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平成２８年度 第１回柳井市総合教育会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２８年１１月１８日（金）  開会 午後４時０１分 

閉会 午後５時３１分 

２ 場  所   柳井市役所４階 ４０１会議室 

３ 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           原田 敏弘 

委 員           河岡 治子 

委 員           厚坊 俊己 

４ 出席職員   教育部長          河村 邦久 

         教育総務課長        山中 松樹 

         学校教育課長        西本  隆 

         学校教育課長補佐      林  謙吾 

生涯学習・スポーツ推進課長 広田 成毅 

         図書館・サンビーム館長   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      小田 文孝 

６ 協議事項 

（１）「柳井市のスクール・コミュニティ」について 

 

７ 議事の内容 

○山中教育総務課長 

ご起立をお願いします。「ご礼」。 

○河村教育部長  

それでは定刻を少しすぎましたけれど只今から平成２８年度第１回柳井市総合教育会議を開催

いたします。始めに井原市長より一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

○井原市長 

  今日は教育委員会会議に続いてということで大変お疲れの中、第１回の柳井市総合教育会議と

いうことでよろしくお願いします。 

今日は教育長さんからスクール・コミュニティについてお話をいただきますが、今週の火曜日

ですね、９月末に新庄小学校の国語の授業におじゃまをいたしまして、その時の話については広

報のコラムにもご紹介させていただきましたがその第１回以降１６時間くらい国語と総合の授業

で自分たちが町をどういうふうにこれから将来を描いていくかということで子どもたちが勉強を

積み重ねてその発表を確か先週の土曜日に地域に開かれた参観日に子どもたちがされましたが、

私その日市美展の開会式と重なっていてそちらにお伺いできなかったので、特別にご配慮いただ

いて私に対するプレゼンテーションというかたちで６年２組の子ども達が７班に分かれてこの間

自らいろんな事を調べたり班で一緒になって話し合いをしたりということで、こういう事をやっ
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たらどうか、こういう町にしていきたいというお話を予定では５時限目の４５分間でしたけれど

何と連続して８０分間も、時間を超過して直接お話をいただきました。なにか子どもたちは参観

日の日よりも緊張していたと、このくらいの距離で私が真ん中に座ってずうっとお話を聞いたの

ですけれど、やっぱりこう小学校６年生とはいえ決して侮れないというかちゃんと考えている。

中には柳井市の海の幸山の幸をもっと活かしたらどうかという中で、道の駅を柳井につくったら

良い、しかも大畠につくったら良いという非常に具体的なお話をいただいて。このことについて

は実は柳井市も今後１０年間の総合計画、策定委員さんもこの場にいらっしゃいますけども、そ

の１０年間の中でもそういうことも検討していきたいというようなことも話していたのですが、

全く同じ様なことをあの６年生がその知識や情報も入らない中で考えていたということを思うと、

決して子どもだからという感じではなくて本当に立派なプレゼンテーションをしてくれました。

もっと地域での大人も一緒になった学校と一緒になった催し物を、例えば新庄だと先般ふれあい

まつりがありましたけれどこれも年１回ではなくて年４回くらい春夏秋冬やってほしい、そのく

らい自分たちもいろいろ発表していきたいというようなお話があったり、もっと地元のことを勉

強するような授業を盛り込んだらどうかとか地元の小学校の農園を持ったら将来農業も含めて理

解が進んで自分たちも取り組むようになるのではないかとかいろいろな意見がありました。ただ

共通しているのはもっともっと人と交わりたいというか人と人とを繋いでいきたいというか、そ

ういう場を自分たちは創り出していきたいというようなところは全ての発表に共通していたよう

に思います。そういう意味でまさにスクール・コミュニティについては、学校だけ自分たちだけ

また親・保護者の方だけの学校ではなくて広く学校を開いていく、このことはやって来ましたけ

れどそれだけではなくて、地域イコール学校区であるというような考え方の中でまさに地域の拠

点としても学校の役割というのはさらにこれから重くなっていくのかなと、またそのことに子ど

もたちはきっと私たちの期待に応えてくれるのではないかなというようなところを６年生の発表

からも感じさせていただきました。ちなみに、最後は先日のふれあいまつりで子どもたちがステ

ージ発表をした動画をこういう画面で発表していただきまして、今流行っているＰＰＡＰ、そう

いうのをやっているのを見せてもらったり、それで子どもたちも非常に盛り上がったりして本当

に良い経験をさせていただきました。と同時に町をこうしていこうと考えている仕事をむしろ私

たちが今しているわけですから将来この中で柳井市の市長はもとよりそういう人材が生まれてき

て欲しいということを最後にお願いして帰りました。そういう意味で今日スクール・コミュニテ

ィということでありますがいろいろなご意見も子どもたちに見習ってというか負けないくらいい

ただいてそれを更に役立てていくということになるかなというふうに思います。本日もどうかよ

ろしくお願いいたします。 

○河村教育部長 

 ありがとうございました。続いて次第にのっとりまして協議事項に入りたいと思いますが、こ

こからは進行は市長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○井原市長 

 それでは、早速協議事項ということで柳井市のスクール・コミュニティについて説明をお願い

いたします。 

○桑原教育長 

  では私から。これは先日融合教育研究会が周防大島でありました、それから学力向上推進フォ
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ーラムが１１月１０日にありまして、その時に発表したものです。簡単に１５分くらいで、柳井

のスクール・コミュニティはこうですと説明したものを見ていただいて、後でこうしたら良いあ

あしたら良いというふうにお話いただいたら今日の総合教育会議がとても良いものになるかな

と思います。よろしくお願いいたします。 

（パワーポイントにより内容を説明） 

これは街の説明をしたものです。佐川醤油、金魚ちょうちん、祭りも最近とても賑やかになっ

ています。これは周防大島の飯の山から見た景色ですが、琴石山が見えますあの向こう側に茶臼

山古墳があってこの辺りは田布施、平生を含めてとても古墳の多い地域で、昔からこの辺りは西

日本のある面中心として栄えたところですというふうに説明しました。それからフラワーランド

がありますと。で柳井市のスクール・コミュニティということで説明いたしました。これは学校

を中心に、人づくり、まちづくりをするという取組です。特に市民が交流を深めて新たな絆を生

み出すということによって学校、家庭、地域が一体となった人づくり、まちづくりを進める。ス

クール・コミュニティ、普通はコミュニティ・スクールというのですが、まちづくりを進めると

いうことがスクール・コミュニティですと説明しました。コミュニティ・スクール、学校支援ボ

ランティア、地域協育ネットの三つの内容があって進めています。これは構造図ですが学校、家

庭、地域が人づくり、まちづくりを進めるのですが特に市民性ですね、大人の市民性を高める、

柳井市をどうしていくかというふうにして市長さんがよく言われます一人一役を市民としてどう

いうふうに行動にうつしていくか。それから子ども達が柳井市をどうしていこうか柳井市を愛し

ていこうという市民性をみんなで高めていくということがスクール・コミュニティの狙いという

ことです。基本は柳井市の教育目標である愛、夢、志をはぐくむ教育であり、柳井市教育振興基

本計画、教育大綱を決定しまして今年度からスタートしております。これは市民の思い、アンケ

ートや熟議をして市民の思いの中で創りあげたものですということを説明いたしました。それか

ら愛、夢、志を説明しましたが、愛は自分を愛し他人を愛し郷土を愛するということ、自己肯定

感、他者肯定感、地域肯定感。夢というのは一人ひとりの夢を実現するためにみんなが力を合わ

せましょうということ。そして志は僧月性さんの立志の詩にあるように将来への希望を育んで夢

を実現する力を育成する。特に力を育成するというところが柳井市のポイントで、夢を実現する

力をどうやって養っていくかということがポイントになります。これは柳井小にできているスク

ール・コミュニティセンターで、柳井市のスクール・コミュニティの中心となっております。こ

れは学校の様子で柳井小学校ですがとても学校がきれいで白壁の通りの近くで白壁を模した学校

を造っております。特に図書館が大きな成果を挙げて柳井小学校の大事な施設になっております

し、図書館を中心に運営されているようなところがある学校です。子ども達も大好きで司書の方

が付いておられて計画的に全学年で読み聞かせをしています。これは柳北小学校でコミュニテ

ィ・ルームを造っているということで市の持ち出しでこういう風に造ったということ。それから

夏休みの作品展等をするのは小田小学校でこれは体育館の空き部屋を利用しています。次の西中

学校はスペースが無いので玄関ホールをこういうふうに使いまして、各学校でコミュニティ・ル

ームを造っていただいております。コミュニティ・スクールの取組をしておりますが、各学校で

コミスク運営推進書というのを作っていただいて地域連携、学校、家庭、地域の役割をきちんと

明確に推進書に位置付けていただいて、家庭や地域はどういうことをするかというのをこの中に

位置付けています。各学校のコミュニティ・スクールの経営構想も作っています。これは学校運
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営協議会で全教職員と地域の人が参加して一緒に話をしています。めざす子ども像の共有という

ことでいろいろな人が集まってどういう子どもがいいかと話しています。これは塾です。それか

ら柳北小学校ですが先日も柳北フェスティバルがありました。この様子は去年のものですが３回

目ということで地域の行事と学校の学習発表会を合同で開催して非常に盛り上がっております。

今年度は避難訓練を地域主催というかたちで学校と地域の方がたくさん集まって合同で行いまし

た。大畠中学校は外部機関と連携した放課後学習塾を地域の方が来て週二回ほど夕方に学校が終

わって部活が終わった後に１時間くらい勉強しています。これは校長室での英会話教室で地域の

人に開放して月二回しています。もう一つ学校支援ボランティアですがこのように登録がありま

して、今年は今度の月曜日に研修会があります。これは柳井中学校で校区のボランティア総会で

今は４中学校ごとに行っています。そして地域教育ネット、４中学校ごとでまとまってしていま

すので柳井中学校はしらかべネット、柳井西中学校は余新ネット、南中学校は南部ネット、大畠

中学校はうずしおネットということで、大畠は小中１校ずつですが、とてもまとまりのいいネッ

トを作って頑張っていらっしゃいます。これに大畠は保育所がかなりの頻度で係わっておられま

す。これは柳中コミットということで地域貢献です。教育委員会からは全く言っていないのです

が柳井中学校が夏休みを中心に子ども達が自分の小学校区で貢献できることはないかということ

でたくさん出てしておりましてこれは地域の公園の除草活動です。子ども達が考えたというとこ

ろに意味があります。これは西中学校の午後のあいさつ運動です。これは南中学校の熟議の様子

です。これは大畠中学校の授業サポートの打ち合わせを地域の方としているところ、それと大畠

の有名な郷土料理の授業です。これは１回か２回しています全体のスクール・コミュニティ推進

協議会です。これは私が学校へ行って説明しているところで先生方から意見をもらってスクー

ル・コミュニティを頑張りましょうということで訪問しています。これは後で出てきますが、時

習館というのをしていますが先生方が考えた大人のコミュニティ・デザインです。今アクティブ・

ラーニングにも力を入れておりますがアクティブ・ラーニングをするには地域の人の力が非常に

重要ですし、市長さんが授業に参加されましたけれどそのことによって本当に主体的な学びにな

っていくので、これこそ生きた学習、アクティブ・ラーニングになったなと思っています。それ

から町の幸福論、これは小学校４年の国語の教材にありますが、指導計画の中ではプレゼンは子

ども達が考えたものを地域の人に見ていただいて一緒に考えていくという教材なのです元々は。

でも学校は忙しいからそれをしてなかったのです、地域の人と。今年はするようにと言ってやっ

ていただいています。負担もあるのですが教材指導計画の中にもあることでとってつけたもので

はなくて今まで忙しいからしていなかっただけで、そこで市長さんの授業が実現したということ

です。今度２月３日に町の幸福論の作者の山崎亮さんの講演会を、折衝に折衝を重ねて林主事さ

んの努力の賜物ですが、していただけるよう交渉しました。柳井市の課題ということで、これは

私が感じていることなのですが、まちづくりをするということでの１番の課題は市民に町づくり

にどう参加していただくかという意識と市の職員、教育委員会だけではなくて全職員がどういう

ふうに考えていただけるか、学校だけでなくて町づくりするのは一緒ですから。これはスクール・

コミュニティということで学校側からの町づくりなのですが、市役所はほとんどが町づくりなの

それでいいのではないかというのもあると思うのですが仕掛けは教育委員会からしましたのでこ

れをどういうふうに融合していくかということが課題だとは思っています。この間の柳井中と柳

井小の学力向上推進フォーラムには市役所の方が５、６人くらい係わって行ってらっしゃいます
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ので、市役所の方が行って子供に授業を一緒にするということで非常に意識が高まったと思いま

すしそういうことがもっともっ計画的にできるといいかなと思っています。それから学校側の意

識改革ですね。これは非常に難しいのですが、町づくりをなぜ自分達がしなければならないのか、

自分達は学校の子ども達だけを見ておけばいいじゃないか、ちょっと地域の人がくればいいじゃ

ないかというところはあると思います。多忙感があってとても忙しいと思うのですが、でも柳井

はもうスクール・コミュニティということでいきますのでそのスリム化を図りながらどうやって

いくかというのが課題です。忙しいからできないというのではなくて忙しいけどやらなければい

けないのでどうスリム化をしていくかということで、私は柳井市の教育長を任せていただかせて

いますが土曜授業は絶対にやるまいと思っています、それでなくても忙しいのに。そういうこと

も含めてコンパクトの中で中身の充実をどう図っていくかということを考えたいとは思っていま

す。それから３番目は、今度余田小学校もできますが市民が集う学校としての校舎づくり、学社

融合の校舎づくりということはやっぱり非常に重要になってくる、公民館、支所、図書館の併設

ということが非常に重要になってくると思います。教育の町づくりの理念、実は昨日福岡に行っ

て勉強してきて私が考えた自分の理念といったものですが、世の中は多様性の時代に入っていま

す。いろいろな人、これからは外国人の方もたくさん入ってくるかもわかりませんし非常に個性

的な子供も増えていますし、いろいろな人がいる多様性の中でそれを認めて生かして個性的かつ

たくましい個や集団を育てるということが人づくりの原点であると思います。特にたくましさと

いうのが、しなやかとたくましさというのが元々柳井の教育方針の中でずうっと生きてきていま

してまだ残っています。やっぱり人間というのはたくましくないと生きていけませんので非常に

重要なキーワードだと思っています、たくましさというのは。それから誇りですね、そのために

は個々人が誇りを持つことが非常に肝要である。誇りを持つというのは自分の住む町から、私達

はここに生まれてここで生活するということに誇りを持つということ。足元に対して誇りを持た

ないような人がこの柳井に誇りを持つはずがないので、キーワードで一番重要なのは誇りだと思

っています。その中で自己肯定感、他者肯定感、地域肯定感というのが愛、夢、志の中の一丁目

一番地に出ていますのでこれが非常に重要だと思っています。そしていろいろなことにチャレン

ジをしていくような、挑戦していくような子ども達そして市民になっていただくといいかなと思

いますし、そのためには人と人が繋がっていって輝いていかなければならない。その大事なキー

ワードはお互いが感謝するということです。これは他者肯定にもつながると思うのですがそうい

うふうに感謝と思いやりが必要である。そういうことができたら教育の町ができるのではないか

ということでキーワードを五つ並べてみましたがこれが教育の町づくりの理念だと思っています。

一番重要なのはやっぱり誇りかなと思います。柳井を愛するということの誇りということを老若

男女みんなが持てたらとても素晴らしい町になるというふうに思います。ありがとうございまし

た。 

○西本学校教育課長 

市長さんに昨年おいでいただいた時習館のメンバーに今年度先ほど教育長からもありましたが

大人のコミュニティ・デザインということで研修をして、星出県議会議員にはご紹介させていた

だいたのですが、教職員が考えた内容ということでちょっとお付き合いください。 

（パワーポイントにより内容を説明） 

プレゼンとして今後の２０５０年の姿をいろいろご紹介して、柳井の姿こういった状況の中で
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伸ばす発想、克服する発想ということで教師職員に投げかけました。先ほどの山崎さんのメッセ

ージもご紹介して二つのグループに分けたところ、柳井を今後高齢者を中心に考えていくのと若

者を中心に考えていくという大きな二つのグループになりました。高齢者のグループは、高齢者

の聖地にするということで柳井を花でアピール、食でアピール、こういった視点でつくっており

ます。柳井市にはフラワーランドがあり花を育む風土がある。そして今こういった状況であるの

ですが柳井の町は駅を中心に非常にコンパクトで非常によろしい、岩国は距離があります、光は

もっとあります、下松も複雑です、徳山も距離があります。やはり柳井の良さというのは市役所

から駅の間が非常に近い、この間をフラワーゾーンとして町をつくったらおもしろいのではない

か。例えばこういった花の散歩道にしていく、あそこを花でいっぱいにしていく、こんな町にな

ったらお年寄りも散歩をしたくなるのではないか。そして市役所もこんな花いっぱいの市役所に

こんなふうに変わっていって、フェイスブックで発信したら柳井がぼんぼんアピールできるので

はなかろうか。こんなあたりを教職員が、これは合成ですけれどこんな姿をイメージしておりま

す。外観でもやっぱりこんなふうにインパクトのある花の屋根、そんなイメージではなかろうか。

そして今の道路をフラワーゾーンとして考えると同時に、先ほどの食の方ですが伝統的な食もご

ざいます。そういったところで食の文化をアピールしていくということで食の文化ゾーン、それ

からフラワーゾーン、こういったあたりで駅を中心としたコンパクトな柳井がつくれるのではな

いか。そして山口観光維新祭り、全国都市緑化フェスタ、これに向けてこういった町をつくれば

どんどんコラボしていい動きが作れるのではないか。これがまあ大人の発想でございます。それ

から若者の方は、住みよい町、スポーツの町、教育の町、そして一つ課題になったのがネット環

境、こういったものを整えていくということと商業跡地こちらの方も大人としてもやっぱりいろ

いろ考えております。専門学校こういったあたりの誘致が必要ではないか、そしてプロのキャン

プこのあたり柳井スタジアム等を利用して宿泊者をクルーズとかに泊っているのに屋内練習場が

無いということでいろいろ人が流れている、こういったあたりも情報として持っておりました。

そして最終的な感想なのですけれど、これをやった時に教職員は意外とやっぱりこんな場面があ

って初めて考えるのだなと思いました。大人って考えているのだろうなと思ったのですけれどこ

ういった場面を仕組むことによって柳井の良さを改めて考えたりとか未来像を教職員というか大

人が考えていくというのはとっても大事なことだなと思って大変いい機会をいただきました。足

早で恐縮ですがこんなところを教職員が考えておりました。ご紹介させていただきました。 

○桑原教育長 

現時点ではこういう発表をしたりこういう活動をして少しずつみんなから機運を盛り上げてい

きながらみんなが考えていく。先程あった多忙感もありますし一緒に考えていくのが、これはで

きるこれはできないとみんなで考えていくのがいいかなとは思っております。以上でございます。

ありがとうございました。 

○井原市長 

教育長さんありがとうございました。せっかくですからご意見、ご質問等ございましたらご発

言をお願いします。 

○西原委員 

ご説明いただきましてありがとうございました。教職員の皆さんのいろいろなご意見やご提案

もこのような時習館研修という、機会の中から斬新な発想がされたかと思いますが、そう言った
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中で、きっかけ作りというのが大変大切なことだというふうに思います。物理的には柳井を花で

埋めていこうという発想は非常にいいかと思いますし、明るくて夢があるというようにも思いま

す。一方ソフト面では、やはり柳井市は何と言っても 月性さんですね、長州こと山口県は明治

維新発祥の地ということでもありますが、月性さんは、吉田松陰の師匠的存在でもありまして松

陰は月性さんをリスペクトといいますか 非常に崇拝、尊敬しておられた訳で、そういった人物

がこの周防の国に、或は、長州の東の玄関口におられたということは、誇りであります。  

柳井市の教育の中にも志の教育、先程もありましたように立志の教育のつどい、こういったこ

とも積極的に推進されておられますので、やっぱり志ということも一方では全員で考えていきた

いと思いますね。立志ということは、志を立てるということでありますので柳井をいろいろな角

度から活性していくということで子ども達も先程市長さんの冒頭のあいさつの中でも言われまし

た様に、子ども達が、市長さんに対して、素晴らしいプレゼンテーションをしたという事ですが、

その内容は私も子ども達の発想が素直で非常に素晴らしいなというふうに聞かせていただきまし

た。従いまして、今後も Win-Win と言いますか、双方向型のスクール・コミュニティをしっかり

推進していかなければいけないというふうに思っております。元々学校というのはコミュニティ

の拠点でもありましたので、そういったことで学校が地域に還元しながらいいサイクルを展開し

ていくということを我々大人が取り組んでいかなければいけないということを強く感じました。 

○原田委員 

私は先般、柳井市総合計画の審議委員もさせていただいて大変いい勉強をさせていただいたの

ですが、先程教育長さんから誇りを持つというのがキーワードだとおっしゃってこれは本当に全

くその通りだと思います。残念なことに大人が柳井はダメなんだというような、ちょっとなかな

か柳井に対しての誇りを持ってない大人が残念ながらかなりおられる。子どもに親がそういう事

を言うから子どもも柳井に残らないといいますかそういう部分というのが現実としてあると思い

ます、残念ながら。実は昨日ある経営者の勉強会でＪＡＬ、日本航空の山口支店長さんのお話を

聞く機会がありました。その方は２０１０年にＪＡＬが破綻した時に北九州の支社におられてリ

ストラをする側で非常にご苦労された方なのですが、稲森和夫さんが会長で入られてＪＡＬの再

建をしていく過程でＪＡＬフィロソフィという哲学を徹底して植え込まれてＪＡＬフィロソフィ

というものが出来上がった。ただそれが中間管理職として機能すると正直思わなかったそうです。

それを本気でやろうと思ったきっかけがＪＡＬの社長さんが、パイロット出身の社長さんなので

すが、山口市がクリスマスにイルミネーションをするイベントを応援しますという時に本社から

山口市長さんに会いに来られた。ＪＡＬという大企業で県知事さんクラスには会うけれども市長

さんに会うというのが非常に異例な事だそうなのですが、本社に言ったら来てくれてずっと行動

を一緒にする中で最後に仕事が終わって、空港に戻り、そこで職員と語りたいと話されたそうで、

そこでＪＡＬの職員の方々と意見交換をものすごく気楽にされる姿を見て、これはＪＡＬは変わ

ると思ったと言われました。そしてＪＡＬがすごく好きになった、好きになったことで自分はＪ

ＡＬが再建できると本当に信じることができてものすごく仕事に身が入るようになったというお

話をされました。結局やっぱり人が変わるというのは人と接することでしか変わらないので、や

はり誇りを持つとか柳井を好きになるとか柳井を愛する、そうじゃない方が柳井を好きになると

いうのは人と接することでしか変わらないと思います。それが学校を中心に一所懸命にやってお

られる方と接することによってそれがきっかけで変わるということがあると思いますし、それが
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学校を中心にしたいろいろな交流が活発になればなるほどそういう機会、チャンスが増えるので

はないかと私自身思います。それがスクール・コミュニティということの舞台といいますか、ハ

ードがあったとしてもそこに介在する人、ソフト、この影響で人が変わって、どんどん変わる人

が増えれば柳井も変わっていくと思いますしそういったものがＪＡＬという大企業の再建におい

てもそういってことが現実に起きていたということをたまたま昨日聞いて非常に勉強になりまし

た。柳井市も決して今が悪いとはいいませんけれども、さらに将来に向かって希望の持てる町づ

くりをしていく中では人と人との交わりの中でいろいろな機会があればいい方向へ行くのではな

いかと思いました。それがスクール・コミュニティという学校で子ども達の元気な声を聞くだけ

でも、平郡がそうだったように学校が持つ力というのがすごくあると思います。そういった意味

では学校を中心として町づくり、スクール・コミュニティという考え方は素晴らしいと思ってお

ります。以上です。 

○桑原教育長 

このあいだは前川事務次官さんが来られていまして、スクール・コミュニティといえばたぶん

柳井市というのが出てくるとは思うのですが全国的にはそこまで銘打ってやっているところ、こ

こまでどんとスクール・コミュニティを出しているところはないので、前川次官さんも来られた

しまたＰＲをしていただけるかなと思いました。 

○西原委員 

今の話を聞いて、日野原先生の事が頭をよぎったのですが、今１０４歳くらいですか、あの先

生の言葉をちょっと思い出したのですが、それは「動物は走り方を変えることはできないし、鳥

も飛び方を変えることはできない。しかし、人は生き方を変えることができる。」ということをお

っしゃっていました。まさに今のスクール・コミュニティにしてもやっぱりいろいろな思いがあ

ると思いますが、意識改革ですね。いわゆるイノベーションをしっかり推進していくということ

が大切かと思います。企業にしても社会にしてもあるいは市にしても学校にしても色んな変化、

変容があるのではないかなと思っております。ちなみに、ちょっと企業の話になるのですが、企

業の平均的な管理職の占める割合は全国レベルで大体２３％くらいですが、手前味噌といいます

か、弊社の例でいいますと９％ということで非常に少ない設定になっております。ということは

どういうことかと言いますと、ボトムアップといいますか社員や、部署間の横の連携と言います

か、共有力が非常に増していきますし、一人一人の責任力も増強していくと言う状況にあります。

その結果、底辺の力が増幅されるわけですね。やっぱり仕事はチームでやっていきます、チーム

力で業務を遂行していきますので、地域住民も地域の中で連帯感を持って取り組んでいく、その

中に学校と家庭と地域のチームワークができていくのではないかというふうに感じました。 

○河岡委員 

柳井市のスクール・コミュニティの件でまずお話ししますが、いま中学校に勤務している関係

で柳井中学校の話をしますと、最近の柳井市の傾向ではあるのですが、地域の方に講師に来てい

ただいて授業をするというのを何度も繰り返しています。その中で私も道徳の授業に入ったこと

があるのですけれども、学校運営協議会の方も見学に来られました。授業を学校運営協議会の方

が見学されるというのは以前からあり、私自身、小学校役員の時に運営協議会委員として授業を

見学したことがありましたが、見学した後校長室に行ってちょっとお話をして終わりという、ど

こかお客さんというような感じがありました。この間の中学校の授業の際はその後のミーティン
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グまで参加していただいて、授業に関する詳しい感想を述べていただきました。そうすると皆さ

んは道徳の授業について、自分たちの時代は道徳というのは家で親から習うものだったけれども

今はこうして授業をしているとか具体的に授業を見ていただくことによって感じていただき、学

校の敷居が低くなっている気がします。学校が近くにあっても今どんどん教育も変わっていって

いますし、どういう授業をしているか分からないというところも余所者感覚になるのですけれど、

あのように具体的に授業に来ていただいて感じていただいて、それをまた語ってもらうというの

が敷居を取っていって近づくいい方法になるので、とても今柳井市はいい方向に向かって行って

いるのではないかなと思います。このスクール・コミュニティも学校が活性化していないとうま

く回らないのですけれども、学校を活性化するにはやはり子ども達が多くないといけない。今ど

んどん子どもが減っていく傾向にあるので、そこが今皆さん方がお話しされていたように町づく

りが大事になってくるかと思います。柳井市の魅力を、自然が沢山あるというのはよく聞きます

が、自然が沢山ある特色ある地域はあちこちにあるわけで、それ以外になにかやはり魅力的なも

のがないといけない。子どもの時にはそこで育っているので当たり前だったりそれがいいと思わ

なかったりすることが多々あると思います。私も大分で高校まで育って大学で地元を離れ、就職

するときも随分悩み、最終的に私は地元に戻ったのですけれども、地元に戻った当初は大分って

何もない田舎でつまらないと思っていました。でも今嫁いでこちらに来てあちこちの町を見る中

で大分ってこういういいところがある、いったん外に出て初めて地元の良さというものが分かる、

そういう年齢になったというのもあるのですけれども、それは何かどこかに根っこにいいものを

経験したというのがないと振り返って良さが分からないもので、町づくりを具体的に子ども達に

考えてもらうというのは、自分の町の良さを一所懸命考えてもらってこういうところがあったの

だというのを再認識してもらえるので、とてもいい授業をしているのではないかと思います。そ

していったん外に出てもいずれ帰って来たいなと思うような、それには就職先とか具体的な問題

もいろいろ出てきますけれども、柳井市って結構いい町だよって子ども達が思ってもらえるよう

なそういう教育の基盤がどんどん出来ていけばいいなと思っております。以上です。 

○厚坊委員 

皆さんが言われたことに同感なのですが、私がいた平成２０年辺りに柳井市が県下に先駆けて

コミュニティ・スクールをということで県の方から柳井市でと言われ、その当時はしかたなく全

学校にやってください、余り無理をしなくていいからということでまずやって行ったのですが、

そうするとどこの学校も金太郎飴のように同じことしかしない。今県のコミュニティ・スクール

もモデル校や地域があって県もそれを真似してそのようにするようにと言われるのでやらされ感

が非常に全県下コミュニティ・スクールについてはあるように思います。今回教育庁さん、市長

さん始めスクール・コミュニティということで私は柳井市には柳井市の教育があるということで

しておられて、この間日渡先生からも、教育は県のものではない、地域のものであるから地域が

よそのものを真似するのではなくてその地域で何が必要かどういうことができるかという独自性

を出してこそその地域としての教育が根ざすのだというお話を聞いて、まさにこのスクール・コ

ミュニティはよその地域は何だろうかと思われるかもしれませんが、柳井市としての取組という

のはこれから県下全部がスクール・コミュニティになって、さあこれからどういう特性を出して

いこうかというときに柳井市がモデルになると思います。その時に大切なのはスクール・コミュ

ニティをやらなくてはならないとかよそがこれをしているから自分のところもしなくてはいけな
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いとかではなくて、スクール・コミュニティの基盤をみんなが持っていてその学校独自が独創性

を出して行って、この学校ではこういう取組をしている、それはやらされているのではなくてや

ることによってその地域の人間関係がうまくできるということを各学校でどういうことをするの

でもいいからしっかりと考えなさいということで、派手にやる学校もあれば地味にやる学校もあ

るかもしれませんがそれで一つのスクール・コミュニティの特色をそれぞれの地域で出していく

というのは大切な大切なのではないかと思います。学校の中に地域の人が集うというのはこれは

まさにそれが一番大切なことで、今教員は地域の人材活用ということでいろいろな人に働きかけ

て授業をしておりますが、それもやはり教員の方から人を見つけたりなどして教科書を教えるプ

ラスそういう負担があると思います。それが地域の人が学校の中にいると授業をみながらこうい

う人が欲しいのですがとその人に言ったら自分が捜してみようとかそういうことができて自然と

交流ができてくるように思います。そういう意味では教職員の方にも負担感もなく地域の方もす

んなりいろいろなことができるのではないかということで是非その辺りを今後進めて行って、こ

のスクール・コミュニティを自分達のところもやってみたいということを県下いろいろなところ

で言われるようになるといいかなと思いました。それと今学校で付ける力が一番難しいのがたく

ましさということです。たくましさについてはなかなか以前のように先生が頭ごなしに叱るとか

はできにくい状況にあるのですが、中学校でいえば部活動などはそこら辺りある意味では連帯責

任的な理不尽的なことなのですがやらせながらしっかりいけないことはいけない、いいことはい

いということで、柳井中学校始め各中学校も先生方も本気で叱りますし本気で褒めて、やはり優

しさと厳しさその両面でしておられると思います。ちょっと蛇足になりますが私の中学校、高校

の友人に白地浩三というのがいます。前の白地市長の息子なのですが今彼は三菱自動車の副社長

をしています。以前彼は１０年以上前だったと思うのですが、三菱ふそうトラックの事故が熊毛

インターかなにか起きて車軸が外れるとかそういうので矢面に立たされた時の後始末をする運営

本部長でした。今回三菱自動車の偽装の件がありましてそれの対応のため今まで常務だったので

すが今度副社長ということで益子さんという会長兼社長さんがいらっしゃるのですがその方がも

し退任されたら社長になるかもしれないと言われていたのですがまだ退陣されないみたいですが、

そういう大変な時に大変な役職をするということで本人に電話すると本当に大変だと、彼は東大

ではないのですが東大出の人はそういうことからいざとなったら逃げる人が多い、あるいは突然

来なくなって辞めたり自殺する人がいるけれど自分は学生時代バスケットも一緒にして先輩から

理不尽なことも言われてずっと耐えることも学んだから絶対逃げないということで今頑張れると

いうことも言っていました。やはり社会に出て役に立つにはいいこともですけれどそういうたく

ましさという観点から言うといろいろな世間の毒というとなんですが理不尽なことも経験させな

がら社会に出て様々なそういったものに対応していくようにしなければいけない。そういう教育

も柳井ではしていきたいと思いますしそういうのが今度柳井に帰ってきてだんだん人口が減る現

状の中で苦しさの中でどう取り組んでいくかということもしてくれるといいかなと思っています。

そういうことで今後の方針も是非考えていけたらと思っています。以上です。 

○桑原教育長 

少し付け加えます。先程の町の幸福論は今年度大きな一番の仕掛けなのでこれで地域の人に子

ども達とともに一緒に考えていただくということで地域の応援団を今から増やしていく。大事な

のは地域の方が市民が意識を変えていただいて、町をつくっていく人を育てていく今からのこの
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町の人材を育てていくというふうに地域の方が沢山思っていただいて、いろいろな人が何か私も

これをするあれをすると言っていただくと一番いいかなと思った仕掛けが町の幸福論です。もう

一つは図書館です。例えば柳井小学校なども今もされていますがそこに例えば土曜、日曜などは

上手に開けて小さいお子さんと家族で読み聞かせをちょっとする企画をするとか図書館にいろい

ろな人が集まることによって読書を進めていっていろいろな交流をするとかいうのがそこも１つ

の切り口なので、そういうような仕掛けをいまから創るコミュニティとして教育の面でしていき

たいと思いますのでまたいろいろな面で予算も含めてお願いしたいと思うのでよろしくお願いし

ます。 

○井原市長 

厚坊先生もおっしゃいましたけれども何か言われてするというのは人は私も含めてやる気が出

ないというか面白くなくて、一番押さえておかなければいけないのは当然市民一人一人いろいろ

な考え方があり、また各地域も決して全部同じではなくて地域にも当然住んでおられる方が違う

わけですからいろいろな考え方があるという中で、スクール・コミュニティというまさに教育長

さんがおっしゃるとこの仕組みというか仕掛けというかそういう舞台は用意しますけれど、後あ

れしなさいこれしなさいまで私たちが言うことはなくて、ある意味そういう出会いの場を学校と

いうところを中心に作っていく。人と人とを結びつけるまでは当然私たちの役割ですが、その後

何が生まれるかというのはむしろ地域に掛かっているというかそこがあるから面白い。何か一律

にスクール・コミュニティで、各市で同じようなことをすることではないというところは絶対に

押さえていかないといけないのではないかなと思います。そういう意味で教育委員会にはスクー

ル・コミュニティがありますけれど一方で今政策企画課が中心に地域の夢プラン、まさに大人を

中心に地域の将来を描いて、すぐできること、２、３年でやること、将来やることをしっかりプ

ランとして共有していこうという取組を日積でやり、また平郡東でやり、また今伊陸でも熱心に

やっていただいていたり阿月でもそういう動きがあるということですから、そことのうまいスク

ール・コミュニティとの連携を、どうしても縦割りになってしまうようなところもあるので、是

非そこは連携して図っていきたい。スクール・コミュニティだけでもダメで夢プランだけでもダ

メでそこが一つになった時に本当に夢プランであり本当のスクール・コミュニティになっていく

のかなと強く思います。 

せっかくなので全然話が変わることを質問したいのですけれど、新庄の６年生の発表のあるグ

ループが、どうしても人口が減っている従って空き家が増えている。それで小学校６年生らしい

のですけれど空き家は古いと危ないので全部新築に変えて、家を新しくすれば人がどんどん入っ

てくるのではないかとか、あと道路がどうしても新庄小学校の近くを思われるのでしょうけれど

狭い、ちゃんと車が離合できるように道路も広げたら人が住むのではないかとかそういうアイデ

ィアがありました。人が住むためにはお祭りをやった方がいい、これも夏フェス、フェスティバ

ルですね音楽の、そういうイベントを有名な人も呼んだりしてやった方がいい、そうすると人が

たくさん集まるというなかで、ちょっと不思議というか面白いのは、ではそれを言われたときに

そのお金はどこから出るのというふうに大人はすぐに考えがちなのですが、みんなの提案はみん

なで寄附し合う、そういう提案でした。寄附をして家を建てる、寄附をして道路をつくる、寄附

をして大きなイベントをする。今の子ども達はそういう感覚が強いのですか。私たちだとすぐに

市に陳情してという感じで、余りないですよね、自分たちから寄附をしてこういうことをやりま
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しょうというのは。 

○桑原教育長 

純粋なのではないですか。 

○井原市長 

とても寄附ではまかなえないとそこは言いませんでしたがそういう発想でした。この辺り変わ

ってきているというのか良いのか悪いのか、小学校の時分から国の財政も含めてそんなの全部役

所では出来ないよという認識があってそういうふうに言っているのか、やっぱりみんなでそうい

うふうに助け合ってやらなければいけないという意識が強いのか、その辺りどうなのでしょうか。 

○西本学校教育課長 

今お話の財政は小学校６年生のこれから勉強していくところです。政治経済と言いますか公民

的な分野は社会科で歴史が一通り終わって３学期から、基本的人権とか公共的な部分、なのでお

金、市の予算という発想になるのはそこからだと思います。この間発表した子ども達がこれから

勉強するところですが、こういう機会をいただいたのでおそらくそういった発想がものすごく結

びついていくと思います。市の公共とか自分達が描いたものとここが結びついていく、こういっ

た面では今お話を伺いながらメリットがあるなと思いました。 

○井原市長 

子どもたちの寄附をしてというのはどういう意識からきているのですか。 

○西本学校教育課長 

身近なお金というのはたぶんそういったものでしょうし、そういったものをつくっていくこと

で我が家の家計がといった発想は持ち合わせていないのではないかとは思います。 

○桑原教育長 

地震とかいろいろなことがあって、募金するということはちょっとかなり意識は高くなってい

るかもわかりません。 

○井原市長 

困ったこと災害等があったら助け合おうということですね。 

○厚坊委員 

阪神淡路大震災の時がボランティア元年と言われているのですが、子ども達に何かやってくれ

という言葉の前にボランティアでちょっと集めたいと言ったら子ども達はすぐ手を挙げます。大

人は大変だとかただでとか本当に大人の世界のいろいろとしがらみとか汚さがあるのですが、子

ども達には中学生でもとにかくボランティアでということで金魚ちょうちん祭りの前の付けたり

外したりというのも本当無償の行動というかそういう心はしっかり子ども達は持っていますから

そういうのもしっかり使うといいと思いますし、それが結局募金という言葉に発展しているので

はないかと思います。財産を貯めるとかいいものに使うという想いではなくて人の為にというこ

とですね。 

○桑原教育長 

市民性を高めていくというのはこれからの町づくりに非常に重要だと思います。町づくりに一

番大切なのは人で、ここに工場があるとか都市があって賑やかな町があるというのではなくて人

が一番です。人が町をつくるので、賑やかな所があるとか便利とかいうのは二番目、三番目で人

なので、そういう意味での人づくりというのは今後の町づくりに非常に重要だと思います。 
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○西原委員 

やっぱり今言われた発想ですよね。発想をいかに展開していくかということで何かきっかけと

かあって色んな発想なりアイディアが出てくると思います。吉田松陰も言っておりますように、

乱世の中からいい人材が出てくるということを言っております。温暖と言いますか、平和な時に

はあまり発想が出てこないと思います。柔軟な頭というかフレキシビリティを持った発想が大切

ですね。柳井の住居を全部新築にしたら確かに蟻が砂糖に自然に集まってくる様に魅力的だと思

います。アイディアをいかにどのように出していくか、それを実現できるためには我々がやはり

支援していかなければいけないということでいろいろな若い人、年配の人いろいろな人達のコラ

ボレーションで一つの事業が出来てくると思います。天才の９９％は努力である、後の１％はイ

ンスピレーションであると言ったあのエジソンは、学校嫌いで学校に行っていない、お母さんが

賢母だったので家庭教育で育ったということを言われてます。実は学校は嫌いだったけれど勉強

は好きで好きでたまらなかったということを、一方では言われております。 

勉強したくても夜になったら暗くて勉強できない。従って夜でも勉強ができる様にあの電球を

発明したと言われておりますが、発想と言う観点で今結び付けてみたのですが、そういう子ども

達の素直な気持ちが大切ではないかと思いました。 

○原田委員 

この間日渡先生が講演の中でおしゃったのは、学校と家庭と社会、私達は地域と言っています

が、地域の市民の方々、学校にどんどん入っていただいている方々というのはやはり年配の方が

多い。それで現役ですが、この間も企業との情報交換がありましたけれど、やはり現役で活躍し

ている社会人がもっと学校との接点を持てるようになるといい。現役なので忙しいのですが、そ

の中で心ある企業の経営者の方々というのは学校で授業をするとかそんなこともしていますし、

職場体験で子ども達を受け入れたりということで非常に学校教育ということに対しては理解があ

るはずなのです。ですからやはり現役の社会人ということを含めて考えるべきじゃないかとは思

っていまして、そういうことから企業と学校あるいは家庭、この間日渡先生にそういうお話をし

ていましたら、特に家庭の教育力を上げていく、親を教育するのは企業しかない、そういうふう

におっしゃっていらっしゃいましたし私もそう思います。現役の親を教育できるのは企業しかな

いので、学校ではできないですよね先生から言いにくいですし保護者に対して。そういう部分で

言うとやはり企業を含めた社会、地域社会との連携というふうな方が何か自分としてはしっくり

くると思っています。 

○西原委員 

今言われたように企業の根底には社会貢献というのがありますので貢献を幅広くしていくとい

った中から人材の育成をすることだと思います。経営の神様と言われた松下幸之助さんが以前言

われておりましたように、パナソニックは何をつくる会社ですかと言うインタビューに対して      

松下電器は、人をつくる会社です、と同時に家電品の製造販売をしている企業です。というふう

にコメントされたように、やはり、保護者の皆さんが ＰＴＡ活動を通してその中から、人作り

や地域社会に貢献して行くことが大切だと思います。 

少しでも学校の方に目を向けるための仕掛けが必要だと思いますが、それは我々がいろいろな

形で魅力を作っていく、支援していく、協力していくということも非常に大切なのではないかと

いうふうに思います。 
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○厚坊委員 

さっき教育長さんが言われていたと思うのですが、今教育の世界はいろいろなことが学校の中

に入ってきて、スマホのこととか本来親がちゃんと買わせて指導しなければいけないのがトラブ

ルになると必ず学校の教員がそこに入らなければいけないとかいろいろなことがあって、本当に

多忙感というのは私が２年前にいた時よりも今の方がもっと先生方は多忙感があると思います。

結局スクラップが学校には無いのです。前やった積み重ね積み重ねでずうっと来ているからもう

あれもやらなければいけないこれもやらなければいけないで年々増えていくので、やはりもう一

度先生方にも仕事の余裕と言いますかそこを作れば地域の人材でやろうと。地域の人材でやろう

という時には必ず時間がいります。先生方はその時間が無いからそれがやらされ感になるとかこ

ちらがやってくださいと言わなければやらないとか、やはり必要に駆られてやるというのは先生

方に余裕というか時間をどうにかして作らないといけない。だから学力テスト、全国の学力テス

トが始まって学力、学力と、その前にはゆとりというのが言われていました。私達もゆとり教育

ということで教える内容を減らしてもう少し先生と子どもにゆとりを持って、いじめとかそうい

うことではなくて体験学習をすることによってということでしていたのですが、当然時間数が少

なくなると学力的には下がるのは当たり前なのです。下がったからゆとりが悪いとかゆとり人間

とか、私達は逆にゆとり人間は本当いい人材を育てていると思ってやって来ました。学力がつい

ていないというまあどのレベルかあるとは思うのですがやはりもう一度ちょっとそこら辺をしっ

かりやって、先生方がやろうという意欲が無いといくらここで議論してもできないと思います。

だからスクラップをどうするかということをしっかり考えて、これだけ余ったからそこで自分達

のやりたいことを考えなさいというのが基本的には無いといろいろなことが難しいかなと思いま

す。 

○井原市長 

今の件はとっても大事なことだと思うのですけれど、柳井市内の先生方の多忙感が当然あると

思うのですが、これをどういろいろな事務を含めてスクラップしていくか仕分けていくかという

中で何か出来ることは無いのですか。 

○桑原教育長 

私が考えているのは、自分がやりたいことは時間関係なくやれますがやらされ感があることは

非常に負担になります。若い人も学校に何時までも残っていますが帰れ帰れと言っても帰らない。

それは明日の準備があったり子ども達の為に教材を揃えないといけないとか、教員というのは勤

務時間の中に教材研究の時間を入れていただいて無い、これが教員のネックです。ではいつ準備

をするのかとなると放課後とか５時で勤務時間が終わるのにそこから６時、７時までに必ずなり

ます。残業手当は無い。これは教育制度がそうなっていますから、本当は午前中授業をして昼か

ら明日の準備をしなさいとなったらできるかもわかりません。でもそれはしません、学力が下が

るとかありますから。一番重要なポイントはやらされ感を無くすということだと私は思っていま

す。 

○井原市長 

具体的にはどうするのですか。 

○桑原教育長 

みんなで考えて、これをやろうやとなればやるということを大事にしないといけない。先程の
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柳中コミットも教育委員会からああいうのをやれとは全く言っていません。自分で地域貢献しよ

うということで先生方が考えて、夏期を中心なのですが立派にされたので、教育委員会もすごい

なと反対に思っています。それは先生方の総意で柳井中の先生方がされたということです。 

○井原市長 

それは多忙感に結び付いているのでは無いのでしょうけれども、当然明日の授業の準備という

のはしないといけませんし午前中だけ授業ということもできない中で何ができますか。 

○桑原教育長 

不要な会議はしないとかですが学校によって違います、朝の職員の朝礼をやらないとか。柳井

市教育委員会は非常にそういうものについては敏感で学校訪問もほとんど学校に合わせてやって

いますし負担を掛けないようにしています。 

○井原市長 

私も詳しく知らない中であまり言い過ぎてはいけないのかもしれませんが柳井市教育委員会と

してこれをやりなさいというのはそうは言ってもあるわけですよね。 

○桑原教育長 

余りないと思います。できるだけ減らすようにはしています。県は、この間あったのは、言っ

ていいかどうか分かりませんが、全国学力調査の後に自己採点させるのですがこれは山口県だけ

かも分かりません。これはやめて欲しいと私も思うのですが、後で文科省から結果が返ってくる

のに自己採点して早目に点数を出して分析するようにというわけです。非常に負担です。学校現

場としてはやめて欲しいと言ってますからこれをどういうふうにするかです。 

○井原市長 

そういうところをやめていかないと後はどうしようもないということですね。まあ県も現場の

ことを思って当然仕事をされているわけですから、そういう声を伝えないと変わりませんよね。

負担感を増してやろうと思って県も仕事されているわけではないでしょうから、実態はこうなん

ですよというところがやはり市町がしっかり声を上げていかないと変わりませんよね。 

○桑原教育長 

本来は県教委と市町教委は横並びなので、命令されてやる必要は本来は無いと思います。法的

にはですね。まあ教員は県職員というのはあるので連携して手を携えてやらないといけないこと

は間違いありません。 

○井原市長 

例えば市長会なんかだと、どんどん市長同士で年４回ぐらい会議を開いていろいろな県にこう

して欲しいということをまとめて常に改善を求めているわけですがそういう場は無いのですね。 

○桑原教育長 

そうですね。最近は県教委さんもあまり言われなくはなっています。柳井は柳井で独自にやれ

ばいい。 

○井原市長 

多忙感、多忙感というが何も変わらないのだったらいつまでも変わらないが、何かないですか。 

○桑原教育長 

だから私は言っているのですが、学校が自分達で考えてほしい、もっと言えば自分で考えなさ

い、自分でいらない仕事をやめればいいのです。例えばこの仕事は３０分で済むのに１時間かけ
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る、さっとやってとんと出せば済む仕事があるわけです。それを自己責任の下に時間の配分をき

ちんとするということを身につけないと根本的に直らないと私は思っています。そこが非常に重

要です。仕事量は一緒なので、今仕事量を減らせ減らせと言って業務改善が言われますけれど減

らせる分野は１％もない、どこを減らすかというのは非常に難しい。ただ学校文化は先程言った

教材研究と準備があります。これは学校文化なので市役所の人には分からないと思いますけれど

その時間が担保されていない。子どもが帰って５時になったら、さあ明日の準備をしなければい

けない、ちょっと教科書を見ようとかその時間が担保されていないのが教員で、これは意外とみ

んな知らないのです。 

○井原市長 

それは昔も今も変わらない。 

○桑原教育長 

一緒です。ただ今は業務が増えています。 

○井原市長 

その増えている部分がどうなのかということですよね。スクラップが無くひたすら増えている。 

○厚坊委員 

例えば夏休みの作品依頼に税とかいろいろと市や県からきていますが、これを全部やるとなる

と負担になりますけど、これは１年生にこれは２年生にとか分けてアイディアを出せば減っては

来るのですがまだまだ削りたいけれど削れない部分というのが沢山あります。それはこの場では

なかなか言い難いところもあって削減できないというのも多分あるだろうと思います。 

○桑原教育長 

学校が平和で問題があまりなくて生徒指導の会議とかと頻繁にやらなければ随分負担は軽くな

りますし、荒れて毎日夕方から生徒指導をどうするかこうするかとやると、荒れて学校で暴力が

起きたり窃盗事件が起きたりとか万引きが多発するともう会議ばかりで夜中までいつも会議をし

ます。そうするとそれに更に仕事をしなくてはいけなくなる。だから学校が平和で地域の人も来

て、みんながにこやかな教育ができるということは負担軽減の一つではあるとは思います。 

○西本学校教育課長 

人がやはり大事だと思います。昨年予算要望をした時にご理解いただいて支援委員さんとかも

増やすことができました。今年も一人増やそうというお願いはあげておりますが、そういった方

がいらっしゃることで子ども達も安定して、それがひいては業務改善につながっていくという部

分も多々あると思います。そういった辺りで本当はもっともっとまだまだ要求したいところなの

ですが昨年度も本当にご理解をいただいているので、その辺りを充実していただくこともとても

大事なことだと思います。 

○桑原教育長 

１年生が３５人いて１学期間はなかなか落ち着いて授業させるのが大変でしたけれど、それに

３人くらい入っていますがやっと落ち着いて、最近になってやはりきちんと前を向いて授業でき

るようなったねとある小学校では言っています。３５人というのは大変なのです。昔は４０とか

５０いたのですが、今の３５の小学校１年生はなかなか多動の子が多いので大変なのです。それ

にはやはり一人では無理なので二人、三人がちょこちょこ非常勤みたいに入っていただくともの

すごく助かります。それは一つの業務改善になると思います。 
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○河岡委員 

私は中学校で働いていますが素人で先生ではないのですが、見ていると先生方は本当にお忙し

くて言葉通り走り回っていて声を掛けるのにも抵抗があるくらい皆さんお忙しい。そうやって見

ると業務改善ももちろんなのですけれども手っ取り早く先生方にゆとりを持っていただくことを

考えると、やはり人件費を使って先生なり補助員なりを増やす。若しくは先生方の、他の人が代

行できる事務的なものを専門にやる職員か何かを雇って事務的なものはその人にまわしてもらう

とか、そういった人を増やしてというのが一番手っ取り早いのかなと現場を見ていて思います。 

○西原委員 

学校など、教育の場合は、教育長さんも言われたようにある意味、複雑な面があるので企業と

一緒にしてはいけないのですが、企業は、デジタルの塊で、ばっさばっさと人を切っていきます

けれどこれは利潤の追求、営利が目的ですので。それが教育の世界に参考になるかどうかわかり

ませんけれど、我々は一人の企業人として、業務のデッドラインをきちんと決めております。 

例えば５時になれば帰る、退社する習慣を徹底する。退社時間になったら、私も帰りなさいと

いうふうに良く言ってました。それとあとはやはりいろいろなトラブルやアクシデントがあった

場合は、まずは、原因究明と再発防止を最初に取り掛かります。あとはカットできるものは徹底

してカットしていこうということでワークサンプリングを採りながらそれぞれの行動を分析しま

す。   

効率化ということを前提においてますので、例えば無駄なミーティングは止める、あるいはミ

ーティングでも無駄か無駄でないかというのはやってみないと分からないのですが、デシュカッ

ションする中で、建設的かどうかということを総合的に判断しその発言に対し総合評価していき

ます。それから例えば今はメールの時代ですので、うまく活用するために３行までにとどめると

か、徹底的に効率化を追求します。いろいろな対策を講じてもどうしても改善ができなかったら

ローテーションも視野に入れます。まあいろいろとアクションのとりかたはあるとは思うのです

けれど改善活動をエンドレスで行っている訳ですが、これは企業だから出来ることであって、や

はり学校と言う教育現場にはいろいろな体制がありますので私があまりそこまで追及はできない

かと思うのですけれど参考になればと思います。 

○桑原教育長 

柳井市教育委員会は非常に優しいので、遅れたら早く出してねとしか言いませんし、遅れたら

どうなのかと聞いて、わかった教育委員会で処理して出しましょうというのが柳井市教育委員会

なので、そういう意味では追い込んでいませんので業務改善にはなっているかとは思います。 

○井原市長 

そういうふうに常に現場の味方であっていただければと思います。 

○桑原教育長 

そのようにしているつもりです。それと資料に総合教育会議の議題の案をいくつか挙げており

まして、総合教育会議の持ち方自身もまた考えていかなければいけないと思いますが、教育予算

についてもありますがざっと挙げてまして読書とか図書館とかありますしまだ挙げなければいけ

ないものもありますがまたご相談させていただいて、次の総合教育会議をどういう形でいくかと

いうのはまたご相談させていただきます。ちょっと今年度回数が少なかったので、私としてはも

う２回くらいはやるといいかなとは思っていますがまた市長さんのご都合等をみてできればと思
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います。 

○山中教育総務課長 

次回につきましては教育長が申しましたとおり、今日のように教育委員会議と重ねるのがどち

らかと言えば委員さんにも負担が少ないということになりますが、そうは言いながらいろいろス

ケジュールは調整しないといけませんので一緒になるかどうかはまたその中でできたらと思いま

す。 

○井原市長 

 他によろしいですか。ではこの辺りで第１回の柳井市総合教育会議を終了させていただきたい

と思います。ご協力ありがとうございました。 

○河村教育部長 

 ご起立願います。一同「ご礼」。 

 

午後５時３１分閉会 


