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平成２７年度 第３回柳井市総合教育会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２８年３月１１日（金）   開会 午後３時４５分 

閉会 午後５時００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 

委員長           西原 光治 

 委員長職務代理者      原田 敏弘 

委 員           河岡 治子 

委 員           厚坊 俊己 

         教育長           桑原  眞 

４ 出席職員   教育部長          木元 健二 

         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      吉岡 智昭 

生涯学習・スポーツ推進課長 河村 邦久 

         柳井図書館長        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      石岡 雅朗 

６ 協議事項 

（１）「柳井市のスクール・コミュニティづくり」について 

 

７ 議事の内容 

○木元教育部長 ご起立をお願いします。「ご礼」 

只今から第３回柳井市総合教育会議を開催いたします。最初に、井原市長さんにご挨拶をいた

だきたいと思います。 

○井原市長 改めましてこんにちは。今日は、２７年度第３回目の総合教育会議ということで、前

回はいつでしたかね。１１月２０日、結構久しぶりの場ということになりますが、先ずは、教育

委員の皆様には平素から、柳井市の、とりわけ教育ということになりますけど、大変大きな力と

なっていただいていることに対しまして、心からの感謝を申し上げたいと思います。いつも本当

にありがとうございます。 

  それと、今日はスクール・コミュニティについて、吉岡先生のほうからお話もあって、その後

いろんなお話をいただくということで、１時間という限られた時間ではありますが、ちょっとだ

け最初私に時間をいただければということで、先般、確か２月２８日だったと思いますが、柳井

ひとづくりアカデミー、福岡県春日市の山本教育長さんにお越しいただいて、春日市のコミュニ

ティ・スクールの取組みを勉強しました。 

  現場に行かれた方からも、いろんな感想もありました。また、そういうものも是非、ご紹介い

ただければと思うのですけども、中には、これはちょっと言い過ぎだとは思いますが、むしろ考

え方としては、柳井市のほうが進んでいるのではないか。一歩前に行っているのではないかとい
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うようなところもありました。当然、実践でいうと、まだまだ遥かに追いつかないというところ

で、今回、桑原教育長さんのお力の中で来ていただいたということでありますが、決して何か、

劣っているということではなくて、掲げている目指すべき理想とするところという意味では、ま

さに、ちょっと前を春日市よりも行っているのではないかと、私が言うとあれですが、そういう

ご意見もありました。そういう意味で、この学校を、当然、学校というのは子供たちのためにあ

りますから、それをどうより良いものにしていくかと、そのより良いものにしていただくために、

より地域の方の力も借りようというのがコミュニティ・スクールの肝になる部分でしょうけれど

も、なかなかこれからの時代、避けられない少子化、高齢化、そして人口減少という状況がある

中で、一方で、地域の意識というのは、地域でやっていかなければいけないというふうに向かっ

ているかというと、むしろ、いろんな調査からは、柳井市でも逆の方向が出てきております。む

しろ、まちづくりに関心があまりないとか、積極的に参加しようと思わないという方々が、１０

年前と比較すると多くなっているというような状況がありますから、だからこそ、こういう学校

を拠点にして、また、学校区単位での、もうすでにある人間関係をさらに生かしていくというか、

そこは柳井市の強みですから、そこを伸ばしていくという視点での、コミュニティ・スクールを

さらに発展させる形でのスクール・コミュニティという考え方は、教育委員会だけに収まらない、

これからの柳井市、１０年後を含めて、これからの将来を展望していくときに絶対に生かさない

手はないというか、ここは力を入れていきたいという分野になりますので、そういう点でも、大

きな力をまさにこれから皆さんにもいただきたいと、そういった市民の意識についてもうまくい

くように、更に強化していく、支援していく、そこを後押しするには、具体的にどうしていった

らいいのかといったことも含めて、ご指導いただければと思います。 

なお、河岡委員さんとかいろんな方がご参加されておられましたが、確か先月の２４日だった

と思いますが、文科省の田村視学官さんがいらっしゃって、これも、地方創生の交付金をいただ

いて、書画カメラとモニターを学校に配置をしたという取組みを、私がたまたま東京で知事も来

られて、各省庁の方々と懇談をする場面があって、たまたま、山口県担当の文科省出身の方が、

まさに柳井市の書画カメラの取組みを知っておられて、是非この分野で一番勉強をさせている者

を柳井市に派遣したいというような中で、２４日田村視学官さんも、本当に来て直ぐ帰るみたい

なスケジュールの中でも来ていただいて、私も実はその場でお話をお聞きいたしました。 

私なりに、アクティブラーニングというものは、どう子供たちが、自らやろうとするかという

ものを引き出して、しかも、チームというか共にやっていこうという、自ら共にやっていこうと

いう力をさらに引き出すような、そのためにこういうものもいいですよというような話だったと

いうように理解をしました。そういう意味では、今回の地方創生の流れ、また、もっと言うと、

これからの１０年間のこの地域づくりも含めて、そういう意味ではいろんな取組みがありますけ

ども、そのまさに中心の舞台にこの教育はあるということで、今日も最後までいろんなご意見を

いつものようにしっかりといただければと思っております。 

ちなみに、１０年間、１０年間と何度も言いますが、実は柳井市は総合計画という非常に優先

すべき計画を持っておりまして、その計画が、平成２８年度、ですから、来年度が最終年度なの

ですね。ですから、２９年度以降の１０年間の計画を今つくり始めているという状況で、これか

ら約１年弱でつくっていくという中で、実は、原田委員さんにもその策定の審議会の中の委員と

してもご参加いただくということにもなりますから、そういう視点も是非入れていただきながら、
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そこはしっかり連携、リンクするような形でお願いできればと思います。少し長くなりましたけ

ど、本日もよろしくお願いいたします。 

○木元教育部長 どうもありがとうございました。それでは、市長さんのほうで会議の進行をお願

いします。 

○井原市長 それではさっそく、協議事項に入らせていただきます。柳井市のスクール・コミュニ

ティづくりにつきまして事務局から説明をさせていただきます。 

○吉岡課長補佐 

 （柳井市のスクール・コミュニティづくりについて、パワーポイントで説明） 

 

○井原市長 吉岡先生ありがとうございました。それでは只今ご説明いただきました、柳井市のス

クール・コミュニティづくりにつきまして、ご意見、ご質疑等いただきたいと思います。 

○桑原教育長 吉岡補佐も言ったところですが、この間、佐藤先生、日本大学の教授、この方はコ

ミュニティ・スクールを立ち上げたときに○○先生と一緒にやられた人で、全国コミュニティ・

スクール協議会の事務局を長くやっておられました。この間、大学院生３人と一緒に来られて、

平郡を見たいということで来られました。なぜ平郡を見たいかというと、私が前に来ていただい

たときに、平郡が、究極のコミュニティ・スクールはあそこにあるということを私が言ったので、

社会学のほうの専門なので、いろんなところや地域を歩いておられるのですが、どこに行こうか

なと考えたら平郡が浮かんだので行きたいということで、一緒に私も行きましてご案内しました。

せっかくなので、前の日泊まって民宿で一緒に飲んで、学校の先生方とか、地域おこし協力隊の

吉本さんも一緒に来ていただいて、お話をしたのですが、先生方と一緒に話をしてとてもよかっ

たなと思います。 

次の日が、地域参観日というのを年間５回やられていまして、これは、子ども達の授業を参観

する、普通の学校は見るのですが、ここは参画なのです。参加されて、平郡はずっとそういう形

でやっていますので、子どもの中に一緒に入って授業をやっています。この間は、子どもが発表

するのを聞いて、それに対して質問を子供たちが言うような授業を組んでありました。特に、昔

の生活ということで、平郡の生活はどうだったのかとか、昔はお風呂を薪で炊いていたとか、ご

飯は皆薪で炊いていたとか、トイレもどうだったのかとか言って、話をしていました。子どもは

４人しかいないのに、地域の人は３０人ぐらい来ておられてやっていましたけど、子どもたちも

堂々とものを言っていますし、やはり、そういうところが、今後柳井市も小規模校化する中で、

ああいう形で、しょっちゅうというわけではないのですが、平郡は年５回なのですが、地域の人

が参画するすると、一緒に授業をやって、子どもと学んだり、一緒に子供の話を聞いたりしてい

くということを仕組むということは非常に大事なので、そうすると、地域で話もできますし、凄

いなと思いました。 

  今、平郡の先生は２人おられますが、授業の力を見ると大丈夫かなという２人なのですが、で

も、とても頑張っておられました。地域の人が来ても平気で一生懸命やられていましたし、あれ

で何年かあそこで頑張ったら、また、いい意味で自信がついて、こちらの大きい学校でもできる

のかなと思います。地域の人、子ども、先生皆が、生き生きとしてやっていましたので、その後、

ひな祭りの行事を一緒にやって、地域の人がお寿司をつくってくれたのをお昼に食べて、皆で歌

を歌って、ひな祭りのお祝いをしたのですが、子どもたちは、ひな祭りについて調べたものを地
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域の人に発表していました。意外と知らないことがたくさんあったので、地域の人も、お年寄り

の人もそんな事あったのかなと言って、凄く和気あいあいとやって、私たちは昼の便で帰ったの

ですが、あれを見ながら、やはり、小規模校化していく中で、子どもの力を付けるということ、

地域の人もそれに参画をすることによって、何か一緒に育ててあげるという喜びを感じるという

ところが、今から、人口減少の中で、学校小規模校化しますけど、そういう形を今からとってい

くような授業をしていくということは、やはり非常に大事なような気がいたしました。 

また、参観日の授業の持ち方、来年度は、特に周辺の小さな学校については、参加型の授業を

仕組んでいただくようにお願いしてみようかなとは思っております。コミュニティ・スクールの

究極は平郡にあるという感じはしていますし、東の方も話をすると、学校があってよかった。学

校がなかったら火が消えたようになるのと言っておられますし、西の方が、学校があって東はい

いねと言っておられるとお聞きしました。 

○厚坊委員 平成２０年に市内の全部をコミュニティ・スクールにした時に、実は私が課長の時に

やって、それまでは、評議員制度というのがありまして、校長と評議員だけの話だったのを、そ

ういうふうにだんだん広げていったのです。今、コミュニティ・スクールから、柳井はスクール・

コミュニティということで、吉岡課長補佐の話を聞きながら、今、学校の先生方は管理職も含め

て、非常に会議が多く大変で、また、これがあると、会議が増えるのかなと思いながら、必要な

会議はいると思うのですが、私は、やはり、柳井市として、なんとかうまくスクール・コミュニ

ティを進めていくのに、柱はスクール・コミュニティとしての柱があるのですが、そのヒントは、

今度できる、余田小にあると思うのですね。というのは、余田小は今度、公民館と学校が一緒に

なる。そうすると、最初に話がありましたけど、以前は、どこの家庭にも、子どもがいたから、

学校の情報というのは、子どもを通じていく過程にあったのですね。あの当時は、５件に１件ぐ

らいと言っていましたがけど、今は１０件に１件ぐらいかも分からない。そうすると、９件は学

校の情報が入らないから、いろいろ学校がどういうことをしているかということが分からないと

いうので、地域の方も学校に対して来にくくなったし、学校も情報発信するといっても９件に発

信するというのは大変負担なのですね。そうすると、今度余田が、支所と公民館が一緒になると

いうことは、その情報発信が、学校の廊下を通じて掲示板等にいつ参観日をやりますとか、こう

いう授業をいつやるから来てくださいというのを、いちいち連絡を取らずに、そこに貼っておけ

ば、地域の人が見て、私がやってやろうというコンタクトが容易にできるのです。なかなか学校

のほうから連絡をとっても働いておられていないとか、紙を配るといっても大変なので、そうい

うハードなつくりをそういうふうに進める。以前冗談で、教育長さんと話をしていたのは、以前

言ったかも分かりませんけど、幼稚園と老人ホームを一緒につくったらどうかという話をしたら、

年寄りが小さい子の面倒を見て、そういう年寄りも元気をもらうとか、何かを始めるには何かを

減らすということもあるでしょうし、２個１個、３個１個でやっていくと、予算面も人的にも時

間面でも、非常にコンパクトにやれる。その分、会議も少なくなるし、やることも少なくなって、

余裕の中でやっていけるのではないか、スムーズに行けるのではないかと思います。そこら辺で

一つヒントを考えていくと、柳井市としてのスクール・コミュニティが、そんなに難しく考えな

くても、出来るのではないかなと思います。だから、学校だけでできるものでもありませんし、

教育委員会だけでもできませんし、市長部局、予算面も含めますから、是非、そういうところも

含めてやっていくといいかなと思いました。 
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○桑原教育長 余田小のことも含めて、今日は公民館の設計を見せていただいて、例の、懸案にな

っている、どこで仕切りをつくるか。私は、ここがコミュニティ・スクールの拠点だったら、図

書館は供用でいくべきだと思うのです。学校は、地域の人でごちゃごちゃになるというのではな

くて、一緒に使うと。私は、極端に言うと、子どもが勉強している間は、地域の人はそこにいて

もいいと思うのです。今の計画では、ここにシャッターをつくって、シャッターをしていると、

融合した意味がなくなると思うので、会議室は一緒にできませんけど、そういう面で、多分、こ

の図書館をどう使うかが、このスクール・コミュニティ構想の重要なポイントになることもある

ので、もう一回学校側と検討したほうが私はいいと思います。 

○井原市長 何か言い分が。 

○木元部長 おっしゃるように、昼間と言いますか、学校管理下の中では当然、図書館、図書室は

地域の方に開放できますので、教育長のおっしゃたことは、是非やっていきたいと思います。 

○井原市長 私もおっしゃったことはさんざん聞いたのですが。 

○桑原教育長 私は、あまり学校が使うのを中心に考えていくと、これは融合なので、融合という

コンセプトがすごく重要なので、学校が使うときは来るなという雰囲気をつくるとここのスクー

ル・コミュニティの構想が半減すると思います。 

○井原市長 おっしゃるとおりで、できるだけ、おっしゃるような方向性の中で、いろんな課題と

いうのはあるのでしょうから、ここは、今、そういうふうになっていないのですね。確認ですが。 

○木元部長 いつも閉めるのではなくて、いつもは開いていると。 

○井原市長 だから、日中、小学校の子供たちがいる時も、地域の方は図書室を利用できると。 

○木元部長 学校のほうへ行っていただいても構わないと思います。 

○桑原教育長 その辺りは学校とコンセンサスと取らないとはいけないとは思います。ただ、閉め

方です。学校は帰ると、あそこを閉めるので、もっと言えば、５時半には閉める形になると思い

ます。 

○井原市長 図書室には行けないという設計になっていますね。そこはいろいろやったのです。 

○桑原教育長 図書室の入り口のカギを閉めたらいいので。入り口のかぎもあると思うので。 

○井原市長 ここで分かれますというのはないほうがいいと思うのですが、そうはいっても、これ

から予算が通れば発注をしていかなければいけないわけで、その考え方というものは時間もあり

ますので内部でやってください。 

○原田委員 先ほど吉岡課長補佐のいつもながらの大変分かりやすい説明を聞かせていただいて、

ちょっとびっくりしたのが、昭和５０年代というのは、ほとんどの世帯に子供がいたのが、今は

もう５世帯に１つで、当事者意識というのがなくなってきている。それは、周りを見ていても確

かにそんな感じなので、そういう中で、学校教育に参画をしていただくような仕組みをつくると

いうのは非常にいいと私も思います。それはやはり、生きがいになったりするのではないかなと

思います。平郡の例は、私も開校式の時に行って、本当に地域の方が凄く喜んでおられたのを、

信子ちゃんの入学式の時に本当に肌で感じたので、これが学校の力なのだなというのをひしひし

と感じたしだいです。今の、ハード的な余田小学校のコミュニティルーム、公民館と学校が一緒

になる。柳井小学校もコミュニティルームがありますし、柳北小学校もそういう形になっていま

すし、地域と学校が融合していくような、ハードの面からだんだんそういうふうにしていくとい

うことは、大変すばらしいことだというふうに思います。 
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  柳井市だったか、県の教育委員研修会の時に、コミュニティ・スクールの件でお話を聞いた中

で、どの先生だったかは忘れたのですが、結構、地域活性化、地方創生という中で、生涯教育と

いうのが大事なのだという話をされたのです。昔は、公民館で野菜の作り方を教えていたと。今、

そういうふうな公民館での生涯学習という機能が薄れてきているというのもあるのではないか

という話を聞いてなるほどだなというふうに思ったのですが、公民館というものが持つ機能とい

うのが、実は学習機能とか、それが学校の隣にあると、そういう意識が高まるのではないかなと

その時に思ったのですが、学校教育に対して地域が力を出していくということがひとつあるし、

逆に生涯学習に学校の力が生きていくというのも両面であると思いますし、どんどん高齢化が進

んでいく中で、この地域に住んでいる方が生涯学習ということに自分が学んでいくという雰囲気

が、実は住む方、そこの市民の満足度につながるのではないのかなということを思います。 

  今住んでいる人が、その住んでいる場所に誇りを持って、柳井に住んでよかったなと思わない

と、先ず、自分の子どもに柳井がいいぞとは言わないわけですね。今、住んでいる市民が、先ず

誇りを持てる、いい町に住んで良かったと思うことが大事だというふうに、その一つが生涯学習

という機会が、チャンスなりいろんな場面で雰囲気が、教育力というもので伝わっていくところ

が大事なのではないかなと思います。 

  それから、教育振興基本計画の中で、自分を愛し、人を愛し、郷土を愛するという中で、やは

り、この柳井で柳井の持つ特色といいますか、西原委員長さんが頑張っておられる月性さんであ

るとか、柳井の地域が生んだ偉大な先人の歴史を学ぶなり、人となりを学ぶなり、あるいわ、例

えば、白壁の町並みが、実は掘ってみると墨が何層にもなっていて、何回も焼け落ちて、その度

に復興していったとか、松島先生が書いておられましたけど、やはり、あの町で、そうやってた

くましく、ここで、昔の人たちがいたんだよと、今こうあるからずっとこのままではなくて、何

度も立ち上がったんだよということが、子どもたちに教育をすることによって、ああそうなんだ、

ここはそうなんだというのがすり込まれて、それでまた、郷土に誇りを持つ。郷土愛というのが、

戻ってくるためには絶対条件だと思いますので、そういったこの地の、柳井の持つ歴史なり、文

化なり、伝統なりを教育の中に生かしていくということは、非常に大事なことだなと思いますし、

そういうことを知らない大人もいっぱいいますので、それを先ず生涯学習の中で生かしていくと

いうことが必要ではないかなと思います。 

○西原委員長 コミュニティ・スクールの件ですが、冒頭に市長さんが、柳井市は一歩も二歩も進

んでいるということを言われましたけど、まさにそのとおりで、かなりステップアップしている

のではないかなと思います。今、原田委員のほうからもお話がありまして、ちょっと関連するの

ですが、学校というのは元々コミュニティの拠点だったわけですね。ですから、地域が学校をつ

くり、学校が地域に還元していくという、そういったサイクルが元々あった訳です。今現在は、

コミュニティ・スクールとかあるいわ、スクール・コミュニティと言う表現となって、非常にク

ローズアップされていますがこの時期にきて、やはり、今一度原点に返ってみようという時期で

はないかなと思います。コミュニティ・スクールとスクール・コミュニティの基本的な違いは、

やはり、学校を中心に考え、行動する一方向型がコミュニティ・スクールで、一方、柳井市が推

進しているスクール・コミュニティは、双方向と言いますか、ウインウインの関係で地域と学校

がタッグを組んで、学校と地域が強調して取り組むスタイルで、そうすることで、学校も活性化

するし、また、その地域も少子高齢化とか、いろんな課題がありますので、そういったものをお
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互いが尊重しあうという、シナジー効果がそこで生まれてくるというところに意義があるのでは

ないかと思っております。 

  コミュニティ・スクールの場合、先ほども説明がありましたけど、３つのミッションがあるわ

けですね。学校運営の方針についての承認ということと、学校運営に関する意見を述べること。

それから、学校職員の任用についての意見を述べることができるという三つの任務がありますが、

そこが、今、本当に充実しているかなというとろがあります。まだまだ学校任せになっていない

か若干危惧される部分もあります。従って、さらに、機能強化といいますか、その部分を充実し

て、柳井市全体がさらにステップアップして真のスクール・コミュニティというところに持って

いけば、非常にハッピーではないかなと思っております。 

  そこで、今後さらに充実させていくためには、ある程度具現化していかなければいけないので

はないかなと思います。教育長さんも先ほど言われましたが、参画するということですね。地域

の町づくりについても色んな資料をもとに調べるとか、そういった資料作りや調査・検討に参画

するということは、地域の人たちは非常にモチベーションが上がりますので、さらにレベルアッ

プ、ボトムアップができるのではないかなと思います。調べるということは大変な作業なのです

が、達成感もあります。例えば、東京駅でも、下の基礎に木の柱が何万本もあったことが調査に

よって発覚したという経緯がありますが、そういったことで新発見が出来、歴史の見直しという

ものがあります。 

それから、教育委員会と市長部局との連携が、今からは必要だと思います。新年度から、「地

域づくり推進課」ですか、そういうセクションが新設されると聞いておりますので、やはり、そ

のような関連部署と連携といいますか、しっかりタイアップしながら、さらにこのスクール・コ

ミュニティを拡充推進していったらいいのではないかなと思っております。 

○河岡委員 先日、アクティブラーニングの研修を受けて非常に勉強になったのですが、私が、ち

ょっと勘違いしていまして、ＩＣＴ機器をどんどん活用していくのがアクティブラーニングなの

かなと思っていたのですが、実際はそうではなくて、多方面からの情報をいろいろ得ることによ

って思考が発展的になっていくという、学習をするということだったのだなと、そうやって伺う

と、非常にスクール・コミュニティというのが非常に重要で、先生が教科書を持って授業をする

だけではなく、地域の方々からいろいろな情報を得たりすることによって、どんどん発展的に授

業がなっていくので、とてもこれからは、このスクール・コミュニティというのはさらに重要に

なるのだなと研修を受けたときに思いました。 

  蛇足なのですが、県立図書館で、鳥取県の鳥取の高校の司書さんの講演を受けたときに、内容

がほとんど一緒で、学校の図書室が情報センターとして子供たちが発展的な授業をしていくとい

う講演を伺って、今後、学校司書の存在価値というか重要性を感じました。 

スクール・コミュニティで、ボランティアの方が高齢でどんどん減ってこられているというの

は、非常にうなずける話で、ある意味で、昔の、おせっかいおばさん、おじさんの方々が、学校

ボランティアとしてやって下さっていた方々が、もう高齢になってこられているということだと

思うのです。私の子どもの長女と次女が４歳離れているのですが、もうその４歳で学校に対する

親の考え方が全然違っていまして、長女の時にはＰＴＡの役員を決める時も、学校にお世話にな

っているし、子どものためになるのだったらという父兄がいらっしゃったのですが、もう今は、

ＰＴＡの役を決めるのも非常に苦労する時代で、そうやって考えますと、学校にいる一番身近な
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父兄が、学校に対して協力をしないのに、そういう父兄が将来学校にいろいろお手伝いをしよう

と思うのだろうかという不安もあります。もっと、根っこの部分で、地域の方々に声をかけるの

ももちろんなのですが、ＰＴＡ自体を今後変えていかないと、尻すぼみの活動になってしまうの

ではないかなという懸念は感じます。 

○桑原教育長 ＰＴＡも卒業してすぐやれというのではないのですよ。言っておいて、５年後でも

１０年後でもいいので入ってほしいという啓発をずっと頭の中にインプットして、何年後かには

やってくださいという意味もあります。 

○河岡委員 ＰＴＡで役をやりたくないという方が多い。ＰＴＡの時にやっていて、その後忙しく

てもいずれ子供が大きくなって、ちょっと手が空いたときに手伝いたいという、ＰＴＡを経験し

ている人は比較的そういう流れになるのではないのかなと思うのですが、ＰＴＡの時に子供がお

世話になっている時にさえ、学校行事は関係ないという人が大半なので、そこをうまく変えてい

くのが今後の発展的な活動になるのではないのかなと感じました。 

○西原委員長 ＰＴＡは、私も経験があるのですが、一言でいうとロマンなのですよ。魅力をどの

ように作るかということで、かなり苦慮して、例の遠崎のいちょうまつりですね。２０数年続い

ておりますが、地域の方に一歩でも踏み入れてもらうと。地域の方が入ってこられると、非常に

一生懸命になられるのですね。学校のために、あるいわ、子どものためにＰＴＡのために何とか

しようというその姿がものすごく見えてくるのですね。そうすると、地域の方とＰＴＡとのパイ

プが大きくなって、連携が取りやすくなるというか、やはり、コミュニケーションが取れますの

で、誤解もなくなってくるとか、そういうことで、非常に全体が丸くなってくると。何かそうい

うふうなものを生み出していって、柳東なんかでは芝生の会ですか。 

○桑原教育長 この間、中央公民館祭りをやりましたが、あれを学校でやったら違うのかなと。学

校で全部はできないけど、余田なんかは、ここで公民館祭りをやって、こどもが参加するとか、

見るとかというふうにしたら変わるのかなとは思います。せっかく作品を発表していても、子ど

もはあまり行かないのでちょっと思いました。 

○西原委員長 遠崎ばかりになりますが、いちょうまつりとかバザーとかする時に、今は柳井でも

教育ネットでされていますけど、子どもの販売とか、ゲームを自分たちで考えて主宰するとか、

そういうことで責任感が生まれてくるわけなのですね。 

○桑原教育長 いちょうまつりも公民館祭りですから。一緒なのですよ。ああいうふうなのをやっ

て子供が来るような形をそれぞれ作ったらいいと思います。 

○井原市長 先ほどから、やはり、余田小学校の形は外見的にも分かりやすいので、そういう意味

であれがどういうふうにこれからなるかというのは、非常にポイントになってくると思いますし、

今までも、学校と公民館というのは全国に結構例がないことはないらしいのですが、そこに出張

所まであるというのは、文科省もさすがに聞いたことがないという話ですから、そういう意味で、

先生方の負担をどう減らすかというところも、出張所が直接お手伝いするわけにはいかないので

すが、そこはうまく連携できると、市の職員が常駐しているわけですから、そこも新しい形にな

るのかなというふうには思います。 

  これも最近よく、先ほどもありましたが、柳北の文化フェスティバルのことをいろんなところ

で宣伝をしていると、むしろ、例えば、新庄なんかはそんなことはとっくにやっているのだと、

まあ確かにそうなのです。新庄ふれあい祭りというのは、小学校の参観が終わってやるのですね。
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そういうのも歴史的にありますから、そこがそうしている、ああしているというのがどんどん出

てきて、よくリーグ戦のようになればいいというのですが、いいところを、どんどんお互いに刺

激しあうような形も、この４月からできる地域づくり推進課あたりで、またよく教育長さんも、

自治会長さんも確かにこの学校運営協議会のメンバーとして、まだまだ少ないわけでございます

ので、自治会も地域づくり推進課の所管になりますから、その辺を結びつけることができるとい

う機構改革になればと思います。 

○桑原教育長 小学校区ごとの代表自治会長さんみたいなのをつくっていただいて、学校運営協議

会に来ていただくといいような気がします。 

○井原市長 今までは、自治会長と地域づくりコミュニティが別のところでやっているみたいな世

界がありましたので。 

○桑原教育長 自治会長さんは多いので誰を呼ぶかというので、結局呼べなくなっていますので、

連合自治会長が一人だけというのはあるのですが。 

○井原市長 原田委員さんがおっしゃいましたけど、生涯学習というか、いくら子供に市民性をと

か、いろいろ山本教育長さんもおっしゃっておられましたけども、我々大人の市民性のここが先

ず変わっていかないと、昨日も延々と議会で議論も、市議会のほうでありましたけども、それは、

若い人に地元に残ってほしい、地元で働いてほしいといいながらも、大人がそういう考えという

か、柳井のいいところというのを行政がいいというのではなくて、この町のいいところというの

が全くなくて暮らしておられたのなら、そんな寂しい話はないので、そこはやっぱり否定されな

いで、そこは子供たちに伝えていかないとどうしようもないでしょうね。 

○桑原教育長 スポーツもそうなのです。今日夜ありますが、私この間ちょっと言ったのですが、

柳井は、昔はスポーツ強かったと言いますが、今のほうが強いと思います。小中学生は今のほう

が強いのです。昔の甲子園に行ったイメージしか残っていないので、違うというのですが。 

○井原市長 全部話を否定して、否定し続けると、非常に悲しいことで、それで、一方で子供たち

に地元を愛しなさいとか、そんなことは本来言えないはずですから、そういう意味で、先ずは大

人が、範を示していく中で、子供たちにもやはり地域の良さというか、そういうのは子供のころ

に感じてほしいなというのはあります。そういう意味でいろんな、今、学校と地域が一緒にやる

ということは大事なのかなと思います。 

最後に教育長さんにお聞きしたいのですが、平郡で、この間も授業参観、参画みたいな感じで

非常によかったと。それが、子どもにとっては何が一番効果としていいのでしょうか。 

○桑原教育長 自分が学んだことを見てもらって、発表して、よく頑張ったねと評価までいただく

ということは、ものすごく自信になりますね。ただ４人だけで、ずっと先生と２人だけで１年間

勉強したのでは、何の刺激もないし、これも必要条件なので、地域の人が来て一緒に参画をして

授業を盛り上げていただくというのは必要なことなので、あれがないと、子どもたちも霞んでし

まうと思います。 

○井原市長 ということは、授業は年５回ですけども、授業以外のいろいろな普段の通学も含めて

その姿が見られているという、地域の方が見てもらっているというところですか。 

○桑原教育長 地域の人が、暖かいまなざしで見ていただいているとうのは、本当に子どもたちも

支えていただく気持ちで頑張らないといけないなという気持ちに変わってくると思うのです。そ

れは平郡だけではなくて、市内の学校も同じと思いますけど。そういう学校をつくっていただく
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とスクール・コミュニティに一番いいかなと思います。地域の方も楽しんで来ていますので、決

していってやるという感じではありません。 

○井原市長 本当に昨日も、西中学校に行って卒業式を見て、むしろ元気をもらって、こんなに感

動的なのに、見たら、大人としては心が洗われるといいますか、頑張らないといけないなという

思いになりますから、そういう関係というのは非常に大事だなと思います。学校司書の関係はま

た頑張ってください。それでは、長時間ありがとうございました。 

○木元教育部長 ご起立願います。一同「ご礼」 

 

午後５時００分閉会 


