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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２年１１月６日（金）   開会 午前 ９時００分 

閉会 午前１１時３５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           三浦 正明 

教育部次長（図書館担当）   石岡 雅朗 

教育総務課長         有道 茂一 

          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  山本 直邦 

       サンビームやない館長     脇村 直孝 

          学校給食センター所長     小田 文孝 

教育総務課長補佐（書記）   惣上分 常代 

 

５ 傍聴者     なし 

 

６ 会議日程 

（１）議 案 

①議案第２５号 教育委員会事務の点検及び評価について 

②議案第２６号 月性展示館の指定管理者の指定について 

（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）会議録署名委員氏名 

教育長から、会議規則第１３条の規定に基づき、厚坊委員、横山委員の両 
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名を指名した。 

 

（３）議事内容 

①議案第２５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、有道課長から、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、令和元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、令和元年度に実

施した教育委員会の取組みのうち、「令和元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２３日に学識経

験者２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、

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、上がった項目が４か所、下が

った項目が４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・スポーツ推進課の山本課長、柳井図書館の石岡部次長、サン

ビームやないの脇村館長及び学校教育課の中本課長から令和元年度の取組

みの実績・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向上のための研修会参加」は、運動団

体の研修会へ例年通り参加しており、Ｂ評価とした。 

 



 3 

【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・サークル紹介の冊子等を制

作し、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、

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、例年通りの予算で、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・サービスの充実」は、平成３０年度に比べて相談件数

が増加しており、それぞれ適切に対応したということで、Ｂ評価とした。 

・「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３０年

度は大畠図書館に２冊購入、令和元年度は柳井図書館に１２冊購入実績が

あるが、柳井図書館の大活字本を開架している場所が２階の奥まったとこ

ろで、利用者の利便性に改善の余地があるということで、Ｃ評価とした。 

・「複合図書館の環境整備」は、新たな複合図書館の建設に合わせ、図書

購入費や図書館移転にかかる費用を計上すべきところであるが、建設等の

計画は、令和２年度以降の実施計画に計上されるため、評価しない。 

・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、中央公民館では６講座が前期・後期開催され計１２

講座、地区公民館では１０７講座が開催されており、Ｂ評価とした。 

・番号６の「公民館まつり等の開催」は、例年通り、２地区を除く各地区

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、参加人数は少なかったが、参加者からは内容について

高評価であり、Ａ評価とした。 

・「公民館の建設」は、伊陸公民館の建設に向けての実績とし、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等を開催してお

り、利用者数は新型コロナウイルス感染症の影響でおおむね減少傾向であ

るが、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。例年の取組み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
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絡協議会の開催目標回数は年３回であるが、１回のみの開催となり、Ｃ評

価とした。 

・「成人祝賀式の開催」は、新成人の運営スタッフを公募し、新成人によ

る手づくりの成人式を開催し、例年通り取組みを行ったということで、Ｂ

評価とした。 

 

【愛の４ 芸術・文化の振興】 

・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。 

・「サンビームやない貸館事業の充実」は、平成３０年度と同程度の貸館

件数で定期利用者を獲得できたということで、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

彰や山口県文化連盟主催の文化交流会へ参加し相互交流を行っており、Ｂ

評価とした。 

・「サンビームやない自主文化事業の開催」は、サザンセト音楽祭は例年

通り年２回開催、令和元年度から新たにスタインウェイを弾く会を開催し

たが、今後も継続開催し、広く市民に周知し来場者増に繋げていく必要が

あり、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いるが、令和元年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響で利用人数が前年より減少したものの、おおむね良好に

運営されているということで、Ｂ評価とした。 

・「サンビームやないの施設の維持管理」は、必要最低限の施設修繕とい

うことで、令和元年度は舞台機構設備改修と舞台音響設備改修を行ったが、

今後も、舞台照明設備老朽化に伴い設備更新が必要であり、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、柳井市主催の行事を４件

行っており、参加者は例年並みということで、Ｂ評価とした。 

・番号１４の「スポーツに関する競技水準の向上推進」は、各スポーツ関

係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、例年通り

の登録があったということで、Ｂ評価とした。 

・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、８団体から申し込みがあり、Ｂ評価とした。 

・番号１７の「施設の整備及び利用の促進」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、柳井市功労者表彰で１名受賞さ
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れ、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、今現在は進んでおらず、事業が開始されていないため、評価はし

ていない。 

 

【愛の６ 歴史・伝統の承継と保護】 

・番号１８の「文化遺産の保全と活用」は、指定文化財等保存修理補助金

を６件交付しており、関係団体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２件交付しており、Ｂ評価とした。 

・「歴史・伝統関連施設の活用」は、柳井市内の各施設の入館状況を見る

と、大畠郷土民俗資料館と月性展示館の入館者数は多少減少しているが、

その他の施設は増加しており、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、柳井市内では伊保庄地区と伊陸地区で、専門職を就け行っているので、

Ａ評価とした。 

・番号１９の「活動の支援と後継者の育成」は、文化連盟関係団体に対し、

マツダ株式会社や中国電力株式会社等の企業からメセナ等の情報があれば、

例年紹介している。令和元年度も紹介しており、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、小学

校社会科で「ふるさと柳井」を副教材に使用し、地域の歴史や文化につい

て計画的に学習を進めているが、「柳井市の偉人伝」については、令和２

年度に完了するため、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、それぞれの地域

の文化財を生かした教育活動が定着しており、今後は学校応援団を充実さ

せ、地域カリキュラムの有効活用を図る必要があり、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、各学校の教育課程に

位置付けて計画的に継続した取組みとしたい。令和元年度は小学校８校、

中学校３校で実施しており、Ｂ評価とした。 

・「指導員等の派遣」は、柳井市内外の学校から茶臼山古墳について説明

してほしいと依頼があれば、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・スポーツ推進課の山本課長から令

和元年度の取組みの実績・成果及び評価の説明 
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【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、地域連携教育

エリアアドバイザーと連携し、「スクール・コミュニティだより」を発行

しており、Ｂ評価とした。 

・「学校運営協議会への支援」は、市内小中学校の運営協議会へ参加し市

教育委員会の施策を広め、他地区の取組みを紹介するなどし、参加回数は

若干減少したが、運営協議会の質の向上を支援しており、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、柳井市内

全小中学校で学校、家庭、地域の役割を明確にした運営推進書を作成した

が、外部評価委員からホームページの活用や運営推進書の形式の見直しを

指摘されており、Ａ評価からＢ評価に変更した。 

・「地域に開かれた学校要覧の作成」は、写真や図を活用し分かりやすい

紙面になるよう工夫しているが、ホームページの活用や公民館等に置き、

広く情報発信する必要があり、Ｂ評価とした。 

・番号２４の「校内体制の整備」は、教職員が学校運営協議会や学校応援

団総会等、コミュニティ・スクールについて理解を深めている。各小中学

校の児童生徒にもコミュニティ・スクールについて浸透してきており、評

価はＢとした。 

・番号２５の「コミュニティ・ルームの設置」は、平成２８年度に設置事

業は終了しており、評価はしていないが、今後コミュニティ・ルームの活

用を図っていきたい。 

 

【夢の２ 学校支援ボランティアのさらなる充実】 

・番号２６の「学校応援団研修会の実施」は、研修会を大畠小学校で開催

し、平成３０年度より参加者も増えており、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「新たな学校応援団登録者の募集」は、登録者が平成３０年

度より着実に増加しており、Ｂ評価からＡ評価に変更した。 

・番号２９の「学校を単位としたボランティアの組織化」は、各小中学校

において学校応援団総会を実施し、学校支援から地域学校協働活動へと着

実に進めており、Ｂ評価からＡ評価に変更した。 

 

【夢の３ 地域教育ネットの充実】 

・番号３０の「地域協育ネット協議会への参加」は、協議会が１５回開催

され、前年度から着実に増えており、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 
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【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、幼保・小連携協議会を２

回開催し、各園、各所の特色をＡ４版１枚にポスター化し、互いに紹介す

るなど、スタートカリキュラムが浸透しており、Ｂ評価とした。 

・番号３３の「小学校教員による幼児教育・保育体験」は、「小１プロブ

レム」解消に向けて小学校５校から４つの保育園を訪問した。参加者が増

加しており、Ｂ評価からＡ評価に変更した。 

・番号３４の「相互乗り入れ授業の実施」は、小学校の教員が中学校の授

業に参加し指導し、その逆も行っているが、中１ギャップの解消には至っ

ておらず、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、柳井

市の子どもたちの現状と課題を共有し、子どもたちに付けたい力について

協議し、コミュニティ・スクールの仕組みを生かした地域連携の推進や課

題解決に向けた共通実践を重点的に取組んでいるが、高等学校との連携を

意識的に進める必要があり、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、家庭の日クリアファイルの配布と説明を行っ

ており、例年の通りの取組みということで、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

中学校に出向き、不審者対応訓練等を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、市が主催する研修会等

において、全小中学校の共通理解を図って取組んでいる。学校アンケート

で取組みについて検証、改善しているが、学校や家庭により取組みに差が

見られることから、Ｂ評価とした。 

・番号３９の「起業家セミナーの実施」は、平成３０年度より事業を取り

やめており、評価はしていない。各中学校において職場体験・職場見学を

実施している。 

 

【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「各学校における放課後子ども教室の開催」は、柳井市独自

の取組みということで始めたものであるが、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及び学校給食センターの小田所長から令和元年度
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の取組みの実績・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、令和元年度に新型コロナウイル

ス感染症に伴い臨時休業があったが、しっかり年間授業時数を確保できた

ということで、Ｂ評価とした。 

・「算数・ジュニア数学オリンピックの開催」は、令和元年度は８月２７

日に開催し、今後は中学校のみで開催する予定である。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、対象校は１０校で、学校司書５人

を配置しているが、中学校への配置がなされていないということで、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、着実に進めな

がら好事例等を共有し、全市体制で学力向上に取組んでおり、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、道徳の教科化に伴い、地

域教材を位置付けることは難しくなっている。今後は「柳井市の偉人伝」

を活用していきたい。Ｃ評価とした。 

・番号４７の「体験活動の年間指導計画への位置付け」は、各学校におい

て、各種体験活動を年間指導計画に位置付け実施しており、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、各学校にて児童生徒の実態に

応じた取組みを展開しているが、まだまだ柔軟性等の課題も多いというこ

とで、Ｂ評価とした。 

・番号４９の「課題に即した学校保健活動」は、中央、余新、南部・大畠、

高等学校の４ブロックにより実施している。小中学校が課題を共有し、取

組みにつながりを持たせており、Ａ評価とした。 

・番号５０の「食に関する指導研修会の実施」は、山口県からの割り当て

に基づき研修会を開催しており、令和元年度は県からの割り当てがなく、

開催しなかったということで、評価はしていない。 

・「巡回訪問」は、年度当初に各小中学校に希望調査を行い、それに基づ

き栄養教諭が各小中学校の全クラスに年１回以上、給食巡回指導を行うこ

とを目標としているが、全クラスで実施できなかったということで、Ｂ評

価とした。 

・番号５１の「危険予測学習の実施」は、各学校にて安全教育年間指導計

画に位置づけ、危険予測学習を実施しており、Ｂ評価とした。 
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【志の４ キャリア教育の推進】 

・番号５２の「立志の主張（作文）、俳句募集」は、令和元年度は「立志

の教育のつどい」において表彰し発表しており、Ａ評価とした。今後は、

新たな取組みである「やない教育の日」において、志や夢を育てる実践を

見出していく必要がある。 

・番号５３の「キャリア教育研究集会の実施」は、業務改善と合わせて平

成２９年度に実施事業は終了しており、評価はしていない。 

・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「就学予定児情報連絡協議会の開催」は、年１回全体会を行

い、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訪問し、情報整理等がしっかり活用

されているということで、Ａ評価とした。 

・番号５６の「園・所への巡回訪問の実施」は、市内外１４園及び所の巡

回訪問を実施し、関係機関との連携が図られているということで、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、各学校で指名さ

れている特別支援教育の校内コーディネーターの資質の向上のための研修

会を実施している。校内コーディネーターのニーズに合わせるような工夫

が必要であり、Ｂ評価とした。 

・番号５８の「特別支援教育推進週間の実施」は、年２回、６月と１１月

に行っている。特別支援教育の視点で進めていく必要があり、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、各種学校行事や学習活動の中

で、どの学校においても異年齢交流活動を展開しており、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、中学校区ご

とにスクールカウンセラーを配置し、すべての小中学校に対し訪問支援を

実施している。学校によりばらつきがあるが、着実に実施しているという

ことで、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、家庭への支援が

必要な事案や、学校からの要請も年々増加しており、いろいろな形で連携

できているということで、Ａ評価とした。 

・番号６２の「「週１アンケート」の実施」は、全ての小中学校において

実施しているが、今後、アンケートの内容がマンネリ化しないような改善

や工夫が必要であり、Ｂ評価とした。 

・番号６３の「生徒指導主任研究集会の開催」は、令和元年度は「ＳＮＳ

トラブル」や「集団づくり」をテーマに実施した。不登校や問題行動の未



 10 

然防止につながる活動が必要であり、Ｂ評価とした。 

 

【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、年６回の校長研究集会及び教頭

研究集会において、綱紀保持の具体的な観点を示しつつ実施している。不

祥事根絶に向けて各学校の効果的な取組み等を紹介しており、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会や時習

館でキャリアステージに応じた研修を実施しており、Ａ評価とした。 

・番号６８の「指導主事と教諭によるテーマを定めた研修会開催」は、授

業研究会参加者の評価が高いということで、Ａ評価とした。 

・「教科「外国語科」の導入に向けた教員の指導力向上」は、夏季休業中

に研修会を計３回開催している。令和２年度からの３・４年外国語科活動

あるいは５・６年外国語科実施に向けて進めているということで、Ｂ評価

とした。 

・番号６９の「業務改善対策会議の開催」は、校長研究集会等中心に具体

的な方策について進めているが、個別にはまだまだ長い人がおり、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、重点目標に業

務改善を位置付けており、Ｂ評価とした。 

 

【基本方針を支える環境整備】 

教育総務課の有道課長及び学校教育課の中本課長から令和元年度の主な

取組みの実績・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、教

育委員会所管の１７箇所で、それぞれ月１回程度更新することを目標とし

ているが、８割程度実施できた箇所は１７箇所中１０箇所であったため、

Ｂ評価からＣ評価に変更した。 

・「興味・関心のあるホームページの開設」は、学校は学期に２回更新す

ることを目標とし、ホームページを活用した情報発信を推進したいと考え

ている。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

情報発信を行っており、ホームページ作成担当者を対象に、電算室の職員
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による講習会を実施している。学校教育課のサポートも必要ということで、

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はしていないが、市公式フェイスブックやツイッ

ターへ教育委員会行事の一部を掲載した。まだまだ活用しきれておらず、

Ｃ評価とした。 

・「学校行事等のお知らせ」は、安全安心メールシステムを活用できてい

るということで、Ａ評価とした。 

 

【２ 安全で快適な学びの環境づくり】 

・番号７３の「新たな柳井市立小中学校整備計画の策定」は、施設整備計

画と適正規模・適正配置の２つの柱から成っている。令和２年度から１０

年を計画期間とした「柳井市学校施設長寿命化計画」を令和２年３月に策

定した。適正規模・適正配置については、今後、協議することになるが、

まず１つの大きな柱である施設整備計画を策定できたということで、Ａ評

価とした。 

・「スクールバス車両の更新」は、平成３０年度にリースによる更新が終

了しており、評価はしていない。 

・番号７４の「学校施設の耐震化」は、学校施設自体の耐震化については、

令和元年度に１００％となった。屋内運動場非構造部材の耐震化は、３施

設残っており引き続き実施していく。学校施設については１００％という

ことで、Ａ評価とした。 

・「学校施設の改修」は、トイレの洋式化と空調設備の整備を計画してい

る。児童生徒の熱中症対策として、令和元年度にすべての普通教室に空調

設備を整備した。トイレの洋式化については、令和元年度に未整備小学校

に予算措置し、令和２年度に繰り越しで工事している。普通教室に空調設

備を整備したということで、Ａ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、１２

校が目標であるが、実際は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評価からＣ評価に変更した。 

・「学校図書館の整備」は、再掲により省略 

・番号７６の「ＩＣＴ環境の整備」は、無線ＬＡＮの整備やネットワーク

強靭化を推進している。無線ＬＡＮの整備として、柳井小学校及び柳井中

学校にはＷｉ‐Ｆｉルーターを２セット、その他の小中学校に１セット設

置し、十分とはいえないが、Ｗｉ‐Ｆｉ環境は整った。令和２年度に繰越

事業として、各教室に校内ＬＡＮを整備することにしている。Ｂ評価とし

た。 

・「学校教材・備品の計画的な整備」は、すべてには対応できないが、予
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算内で対応し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：「令和２年度教育委員会点検・評価報告書」の２ページに学識経

験者の知見があるが、的を射たコメントで共感できる。 

教育振興基本計画とリンクしているので難しいかもしれないが、

可能であれば、評価項目が多いので整理しスリム化できないか。 

学識経験者から、Ａ評価が増加した一方、Ｃ評価も増加している

と指摘されているが、年度によって変動があり、自然の成り行き

と考えている。 

「愛の１ 人権教育の推進」に関することであるが、今後も継続

して推進し評価を続けてほしい。研修を継続することで、人権に

ついて考えを深める機会が増えれば、市全体の人権意識の向上に

もつながる。 

研修の開催件数に関することであるが、目標が年３５回開催に対

し、３９回開催され評価できる。回数は増加し内容も充実してい

るが、経費は前年の約半分ということで、どのような工夫がなさ

れているのか。 

山本課長：平成３０年度に県の事業による補助があり、講師派遣に関する費 

用などはその事業を利用した。令和元年はその事業がなかったため、

元に戻った。人権に関する講座は、人権に関する正しい知識を身に

付ける大切な機会であり、継続して行っていきたい。 

厚坊委員：学識経験者の知見について確認したいが、番号４の大活字本は高齢

者のために整備されているのか、また１階に配備できないのか。 

石岡部次長：大活字本は、主に高齢者や目の不自由な方が利用されることが多

いが、空きスペースの関係で、１階での開架は難しい。 

厚坊委員：図書館職員の接遇力の向上とはどのようなことか。 

有道課長：（学識経験者が）他の図書館を利用した際、職員から明るい挨拶で

迎えられ気持ちがよかった。柳井図書館が悪いという意味ではなく、

ちょっとした気配りで、また図書館を利用しようと思ってもらえる、

そういう見本として欲しいということ。 

厚坊委員：番号８のいじめや不登校の件数が増えている、街頭補導の実施より

不登校・いじめ対策を優先すべきとのことだが、街頭補導も重要な

役割を担っているのではないか。 

有道課長：街頭補導が必要というのはもちろんのことであるが、近年特に増加

している不登校になった児童生徒への支援、特にその親への支援に

も力を入れて欲しいということ。 

山本課長：街頭補導は地道な活動であり、今後も継続して活動していきたい。 

河岡委員：番号４の大活字本の購入に関することであるが、平成３０年度の予

算から１０倍、本が０冊から１２冊に増えているにもかかわらず、
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評価がＣからＣと変わっていない。努力しているので、ＣからＢに

なってもいいのではないかと思う。 

学識経験者の知見にもあるが、令和元年度までは他の図書館と比べ

ても柳井図書館の職員の窓口対応には課題があった。令和２年度に

なって改善されたと聞く。 

番号８の「街頭補導の実施」について、平成３０年度よりも予算が

増えているが、増やさなくても同様な活動が可能であれば、増えた

予算をスクールソーシャルワーカーへ回すことはできないのか。 

番号９の「中・高生徒指導連絡協議会への参加」について、開催回

数が年３回から１回になったため、評価がＢからＣに下がったとい

うことだが、開催回数が減少した理由は。 

   山本課長：目標は年３回開催であるが、通常は年２回開催されていた。 

厚坊委員：中・高生徒指導連絡協議会は、中学校高校が主催で青少年育成セン

ター相談員が参加し、街頭補導等のことを話し合っている。令和元

年度は学校側から１回しか開催できないと連絡があったため、１回

参加したが、令和２年度は開催しないと連絡があった。 

河岡委員：評価は開催された回数ではなく、内容で評価すべきであると考えて

いるので、充実した内容であれば、評価を下げる必要はないと思う。 

横山委員：街頭補導する時間帯は。 

厚坊委員：水曜日に児童の下校時間に合わせ、３時から４時の間をしらかべ通

りから柳井駅、金曜日の夜７時から市役所に集合し、ゲームセンタ

ーやバッティングセンターを１時間かけて見回りする。お店の人と

の信頼関係を築くことも大切である。 

横山委員：実際に補導される児童生徒はいるのか。 

厚坊委員：最近はいない。ゲームセンター等に子供だけで来店している場合は

声掛けしている。 

山本課長：青少年の健全育成の関係で青色パトロールを実施している。月に１，

２回程度、児童の下校時間帯を中心に柳井市内を計画的にパトロー

ルしている。 

横山委員：番号４の「レファレンス・サービスの充実」について、柳井図書館、

大畠図書館共に受付件数がずいぶん増えているが、どういう理由な

のか。 

石岡部次長：これまでは件数に含めていなかった小さなことでも、令和元年度

から件数として数えるようにしたことが影響している。 

西原委員：番号１１の「柳井文化連盟の機能強化」について、文化連盟やグル

ープサークルと公民館活動が連携を取りながら活動していけるとい

い。 

     番号１８の「歴史・伝統関連施設の活用」について、大畠郷土民俗

資料館の入館者数がかなり減少している。柳井にも民俗資料館があ

るのでそこと集約するなど、抜本的な見直しが必要な時期になって
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いるのではないか。 

山本課長：ご指摘の大畠郷土民俗資料館の入館者は５人であり、ＰＲの仕方を

さらに工夫する必要がある。資料館の今後の方針について考えてい

きたい。 

河岡委員：番号２４の「校内体制の整備」について、令和元年度に各学校にお

いてコミュニティ・スクールについて説明しており、新たな取組み

をしているということで、評価はＡでいいのではないか。 

中本課長：地域の方がコミュニティ・スクールについて理解していないのでは

ないかということで、各学校運営協議会で市教育委員会から説明し

たが、コミュニティ・スクールとスクール・コミュニティがこんが

らがっている。教職員から保護者や地域の方へ説明できていない、

市教育委員会からみて、まだまだ足りない、ということで、Ｂ評価

としている。 

厚坊委員：番号４０の「しらかべ学遊館放課後子ども教室の開催」について、

月２回水曜日と土曜日に開催されている。水曜日は、各学校の放課

後子ども教室とコラボして講師の先生を招き、体験活動するような

こともあり好評で参加者が多いが、土曜日は利用者が少ない。利用

者が少ない曜日は見直してはどうか。 

山本課長：担当から同じ話を聞いているので、曜日の変更を検討していきたい。 

西原委員：スクール・コミュニティとコミュニティ・スクールの違いについて、

一般の方にもしっかり理解してもらいたい。また、スクール・コミ

ュニティやコミュニティ・スクールはカタカナ表記だと分かりにく

いので、分かりやすい表記にできないか。 

中本課長：コミュニティ・スクールは、学校運営協議会を設置している学校で、

地域とともにある学校づくりであり、スクール・コミュニティは、

それをさらに進めたもので、学校を核とした人づくり地域づくりと

いうことで、理念の高いものである。地域の方には、まだまだ浸透

していない。 

三浦部長：単語の説明になるので、ちょっと難しいところがあるが、検討して

いきたい。 

西原委員：番号３４の「相互乗り入れ授業の実施」について、交流することで

活性化が図られ、児童生徒への刺激や教職員の動機付けとなりいい

ことだと思うが、教職員の業務が増加し負担にならないか。 

中本課長：小中連携教員が中心となり柳井中学校区を回っている。今年度は学

力向上推進リーダーが減ってしまったが、その代わりというわけで

はないが、全小中学校で克己堂（授業力向上研究会）を行い、その

場で小中学校の教員が交流できるようになった。 

西原委員：光市では、今年度から全校が小中一貫校になったと聞いたが、こう

いった交流が目的なのか。 

中本課長：小学校高学年の教科担任制を視野に入れ、また、小学校から中学校
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へ上がった時、不登校になる子どもが多いので、小学校から中学校

への滑らかな接続ということで行っているのではないだろうか。柳

井市は小中一貫ではないが、近い形で生徒指導面や学習指導面も連

携している。 

西原委員：番号５２の「立志の教育のつどい」について、構想は非常に良いも

のだと思うが、開催される１２月は多忙な時期であり、日程や内容

を見直す時期に来ているのではないか。 

中本課長：市長部局からも指摘されており、令和元年度は１２月に開催したが、

令和２年度は、夏に、「やない教育の日」の開催に合わせて行う予

定にしていた。しかしながら、今年度は、新型コロナウイルス感染

防止の観点から中止になった。今後は、８月の「やない教育の日」

に志を立てられるよう進めていきたいと考えている。また、「ビブ

リオバトル（知的書評合戦）」が非常に好評だったので、各学校で

保護者が多く参加できる時期や、地域の方も一緒に参加できるよう

な工夫や改善が必要になる。 

厚坊委員：番号６２の「「週１アンケート」の実施」について、学識経験者の

知見に「「週１アンケート」はマンネリ化しないよう、月１回の詳

細なアンケート、対策会議を開催するなど、現状に満足することな

く更なる対応をおこなってほしい。」とあるが、同じクラスにいじ

められている子と、いじめに加担している子がいる場合、いじめに

加担している子が、アンケートに詳細に記入している子を見つけた

ら、先生に告げ口したのではないかと考え悪い方向に進んでしまう

ことがある。いじめに関するアンケートは、質問に記入して答える

ものではなく、質問に丸で回答してもらうようなものが基本である。

相談したいことがあれば、個別にわからないように呼び出し聞き取

らないといけない。「週１アンケート」は形式的なものになるかも

しれないが、学校側が把握していないいじめを発見するきっかけに

なる可能性もあり、続けてほしい。 

中本課長：学校もアンケートの内容を工夫している。「気になることがある」

や「今の元気度」を数字で表してもらい、教育相談に繋げている。

また、具体的ないじめに関するアンケートは、保護者宛に封書で行

うなど多面的に実施している。厚坊委員の意見を反映していきたい。 

西原委員：アンケートの内容は、学校ごとに違うのか。 

中本課長：山口県の例に倣って作成しているが、学校や学年によっても違う。 

西原委員：あだ名がいじめにつながるということで、あだ名が禁止されている

と聞いたが。 

中本課長：奥原社会教育主事と人権教育研修会ということで、各学校を訪問し

ている。その中で、教師の言葉ということで授業中は公的話法を使

用する、教師が名前を呼び捨てしない、など取り上げている。また、

あだ名を使用禁止にしている、男女関係なく「さん」付けで呼ぶと
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している学校もあれば、そこまでしない学校もあるというまちまち

な状況である。 

河岡委員：番号４６の「地域教材を用いた道徳授業」は、Ｂ評価をＣ評価に下

げているが、道徳が教科化され、地域教材を用いた授業は難しいと

いうことで、「柳井市の偉人伝」を別の形で利用するという課題は

あるが、評価を下げる必要はないのではないか。 

中本課長：学校教育課内でも「評価しない」とすべきか検討した。道徳授業で

柳井市の地域教材を使用した学習をしているかといえば、道徳が教

科化したことで、教科書に沿った授業をしており使用しづらい状況

になっている。また、「柳井市の偉人伝」を道徳で活用するか、学

校教育課で話題になった。 

河岡委員：道徳の授業にこだわらず、違った形で「柳井市の偉人伝」を利用す

ればよい。以前と状況が変わっているので、難しいからＣ評価とす

るのではなく、現状維持のＢ評価もしくは「評価しない」とし、違

った形で書いてもよいと思う。 

西元教育長：道徳が教科化されたため、教科書以外の教材を利用するのは、価

値観など色々な面で難しい。よい教材があっても道徳の授業で使用

は難しいので、違うところで活用することを考えている。 

西原委員：「柳井市の偉人伝」の作成状況は。 

中本課長：桑原前教育長の下、それぞれのテーマで「ひと」「もの」について

まとめているところであるが、新型コロナウイルス感染症の影響も

あり、今年度になってなかなか進んでいない。 

西元教育長：非常に内容が濃いものになっており、大人が見てもよい教材にな

っている。 

河岡委員：番号６０から６１の不登校児の問題で、不登校児の数はどんどん増

えており、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの

存在が重要であると思う。評価の課題の欄に必要性について、しっ

かりと書いて欲しい。 

中本課長：スクールソーシャルワーカーは、家庭への支援、児童・生徒だけで

なく、保護者への支援に欠かせない存在になっている。 

横山委員：スクールソーシャルワーカーの家庭への支援は、非常に重要だと考

えているので、引き続き手厚い配置をお願いしたい。 

西原委員：番号６６の「綱紀保持研修の実施」は、Ａ評価としているが、この

ままＡ評価を維持していけるよう、平素から教職員の意識向上につ

ながるような研修を積極的に実施してほしい。 

中本課長：そのように努めていきたい。 

西原委員：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、

文部科学省の「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関す

る手引」を踏まえ、適正規模・適正配置のプランを策定していく必

要があるのではないか。１０年という計画期間は長いので、途中で
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見直しできるシステムにしてはどうか。 

番号７４の「学校施設の改修」について、次の取組みとして特別教

室のエアコン、トイレの洋式化、新型コロナウイルス感染症対策と

して、蛇口の自動水栓化等を計画的に取り組んでほしい。 

厚坊委員：番号７０の「更新状況の確認」について、ホームページの更新は、

担当者の得手不得手によるところが大きいが、公民館により更新回

数に差がある。公民館が連携し、毎月特定の日に情報発信するよう

にすれば、更新回数の差がなくなるのではないか。 

番号７４の「学校施設の改修」について、中学校は特別教室でも授

業を行っており、暑い時期は大変である。今後の空調設備の整備計

画はどうなっているのか。 

有道課長：令和２年度の補正予算で、余田小学校、柳井中学校及び柳井西中学

校の特別教室について設計の計画を上げており、１２月補正で工事

も計画している。普通教室は終了したので、特別教室の全体計画を

作成している。 

厚坊委員：国の予算措置はあるのか。 

有道課長：補助はある。 

山本課長：公民館のホームページの更新について、中央公民館は５回であるが、

文化福祉会館の指定管理者でもホームページを作成している。地域

による事情があり、年配の方が多い地区では、ホームページだけで

なく、「公民館便り」を毎月発行し、情報発信している。 

河岡委員：番号７５の「学校図書館図書標準の向上」について、前年度８校か

ら今年度７校になったため、Ｃ評価になったのか。 

有道課長：目標が１２校で、８割に満たないので、Ｂ評価からＣ評価にした。 

河岡委員：達成率をパーセントと冊数で詳しく書いてあるが、１人当たりの冊

数は、学校規模によって違い、達成率を基に計算されているので、

基準が分かりにくい。パーセント表示だけでよいのではないか。 

有道課長：当初は達成率だけにしていたが、学識経験者の知見で、小規模校に

ついては、一人当たりの冊数で見た方が、わかりやすいところもあ

るということで、両方表記することになった。 

河岡委員：今年度の資料は、評価を前年度と比較させる、変化した箇所を赤色

にする等、さまざまな工夫により大変みやすくなっている。   

評価は、ＡＢＣＤの４段階だが、Ｄは使用されていない。ほとんど

がＡとＢであり、Ｂの範囲が広いように思われるが、決まりがある

のか。来年度は最終年度であり、５年間を通した評価にしてはどう

か。 

有道課長：評価の仕方にはルールがある。今後見直しを検討したい。 

西元教育長：番号５２の「立志の教育のつどい」について、立志の主張という

ことで募集していた作文や俳句の発表等は「立志の教育のつどい」

で行っていたが、今後は、学校教育の行事である立志式や二分の一
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成人式等の中で行い、「立志の教育のつどい」を見直し新たな取組

みとなる「やない教育の日」では、学校応援団の方の発表や教職員

の研修を行っていきたいと考えている。 

厚坊委員：令和２年度の評価は、新型コロナウイルス感染症の影響で、評価の

仕方が難しくなると思う。 

この他に質疑等はなく、各委員とも異議なしということで、原案どおり承認さ 

れた。 

 

②議案第２６号 月性展示館の指定管理者の指定について 

教育長は事務局に説明を求め、山本課長から、月性展示館の指定管理者

の指定について、下記のとおり説明があった。 

選考委員会での審査結果は、公益財団法人僧月性顕彰会が指定管理者と

して適正と認められたので、月性展示館条例に基づき、指定管理者として

いただきたく、議案提出した。 

月性展示館の指定管理については、令和３年３月３１日をもって３年間

の指定管理期間が満了する。 

令和３年から、新たに指定管理者を募集・指定することになるが、特殊

性、専門性から総合的に考えると、公募には馴染まないものであり、従来

から指定管理者として、適正に管理運営を行っている月性顕彰会に依頼す

ることが妥当であると判断し、非公募にした。 

選考の経緯は、１０月１４日付けで「指定申請書」の提出を求め、１１

月２日付けで「指定申請書」が提出され、１１月５日（木）に教育委員会

会議室において、「指定管理者の選考委員会」を開催、選考の結果、月性

顕彰会を指定管理者の候補者に決定、その旨を月性顕彰会に通知した。 

なお、指定管理者の指定につきましては、１２月議会の議決を経て、正

式決定となる。 

主な質疑応答は以下のとおり 

厚坊委員：再任か。 

山本課長：その通りである。 

この他に質疑等はなく、各委員とも異議なしということで、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２７分 協議会） 

 

（午前１１時３５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。 
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（午前１１時３５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   厚 坊 俊 己 

 

署名委員   横 山 志 磨 

 

調 整 者   有 道 茂 一 


