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平成２７年度 第１回柳井市総合教育会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２７年５月２５日（月）  開会 午後１時３０分 

閉会 午後２時３３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           芦岡 啓子 

 委員長職務代理者      西原 光治 

委 員           原田 敏弘 

委 員           河岡 治子 

         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）柳井市総合教育会議設置要綱について 

（２）「大綱」の策定方針について 

 

７ 議事の内容 

○木元教育部長 只今から第１回柳井市総合教育会議を開催いたします。開会にあたり、井原市長

にご挨拶をお願いします。 

○井原市長 あらためましてこんにちは。今日は第１回の柳井市総合教育会議ということで、教育

委員の皆様には、大変お忙しい中お集まりをいただきありがとうございます。新しい教育委員会

制度ということで、いろんな自治体が既に新教育長を迎えるということもされておられます。柳

井市ではあと１年、今の教育長さんの任期いっぱいまでは、今の体制でということになりますが、

その一方で、この総合教育会議については、４月から開催できるということで、これは後ほどい

ろんなご意見もいただきたいと思いますけど、是非、可能な限りの開催、回数、こういう場を持

っていきたいというふうに思います。そうはいっても、新しい制度になるとはいっても、何か大

きく皆さんと市長部局の関係が変わってくるというよりは、今までいろんな場面で、議会も含め

て申し上げておりますけど、教育委員会と私どもは、非常に連携をしながら、調整をしながら、

最終的には地域のため、子供たちのためということで、力を尽くしてきたということですから、

是非、何かこのタイミングで大きく変えていくというよりは、当然今まで積み重ねてきたものを

しっかりと引き継ぐ中で、これから５年、１０年先、その先を見据えた中で、今から何をしてい

かなければならないのかという視点で、この場を活性化させていきたいというふうに思っており
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ます。 

  なお、私自身もこういう立場からこの間政策としても、子供たち、教育というものを重視して

いこうということを申し上げてまいりましたし、また、それだけではなくて、これからも、柳井

市全体というまちづくりを考える中で、大きな柱にしていきたいという思いがございます。その

点については、教育委員会でも立志の教育とかスクール・コミュニティとかいろいろありますが、

その取組みはもう教育委員会の範疇を超えて、柳井市全体としての、ある意味最も力を入れてい

きたい、これから充実していきたい分野であるというあたりも、是非思いとして、また、いろん

な考え方として共有することができればというふうに思っております。 

  当然、学校というのは、毎年子供たちも変わっていきますし、先生方も変わっていくというこ

とですが、私たち市民は、地域は変わりませんから、そういう意味で、これからも学校を拠点と

かいろんな言い方がありますが、うまく活用して、この柳井で暮らす幸せではありませんけども、

そういったものに気付いていただける、また、実感していただける教育を通じてのまちづくりを

やっていきたいというふうに思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

  ちなみに今日は第１回ということで、傍聴の方もたくさんいらっしゃるのではないかと、いろ

んな期待もしたのですけど、現時点ではいらっしゃらないということで、せっかく、いろんなこ

とをやっても、私自身の反省もありますが、発信力とか、そういう施策の周知とか、そういうと

ころが何となく苦手な部分もありますので、より発信力のある教育委員会で続けてやっていただ

きたいなということもお願いいたしまして、冒頭、ご挨拶とさせていただきます。これから、ど

うかよろしくお願いします。 

○木元教育部長 どうもありがとうございました。本日は第１回でございますので、議長が決まる

まで進行は私のほうでさせていただきます。 

  それでは、最初に協議事項といたしまして、柳井市総合教育会議設置要綱（案）についてご協

議いただきます。事務局のほうから（案）につきまして説明をいたします。 

○山中教育総務課長 それでは、お配りしております次第の２枚目に要綱案、それから、柳井市教

育振興基本計画策定の次に参考資料をお配りしておりますので、ご覧になりながらお願いします。 

それでは、柳井市総合教育会議設置要綱（案）についてご説明いたします。要綱の趣旨でござ

いますが、第１条といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４第１項

の規定に基づき、市長と教育委員会が相互連携を図り、柳井市の教育行政を推進していくため、

柳井市総合教育会議の設置に関し必要な事項を定めるものでございます。 

第２条、所掌事務でございますが、法第１条の４第１項で規定する事項といたしまして、一つ

目が大綱の策定、二つ目が教育を行うための諸条件の整備、その他の地域の実情に応じた教育、

学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき措置、三つ目に児童生徒等の生命又は身体に現

に被害が生じ、又はまさに被害が生ずる恐れがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずるべ

き措置の三つを協議及び事務の調整等を行うものでございます。 

第３条、構成員ですが、会議は市長及び教育委員会をもって構成するものでございます。 

第４条、会議は市長が招集するものでございますが、必要があれば、教育委員会から市長に招

集を求めることができます。 

第５条、協議すべき事項に関して関係者又は学識経験者から意見を聴くことができるものでご

ざいます。 
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第６条でございますが、この会議は原則公開ですが、必要と認めるときは、非公開とすること

ができるものです。 

第７条、議事録の作成と公表でございます。 

第８条、事務局は、教育委員会教育総務課に置くものでございます。 

この要綱は、ご承認いただいたら本日から施行するものでございます。以上でございます。 

○木元教育部長 只今ご説明いたしました要綱（案）につきまして、何かご質問等ございませんで

しょうか。 

○芦岡委員長 事務局は第８条の教育総務課ということでございますね。それに合わせて、第３条、

構成員のところも会議は市長及び教育委員会をもって構成するということで、市長部局は出てい

らっしゃらないということですか。 

○木元教育部長 本来なら市長部局のほうで事務局等行うべきでございますが、柳井市の場合は、

事務を市長部局のほうから教育委員会へ委任を受けておりますので、教育総務課のほうで行うこ

ととしております。 

○芦岡委員長 第７条ですが、会議録の作成、前回の教育委員会会議の会議録、綿密なものが作成

されていてご心配だと思います。今回もあのような形で作られて、最終的には公表ということで

すが、ホームページ等で公表ということですか。 

○山中教育総務課長 ホームページで公表するようになります。 

○芦岡委員長 発信力ということを市長さんが言われましたので、是非発信していただいて、総合

教育会議はホームページに先週には掲載されていたと思います。今日は傍聴者はありませんが、

会議録のほうで皆さんに発信できたら、よくご理解いただけるのではないかと思います。 

○井原市長 会議録は、一言一句ではなくて、発言要旨みたいなどういうイメージでしょうか。 

○山中教育総務課長 教育委員会議でもそうなのですが、先ず議事録を作成いたしまして、各委員

さんに原文を見ていただき、修正個所等がありましたら修正することになります。お配りするの

は原文に近いものをお配りし、聞き取れなかった部分や字句等の修正をいただき公表します。 

○井原市長 例えば、市議会の本会議のような議事録が出来上がるということですか。 

○山中教育総務課長 本会議や各常任委員会と同じような形で作成いたします。 

○木元教育部長 皆さんそれでいかがでしょうか。ご意見も含めまして何かございますか。 

○芦岡委員長 先週送っていただいたのは、一言一句テープ起こしがしてあるのではないかと思っ

たのですが。 

○山中教育総務課長 議事録を作るときに原文のほうが起こしやすいので、原文起こしにさせても

らっています。 

○芦岡委員長 ホームページに出される時は要点のみですか。 

○山中教育総務課長 字句の整理はさせていただきます。また、思いが違うということがあります

ので、その部分は修正してもらうということになります。 

○芦岡委員長 確認ということは、届けていただいて、今日の時点で確認しましたということで、

これからホームページに掲載されるということですか。 

○山中教育総務課長 そのあたりを次回どうするか。もう少し早く公開できるようにしたいので、

もう少しスピーディ感を持ちたいと思いますので、また、ご協力していただければと思います。 

○西原委員長職務代理者 ここには、遅滞なく作成するというふうに明記してあるのですが、やは
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り、言葉のニュアンスの問題もありますので、開示するのであれば、誤解のないようにチェック

して開示したほうがいいのではないかと思います。ただ、スピーディ且つリアリティを持って発

信していかなければいけないと思いますので、その辺の手順をどうするかということをルール化

しておいたほうがいいのではないでしょうか。 

○芦岡委員長 スピーディ感があったほうがいいので、メールで送っていただいて、メールで返答

するということはできますか。 

○山中教育総務課長 受けられる容量もありますので、一度やってみましょう。 

○原田委員 私もメールでいただいたほうがいいのですが。 

○山中教育総務課長 １回メールでやってみましょう。 

○西原委員長職務代理者 イメージとして、今日この会議をすると。両日中にその辺を確認して発

信するというイメージですね。 

○山中教育総務課長 メールでも送りますが、紙でも送ったほうがいいと思いますので、一応両方

作成した時点でお送りするということにさせていただきます。 

○西原委員長職務代理者 内容開示は先ほど言われましたようにホームページで公表するという

ことですね。 

○山中教育総務課長 はい。窓口に来られたらお見せすることができます。 

○西原委員長職務代理者 来られたらペーパーを差し上げるのですか。それとも閲覧してもらうと

いうことですか。 

○山中教育総務課長 ホームページから印刷していただくのが一番いいと思います。 

○木元教育部長 やはり起こすまでに最低１週間はかかりますし、それから皆さんのチェックが１

週間ぐらいかかりますから、早くても２週間からその先と言いますか、公表までには遅滞なくと

は書いてありますが、２週間ぐらいからひと月ぐらいかなというふうには思います。 

  それでは、ほぼ原文に近い議事録を、総合教育会議につきましては、公表していくということ

でよろしいですか。 

「了承」 

○木元教育部長 その他に要綱につきましてご意見等ございませんでしょうか。 

○西原委員長職務代理者 構成なのですが、市長及び教育委員会をもって構成するというふうに明

記してありますが、今のこういう形ですか。 

○木元教育部長 私どもは参与です。 

  他にございませんか。ご質疑等ないようでございましたら、只今の要綱につきましてご承認と

いうことでよろしゅうございますか。 

「承認」 

○木元教育部長 それでは、ご承認いただきましたので、先ず、（案）の削除をお願いいたします。

それから、只今ご承認いただきました柳井市総合教育会議設置要綱第４条第４項の規定によりま

して、以降の進行を議長である市長にお願いしたいと思います。では市長よろしくお願いいたし

ます。 

○井原市長 それでは次第にございます協議事項の大綱の策定方針について協議をさせていただ

きます。この大綱につきましては、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び

文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされております。総合教育会議において



 5 

市長と教育委員会が協議・調整いたしまして、市長が策定することとされております。また、こ

の大綱につきましては、教育振興基本計画を定めている場合には、大綱に代えることもできると

されております。ここで、この教育振興基本計画につきましては策定中でございますけども、先

ずはその基本計画の途中概要について事務局より説明を受けたいと思いますが、よろしゅうござ

いますでしょうか。それでは説明をお願いします。 

○吉岡学校教育課長補佐 お手元の柳井市教育振興基本計画策定について、これに沿って説明いた

します。昨年度、教育振興基本計画を策定するために、策定審議会を設置しまして、審議会で審

議をしながら現在まで内容について検討を進めているというところでございます。１枚目の策定

方針というのがございますが、そこの３つ目にございますように、全戸配布アンケートや市民、

中学生等を対象とした熟議、こういったものを昨年度開催しておりまして、こういった機会をと

おして市民の方の意見をしっかり吸い上げて、それを基に教育振興基本計画を策定するというこ

とを進めております。それを基に２枚目になりますが、基本方針案という３つの大きな柱が今見

えてきているというところでございます。 

  １つ目が、自分を愛し、人を愛し、柳井を愛する教育の推進ということ。２つ目が、志を実現

させるための力の育成、生きる力の確実な育成を基盤としたキャリア教育の推進、３つ目がスク

ール・コミュニティづくりの推進と、１＋１＋１は∞というような、こういった大きな３つの柱

を立てて、その中身について、現在検討を進めているところでございます。 

  この３つが明らかになったのが熟議、アンケートを通してこういったものが見えてきたという

ことでございます。３枚目、４枚目がそういった熟議、アンケートの結果、それから、それを基

にした審議会での話し合いを通して、中身についてこういった項目が必要ではないかというとこ

ろが出てきております。 

  最後の５枚目になりますが、今後、中身について更に具体的なものを事務局のほうで作成しま

して、第５回目の策定審議会を７月あたりに開催できればいいなと考えております。その後、パ

ブリックコメントを経て、それを最終的に第６回目の策定審議会にかけて答申という形がとれれ

ばというふうに考えております。市民の皆様には、１２月５日にやない立志の教育の集いを開催

しますが、その場で市民の皆様に公表するといった予定で今現在策定を進めているところでござ

います。以上でございます。 

○井原市長 ありがとうございました。只今の説明に対しまして委員の皆様からご質問等ございま

したらご発言をお願いします。 

○芦岡委員長 大綱については、柳井市教育振興基本計画が柳井市では段取りが進んでいるという

ことで充てるということですが、市長さんが言われたように教育は長期間前を見据えてというこ

とで５年から１０年ということを言われましたが、国の場合は５年、県の場合は５年ですが、今

日、新聞にスポーツ振興計画も出ておりましたが、あれは１０年でした。今回、柳井市教育振興

基本計画は何年ぐらいの見通しですか。 

○吉岡学校教育課長補佐 きちんとは決めておりませんが、やはり１０年を基本的には考えており

まして、５年で見直しと。国も県もそういうふうなスパンで考えておりますので、それに準じた

いと考えております。 

○芦岡委員長 学習指導要領はそろそろ改訂されるという段階になりますが、それを少し柳井は早

どりしてということになりますね。 
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○吉岡学校教育課長補佐 学習指導要領の改訂については、まだ中身がはっきりとは出ていないの

ですが、大きな方針としてアクティブラーニング等といったものが取り入れられるであるとか、

能力育成に関して学習指導要領に盛り込まれるといったあたりが、多分入ってくるであろうとい

うことは予想されます。そういったことについては、より具体的な中身として、これからこの内

容に組み込んでいくということは可能であると思います。いわゆる、教科の枠組みが大きく変わ

って、それで根本的に何か考え直さなくてはいけないのだろうかとか、もし万が一あった場合に

はそこでちょっと考えなければいけないと思うのですが、大枠は今現在の生きる力を育むという

方向性は変わらないと思いますので、そこも先を見ながらそういったものにも対応できるような

内容を入れてまいりたいというふうに考えております。 

○芦岡委員長 先般、柳井中学校の校長先生の学校経営説明を伺いに行ったのです。その時、守山

校長先生が第１次教育改革、明治維新ですね。第２次教育改革、戦後ですね。そして今は、第３

次教育改革ということで、第３次教育改革になって長いですよね。私も現職の時から、少子化と

か高齢化とか、今の生きる力を育むとか、心の教育が大事とか、ずっと教育というのが、第３次

教育改革で進んでいて、そして、人づくりはまちづくり、子供たちをみんなで、市民みんなで、

地域みんなで育てていこうということが最近出てきて、理念が実践に移っているという、柳井は

特別早いと思うのです。全国でも早いし県下でも早いと思うのですが、そういうことを全て取り

込んでの振興基本計画なので、いいものができるのではないかなということは期待されます。 

  スクール・コミュニティ構想ということでは、各学校の校長先生方が今回経営案を作っておら

れましたけど、全て巻き込んで学校を核にして、地域を巻き込んで総がかりで子どもを育ててい

こうというのが、ひいては少子化解決になる、まちづくりになるというふうな話をしておられま

した。本当に柳井は進んでいると思います。 

○井原市長 総合教育会議では、先ず、大綱を定めなさいというのがありまして、この大綱につい

ては、総合教育会議で市長と教育委員会が調整して定めるということですけども、その中で、教

育振興基本計画を定めている場合にはそれに変えることができると、それを充てることができる

ということなのですが、今、柳井市の場合は現在策定中であるということと、策定中であっても

策定していても大綱は大綱で、教育振興基本計画は教育振興基本計画でという形でもいいんだと

いう仕組みになっておりまして、ですから、いろんなケースが全国的にもあるようですけども、

参考までに、今、教育振興基本計画がこういう形で進んでいますよという中で、先ず、大綱はや

はり大綱で、教育振興基本計画は別で行くのがいいのか、それとも充てることができるのなら充

てたほうがいいのかということについて、これはこうしなければいけないというものはないわけ

ですから、先ずは、委員の皆さんにご意見をいただきたいというふうに思うのですが、今、参考

までにこういう状況ですよというお話を説明していただいたということでございます。 

○西原委員長職務代理者 今、市長さんが言われましたように、この教育振興基本計画は、現在、

策定中ということですが、一応大綱に置き換えることもできるというご説明でありましたので、

たくさん作っても仕方がないと思います。従ってやはり、きちっとした骨格、つまり、ベースに

なる部分を策定して、それに向かって皆さんが努力していくという形でいくほうがシンプルでも

あるし、目標に向かって行きやすいというふうに私は認識しておりますので、今、説明していた

だきました教育振興基本計画を大綱に置き換えるという考え方でいいのではないかと思います。 

○芦岡委員長 大綱というのはあくまでも大綱なので、例えば、教育振興基本計画の具体的な施策
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あたりまでが入るのか、又は、２ページの基本方針案のあたりが大綱になるのか、市で最上位の

計画は柳井市総合計画なので、そこにも教育のことが書かれておりますね。それは大綱ではなく

て、この教育振興基本計画を大綱に充てるということは、全て充てるのか、この骨格のところを

充てるのか、その辺はいかがですか。 

○井原市長 そのあたりの定めはありますか。 

○山中教育総務課長 特に大綱についてはその定めがございませんので、今言われるような骨格の

部分を大綱と定めても問題はないと思います。特にこれが入ってないと大綱ではないというよう

なことは謳ってはありません。 

○井原市長 逆に言うと、そっくりそのまま全部が大綱ですということもできるのですね。 

○木元教育部長 Q＆A の６番があるのですが、文部科学省の考えでは、教育振興基本計画を定め

ている場合には、その中の施策の目標や施策の根本となる方針の部分が大綱に該当すると位置付

けることができるものでるとありますので、私も思うのですけども、計画全てという意味ではな

くて、その計画の大筋と言いますか、バックボーンが大綱という意味ではないかなというふうに

解釈をしております。 

○芦岡委員長 最上位が市の総合計画と言いましたが、その次に教育については、この柳井市教育

振興基本計画があって、その中に特に基本方針については、例えば大綱と捉えるとか、それから、

毎年作っている柳井市の教育がありますね。それについては、この教育振興基本計画の具体的な

施策のほうに入ってくるということになるのでしょうか。 

○桑原教育長 柳井市の教育はこれができたら、ここから全部出てきます。だから、教育振興基本

計画から今年度の重点事項として柳井市の教育が出てくると、方針は一緒です。教育振興基本計

画ができるまでは、今までの流れをくんでやっていますから、今年度までは今までの教育方針と

大体一緒です。来年から大きく変わるようになります。 

○西原委員長職務代理者 教育振興基本計画がベースになるということですね。 

○原田委員 ５年ぐらいを見通した骨太の方針というような感じですね。大枠の方針をここで大綱、

あるいは、教育振興基本計画で定めて、後は毎年見直していくと。重点課題を計画に出していく

という感じですね。 

○芦岡委員長 これは、１０年間を見通して、しかも５年の振り返りも視野に入れながら進めてい

くということ。１年１年は柳井市の教育に具体的に出していくということでよろしいですか。 

○西原委員長職務代理者 基本的には５年というスパンで見直しをしていくということですね。先

ほど市長さんが言われましたように、地域にマッチしたと言いますか、地域のニーズに合った策

定ということなので、それは１０年なら１０年変わらないということはないので、地域も変化し

てきておりますので、その変化に沿ったような形で見直しをかけていったらいいのではないです

か。そういう意味では、柳井市の場合は、教育振興基本計画というのが前倒しで策定されている

ような気がするので、非常に一つの基準と言いますか、ベースとして骨格ができつつあるのでは

ないかなというふうに先ほどの説明で感じました。 

○芦岡委員長 山口県の教育委員会で集まったときは、他の市では教育振興基本計画が策定されて

いるというところもあったり、まだまだ緒に就いた段階というところもあったり、でも、柳井市

においては素晴らしいことは、全戸にアンケートをしたり、子供にも大人にも地域にも先生にも

全て子供に関わっていくということで、熟議をされた。しかも、最後はパブリックコメントとい
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うことで、その辺はすごく価値があると、作るにあたってのプロセスが、市民の総意を並べて汲

んでいるという素晴らしいことだと思います。 

○井原市長 先ほどありましたけど、教育振興基本計画は１０年ぐらいの計画を今のところ予定し

ているという認識でいいわけですね。その中のエキスになる部分を、本来４、５年程度のものと

いうふうに定めるべき大綱に充てるということで、ちょうど、教育振興基本計画も今作っている

段階で、また大綱を作り始めるよりは、そこは当然連携、連動するという意味では大綱にこの教

育振興基本計画を充てるのは非常に理にかなっているというふうに思うのですけども、そういう

形でよろしいでしょうか。 

  ちなみに、先ほど芦岡委員長からありましたように、今、市のほうでは総合計画、これは平成

２９年度からの第２次の柳井市総合計画ということになりますけども、これも、柳井市のある意

味いろんな計画の中でも最上位の計画ということになります。これを今、今年度から２年間かけ

て策定をするということで、この７月には市民意識アンケートを予定しております。当然その中

に教育の分野も含まれるのですけども、先ほどから何回も申し上げていますけど、教育委員会の

教育振興基本計画とは調整というか連携というものの中で、当然総合計画もできてくるというこ

とですから、その辺りはしっかり総合計画をつくっていく中で意識していきたいというふうには

思います。全然違う方向性になるようなことは、しっかり調整すれば私自身はあり得ないという

ふうに思っていますけど、またそこは総合計画が出来上ってくる段階で、教育委員会の立場から

もご意見をいただきたいなと思います。 

○西原委員長職務代理者 今の市の総合計画というのは毎年ではないのですか。 

○井原市長 総合計画は１０年を考えています。 

○芦岡委員長 平成１８年から１０年の区切りでちょうどグッドタイミングということですね。総

合計画と大綱と教育振興基本計画の整合性が図れるということですね。 

○井原市長 総合計画は２９年度からの１０年間です。最上位とは言いましても、何度も言います

が連携をしながら作っていくわけですから、しっかりそこは連携するようになると思います。 

○原田委員 タイミング的には柳井市の教育の大綱のほうが１年早くということになるわけです

ね。ただ、市長さんもおっしゃっている、市民参加型の行政という政治姿勢を持っておられるの

で、この教育に関しても地域の方々の参画を得てスクール・コミュニティということで、学校に

どんどん来ていただいて地域と連携をしながら教育を進めていこうというので、それが地域の活

性化、コミュニティの活性化にもなるし、まちづくりということにも当然連動していくと思いま

すので、そういう意味では、大綱にも教育長がおっしゃっておられる、スクール・コミュニティ

あるいは、志の教育というのが３つの基本方針の中にしっかり入っていると。１番には郷土愛と

いうことも入っていますから、そういう意味では大きくずれることはないと思いますし、学校を

中心にしたコミュニティの活性化ということが、大きな柳井市教育委員会として取り組んでいる

方向性ですから、そこは非常に中にマッチしているのではないかと思います。 

○西原委員長職務代理者 先ほど説明がありました教育振興基本計画も、今、原田委員が言われま

したように、やはり、市民の意見を吸い上げて策定しているのだということで、全体の意見を聞

くということは非常に素晴らしいことだと思います。全てを反映するということは難しいと思い

ますが、意見を聞きながらどのような形に持っていくかというプロセスが大切なことで、それが

一つの教育であるというふうに私は思っております。そういった形の中で、今から確立していく
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と。そうすると、このグランドデザインが、例えば、基本的には１０年のスパンで計画していく

ということです。時代のニーズにマッチしたような形に持っていくためには、やはり、中期計画

と言いますか、２、３年のスパンで見直ししたりとか、反省したりとか、フォローしたりとか、

そういった作業も必要ではないかなと思っております。それは先ほどの柳井市の総合計画ともリ

ンクしながら、一緒に取り組んでいったら総合的にいいものができあがってくるのではないでし

ょうか。 

○桑原教育長 この教育振興基本計画は、あくまでも大綱的な計画というようなニュアンスで作っ

ていますので、具体的なものとか新しいものが入ってくると、大体この項目に入るだろうという

ようなことを想定して年度毎の柳井市の教育方針を出すと。だから、これだけがずっと１０年間

そのままいくのではなくて、毎年柳井の基本方針は出てきますから、その基本の考え方は全部こ

こからきているということで、ちょっと凄く新しい教育が入ってくることになれば、２年毎に改

訂とかいうことも考えられますけど、基本的には５年ぐらいで見直すということになりますから、

具体的なもの、更にちょっと追加的なものは、柳井市の教育の年度毎の方針で提示していくとい

うような計画ではあります。 

○西原委員長職務代理者 今言われた実践版としては、柳井市の教育が具現化したものであるとい

うことですね。 

○芦岡委員長 この参考のところで、総合教育会議の位置付けで、具体的な例というところの中で、

私が思うのは、１５年間、中学校までを見通した子育てと、でも、幼稚園、保育園、認定こども

園、また、高等学校、それから、生涯学習・スポーツ推進課も巻き込んでいますので、生涯現役

全ての方の生きがい。ずっと学び続けると、そこまで含めたような大綱というか、教育振興基本

計画であらねばならないのかなということも思います。 

市の福祉部の方と話すときには、乳児さんとか、生まれたばかりの子育てをされていたり、幼

稚園教育、保育園教育、幼児教育の大切さとか感じますし、高校とのスクール・コミュニティも

連携していかなければいけない。また、公民館で生涯学習を学び続けていらっしゃる。そして、

学校にはまた出かけて行って、私、今日、朝柳東小学校に行ったのですが、本当に地域の方が学

校に行くのを楽しみにしていらっしゃる。ずっと授業を見ている人は、子供に会えるのを楽しみ

にしている。子供の顔を見るのを楽しみにしている。そういう地域の方が、ずっと子供と共に生

きがいを学び続けていらっしゃる。中には英語の勉強を一緒にしたとか、パソコン室で一緒にし

たとか、スクール・コミュニティでも学校を核にして地域を巻き込んで、みんなでかなり細かく

やって育てていきましょうということですから、素晴らしい年齢層なのだなと思います。それで、

今の具体的な施策のところも学校教育課だけではなくて、生涯学習・スポーツ推進課、全てに網

羅されていると思いました。 

○原田委員 冒頭、市長さんが学校をうまく活用したまちづくりを進めていきたいとおっしゃって、

去年ですか、スクール・コミュニティという部分で、先進的な福岡県の春日市というところに教

育委員会で視察に行って、春日市は、自治体と学校の連携が非常に強くて、密接にやっておられ

る。先月の教育委員会議でも発言させていただいたのですが、自治会長さんが学校運営協議会の

中にも入ってこられていて、これは別に決まっているわけではないという教育長さんのお話があ

りましたが、幾つかの学校では自治会長さんも入ってこられて、学校運営に主体的に参画をいた

だいている。それは春日市と柳井市の違いというのは、柳井市の場合、自治会が非常に細かく分
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かれていて、春日市の場合は大きな自治会が幾つかあって、小学校区に幾つかあるという感じな

のですが、いずれにしても自治会が学校の運営に対して参画をしていただいたほうがいろんな意

味での支援もいただけると思いますし、まちづくりというのは人づくりという市長さんの理念も

おありになると思うのですね。そういう中で、学校運営に関わっていただく自治会の方々も学校

運営からまた学ばれることもあるし、逆にまた、自治会の方々が参画される中で子ども達が学ぶ

という場合もある。こういった地域と学校との連携というのが、柳井の場合は伝統的に密接な関

係があってうまくいっていると思うのですけども、そこが更に密接になっていくといいなという

ふうに思っています。その自治会の区分けとかは、これはまた教育とは別の世界なのですけども、

そこは一つのテーマとしてはあるのかなというふうに感じています。 

○井原市長 私も原田委員おっしゃるとおりで、地域の方も学校に行って子供たちに教えるのだと

いうのではなくて、大変な喜びと共に学びをされておられるというふうに思っていまして、そう

いう意味で子育て世代と言いますか、私ぐらいの世代もむしろ学校でいろんなことを学ぶ、また

いろんな人間関係を作っていくという意味では、先ほど芦岡委員さんとも重なりますけども、あ

りとあらゆる方が学校で自らを高めるためにいろんな学びをいただくんだと、そういう場を地域

総ぐるみで作っていくんだというようなところで考えると、今おっしゃるような自治会も含めて、

ありとあらゆるところが構成員というか、スクール・コミュニティを担っていくんだというとこ

ろあたりは、これからの総合計画では高らかに謳っていくことができればというふうに思います。 

○原田委員 ハード的なことで言えば、例えば、柳北小学校や柳井小学校、平郡東小学校のように、

コミュニティルームといいますか、自治会や地域の方が自由に使えるようなハードがあれば、よ

り来ていただき易い環境にあると思います。気軽に学校に来ていただく中で、またそこでいろん

な連携というのが生まれてくる、何が出てくるか分からないという部分もあると思いますけども、

地域の方々にとっても、学校は一つの生きがいみたいな、活性化の核になるみたいなところもあ

ると思いますので、その辺りが大綱の中、あるいは、柳井市総合計画の中に反映していくといい

なというふうに思います。 

○西原委員長職務代理者 今の関連ですが、前回の教育委員会会議の時も発言いたしましたように、

現状の自治会制度は非常に分散されていますので、地域コミュニティを中心に対応していくと言

う、そういった仕組みづくりといいますか、方法論もあるかと思います。それと、学校に一人で

も多くの方が一歩を踏み入れるということも大切なことだと思います。先般、市長さんも行かれ

ましたけれども、うずしお祭りの時に痛烈に感じたのですが、各学校からいろんな出し物、例え

ば演奏とか演技とか、いろんなステージに出て、日頃の練習の成果を発揮するという場面があり

ました。そういったきかっけをやはり地域が作って、それに学校がのっかってくると言うサイク

ル、これがスクール・コミュニティの原点ではないかなと思います。従って、地域が学校に一方

的に行くのではなくて、学校も地域の中に入っていく、そのような機会を地域の方々を初め、我々

大人が与えてあげないといけないのではないかと思います。そうすることによって双方のウイン

ウインの関係ができて、非常に活性化といいますか相乗効果が出てくるのではないかなと、先般

非常にその辺を強く感じました。 

 

○芦岡委員長 ウインウインで双方向性と思うのですが、保護者は地域の中の一員で、子供を取り

まく地域全体、つまり市民全体が子育てに参画していくということで、計画から運営から責任ま
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で伴っていく。子育ては保護者が悪いのでもなくて、学校で学力が付かないのが悪いのではなく

て、全ての周りの人間で、市民みんなで育てていこうとのが今回の新しい方向性かなと思いまし

た。先ほど、１０年を見越してと言ったのですが、裏を見ていると、大綱が対象となる期間につ

いては、４年から５年程度を想定しているものであるということも文科省の通知で大綱策定の考

え方には書いてありましたが、この辺を区切りに見直しながら進めていくということですね。 

○井原市長 河岡委員さん。 

○河岡委員 質問というよりも、策定方針に関してちょっと思ったことなのですけど、やはり、こ

れぐらいの規模の田舎と申しますか、スクール・コミュニティを推進するうえで、規模的にちょ

うどいいのかなと。小学校の中で言えば柳井小学校よりも柳北小とか柳東小とか、あれぐらいの

規模のほうがより地元の方と密接につながってやっていける部分で、先ず、そういう学校からう

まくスクール・コミュニティを推進していって、それをどんどん広げていけたらなと思います。 

  柳北小のお友達の話を聞いていたら、寺小屋ですか、今、柳北小はコミュニティで盛んに活動

していて、退職された校長先生に入ってきていただいて、月に２回と言っていましたけど、３分

の２の子どもが参加して、お伺いした家の子どもさんもそれに参加してとても楽しみにしている

と。学力も上がりますし、先生方もやりがいがあり、子ども達にもよく、いろいろな意味で相乗

効果があっていいと思うのですけども、ああいうのがどんどん他の学校に広がっていけばいいと

思います。 

  そして、寺小屋の話を聞いたときに思いましたのは、私の地元が大分県で、この間里帰りをし

た時にちょっと話を聞いたのですが、大分の豊後高田市は、やはり過疎地域で、どんどん人口が

減少して、子供たちも少なくなっているところなのですけども、観光で今、昭和の町というのを

掲げてやっています。それだけではなくて、町おこしで教育に力を入れて、まさに寺小屋みたい

なこともやっているのですが、教育に力を入れることによって、教育に意識の高い家庭のお子さ

んを連れた家族が、その教育を受けるために豊後高田市に引っ越してきて、どんどん人口が増え

て、税金がそれで増えて、結局お年寄りの町だったのですけれども、お年寄りの税金の負担が減

ってという、非常に相乗効果で、町おこしがうまくいっているところです。ネットを見てもフェ

イスブックになっていて、とても活気がある感じで良かったのですけれども、そういう全国の中

でも成功事例を集めて参考にして作っていくと、より良い計画ができるのではないかと思います。 

○井原市長 むしろ柳井市が参考事例に本当はなっているのだろうと思うのですが、その辺りを発

信していくといいと思いますね。 

○桑原教育長 ホームページとフェイスブックをどうするか、その辺が一つ課題ですね。ホームペ

ージも散逸していますから、何か一つパッとまとまるといいのですが。 

○原田委員 県の教育庁の方の話を聞くと、先生方の間では柳井で教育に携わりたいというのがあ

るみたいですね。それは教育関係者だけではなくて、もっと広くそういうのが伝わっていくとい

いのですが、発信力ということもおっしゃっていましたが。 

○桑原教育長 柳井は教育に対して暖かいのです。 

○原田委員 地域の方の教育に対する関わり方というのが県内でも柳井が非常にいいのですね。強

いというか、先生方はすごくやりやすいというのがあるみたいですね。 

○西原委員長職務代理者 今、寺小屋の話が出ましたが、やはり、根幹には基本方針の一番上の、

自分を愛し、人を愛し、柳井を愛する教育の推進というビジョンが掲げてありますが、愛情心が
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あって、真の教育が遂行できると思います。元々山口県には私塾、寺小屋を含めて全国でも１位、

２位を争うぐらいの数があって、その中でも柳井には清狂草堂とか克己堂とか、そういった私塾

もありましたので、やはりそういった歴史ということも今一度振り返ってみて、掘り起こしてい

くという、歴史の中から教育をもう一回見直していくということも魅力づくりの一つですね。 

○井原市長 大体予定した時間には近づきつつあるのですが、最後に確認でもう一回申し上げます

けども、今年度策定を予定されております柳井市教育振興基本計画を、柳井市の教育の大綱に変

えることとしたいというふうに思いますがよろしゅうございますか。 

「了承」 

○井原市長 はい、ありがとうございます。それでは、柳井市教育振興基本計画の今後の策定状況 

の推移を見ながら次回以降この会議において、また、協議をさせていただきたいと思います。そ

の他予定していた協議事項は終了いたしましたけれども、何かせっかくの機会でございますので、

ございますでしょうか。 

○原田委員 総合教育会議自体の開催頻度というのは。 

○井原市長 今後の開催スケジュールでございますけれども、教育振興基本計画の策定状況、さら

に他に協議すべき事項が発生した時など、随時開催していくことになると思いますが、どのぐら

いの頻度がご希望でしょう。 

○芦岡委員長 例えば予算編成時期とかは必要ではないですか。 

○山中教育総務課長 毎月、教育委員会会議のほうは議題等がございますので、開催予定ではござ

いますが、日にちの設定のほうで、市長のほうのスケジュール、これがちょっと重要な関わりが

あろうかと思いますので、同じ日というのはなかなか難しいと思います。それで調整できれば総

合教育会議のほうも開催できたらと思うのですが、ちょっとそのあたり合わしてというのは難し

いと思いますが。 

○井原市長 教育員会会議は皆さんのご都合で開催されて、それに私の日程が合うようであれば総

合教育会議を開催していくということが基本になって、その他に先ほどあったように、他に協議

する事項が発生した場合とか、どうしても調整が合わなくて、その一方で教育振興基本計画の策

定がどんどん進んでいくという状況があれば、改めてまた、別の機会にはなるけども会議を設定

するというぐらいでいかがでしょうか。 

○山中教育総務課長 それと、先ほど委員長も言われたのですが、予算の関係とかもありますので、

そういった時期もうまくスケジュールが合って開催できればいいのかなとは思っております。 

○井原市長 先ずは、会議がいっぱいにならずに、教育委員会会議の時に私が合えば一番いいわけ

ですね。その他よろしゅうございますか。 

  いづれにしても、いろんなことを率直にご発言いただいて、お考えを述べていただいて、それ

に対して私のほうもしっかりと率直に答えていくという意味では、冒頭から申し上げていますけ

れども、特別なことを大きく変えていこうというよりは、今までの信頼関係の延長線上で思いは

一つですから、その目的に向かって頑張っていきましょうということでこれからお願いできたら

と思います。大変お忙しい中ありがとうございました。 

○木元教育部長 それでは、以上を持ちまして第１回総合教育会議を終わります。 

 

午後３時３６分閉会 


