検討会議の開催」は、特別支援教育の地域コ

ーディネーター及び校内コーディネーターと担当指導主事が、幼稚園や

保育園を巡回し、その情報を学校へ提供している。幼保小の連携が密に

なっているので、Ａ評価とした。 

・番号５６の「園・所への巡回訪問の実施」は、計画的に実施し、幼稚園

児及び保育園児の実態を把握しており、Ａ評価とした。 

・番号５７の「校内コーディネーター研修会の開催」は、校内コーディネ

ーターの資質能力の向上のために研修会を行い進めているが、評価委員

から特別支援教育の充実がまだまだ必要だということで、Ａ評価からＢ

評価にした。 

・番号５８の「特別支援教育推進週間の実施」は、６月と１１月の年２回、

全ての教職員に特別支援教育を意識してもらうために学習指導・生徒指

導に取り組んでおり、浸透はしているものの、問題行動に対して特別支

援教育の充実を更に進める必要があるため、Ｂ評価とした。 

 

【志の６ 生徒指導の充実】 

・番号５９の「異年齢交流活動の実施」は、柳井市は小規模校も多いとい

うことで、各学校で学年を超えて異年齢交流活動を仕組んで様々な活動

をしており、Ａ評価とした。 

・番号６０の「スクールカウンセラーの配置・訪問支援」は、不登校児童

や保護者への対応ということで、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評価とした。 

・番号６１の「スクールソーシャルワーカーの配置」は、家庭教育・環境

に起因した子どもが多くなっており、問題解決のためにスクールソーシ

ャルワーカーの出動も多くなっている。成果も上がっているので、Ａ評

価とした。 

・番号６２の「週１アンケートの実施」は、いじめの早期発見・防止のた

め、毎週１回アンケートを全ての小中学校で実施しており、Ｂ評価とし

た。 

・番号６３の「生徒指導主任研究集会の開催」については、生徒指導主任

の研修が非常に重要になっている。いろいろな形で訪問をしながら、不

登校や問題行動の未然防止に取り組んでおり、Ｂ評価とした。 
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【志の７ 幼児教育の充実】 

・番号６４の「幼保・小連携協議会の開催」は、再掲により省略 

・番号６５の「小学校教員による幼児教育・保育体験」は、再掲により省

略 

 

【志の８ 教職員の資質向上】 

・番号６６の「綱紀保持研修の実施」は、校長研究集会や教頭研究集会で

実施しており、各学校現場でも計画的に実施しており、Ａ評価とした。 

・番号６７の「人材育成の研修会開催」は、フレッシュ合同研修、時習館、

克己堂等で着実に、若手、ミドル等が育っており、Ａ評価とした。 

・番号６８の「指導主事と教諭がテーマを決めて研修」は、公開授業を年

６回、いろいろな形で学校と連携しながらアクティブラーニングを進め、

成果も着実に上がっているということで、Ａ評価とした。 

・番号６９の「業務改善対策会議の開催」は、まだまだ業務改善・働き方

改革は今後の課題ということもあり、Ｂ評価とした。 

・「コミュニティ・スクール運営推進書への位置付け」は、例年通りという

ことで、Ｂ評価とした。 

 

 

  【基本方針を支える環境整備】 

学校教育課の中本課長及び教育総務課の石岡課長からから平成３０年度の

主な取組の実績・成果及び評価の説明 

 

【１ 情報発信の充実】 

・番号７０の「更新状況の確認」は、ホームページの更新については、各

部署で更新しているので、Ｂ評価とした。 

・「興味・関心のあるページの開設」は、学校はホームページをアップしづ

らい環境にあるが、学校も情報発信したいと考えている。今後、ホーム

ページの開設に向けた研修会を検討しており、更新できるよう働きかけ

をする必要があるということで、Ｂ評価とした。 

・番号７１の「学校へのサポート」は、全ての学校でホームページによる

情報発信ができるよう、更に働きかけをしていくということで、Ｂ評価

とした。 

・番号７２の「ＳＮＳ等を利用した情報発信の検討」は、教育委員会独自

のフェイスブックの作成については、検討段階ということで、Ｃ評価と

した。 

・「学校行事等のお知らせ」は、学校行事については、各学校でメールの活

用や紙媒体で全戸配布しており、Ａ評価とした。 

 

【２ 安全で快適な学びの環境づくり】 
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・番号７３の「新たな柳井市立小中学校整備計画の策定」は、来年度策定

するということで、評価はしていない。 

・「スクールバス車両の更新」は、柳井南中学校の統合計画に伴い２台の導

入、柳井中学校の老朽化した４台、日積小学校１台及び柳井南小学校１

台についてリースにより更新を行ったので、Ａ評価とした。 

・番号７４の「学校施設の耐震化」は、日積小学校の管理特別教室棟の改

修工事や、伊陸小学校の体育倉庫の改修工事を実施ており、Ｂ評価とし

た。 

・「学校施設の改修」は、危険ブロック塀撤去や改修工事、特別支援教室へ

のエアコン設置等を行っており、Ｂ評価とした。 

 

【図書、教材、教具の整備充実】 

・番号７５の「学校図書館図書標準の向上」は、小中学校１５校中、８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評価とした。 

・番号７６の「ＩＣＴ環境の整備」は、小中学校の校務用パソコンと教育

用パソコンの更新を行い、令和元年度に導入するタブレット等の機種の

検討を行った。タブレット等の導入に関しては、平成３１年度予算に計

上できたということで、Ｂ評価とした。 

・「学校教材・備品の計画的な整備」は、概ね計画通り整備できているとい

うことで、Ｂ評価とした。 

 

   主な質疑は以下のとおり 

西原委員：全体的に考察すると、適切に点検及び評価をされているという印象を持っ

た。可能であれば、比較しやすいような表を、３，４年のスパンでマトリ

ックスを描くような工夫をしていただければ、更に分析・解析がしやすい

のではないかと感じた。 

     ２ページから学識経験者のコメントがあるが、非常に的確で、的を射た助

言がなされていると感じた。良く精査されて精度の高いコメントだと思う。

その中で触れてみたいのであるが、番号１の「人権教育研修会の開催」に

関することであるが、「トランスジェンダー、性同一性障害と言われるよ

うな児童生徒が柳井市にいるのか。」という問いかけがあるがどうなのか。 

     また、その一方で、教職員によるいじめがクローズアップされており、先

生方のトラブルはあるのか。ないとは思うがわかる範囲で教えてほしい。 

     番号４の「レファレンス・サービスの充実」について、レファレンスの受

付の件であるが、柳井図書館が７件、大畠図書館は４件と少ないけれど、

簡単なものはいろいろあると言われたので、後で質問したい。 

     ３ページの番号２８番の「新たな学校支援ボランティア登録者の募集」に

ついて、「学校応援団」については、学識経験者の知見で、「保護者も頑張

っているが、人手が足らないので地域の人にもお願いするというのが筋で
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はないかと思う。」と記載されているが、このあたりが本質的なところで

あると思う。ボランティアの人数が増えるのは良いが、学校と地域とのバ

ランスがとれていて、はじめて効果を発揮できると思う。バランスが取れ

たうえで、学校応援団として意義があると思う。我々教育委員や教育委員

会がコントロールタワーとなって、支援をしていくことが必要であると感

じた。 

     学校の業務改善の件について、学校はハードな職場と言われているとコメ

ントされているが、教職員の業務についてボリュームがかなりあると思う。

企業的な観点で言えば、対応策としては、アンケートの集計、データ解析

など、アウトソースできるものはしていく。教職員はコアの部分に専任し

ていただき、外注できるものはしていく。働き方改革の一環として検討し

てもいいと思う。 

     評価の一覧表については、７６項目あるが、詳細な部分については１０５

点ある。自己評価をざっと計算すると、Ａ評価は１８％、Ｂ評価は７８％、

Ｃ評価が約４％の割合になっている。数字が高ければいいというものでは

ないが、中身の充実性の問題であると思う。ＫＰＩとすれば、Ａ評価を３

０％ぐらいに掲げて、その目標に向かって最大の努力をしていく。そのプ

ロセスを評価していけばいいのではないかと思う。 

中本課長：トランスジェンダーについては、学校から上がってきているものはない

が、今年度、小野アンリさんを呼んで、教職員の研修を行った。前提と

して該当者はいるということで、日々の学校での対応をお願いしている。 

     教職員のトラブルについては、特に聞いていない。管理職の声掛けは重

要なので、教職員に寄り添って、否定的な言葉ではなく、肯定的な言葉

を掛けるよう指導している。 

弘津館長：レファレンスの件数に関しては、今年度から小さなことでも件数として

数えるようにしているが、これまではそうしていなかった。「この本は

どこの図書館にあるか」という相談については、レファレンスの件数と

して入れることができるが、件数には入れていなかった。時間をかけた

ものだけを件数としていたので、全体的な件数は少なかった。 

西原委員：レファレンスの線引きは難しいと思う。何段階に分けて、分類の基準を

つくり対応されたらいいと思う。 

中本課長：「学校応援団」に関しては、１０年前と比べてみると、保護者の中に共

働きが増え、保護者が応援団として参加することが難しくなっている。

教職員や保護者が中心となり、そこで補充できないところを、地域の方

に入っていただくことが筋だと思う。学校応援団については、若手の方

の募集を行っているところである。 

西原委員：ＰＴＡが学校と地域とのパイプ役になって、地域の方々に担っていただ

けるよう役割分担をきちっとすればいいと思う。 

教 育 長：私が柳井小学校にいた時は、お父さんやお母さんは仕事があるので、参

加することが難しかったが、おじいちゃんやおばあちゃんに来ていただ
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き、孫と一緒に活動していただいていた。 

厚坊委員：評価については、毎年この時期にやっているが、令和元年の後半になっ

て、平成３０年度の評価をするというのは、非常に違和感がある。今年

度やったことを今年度末に評価をして、次年度に活かすというのが本来

のやり方だと思う。１年前のことを今になって評価して、次の年度が始

まっているのにそれを活かさずに、１年遅れで活かすというのは、もっ

とうまくできないのかなあと思う。 

     評価項目については、かなり多いので、スリム化する必要があると思う。

Ａ評価になったものは、継続していくのなら、無理して次の年に評価し

ないで、ＢやＣの評価について、Ａ評価でない項目について評価すれば、

１月や２月に評価して、３月から４月の初めに次年度の目標としてやっ

ていくべきだと思う。例えば、この中の取組内容に数値目標があるが、

私のイメージでは、数値目標が達成できたら、Ａ評価でいいと思う。数

値目標を達成していても、例年通りだからとＢ評価としているケースも

ある。数値目標が達成できたら、中身のこともあるが、達成できたなら

積極的にＡ評価として、来年はそのまま継続ということで評価はしない

でいいのかなあと思う。抽象的な取組目標が多くて、Ａをつけづらいと

いうのもあるので、できるだけ具体的な数値目標を設定して、やってい

くとＡの評価が増えると思う。数値目標が達成できているのにもかかわ

らず、低い評価だと何をすればいいのかと思う。もう少し評価を分かり

やすくするべきだと思う。Ａ評価をつけても、ご指摘があれば、高い目

標に変えればいいと思う。 

石岡課長：評価の時期については、現在、決算に合わせて行っている。決算の委員

会が終わって、議会に報告している。評価については、議会に報告する

ことが定められているが、評価の時期が法的に決まっているわけではな

いので、早くすることも可能ではある。 

河村部長：以前、評価については、９月議会で報告していたが、決算の関係もあり

日程が厳しいので、１２月議会の報告に変更した。他市町の状況も調べ

てみたが、議会への報告は、慎重に時間をかけてチェックすることが必

要なので、変更した経緯がある。 

     評価については、評価基準にもあるように、Ｂ評価でも概ね８割程度の

達成が求められており、Ａ評価は１００％近いものが求められているの

でハードルが高くなっている。 

石岡課長：評価項目については、評価委員からも項目が多いと指摘があった。評価

項目は「柳井市教育振興基本計画」の施策を基に設定しているが、来年

度は見直しの年になっているので、スリム化する方向も検討したい。 

横山委員：点検・評価の内容について、変更箇所に色をつけているので、変更箇所

は分かるが、評価の変更前と変更後の記載がないので、評価の変更が分

かりづらいと思う。 

     番号３９の「起業家セミナーの実施」については、事業の取りやめとな
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っているが、今後も実施しないのか。 

中本課長：起業家セミナーは、柳井法人会が実施していた。職場体験や職場見学を

各学校で学校応援団とともに行っているので、平成２９年度で取りやめ

たと聞いている。 

教 育 長：これまでいろんな企業にお願いし社長さんに講師として来ていていただ

いていたが、日程の調整が難しかった。それぞれの学校で、キャリア教

育で職場体験を行っており、それでカバーできるのではないかといった

ことで、業務改善の一環で取りやめた経緯がある。起業家セミナーの参

加者人数も少ないので、生徒みんなが行う取組を優先したいということ

で、職場体験に一本化した。 

中本課長：先般、大畠小学校で学校応援団研修会を行った。その時に、河岡委員に

学校司書のことについて、話をしていただいた。他に、保育士、介護士、

セブンイレブンの方にも来ていただき、より地域に密着した方に来てい

ただいて話を聞く機会を設けている。 

横山委員：生徒が話を聞く機会がなくなったということではないので、安心した。 

河村部長：起業家セミナーの実施を取りやめたというよりは、職場体験や職場見学

の中で、取組を進めているということで理解していただきたい。 

西原委員：先般、河岡委員が講師となって話をされていたが、ジャンルが違う企業

の方が来校され、話を聞くというのは、子どもたちも飽きが来ないし、

新鮮だと思う。そういう機会を設けているのか。 

中本課長：学校教育課で検討しているのが、元日本代表のサッカー選手である岩政

大樹さんにスポーツだけでなく、人材育成など幅広い話をしていただく

機会を設けたいと考えている。 

河岡委員：全体を見て、年間の行事が多く、学校教育や社会教育に取り組まれ、大

変なことだと改めて感じた。評価の考え方について、前年度と同じこと

をしていればＢ評価となっている場合があるが、前年度と同じことをし

ても、課題が改善しなければ、評価を下げることも必要だと思う。業務

改善から取組内容を取りやめたということであれば、それは見直しをし

て変更を行ったということで評価を上げてもいい場合もあると感じた。 

     番号４の「蔵書の充実」については、連年通りの予算で図書を購入して

Ｂ評価と説明があったが、基本的な問題として予算が少ないと感じる。

また、図書館が手狭なため、収納スペースを確保することができない深

刻な問題を抱えて、新図書館建設ということにもなっていると思う。 

     「レファレンス・サービスの充実」の件数については、全体の件数とし

ては少ないように感じる。レファレンスの件数が少ないのは、図書館の

利用方法を知っていない人が多いという現れだと思うので、もっと図書

活動の充実が必要である。 

     「高齢者向けの資料の充実」については、大活字本の購入が実績として

あがっている。利用する人の多寡に関わらず整備する必要があるものの、

柳井市の予算規模で充実を図ることは難しい。高齢者向けの資料の充実
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に関しては、大活字本だけではなく、高齢者のニーズの高い健康に関す

る本や終活に関する本のコーナーを設けるなど、工夫して評価を上げる

方法もある。 

     番号３４の「相互乗り入れ授業の実施」や番号３５の「校種間連携を推

進するための各種協議会の開催」については、中１ギャップを感じるの

で、小中学校の連携を図り、なるべく緩やかな坂道を登って、中学校に

入学できるよう配慮をお願いしたい。 

     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」については、評価も高く取組として素晴らしいと思うが、

実施しているのは小学校がほとんどであるため、中学校でも充実してほ

しい。中学校３年生については、部活引退後にボランティアによる補充

事業をしてもらうと、受験に向けて学力の向上も図れると思うので、中

学校の取組を進めて欲しい。 

     番号４２の「年間授業時数の確保」については、昨年度も同じように授

業時間数の確保が課題に上がっているが、今後どのようになっているの

か。 

中本課長：令和元年度は３年から６年までが１５時間の増加、令和２年度は３年生

以上が３５時間以上の増加ということで、週１コマ増やすことが決まっ

ている。働き方改革に影響も考えられるが、標準時間数の確保はできる

と判断している。 

河岡委員：番号４４の「学校図書館の整備」については、予算がつき学校司書の勤

務時間も増えているが、週１回の学校もあり、最低週２回、できればそ

れぞれの学校で専任司書の配置が望ましいので、学校司書の充実を図っ

ていただきたい。 

     番号４６番の「地域教材を用いた道徳授業」については、道徳の教科化

により教科書もあると思うが、これまでと同じように道徳の授業として

やっていくのか、それとも総合の時間を使って地域のことを学習するこ

とにするのか、検討が必要だと思う。 

     番号５８の「特別支援教育推進週間の実施」については、学校の様子を

見ていると、特別支援を要する生徒が増えており、増えているだけでな

く、それぞれ必要な支援が違っているので、先生の人数が十分ではない

と感じる。専門性の高い先生を増やすことが必要で、しっかり対策をと

って欲しい。 

     番号６０の「スクールカウンセラーの配置・訪問支援」については、中

学校の不登校生徒数は、平成２８年度に７人だったものが、２９年度 

１２人、３０年度は２４人となっており、着実に増えている。不登校生

徒数が増えるということは、スクールカウンセラーだけでなく、スクー

ルソーシャルワーカーの支援も必要になってくる。悩みを抱えている児

童・生徒が増えれば、同じように悩みを抱える保護者も増えるので、カ

ウンセラーの必要性は高まっている。カウンセラーの費用は、県負担と
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なっているので、県にもっと訪問・派遣回数が増えるよう働きかけを行

ってほしい。 

     番号６２の「週１アンケートの実施」については、平成２９年度も３０

年度も同じように児童・生徒が記入しやすいような工夫が必要であると

記載があった。週１アンケートの効果があるのか、アンケート自体が形

骸化して本当のいじめを発見できないのであれば、もっと検討していた

だきたいと思う。 

     番号７２の「ＳＮＳ等を利用した情報発信の検討」については、市公式

フェイスブックでカバーできているのであれば、教育委員会独自のフェ

イスブックの作成は必要ないので、取組項目から削除してもいいのでは

ないかと思う。 

     番号７５の「学校図書館図書標準の向上」については、学校図書標準の

達成だけで評価をするのは難しいと思う。達成できていても古い図書ば

かりだと良い図書館とは言えない。廃棄していけば予算の関係もあって

標準を達成できない。１５校中８校が学校図書標準を達成している状況

でＢ評価は苦しいところがある。次回は評価内容を変える必要があると

思う。 

中本課長：番号４６の「地域教材を用いた道徳授業」に関して、ご意見をいただい

たが、道徳の教科化が始まって、教科書と差し替えて使用するというの

は難しいところがある。地域肯定感を高めるためにも、地域教材の開発

を行っているが、総合的な学習で地域教材を積極的に利用していきたい。 

西原委員：番号１１の「柳井文化連盟の機能強化」については評価Ｂとなっている

が文化連盟は各グループの集まりで、各グループとも積極的に取り組ん

でおり、もし可能であれば、もう少し助成があれば会としてのモチベー

ションもあがると思う。 

     サザンセト音楽祭は、入場者数が増えているが、何か要因があったのか。 

河村部長：これまでは、担当部署が企画して実施していたが、現在は出演関係者等

が主体的に取り組むようになり、司会者も高校生が行っているなどの工

夫もしているので、その影響があったと思う。 

西原委員：番号１７の「施設の整備及び利用の促進」のところで、アクアヒルやな

いの利用者は、大島大橋の事故の影響で増えているのか。 

三浦課長：事故の影響により、約１２，６００人増加している。 

西原委員：番号１８の「埋蔵文化財調査事業の実施」の大畠郷土民族資料館につい

ては、年々入館者数が減って、年間４９人となっている。現状として機

能していないので、抜本的な見直し改善が急務であると思う。一旦休館

して、ミニプロジェクトでも作って、これからの在り方を検討する必要

がある。しらかべ学遊館とリンクするなどの工夫する必要があると思う。 

     番号３４の「相互乗り入れ授業の実施」について、先生方も工夫しなが

らやっていると思うので、評価はＡでもいいと思うが、全ての学校では

やっていないのか。 
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中本課長：小中学校の連携については、柳井西中校区でも、大畠中校区でも確実に

行っている。 

西原委員：この取組をルーティン化して定着していけばそれなりのメリットもある

と思うが、働き方改革の観点からすれば、先生方がタイトになると思う

ので、うまく運用できればいいと思う。 

     番号３８の「学びのサイクルの質的な向上」について、この学びのサイ

クルの活動は良い活動だと思う。学校と家庭の連携が円滑になるという

ことは、健全な教育が推進できることになるので、これからも地道に進

めていただきたい。 

     番号５２の「立志の主張（作文）、俳句の募集」の立志の教育の集いに

関しては、非常にコンセプトが良いと思う。毎年１２月に行っているが、

この時期行うのは負担にならないかと思う。 

     番号６２の「週１アンケートの実施」については、いじめ認知件数は平

成２９年度と３０年度を比べると増加している。数字が増えているから

とネガティブに捉えず、認識度が向上したと捉え、早期発見・早期治療

が肝要と思う。身体的な暴力と言葉の暴力があるが、脳に対するダメー

ジは、言葉の暴力のほうが高い。身体的な暴力は約６％のダメージを受

けて、言葉の暴力は３倍の約１９％のダメージを受けると聞いたことが

ある。従って、しっかりアンテナを張ってフォローしていく必要がある。 

     番号７２の「学校行事のお知らせ」に関して、メールは効率的でタイム

リーに伝達できるので有効に活用されたらいいと思う。ホームページや

フェイスブックの活用については、管理が非常に大変なので、今一度見

直しをして、よく検討されたほうがいいと思う。 

     番号７３の「新たな柳井市立小中学校整備計画の策定」については、社

会全体が激動しているので、時代のニーズを見極めて、ガイドラインに

沿った適正規模・適正配置に取り組んでいただきたい。 

     番号７４の「学校施設の改修」については、エアコンの整備があるが、

今年度で終了したのか。 

石岡課長：普通教室の整備は１００％終了した。 

西原委員：特別教室は残っている。学校現場に聞くと、若干悲鳴を上げていると聞

いたので、直ぐには難しいと思うが計画的な予算化検討をお願いしたい。 

 

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１２号は原

案どおり承認された。 

 

   ② 議案第１３号 柳井市立中学校の廃止について 

     教育長は事務局に説明を求め、石岡課長から、柳井市立中学校の廃止につ 

       いて下記のとおり説明があった。 

 本議案は、平成２３年２月、柳井市教育委員会において策定した「新た

な柳井市立小中学校整備計画」に基づき、市内小中学校の整備を行ってき
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た。この度、本計画の基本方針に基づき、柳井市立学校条例第２条別表に

ついて所要の改正を行うものである。改正の内容は、柳井南中学校を柳井

中学校へ統合し、柳井南中学校を廃止とするものである。また、「柳井市立

学校の通学区域に関する規則」は、本条例の改正の議決後、一部を改正す

る予定である。 

 

特に質疑等はなく、各委員とも異議なしということで、議案第１３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。 

   （午前１１時２４分 協議会） 

    

（午前１１時３７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１１時３７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   西 元 良 治 

 

署名委員   西 原 光 治 

 

署名委員   厚 坊 俊 己 

 

調 整 者   石 岡 雅 朗 


