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平成２７年度 第２回柳井市総合教育会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２７年１１月２０日（金）  開会 午後２時００分 

閉会 午後３時２０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）柳井市教育大綱の決定について 

 

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２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 あらためましてこんにちは。今日は１日長いといいますか、午前中は柳井市の表彰式

があり、先ほどまでは教育委員会会議、それに続いての第２回目の総合教育会議ということで、

大変長時間にわたっている中で、恐縮ではございますけども本日もよろしくお願いいたします。 

  先ほどの教育委員会会議で柳井市の教育振興基本計画についてご議論があったとお聞きしてお

りますが、この総合教育会議では、その教育振興基本計画を柳井市の教育大綱に充てるための場

であるということを考えると、かなり重複というか内容は全く同じような形になりますけれども、

そこは、私は前の会議に出ていないので、どういう内容かも含めて全く知らない中でこの場にお

りますので、その辺りはご理解いただいてご議論いただければと思います。 

  なお、せっかくの時間ですから、２、３この間あったいろんなお話をさせていただきたいと思

います。前回の第１回５月以来、その後教育に係る場面というのは日々あるわけですが、１つ貴

重な経験をさせていただいたのが、先月１０月２９日木曜日の夕方に、時習館ということで、市

内の小中学校の若手の先生方に対して、私が講師というのは非常に恐れ多いのですが、お話をさ

せていただくという場をいただきまして、先生方にとっても新鮮な体験であったのかなと思いま
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すし、私にとってもなかなかない、つまりは先生に対して、先生のような立場でお話をさせてい

ただくということは非常にいい経験をさせていただきました。先生方も柳井市が市としてどれだ

け教育に重きを置いているか。また、具体的にどういう施策を進めているか。またそれもいろん

な財政事情もあって、その中で厳しい難しいやりくりをしているということも含めてご理解いた

だけたのではないかなと、少しはその辺りも考えていただくような場になったのではないかと思

っております。 

  そういう中で、今月１４日、先週ですけども、具体的な現場というか、場面ということで言え

ば、教育長もその場には出席されましたが、柳北の文化フェスティバルと、今年はもう３回目で

ございます。厚坊先生のお母さんも現役バリバリで大活躍をされておられますが、ああいった場

を実際３年目ということで、非常に定着をしてきておりますし、本当に学校は学校、地域は地域

という別世界ではなくて、１つのかたまりになりつつあるなと、そういう土壌はかねてからあっ

たのかと思いますけども、コミュニティ協議会が立ち上がって、ああいう場があり、夜は懇親の

場も含めて地域の方が一堂に会して、先生方もその場にいらっしゃるということでいうと、ああ

いった取組みをまさに柳北以外でも参考にしていただくというか、そういう場にも大いに自信を

持って発信できるような形が、今できつつあるのだなということを感じております。 

  その中にもいろんな課題問題がある中で、私としても教育委員会とはしっかりといろんな意味

で、正味の部分で議論をしていきながら、子どもたちのために力を尽くしていきたい、役立てて

いきたいという思いでございますので、また引き続き、ご協力いただきますようお願いいたしま

す。また、せっかくの今日の場でございますから、是非、忌憚のないご意見ご発言を賜りますよ

うにお願い申し上げまして冒頭のご挨拶とさせていただきます。本日もよろしくお願いします。 

○木元教育部長 それではこれからは、市長さんの進行によりまして議事進行をお願いします。 

○井原市長 それでは、早速、協議事項に入らせていただきたいと思います。柳井市教育大綱案に

つきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○山中教育総務課長 それでは、柳井市教育大綱の決定についてご説明申し上げます。柳井市教育

大綱は本年５月２５日に開催いたしました第１回の本会議において、策定中の柳井市教育振興基

本計画を大綱として位置付けるとされました。本計画は、柳井市教育振興基本計画審議会に諮問

しておりましたが、１１月１７日に同審議会が開催され、慎重審議の結果原案のとおり答申をい

ただきました。また、本日開催されました教育委員会会議において、全会一致で決定いたしまし

たことをご報告いたします。パブリックコメント及び計画につきましては吉岡学校教育課長補佐

よりご説明申し上げます。 

○吉岡学校教育課長補佐 １０月１日から３０日までパブリックコメントを行っておりますが、そ

れまでにお手元にありますような教育大綱、教育振興基本計画の原案を５回の審議会を経まして

固めております。それをパブリックコメントにかけております。それに対しまして、２名１４件

のご意見をいただいております。それをまとめたもの、それに対する教育委員会の考え方をまと

めたものもお手元にお配りしているところでございます。 

  パブリックコメントの内容について概要を説明させていただきます。先ず、１ページですが、

目標についてとございます。ここにつきましては、最初のところは、数値目標を設定すべきであ

ろうというようなご意見をいただいております。それから、その次に３つほど目標がございます

が、ここは、数値目標と関連しているのですが、偏差値を設定する必要があるのではないかとい
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うご意見でございます。最後のところは、商業、工業、高専などの資格取得率日本一を目指すと

いうご意見をいただいております。 

  ２ページでございますが、ここには、教育基本計画を策定するにあたっての教育委員会と総合

教育会議の関係についてご意見をいただいております。３ページの中ほどについては、まちづく

りと人づくりの関係についてご意見をいただいております。３ページの下の部分については、基

本方針の一つ自分を愛し、人を愛し、郷土を愛する教育の推進というものがございますが、その

副主題として、自己肯定感、他者肯定感、地域肯定感の育成というものを設定しているのですが、

これが分かりにくいというご意見をいただいております。 

  ４ページの下のところは、熟議という言葉の使い方についてのご意見でございます。５ページ

から６ページにかけては、教職員の資質向上についてのご意見をいただいております。６ページ

の中ほどにつきましては、人権教育と道徳教育の関係についてのご意見をいただいております。

６ページから７ページにかけては、高齢者の学校支援ボランティアなどの教育支援への参画につ

いてのご意見をいただいております。 

  それから、７ページから８ページ、９ページにかけては、スクール・コミュニティを実際につ

くるうえでのご意見をいただいております。９ページから１０ページ、１１ページの上にかけま

しては、進捗管理ということでご意見をいただいております。最後はサンビームの使われ方につ

いてのご意見をいただいております。 

  これに対しての教育委員会の考え方としましては、目標につきましては、具体的には年度ごと

に具体的な取組みを設定すると。それに合わせて指標を設定して実現に向けた取り組みを推進す

るということを回答としております。 

  次に２番目３番目につきましては、偏差値を追い求める教育ではなくて、総合的な力、生きる

力を身に付けていく、そういった教育を推進していくということで回答にしております。３番目

の資格取得率に関するご意見については、基本的には高等学校より上の学校でのことになります

ので、そういったところの学びの基礎になる部分を義務教育段階でしっかりと身に付けさせると

いう回答にしております。 

  次の２ページの策定にあたってというところについては、総合教育会議と教育委員会の関係に

ついて法令に沿って説明しているところです。総合教育会議は対等な執行機関同士の協議及び調

整の場であるということで説明しております。なお、ここにつきましては、第６回の審議会のご

意見を踏まえまして、もともとは首長と教育委員会という表現をしていたのですが、柳井市に限

定してのことですので、首長という言葉を市長に修正しております。 

  ３ページのスクール・コミュニティによるまちづくりに関する、人づくりとまちづくりの関係

についてのご意見ですが、あくまで、教育基本計画、教育大綱でございますので、人づくりが中

心であると、人づくりの結果として、まちづくりが進んでいくという関係性で説明しております。 

  次の自己肯定感に関するご意見については、３ページの回答にもありますが、審議会の中でも、

自分を愛し、人を愛し、郷土を愛すると、自己肯定感、他者肯定感、地域肯定感の位置付けにつ

いて議論になっておりまして、より市民の方に分かりやすいものをということで、当初は自己肯

定感、他者肯定感、地域肯定感がメインの上にきていたのですが、それを入れ替えるという変更

を行っております。審議会でも市民への分かりやすさというのは考慮しているということをお示

ししております。自己肯定感というのが分かりにくいというご指摘であったのですが、これは、
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自分を愛し、人を愛し、郷土を愛するという教育を進めるうえでの具体的な視点を示すことが重

要であろうということで、肯定感に関わる言葉は残すというふうにしております。このパブリッ

クコメントでいただいたご意見の中で、自己肯定感という表現が、ネガティブなイメージで受け

取られていると、要するに自己中心的な行動の背景にそういうものがあるのではないかというよ

うなご意見もありますので、それに対しましては、学校教育においては、自己肯定感というのは、

主体的な学びや困難に立ち向かう強さを根底で支えるものと捉えられているということ、よって

自分の力を過信することであるとか、集団の中で共有されている価値観とのずれに気づかないと

いうようなこととは区別されているということも説明として付け加えております。 

  次の熟議という言葉については、昨年度来中学校区毎に何度も熟議を開催しております。そう

いった実際の熟議の場をとおして徐々に市民の間にも浸透してきているのではないかという回答

にしております。 

  次の教職員の資質向上については、より良いものを目指していく、現状維持ではなくてより資

質が向上することを目指すということ。それからそれに向けて目標管理型の学校評価、教職員評

価を行っていくというようなことを回答として述べております。下のほうには、教職員が学校現

場しか知らないのではないかというご指摘も受けているのですが、それについては、現在、学校

運営協議会の委員を交えた研修等も行っておりますので、そういったことで、外部の意見をしっ

かり取り入れるようにしているということ、それから、夏季休業等を使って社会体験等を実施し

ているというようなことを述べております。 

  次の人権教育と道徳教育については、パブリックコメントを下さった方は、人権教育と道徳教

育が対峙するものであるというふうにとらえられていますが、実際には、学校教育の中では道徳

教育の中身の一つとして人権に関わることも取り扱っているということで、これは同じ方向にあ

るものであるということで、道徳教育を充実させることで人権教育も充実していくということで

回答しております。 

それから、高齢者の教育への参画ということですが、特にパブリックコメントを下さった方は、

Ｕ・Ｉターンの人材をもっと活用すべきであるということを書かれておりますが、それについて

は、この計画の中にも示しておりますが、新たな人材の確保を進めていくということで、Ｕ・Ｉ

ターンの方も含めて新たな人材の確保に努めていくということで回答にしております。 

  次にスクール・コミュニティを進めていくことについてのご意見ですが、だれが一体中心にな

るのかということが書かれているのですが、基本的には学校を中心にして進めていくことですの

で、学校運営協議会が中心となっていくと。それから、同心円状に中学校区を単位とした教育ネ

ットがありまして、そういったものと連携しながら進めていくということ。それから、それをさ

らにスクール・コミュニティセンターがサポートしていくということで、それを推進していくと

いうふうに回答しております。 

  次に９ページになりますが、先生方が非常に忙しすぎるのではないかというご意見もいただい

ておりますが、それについてはこの計画の中にも業務改善ということを謳っておりますので、そ

ういったものも合わせて進めていくというふうにしております。 

  次に進捗管理につきましては、先ほどと重なりますが、年度ごとの具体的な計画を設定してい

く。それから指標が設定出来るものについては設定していくということ。そういったものをしっ

かり具体的に進めていくというふうに回答しております。 
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  最後のサンビームの使い方については、実際予算面も絡んできますので、なかなか実際の運用

は難しいと。限られた予算の中で可能な範囲で進めていくということで回答しているところでご

ざいます。こういったところが、第６回の審議会の意見を踏まえての回答でございます。最終的

には、審議会の中では、一応原案どおりということで教育大綱、教育基本計画の案をこれでよい

ということで答申をいただいたということでございます。 

○井原市長 只今ご説明のございました大綱案につきまして、何かご質疑等ございましたらお願い

いたします。 

○原田委員 教育振興基本計画は、市民の皆さんのアンケート、そして中学校区毎に行った熟議を

通じて、市民の皆さんの思いを集計し分析してそれを集約して作り上げた、とても長いプロセス

を大事にして凝縮された素晴らしい計画ができあがったと思っております。本当にこれを作り上

げられた職員の方々のご努力というのは大変なものだろうと思います。 

  この策定された教育目標が、愛、夢、志を育む教育ということで、スクール・コミュニティに

よる教育のまちづくりの推進という大変すばらしい教育目標が掲げられたわけですけが、特に市

長さんには、教育を市制の中でも重視していただいて、教育に対する理解というのも大変深く持

っていただいている。市制の中での学校の位置付けといったものも大変重要視していただいてい

ると思います。 

特に、コミュニティ・スクールという取組みを長年柳井市の教育が進めてきて、地域、学校、

家庭といった３つの連携の中で地域の持つ教育力というものを高く保ってきました。そういう伝

統的な取組みの中から今の柳井市の高いレベルの教育というのが形作られていると思うのですが、

その、コミュニティ・スクールを更に一歩進めて、スクール・コミュニティという形にしていこ

うと、それを通じたまちづくりをやっていこうということは、具体的にこの計画の中に書かれて

いるということで、素晴らしい、分かりやすい計画になっているのではないかなと思います。 

  この、愛、夢、志を育む教育という中に、自分を愛し、人を愛し、郷土を愛する教育というこ

とで、柳井で教育を受けた子供たちが、社会に出てこの柳井という地域に逆に貢献してくれるよ

うな立派な社会人になってくれると。これは、必ずしも柳井に留まるということだけではないで

すが、都会に出てそこでまた活躍して、何らかの形で柳井にお返しをしてくれると。あるいは、

日本という国を背負っていくような立派な社会人になってくれるということも教育の成果とし

て求められる部分であろうかと思います。 

  そこで、特に地域を愛する教育ということで、柳井市教育委員会では柳井市立の小中学校を指

導しているという形ですが、卒業した子供たちが高等学校へ進学します。今の教育の現状でいえ

ば義務教育を終えた段階で社会に出る子どもたちというのは非常に少なく、ほとんどの子供、生

徒が高等学校に進学します。柳井市内にも、柳井高校、柳井商工、柳井学園と３つの高校があり

ますけど、こういった高校との連携、高校を卒業して地元に就職をしていく子供たちというのも

少なからずおりますし、幼保小中高の連携というのが、この具体的施策の中にも書かれているわ

けですけれども、１つのご提案として、この柳井市総合教育会議の中に高等学校の校長先生との

交流というのも将来考えられないかなということを考えております。 

  それともう一つ、今度、社会に出て働くという立場になった場合に、この教育目標の中に生き

る力ということがありますが、学習指導要領の中でも２０年間キーワードとして必ず使われてき

ています。この生きる力というのが、今度、社会に出たときに企業を経営する人たちから見た生
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きる力、社会から期待している力というものがどういうことなのか、この当たりのミスマッチが

あります。なかなか、社会や教育から培ってきた力というものが発揮されにくいとか、あるいは、

私も小さな中小企業の経営者ですけれども、経営者仲間と話をする中で、最近の若者というのは

精神的にもろいとか、なかなか忍耐力がないとかということも耳にするわけです。ちょっと叱ら

れたらもう出て来なくなるとか、そういったことも残念ながらあるわけで、柳井でも、商工会議

所の会員さんや企業経営者の方といった社会の現場の意見も、教育に生かしていくべきではない

かなということを思っている次第です。そういった機会も持っていただけるといいのではないか

なというふうに考えておりますがいかがでしょうか。 

○井原市長 大変ありがとうございます。実は、原田委員さん一番古いですね。そういう視点から

柳井市の教育に対して、また、さまざまな政策の中で教育の位置付けということも、過去からの

経緯を含めて一番ある意味よく実感としてご理解いただいているというふうに思うのですが、そ

ういった中で、財政的にもいろいろな制約がある中で、財源としても、また人材としても、今日

も部長以下おりますけども、重点的に配置してきているといったところは、この場だから言うの

ではなくて、私の思いとしてもそういう思いでやってきております。 

  その中で、地元の高校との連携であったり、商工会議所を始めとする地元企業とのいろいろな

協力関係であったりというのは大事だと思います。むしろそこがないとこの教育目標というもの

もとても達成できないというぐらいの思いであります。その中で先般、人づくりアカデミーとい

うのを柳井市では３、４年になりますがやってきておりまして、第１１回でアデリーの小野会長

さんにお話をいただいて、おっしゃったのが、あの場も特に高校生に対するいろんなメッセージ

を発したり、高校生に対する地元企業を紹介したりしたいということで、地元ＪＣさんも一緒に

取り組んだということがあるのですが、来ていた高校生の大部分が柳井学園の子供たちですね。

そういう意味で高校生ということですけども、柳井学園さんはいろんな場面で、常に駅伝など積

極的に出ておられますが、そうはいっても地元には県立高校があと２つあって、決して何もして

いただいていないというのではなくて、柳北小学校での柳井縞の取組みとか、商工さんも非常に

やっていただいておりますけども、逆に言ったら、ああいう場面でさえあまり参画してもらえな

いということで、是非、今後もああいう機会には積極的に地元の３校にはお願いしていきたいと

思います。 

あの時の話として、非常に現実的な話として、私自身印象に残っているのが、小野さんが東京

で年収１，０００万円と、鳥取の倉吉だったと思うのですが、倉吉の年収５００万円というのが、

ほぼ生活のレベルとしては一緒なんだと。そういうことを比較するときに、もっと言うと、親が

近くにいるということの意味というものも、これからの子供たちにはよくよく考えてほしいと。

ある意味どっちが得か、本当に東京に行くことが、都会に出ることが絶対に幸せなのだというこ

とではないというところも、よくよく考えるようなお話をいただいたのかなというふうに思いま

す。そういう意味で、郷土を愛するというか、地域肯定感をつくっていくということは、いろん

な情報も子供たちにはよくわかりませんから、私自身振り返っても何となく東京に出れば楽しい

ことも含めていっぱいあるというようなイメージでしたけれども、本当にそうなのかといったと

ころは、我々大人の責任として子供たちにしっかり情報を伝え、現実を教えていくといったとこ

ろは必要なのかなと思います。必ずしも地元に縛るという意味ではなくて、少なくともそういう

中で、考えた中でいろんな選択をしてほしいなというところは強く思います。 
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そういう意味で地元企業さんにも、原田委員さんのところも含めて、たくさん世界に誇りたい

ような企業もたくさんあるわけですから、そういったところを、地元の子供たちは知らないし、

もっと言えば、我々大人の市民でさえ認識が非常に薄い部分を感じているというところはありま

すから、そういう意味で子供たちにこういう教育をしていくというのと同時に、イコール私たち

にも跳ね返ってくるという、そこは鏡のような関係にあるのかなというところも、この教育目標

を改めて眺める中で私自身思います。 

○桑原教育長 今言われた、最近の若者の状況ですが、強さというか、粘り強さがないというご指

摘もお聞きしましたが、１６ページを見ていただいたらと思います。愛、夢、志を育む教育とい

うところの３段目ですが、中学生による熟議ではというところですが、中学生による熟議では将

来どんな社会人を目指すべきかについて熟議を行なわれました。２時間半にわたる熱い熟議の中

で、本市の中学生が辿り着いた社会人に求められる資質は、強い意志、責任感、最後まで努力す

るといったものです。ということは、中学生は、そういうことは理解しているのです。中学生か

らそれが出てきたということにとても意義があると思います。その粘り強さとか、強さというも

のをどこで培うかというと、これは下にあります志なのですね。だから、志を持って自分の夢と

かを思いながら頑張っていくと。それが強さであり、粘り強さであるというふうな捉え方をして

います。私は、社会の中で子供たちが今弱いとか、なかなか続かないという指摘の中で、では、

どこか凄いところへ行って鍛えたらいいとか、もっと厳しくしないといけないという視点ではな

くて、子どもたち自身が考え志を持って頑張っていくという教育を進めないといけないというこ

とが柳井の教育であるというところが特徴であります。 

  もう一つは自己肯定感もそうですね。先ほど説明がありましたが、自己肯定感とか主体的な学

びや困難に立ち向かう強さを根底に支えるものとあります。ただ、自己肯定感を高めるというこ

とによって強さがでてくるのです。日本の教育はそうでないといけない。だから今、ちょっと間

違った視点は、年配の方が思われる甘いのではないかとか、強さがないのではないかとか、粘り

強さがないのではないということで、だから鍛えないといけないという方向ではなくて、自己肯

定感を高めていくことによって子供たちが自信を持って、志を持って粘り強く頑張っていけるよ

うな資質を見つけていくという方向性が柳井の教育であるということです。これは大きな柳井の

教育の柱なのですが、それが、愛、夢、志であり、自己肯定感であると。それが自分を愛するこ

とであるということがずっと貫いてあります。だから、柳井の教育振興基本計画はそういう力強

くてたくましい教育をすると言いかえてもいいのかなと思っています。その辺は読み取っていた

だいて、柳井はまさしく力強さをたくましい教育を進めるのだというふうにご理解をいただいた

らいいなと思っております。 

○原田委員 柳井市の教育でも長年たくましさとしなやかさという２本の柱でずっとやってきて、

そういった意味では、たくましくもあり尚且つ時代の変化、環境の変化に応じた柔軟性も兼ね備

えた人間形成をやっていこうということで、その流れがこの教育振興基本計画の根底にはあると

私自身思っております。 

片方で今度社会に出たときに、企業というのは従業員さんを教育するという、教育機能という

のも片方では持たないといけないわけです。そういったことを企業経営者の方々というのは、そ

れぞれに恐らく私も含めてですが、日々悩みながらやっておられます。私自身は教育委員会に参

加をさせていただく中で、いろんな研修も受けさせていただいて、それが実は自分の会社の教育
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に関しても大変役立って勉強させていただいているというのがあるのですが、本当に教育という

のは学校だけのものではなくて、社会に出てもずっと続いていきます。それは教育を受ける側も

教育を施していく側も両方が共に学び共に育っていくというのが本当の姿だと思いますので、企

業の経営者の方々も教育委員会って実際何をやっているのかはほとんど知られていなくて、そう

いったことを交流しながら、相互理解を高めるということも一つの意味があるのではないかなと

は思っております。 

市長がおっしゃるように、柳井市内にも大変誇るべき企業というのがいくつもありますし、そ

ういった企業の経営者の方に地元の子供たちを採用していただくということももちろんあります

し、今度、そこで採用している従業員さんの子供たちというのもあって、その親を育てるという

ことも企業の中で一つの機能というのが求められるのではないかと思います。そういった意味で

は交流というのは意味があるのではないかと私は思っております。 

○西原委員長 いろいろお話が関連してくるわけですが、私も企業人の一人として、やはり人材と

いうことで考えますと、どういうのを求めているかということになると、一言でいえば、自己コ

ントロールが効くといいますか、フレキシブルな対応ができるといったところを見ていくわけで

すが、その根底にはやはり基礎基本ということは当然のことなのですが、その基礎基本というの

は、義務養育といいますか、小中高ぐらいの間に確立してきます。その基礎基本というのは、モ

ラルとかマナーとか、そういったことも含めて、家庭力、地域力とか、そういったことを踏まえ

た中でいろんな経験とか体験の中からいろんな知見を持って、企業に入って来ていただいた人に

関しては、後の社員教育、社員研修において指導が非常にスムーズで円滑に業務が遂行できると

いうところがあります。 

  先ほどの原田委員さんの話に関連するかと思うのですが、小中だけではなくて高校の先生方や

関係者の方とのディスカッションも必要ですし、更に拡充していろんな企業人とかあるいは地域

の方とか、２８ページの、地域人材による郷土学習というのもありますように、やはりゲストテ

ィチャーとして、いろんな学校で地域の方々に参画・協力していただくことも大切だと思います。 

  地域にはいろんな方がおられて、いろんなジャンルのエキスパートの方もおられますので、そ

の人たちが出前講座ではないですが、学校へ出向いて行って体験談やいろんな話をすると、非常

にリアルで分かりやすく子供たちにインパクトを与えるのではないかと思います。先生は先生で

いいのですが、そういった実際に経験体験された方の講義を受けてみる事も刺激があってメリッ

トがあるのではないかと思います。その地域の人たちもそういうことで非常にモチベーションも

上がって、相乗効果があるのではないかなというふうに思います。家庭教育の中に学校がストレ

ートに入っていくというのも非常に難しい部分もあるかと思いますので、そこは地域を介して柔

軟にお互いが対応する、そういったトライアングルの関係を作っていくということも今からの教

育の中で、仕組みづくりとして大切なことではないかと思います。 

先般教育委員の研修がありましたけど、その中に生きる力というのがキーワードになっていま

すが、それをどのように表現し具現化していくかというのが今からの課題と思います。一口に生

きる力といってもいろんな取り方がありますので、そこをしっかりと具体化していくということ

が我々の今後の仕事であり任務ではないかと思います。 

○井原市長 今、西原委員さんからご指摘をいただいた中でも、学校にゲストティーチャーという

のがありましたが、それは今までも取組みがなされているわけですか。むしろそこは、定着して
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いるという認識でいいのですか。 

○桑原教育長 課題はありますけど、定着はしていると思います。小学校は総合的な学習とか行事

等が中心にゲストティーチャーとか学校支援ボランティアとか、ゲストティーチャーイコール学

校支援ボランティアと考えていただいてもいいと思いますが、浸透はしています。中学生は中学

生レベルがあって、中学校のゲストティチャーの活用は課題があります。中学生が行事とか草刈

とかというのではなくて、もっと本質的なもの、心の教育とかそういうものについて、ゲストテ

ィーチャーが少しずつ入ってくるといいかなということと、もう一つはキャリア教育です。地域

の事業家の方と話をするとか、職場体験がありますから、職場体験を膨らませていこうというこ

とで、今年は中学生の企業家セミナーもやりましたし、その辺が中学校は中心になりますが、ま

だまだ質の面とか、量的にはなかなか増やせないところもあるのですが、着実に進んでいるとい

うふうには捉えています。 

○西原委員長 実は昨年、山口県と山口県教育委員会の主催で、平成の松下村塾という講座があり

まして、白羽の矢が立ちまして、月性の志をテーマに取り組んで、幅広い年齢層でお聞きいただ

いて、いろんなご意見も聞かせていただいたわけなのですけど、地元の小中学生も少しはお話し

ました。ただ、その年齢に応じてレベルを合わせていかなければいけないというところもありま

す。基本は志の教育ということで、吉田松陰も言っておりますように、すべての実践は志を立て

ることから始まるのだということで、坂本竜馬は、久坂玄瑞のそういった志、草莽崛起というと

ころに感化されて薩長連盟を確立したという経緯もありますように、やはり、教育長さんも言わ

れたように、志というのは非常にポイントになると思います。今年度は、それを更に研究といい

ますか、分析する形でもっと入り込んで地元の中学生に講義をしておりまして、実際に現地視察、

例えば克己堂とか、清狂草堂とかそういった足跡を足で歩いてみるということの教育もさせてい

ただいております。そのことによって何か一つでもきっかけができれば、また、今から国際社会

に向かって羽ばたいていっても故郷ということの思い出がいつまでも残っているのではないか

なと、そういった視野の広い志ということを目指してほしいなということで、少しでも協力させ

てもらっております。 

○井原市長 西原委員さんご自身が地域でゲストティーチャーとして実践をされておられるとい

うことですから、そこも引き続いてお願いしたいと思います。 

○厚坊委員 教育というのはいろいろなところで、こうすればいい、ああすればいいというのを語

られて、理想論は沢山あります。私自身もあります。今、現場は、先ずは、中学校の場合でした

ら、学力をどう上げていくかと。これは、出口指導といいますか、高校進学が１００％近くです

から、高校へ入れなければいけません。保護者の一番の願いはそこなのです。これを抜きにして

語れません。いくら地域へ出ていろいろやっても成績が悪かったら保護者ももう少し先生勉強見

てくださいというニーズがあります。結果的に学力を上げたからいい人材ができるかというと私

はそうではないと思います。だから、そこのバランスを、どう考えてやっていくかということは

非常に大切なことだろうと思います。 

先ほどから出ています、社会に出て忍耐力があるとか、人との協調性があるというのは勉強ば

かりやらせていたのでは絶対できません。そこをできるのが学校だろうなと思っています。です

から、保護者には勉強ばかりができるのがいい子ではない。勉強もやる。中学校でしたら部活も

やる。部活に全員入っておりませんけど、それは体力とか協調性とか忍耐力を養うのに必要なの
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だと。だから勉強だけやるのがいい生徒ではない。部活だけやるのがいい生徒ではない。やはり、

両方のバランスを取るのは非常に難しいのですが、一緒になってやる。方や、１つだけやるので

はなくて、両方をうまくコントロールしながらやっていく、それが今度社会に出て生きるのでは

ないかなというふうに思っています。 

ある企業の社長さんが言われたのは、世の中で役に立つ人間は、主体性と協調性を両方持ち合

わせた人間なんだと。協調性ばかりあって、自分の主体性がないのはダメと。主体性ばかりで協

調性がないのもダメと。そこのバランスが両方あるのがいいのだと。そういった意味で私は、今、

柳井市がスクール・コミュニティを進めていると思うのですが、先ほど市長さんのほうが柳北地

区に出向かれたという話をされました。私も柳北小学校出身で、昔から野球大会とか地域の行事

とかやっていましたが、今だかつて、地域と学校が結びついているのは、やはりこれが柳井のス

クール・コミュニティの発想の大切なとこではないかなと思います。私がいたときの校舎はもう

なくなりましたが、新たにコミュニティルームをつくられて、どうなるのかなと思っていたら、

やはり、そこが中心となって学校と地域をつないでいます。今度、余田に支所と学校が一緒にな

るというのを聞いたのですが、その辺も、柳井市として何かをそういうふうに一つにした時に、

デメリットはあるかもしれないけど、それをメリットに変えていって、そこで子供たちと地域を

結びつける。桑原教育長さんと昔話したことがあるのですが、保育園と幼稚園と老人ホームが一

緒になったら絶対にいい、お互いの教育や刺激になるのではないかなと。だから、スクール・コ

ミュニティというのはそんな方向を考えていって、柳井市らしい施策を打っていくといいのでは

ないかと思っております。 

○井原市長 今、厚坊委員さんおっしゃったように、かたや学力、かたや協調性とか忍耐力という

のは重なる部分というのはあると思うのですが、忍耐力がないと学力も上がらないし、協調性が

なくてひたすら学力だけという人も中にはいるのかもしれませんけども、大いにそこは、方向性

としては全く同じなわけですね。両方を求めていくということですね。 

○西原委員長 ちょっと企業の立場で参考までですが、今言われた協調性とか忍耐力、主体性です

か、そういったことは、最も大切なことです。私は武田薬品に勤務しているのですが、武田イズ

ムというのがありますが、そのコアの部分というのは誠実というのがありまして、後はいろんな

トライアルをしていく中で、それぞれのミッションがありますが、誠実性をもって確実に実行し

ていくというのがあります。企業はデジタルのかたまりなので、目標値というのがＫＰＩ、つま

りキー・パフォーマンス・インジケーターということで、全て数値で表現し、途中のプロセスよ

り結果オンリーという形で取り組んでいます。これはもちろん営利が目的ということで、人間性

とか人権はどうでもいいのかということではなく、そのくらい三拍子揃ってないと総合力がない

となかなか打ち勝っていけないというところがあります。 

一方地域とか、家庭とか、教育とかということを考えてみると、やはりデジタルでなく、アナ

ログという一般の生活体系がありますので、そこの部分をきちっと出来上ってないと、なかなか

企業に入った時には難しい部分があるかと思います。従って、今言われましたように、学校と地

域、この連帯が必要だと思います。その中にもちろん家庭がベースにある訳ですので、その連携、

トライアングルの仕組みづくりというのは本当に大切かなと思います。この連携は真剣にエンド

レスで考えていかなければいけないのではないかなと思っております。 

○河岡委員 またこの大綱のほうに戻るのですが、こちらのアンケートは広報にも載りましたし、
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広報でも集めました。あと、保護者にも問いかけをし、また、生徒にも問いかけをし、本当に柳

井市の総意が詰まった教育大綱で、中を読ませていただいても、いろいろな分野で素晴らしい、

都市部ではこのような内容、多少違う意見が出るのではないかと思うのですが、地方では大半の

保護者、市民、住民の同じような思いが詰まっているのではないかと思います。こういうアンケ

ートをとって大綱をつくるというのは柳井市が初めてですか。 

○桑原教育長 だと思います。 

○河岡委員 比較対象ができないのですけど、いずれこういうのが出てきて、比較対象をした時に、

柳井市ならではの、ここが柳井市の特色だというものがまた出てくるのではないかと思います。

また、これが１０年間というか、最初１期として５年間行っていくうえで、だんだんこれが柳井

市の特色だというものが出てくるのではないかと思うので、また、そういうものを強調してアピ

ールできるといいかと思います。今、Ｉターン、Ｕターンの若い人たちがぼつぼつ柳井に魅力を

感じて集まっているというお話もあるので、地元にいるとなかなか分からないのですけれども、

そういう魅力をどんどん、そういう人たちがまたネットで広げていって都市部からどんどん集ま

って来てくれると人口も増えますし、活気も出ていいかと思います。 

市長さんこの間、子育てネットで読み聞かせをされたと。私ちょうど行けなかったのですが、

お話を聞くと、アンケートでも市長さんの読み聞かせがとてもよかったということで、日ごろか

ら読み聞かせをされているのですか。 

○井原市長 ガチガチの読み聞かせでしたが、ただその後、講師の先生がおっしゃったことが非常

に印象に残っていて、私の場合一生懸命文字通り読んで、何とか内容を伝えよう伝えようとする

わけですね。本当は内容を伝えることは二の次で、そういう機会を持つというか、子どもとそう

いう時間を共有することで愛情が伝わって、反抗期とかいろいろあっても、将来の親子関係の基

盤になるのですよということで、ある意味私は１８０度間違っていまして、一生懸命内容を伝え

ようとしている部分に全力だったということですから、あの機会も１００人を超える参加者の方

がいらっしゃいまして、そういう話を聞くと、やはりそういう地域の方との場を持つとか、そこ

で何かを教えるということではなくて、そういう時間を共有するそういう機会がたくさんあると

いうことも柳井市が目指していく方向性なのかなと、他の自治体よりもそういう機会が多い、そ

れがまた、いろんな効果というのは目に見えるもの見えないものというのはあるのでしょうけど

も。読み聞かせについてはむしろ反省点として今時点は認識しています。 

○河岡委員 お子さんが一番前に座られて、お嬢さんが必死にパパの読み聞かせを聞いていたとい

う話を聞きました。 

○井原市長 そこは格好にはなったかなと思っています。 

○河岡委員 読み聞かせは本当に情操教育にもいいですし、また、柳井市にとって市長さんが現役

のイクメンパパであるというか、教育に携わる人のお子さんがその年齢層であるということは、

保護者として非常に心強いことかと思いますので、また、市長さんも教育が非常に身近なものに

感じられるかと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○西原委員長 今、Ｉターン、Ｕターンの魅力ということを言われて、２７ページの歴史伝統の継

承を思い出したのですけれど、やはり、教育の観点から考えて歴史や伝統も重要であると思いま

す。やはり自分の地域、地区のそういった文化的なものを継承していくという伝承技術といいま

すか、伝承能力、これが優れている国とか地域が生き残っていると、繁栄しているということが
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言われていますので、先ほどから言いますように、それぞれの地域での取組み、魅力づくりを教

育の中にもうまく生かしていったらいいのではないかと感じました。 

○桑原教育長 先ほど、河岡委員さんから資料をもらったのですけども、住みよさランキング２０

１４。２０１５も柳井は一緒ではないかなというのですが、全国では、２０１４年は５８位で、

中四国で２位。２位はずっとキープしていますが。住みよさランキングはどういう項目で評価を

しておるのかは詳しく分かりませんが、商業地とか、交通とか、小売り、病院とかいろんなこと

があるのでしょうけど、私は、教育の風土というか教育環境というのが、この中で入るかどうか

分かりませんが、教育のまちづくりを目指すということなので、そういう面では、市民が総意で

作った大綱というと、皆がそういう教育のまちをつくりましょうと、そういう風土をつくりまし

ょうと、それは一人一人が市民が支えあって、人づくりを進めていって安心して子育てができる

まちにしていこうという構想がこの大綱であり、基本計画だと思っていますので、これを是非、

今後は住みよさランキング教育と風土を入れていただいたらと思います。 

○西原委員長 今、教育長さんが取り組んでおられる郷土の偉人ですが、来年度、その事も含めて、

教育の市として、盛り込んでいったらいいのではないですかね。 

○桑原教育長 この大綱、基本計画は、最初に策定にあたってということで目次もありますが、こ

の順番でそのままということですか。それから、例えば間に合紙を入れるとか、そういうことは

今から、イラストがちょっと入るとか、行間を少し考えるとか、イラストとか、写真とかそうい

うものが入ってくると、例えば会紙とかも、例えば、策定の中身ですが、策定にあたってという

ことで本市をめぐる状況１、２、３があるけど、その１と２の間に哀詞を入れるとか入れないと

か、そういうのは今から決めることなのですね。その辺が今後の状況としてどうなのですか。 

○吉岡学校教育課長補佐 今回答申を受けて、教育委員会会議でも認めていただいたものは、この

中身についてということであろうかと思います。これをより多くの市民の方に見てもらうために、

教育長さんが言われたように、いろいろレイアウト上の工夫をしていくということは、非常に重

要だと思いますので、その辺りの工夫は今後重ねていきたいと思います。あわせて、最初に、こ

れが大綱としても認められた場合には、市長さん教育長さんには最初のお言葉をいただけたらと

いうふうに考えております。 

○桑原教育長 合わせてダイジェスト版も考えようかなということは話をしています。 

○井原市長 市民の皆さんに向けては今度の立志の教育のつどいで発表ということですね。 

○厚坊委員 ダイジェスト版というのはリーフレットみたいな感じですか。 

○井原市長 発表というのはどういう形で予定しているのですか。 

○桑原教育長 私がこの経緯とか大きな方針を２０分以内で説明をするということになっており

ます。 

○井原市長 それはパワーポイントを使われるのですね。 

○桑原教育長 当日ダイジェスト版を何百部か置いておいて、それを見ていただきながらというこ

とを考えています。 

○井原市長 大体１時間を経過いたしましたが、この大綱案について、他にご質疑はございません

でしょうか。ないようでございましたら、この場でご承認いただいたということでよろしゅうご

ざいますか。 

 （異議なし） 
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○井原市長 ありがとうございます。それでは只今ご承認いただきましたので、案の削除をお願い

いたします。 

続きまして、その他ということでございますが、せっかくの場ということでございます。何か

ご意見ございましたらご発言をお願いいたします。 

○桑原教育長 今、大綱が決定いたしましたので、この大綱に沿って１０年間、この大きな方針に

従って教育を進めていくというふうになろうかと思います。ひとつは、教育でいくと０歳から１

５歳までということが義務教育の責任ですが、今後０歳から１５歳の教育をどう一本化していく

かというのが課題となってくるので、先ほど厚坊委員さんからもありましたが、幼保と小学校の

連携とか、柳井市はそれなりに進めていますが、そこに課題があります。それから、小中高の連

携も進めていますが、特に中高の連携にも課題があります。０歳から１５歳まで、高校を入れた

ら１８歳までということになるのですが、その辺を今後１０年間か何年間の内に一本化していく

ということが今後必要かなと思っております。すぐには難しいのですが、その辺の機構改革を含

めて今後いろいろ考えていかなければいけないかなと思っております。 

特に今後、人口減少、地方創生の中で、子供たちが最初に出会う教育が家庭教育でもあるので

すが、その次に家庭から外に出たところが幼保なので、そこが入口になります。幼保のレベルが

高いということが、小中高につながっていくことになりますので、お互い連携をしながら切磋琢

磨しながら上げていくというところが重要な視点なような気がしています。今後この大綱ができ

ましたら、その次の段階としてそういうことを少しずつ考えていかなければいけないかなとは思

っております。 

○井原市長 現状でいうと、幼稚園は若干あるのかもしれませんが、幼保と小中の連携というのは

何があるのですか。 

○桑原教育長 例えば、第２ルンビニと柳東小学校が一緒に避難訓練をしましたし、隣なので連携

は進めています。 

○井原市長 日常的に何かこういう場というのはないのですか。 

○桑原教育長 行事、例えば伊陸なんかは、伊陸小学校と保育園が運動会を一緒にやられています。 

○井原市長 その地域ごとの連携というか、つながりはあるけども、組織立っての場というのはな

いのですね。 

○桑原教育長 監督官庁が違いますので、全国的には少しずつ教育委員会の中に０歳から１５歳ま

でという機構改革が進んでいますので、これはちょっと大きな機構改革になるので、少し時間は

かかるかなとは思います。 

○井原市長 今までも、教育委員会と幼稚園の代表の方との場は難しいかもわかりませんが。 

○桑原教育長 年１回は会議があります。 

○井原市長 その会議は何をされるのですか。 

○桑原教育長 教育委員会が主催で幼保小の連携の会議があって、スタートカリキュラムというの

を今つくっています。小学校１年生がスタートをする、スタートカリキュラムを幼保と一緒に作

っていく。ギャップをなくしていこうというスタートカリキュラムはつくっていますので、そう

いう話し合いはあります。 

○井原市長 実際は年１回。 

○桑原教育長 それはですね。体験に、小学校の先生が幼稚園保育園に行って夏休みとか結構積極
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的に２日ぐらい行っていますし、かなり進んではいると思うのですが。 

○井原市長 それをさらに進めようとすると何が必要になってくるのですか。 

○桑原教育長 一本化する必要があります。 

○井原市長 一本化するためには何が必要ですか。 

○桑原教育長 認定こども園に移行する方向もあるので、多分、何年後か分かりませんが、認定こ

ども園に一本化されます。そこを見たときには、幼稚園と保育園は一緒になりますから、そうす

ると、どっちかということになると、教育委員会の中に入ってくるようになろうと思っています。 

○井原市長 逆に言うとそこのタイミングを待たないまでも、できることは何があるのですか。 

○桑原教育長 多分すごく難しいと思いますが、保育園の監査とか保育園の管理は、今福祉が何人

かでやってらっしゃいます。それを教育委員会の中に持ってきたらできるかも分かりませんが、

たくさん整理しないといけないことがあるので、認定こども園が少しずつできるかも分かりませ

んが、柳井市はまだなので、できた時点から少しずつ考えないといけません。もう一つの課題は、

幼稚園が私立しかないので、幼稚園の管理の面で、学校教育課はほとんど何もやっていません。

特別支援をちょっと見に行くぐらいで、あと幼稚園がどんな教育をしているのかということを、

本当はやらなければいけないのですが、私立なので、それはできません。それをどういう形でや

るかというのも見えないので、年１回ぐらいは幼稚園訪問に行った方がいいねとは学校教育課で

は話をしています。行ってお話を聞いて、頑張ってらっしゃいますねという激励をするというこ

とを中心に、幼稚園教育のことも学校教育課が管轄なので、すべきだと思います。 

○井原市長 逆に言うとその程度の、頑張っていますねということさえも無いのですね。 

○桑原教育長 ０歳から１５歳までをどう今から一本化していって、一緒に子供たちを見ていくか

ということが一番大きな課題になってくるかなと思っています。 

○井原市長 それはもうやって行かれたらどうですか。 

○桑原教育長 全国的には何か所か、中国地方でも何市かは教育委員会の中に入ってきています。 

○原田委員 新たな学校整備計画のことなのですが、市の予算の関係もあるし、耐震化率、かなり

上がってきてはおりますが、まだ、１００％には達していないということと、それから、人口減

少、子どもの数が減っていくなかで、私も学校を回らせていただくなかで、校長先生と話をする

とき、一番大きな課題は何ですかとお話をするのですが、子どもの人数が減って要は複式になっ

ていくというのが、子どもの教育にとっても先生にとっても負担が大きいという話をよく聞きま

す。 

方や、地域のコミュニティということを考えれば、学校の持っている力というのは非常に大き

いと。私も、平郡東小学校の開校式に伺った時にそういう学校ができて、地域の方々もすごく喜

んでおられて、子どもを皆さんが育てていっているという形を見て、学校の持つ力はすごいなと

思っているのですが、方や、子どもと親、直接的な親御さんの気持ちを考えると、社会性という

ものを育むためには、ある程度の人数、適正規模というのも必要。これはどちらをとればいいと

いうものでもなくて、非常に難しい問題だと思うのですが、耐震化率の問題は別にしても、適正

規模ということについては、どこかで考えていかなければいけないのかなと思います。特に中学

校に関しては、クラブ活動のこともあって、一定の人数がいないと部活動が成り立たないという

ことで、校区外に通ってくる生徒も実際にいるというところもあるので、実情を踏まえながら、

また、適正規模、適正配置といったことについてまとめていかなければいけない。非常に難しい
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問題だと思いますが。 

○井原市長 今、原田委員さんから頂いたお話は、非常に大きな極めて重要なお話でもありますし、

この後、会議を閉じた後にお時間をいただいて、意見交換させていただければと思います。 

  それでは、長時間にわたりまして、活発に、全ての委員さんからご発言いただいたということ

も含めて感謝申しあげます。以上を持ちまして第２回柳井市総合教育会議を閉会させていただき

たいと思います。大変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３時３６分閉会 


