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柳井市教育委員会会議 会議録 

 

１ 日  時   平成２７年８月２４日（月）  開会 午後１時３０分 

閉会 午後３時１０分 

２ 場  所   柳井市役所３階 ３０１会議室 

３ 出席委員   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 

         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 

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 

         給食センター主査      玉中 和美 

５ 書  記   教育総務課長補佐      石岡 雅朗 

６ 会議日程 

（１）議 案 

①議案第２２号 教育委員会事務の点検及び評価について 

（２）その他 

 

７ 議事の内容 

 

（午後１時３０分 開会） 

西原委員長 

これより本日の教育委員会会議を開会します。 

本日は、都合により厚坊委員が欠席の旨、通知を受けております。 

会議録署名委員は、会議規則第１５条の規定により委員長において原田委員、河岡委員の両名を

指名いたします。 

本日の会議日程は、机上配布のとおりとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（異議なし。） 

西原委員長 

 ご異議なしと認めます。よって本日の会議日程は、机上配布のとおりと決定しました。日程に従

い議案１件を上程し、直ちに議題といたします。 

 ただいま議題となりました案件について、提案理由の説明を求めます。 

桑原教育長 

ただいま議題となりました案件につきまして、その大要をご説明いたします。  

議案第２２号は、柳井市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について、点検及び

評価を行い、その結果について報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表するものでありま
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す。 

以上、大要についてご説明いたしましたが、詳細につきましては担当課長から説明させますので、

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

西原委員長 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

これより、議案審議を行います。議案第２２号 教育委員会事務の点検及び評価について、補足

説明があればこれを求めます。 

山中課長 

議案第２２号について補足説明を申し上げます。別添報告書１ページをお願いします。 

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ます。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、平成２６年度の教育

委員会事務事業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ります。 

別紙教育委員会点検・評価報告書の概要について、説明いたします。今回、点検・評価した事務

事業は、柳井市総合計画に掲げる具体施策を構成する事務事業を分類し、主要な政策的事務事業に

ついて選定しました。今年度は、各事務事業の内、政策経費としているものはすべて、また経常経

費としているものでも、その事務が事務局内に留まらない外部向けの取組やソフト事業は対象とし

ました。また、同種類似の事務事業は、施設ごとにまとめるなど行った結果、５３の事務事業を計

上しました。 

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Ｆの４段階の

内部評価を行い、その後、去る８月３日に学識経験者３名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す。学識経験者からの知見は１から３ページに記載しています。 

 評価の結果、評価に変更があったものが３事業でございます。Ａ評価が２８事業で５３％、Ｂ評

価が残りの２３事業で４７％となりました。点検報告書の表現や評価の妥当性についての質疑やご

意見をいただく形にしたいと思います。４、５ページは施策別一覧表となっております。６ページ

からが個別票となっております。 

それでは、個別事業ごとの説明ですが、平成２５年度と比較して評価内容等が変更となった事業

について説明してまいります。 

NO.1教育委員会運営事業ですが、特に内容等については昨年と同様で評価はＢといたしました。 

NO.2指導主事派遣事業ですが、こちらも２５年度と同様ですが、事業経費につきましては人件費

の関係で増額となります。評価はＡでございます。 

NO.3スクールバス事業ですが、全部で８系統８台のスクールバスで運営しております。登録から

１０年以上経過した車両が６台ということで、修繕費については増加が見込まれるということ。ま

た、２６年度におきまして２件の接触事故が発生しておりますので、事業者に対し安全運行の徹底

をしたところでございます。評価につきましては昨年ＡでしたがＢ評価にさせていただいておりま

す。 

NO.4小学校管理事業でございますが、工事内容について変更がございますが、例年通りの事業実
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績となっております。 

NO.5小学校教育振興事業でございますが、事業実績等は大きく変更はございません。就学援助費

につきましては人数増などにより対象額が増えております。 

NO.6中学校管理事業でございますが、建築後３０年を経過した校舎は、柳井西中学校が３０年を

経過しますので３校となりました。事業経費につきましては施設整備事業費等が大幅に減額となっ

ております。評価につきましてはＢでございます。 

NO.7中学校教育振興事業ですが、ほぼ例年同様でございますが、事業実績のヘルメット、安全ベ

ストにつきましては、人数の増がございましたので事業費は増えております。 

NO.8寄宿舎管理運営事業ですが、例年どおりの事業実績でございます。 

西本課長 

 NO.9保健体育関係事業では、子供たちの検診が主なもので若干の増という状況です。 

 NO.11 個を生かす生徒指導の充実では、２６年度不登校、暴力行為、いじめの認知件数をお示し

してございます。実質数件はございますが、全国と比べても柳井市は非常に少ない状況ということ

で、また、引き続きいろいろな配慮をしていく必要もありますが、状況としてはＡというふうに評

価をしております。 

 NO.14 幼保小中高の連携ですが、評価的にはＢとなっております。教職員間の連携についてはつ

ながりができてきているけども、児童生徒の連携、内容をより深めることが求められるということ

でＢ評価となっております。この辺は更に充実を進めているところでございます。 

 NO.15 地域に開かれた学校づくりでは、柳井のスクール・コミュニティの取組みにより内容が充

実しているところでございます。実績としては、協議会の開催やボランティア研修会を開催し、各

学校での学校運営協議会は非常に内容が充実しておりますのでＡ評価でございます。 

 NO.16 教職員の資質の向上につきましてはＢ評価になっております。事務事業の成果と課題とい

うところで、それぞれの学校でいろいろな改善に取り組んではいるけども、更に各学校の実態に応

じた支援の在り方を考えていく必要があるというふうなところでＢ評価です。 

 NO.17 学力向上の取組につきましては、２６年度柳井市は非常にいい状況でした。全国と比べて

も、山口県と比べても概ね上回るという良好な状況ですので、この当たりは継続維持をしていく必

要があると思います。 

 NO.20 志（こころざし）の教育推進事業では、柳井立志の教育のつどい、柳井市算数数学ジュニ

アオリンピックの開催、志を大切にした教育ということで、毎年内容が充実しておりますが、柳井

市のシンボルとして充実する期待も込めてＢ評価としました。 

山中課長 

 NO.18 教育環境の充実と学校規模の適正化ですが、２６年度につきましては、耐震化が進んでお

りませんでしたのでＢ評価といたしました。 

玉中主査 

 NO.19 学校給食センター運営費ですが、安全で栄養バランスのとれた給食を提供するとともに、

食に関する正しい理解や望ましい食習慣を育むために、学校給食の充実及び学校における食育の推

進を図るということで、事務事業の実績については昨年とほぼ同じです。食育出前事業「ふるさと

食材の会」ということで、学校給食協力会の協力を得て、小学３年生を対象にして出前事業を行い

ました。地産地消の大切さや農産物の生産の様子を学びました。評価については昨年同様Ａ評価と
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しております。 

山中課長 

 NO.22 ふるさと学生応援奨学金貸付事業は、毎年目標は２人でございますが、１名ずつの申し込

みということで現在に至っております。評価もＢとさせていただいております。 

 NO.23幼稚園教育振興事業でございますが、私立幼稚園に対しての奨励費を補助しておりますが、

前年対比が１３８．７％となっておりますが、制度改正等により増となったものでございます。 

河村課長 

 NO.24、NO.25 につきましては、公民館各種教室講座開催事業と星の見える丘工房管理運営事業

ですが、例年と同じような状況でございます。 

 NO.26 公民館管理運営事業につきましては、審議会や連絡協議会の開催等で例年と変わりはござ

いません。 

 NO.27 につきましては、文化福祉会館及び体育館も含めてビークルーエッセが指定管理を行って

おりまして、切り替えの年の１年目ということで対応していただいております。 

 NO.28 柳東文化会館運営事業につきましては、地元の運営協議会に委託して管理していただいて

おります。特に変わりはございません。 

 NO.29、NO.30 伊保庄北文化福祉会館及び学習等供用会館運営管理ということで、例年通り施設

の管理、使用状況につきましても変更ございません。 

 NO.31 社会教育の振興につきましては、社会教育の推進ということで、しらかべ学遊館につきま

しても指導員を置いて管理運営を行っております。 

神田館長 

 NO.32 図書館管理運営事業でございますが、柳井図書館、大畠図書館ともに例年通り変わりはご

ざいません。大畠図書館でございますが、ＮＨＫの大河ドラマをやっておりますが、公民館全体と

して僧月性のパネル展示を入口のロビーに実施しております。非常にタイムリーな展示ということ

で好評を得ていると思っております。その他に関しましては例年通りでございます。評価としては

Ａとしております。 

 NO.33 サンビームやない管理運営事業でございますが、こちらも例年と変わりはございません。

状況といたしましては、来年で建設から３０年目を迎えます。施設の老朽化、大規模改修が必要な

時期なのですが、財源等の折り合いがつきませんで、現在、大規模改修は見合わせながら運営して

いるという状況でございます。また、後継者のほうの問題も引き続き対応しているところでござい

ます。評価はＢということで例年と変わりはございません。 

河村課長 

 NO.34 中央公民館芸術文化振興事業ですが、事業費が１４３．１％ということで、第５０回市美

展、記念事業ということで内容も充実して行いましたので事業費が増加しております。 

 NO.35大畠公民館芸術文化振興事業ですが、例年どおり行事等やっております。 

 NO.36しらかべ学遊館管理運営事業ですが、これも例年どおりでほとんど変わっておりません。 

 NO.37 伝統的建造物群保存地区保存事業ですが、事業費が大幅に４５３７．６％ということで、

前年が２７万９，０００円でございまして、２６年度１，２６６万円というのは、白壁通りの河村

家、金魚工房のところの事業が１，１７５万円ということで補助しておりますので、大幅増となっ

ております。 
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 NO.38 茶臼山古墳管理運営事業については、例年どおりシルバー人材センターに委託して対応し

ていただいております。 

 NO.39 町並み資料館管理運営事業ですが、例年どおり町並みを守る会のほうに委託して管理等を

お願いしております。 

 No.40 大畠郷土民族資料館管理運営事業ですが、増額ではございますがほとんど変わってはおり

ません。 

 NO.41月性展示館管理運営事業ですが、指定管理を月性顕彰会にお願いしておりますので、実際、

「花燃ゆ」のあたりから、昨年の９月、１０月あたりから来館者数も大幅に増加しております。ガ

イド等も好評を得ておりまして、今年度も入館者が増加しているという状況でございます。 

 NO.42 県指定「むろやの園」保存修理事業は、前年比２５％ということですが、２６年度は修理

が１件１０万円ということで減額となっております。 

 NO.43 埋蔵文化財調査事業ですが、国の補助金をもとに、例年どおり予定通り事業を進めている

ところでございます。 

 NO.44 成人祝賀式開催事業ですが、実行委員会を組織して対応している状況でございます。例年

と変わっておりません。 

 NO.45 青少年育成センター事業ですが、街頭補導、立札等もやっておりまして、例年通りの事業

を展開しております。 

 NO.46人権教育推進事業につきましても、例年どおりでございます。 

 NO.47人権教育講座開設事業につきましても、例年どおり積極的に開催しております。 

 NO.48 人権教育研修事業ですが、研修会等への参加等がメインになりますが、事業費が増えてお

りますが、出張旅費等の関係でございます。 

 NO.49 各種体育施設管理運営事業ですが、それぞれ施設がございますが、積極的に使っていただ

いております。 

 NO.50 市民球場管理運営事業ですが、対前年比１２７．６％となっておりますが、指定管理を平

成２７年４月から出すに当たりまして、修繕及び工事等を行っておりますので経費が増加しており

ます。 

 NO.51 ウェルネスパーク管理運営事業ですが、美津濃グループに指定管理をお願いしている状況

でございます。 

 NO.52 社会体育の推進ですが、前年対比９４．７％となっておりますが、スポーツ・レクリエー

ションの集いが台風接近で中止になりましたので、その辺の補助金が減っておりますのでマイナス

となっております。 

 NO.53 社会体育の支援ですが、それぞれ審議会に補助金等を交付しております。大体例年どおり

でございます。 

西原委員長 

以上で補足説明を終わります。 

本案に対する質疑はありませんか。 

 

原田委員 

 有識者の方々に大変詳しく見ていただいて、概ね事務事業についていい評価をいただいていると



 6 

思います。ちょっと細かいところなのですが、山中課長にお聞きしたいのが、１ページ目の趣旨の

ところで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条の規

定に基づきと書いてあるのですが、昨年は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律（平成１９年法律第９７号）に基づきというふうに書いてあったのですが、古い法

律に戻っているのは何か理由があるのでしょうか。 

山中課長 

一部を改正する法律が施行され、この点検評価が始まったということでございますが、昭和３１

年法律第１６２号がもとの法律でございますので、そちらのほうで統一させていただいております。 

西原委員長 

 昭和３１年の法律がベースということですね。 

原田委員 

 一部改正によって点検評価が始まったということですね。 

山中課長 

 もとに戻させていただいたということです。 

原田委員 

 学識経験者の方々の知見についてということで、１ページ目の４の（１）のところで、志の教育

及びキャリア教育については今後とも推進するとともに、教職員の資質の向上及び学力向上の取組

については引き続き努力してほしいというふうにご指摘をいただいています。先ほどご説明があっ

たのですが、NO.10のところに、自立を目指したキャリア教育の推進、これはＡ評価ということで、

特に柳井市は、キャリア教育については山口県内３か所の中の一つとして、先進的な取組みを続け

ている。特に授業の中でキャリア教育の充実を目指した研修というのをずっと続けていただいてい

て、授業のレベルというのもかなり上がってきていると思いますし、以前のような一方通行ではな

くて、常に、子供たち同士が話し合ったり、双方向でのコミュニケーションを取ったりしながら、

授業の改革というのも進んできているように思いますので、これは、Ａ評価は妥当だと私も思いま

す。 

 一方で、NO.16 教職員の資質の向上というところがＢ評価ということで、これは昨年もＢ評価だ

と思ったのですが、指導主事さんの訪問回数も以前に比べると増えていると認識しておりますし、

授業の機能マップであるとか、学びのサイクルといったことで、的確に現場の指導というのがなさ

れているように見ているのですが、学校の規模とか校舎の違い、各校の実態に応じた支援のあり方

を考えていく必要があると。もっときめ細かく見ていく、指導していく必要があるということなの

ですが、ここについては高い目標を掲げられていて、それに対してもう一つということでＢを付け

られていると思うのですが、具体的にどういう事例があるのかご説明いただけたらと思います。 

 次に、NO.17 学力向上の取組について、全国平均あるいは山口県平均に対して、柳井市は非常に

成績が良かったということでＡ評価ということなのですが、こちらがＡ評価に対して、先ほどの

NO.16 の教職員の資質の向上がＢとなっていますが、先生方も頑張っておられるのだからＡでもい

いのではないかと感じました。 

 NO.18教育環境の充実と学校規模の適正化のところなのですが、耐震化率は平成２６年度末８９．

１％。これが、前年度と数字が変わってないのですが、２７年度末が何％になるのかお聞かせいた

だけたらと思います。 
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 NO.19 学校給食センター運営事業のところで、地産地消率が、前年度２５％だったと思うのです

が、２０．２％まで下がっているということ、これは何か特別な理由があったのかどうかお聞かせ

いただけたらと思います。 

 NO.20 志の教育推進事業、これも立志の教育の集いや、教師の人材育成講座「時習館」を９回開

催されていて、受講者の方が１２人ということなのですが、これもＢ評価ということで、学識経験

者の方からのご指摘では、ここは柳井市にとっては重点事業なので、今後とも力を入れて推進する

ようにというご指摘がありました。これも目標に対してまだ、十分な成果が出ていないので厳しく

見ているのかなと思いますが、今後どうするのかということを後ほど伺えたらと思います。 

 後は、生涯学習の部分で、NO.41 月性展示館管理運営事業ですが、入館者数が前年の８１３人か

ら大幅に増えて１，１２２人ということで、これは西原委員長さんはじめ月性顕彰会の方々が頑張

っておられる成果が表れてきているのかなというふうに思います。これが更に、柳井市全体の白壁

の町と絡めて、観光事業と絡めた中で更に長く伸びていったらいいなというふうに思います。 

 NO.49 スポーツ・レクリエーション活動の振興というところで、利用者数が前年に対して５，０

００人ぐらい減っていますが、これは武道館の移転に伴う減少というのが一番大きいのですか。 

河村課長 

 分析しますと、団体の絶対数が減っておりまして、定期的に週２回とか３回とか使われる団体の

絶対の人数が、例えば２０人が１５人になったり、３０人が２０人になったりすると、そこで一気

に１年間の数というのが減りまして、その辺の影響が一番大きいと考えています。武道館のほうは、

新しい武道館の部分も入れておりますので、そこは継続した人数が出ておりますので影響はござい

ません。 

原田委員 

 最後になりますが、NO.51 ウェルネスパークの管理運営事業ですが、美津濃さんに指定管理をお

願いして、契約が２年か３年だったと思うのですが、赤字の状況と聞いております。私も、久しぶ

りに昨日行きまして、温浴施設を使わせていただいたのですが、利用者も少なくて、ジムも覗いて

みたのですが、ジムのほうも利用者が多くないという状況で、せっかく素晴らしい施設なのに利用

者数がもっと増えないかなというふうに感じました。この辺り、今後の見通しと言いますか、どう

していったらいいのか、美津濃さんとも話し合いとか企画とかあると思いますが、次の契約更新の

時に受けてもらえないということがあると大変だと思うので、その辺も後でご説明いただけたらと

思います。 

西本課長 

 NO.16 教職員の資質の向上のところで、ご指摘いただいた通りなのですが、実際になぜＢかと申

しますと、ある程度自分たちにも厳しくというところもあるのですが、その次の学力の向上はＡな

のですね。Ａというのは全国や県と比較するとそうなのですが、この中にも学力の定着が不十分な

子供たちもおりますし、例えば、小規模校であれば小規模校に応じたよりきめ細かさとか、学力に

ついては本当に、すべての子どもたちに定着をするというのが我々の目指すところでもありますし、

一人一人に応じたきめ細かな指導をしていくあたりについて、まだまだ頑張っていく必要があるの

ではないかと、概ね、結果から言うといい状況ではあるのですが、そういったあたりを反映してと

いうふうなところでご理解いただけたらと思っております。 

 NO.20 志の教育についてですが、今後の動きというあたりでご紹介差し上げたいのが、先般、マ
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スコミ等も取り上げておりましたが、教育長さんの発案で中学生起業家セミナーを、先般８月１７

日、１８日で行っております。いろんな企業の方に、中学校２年生を対象にお話とかいろんな経験

をする機会をこちらのほうで設けておりまして、その辺の感じたこと、また、思いをこちらにお示

ししております、柳井立志の教育の集いのおりに、代表の者１名にはなるのですが、志の大切さに

ついてご紹介いただくというふうなあたり、他の市にはない、自信を持って取り組める内容になっ

ているのではないかと思いまして、今後こういったあたりが柱になっていくといいますか、更に充

実していくのではないかというところでございます。 

 戻りますが、NO.16 教職員の資質の向上というところで、こちらについても、先ほど、志のとこ

ろで時習館というのもございましたが、中核となる教員を育てていくこと、それから、若手人材の

育成についても計画的な会議を設けておりますので、この辺を丁寧に行っていくことで、大量退職、

それから、採用がまた増えてくるという動きの中で、一人一人の教職員の技量といったもの、特に

授業改善を中核とした指導力の向上といったあたりは、常に求められているところでもございます

ので、そういったあたりも含めましてＢ評価としております。 

原田委員 

 県内でも、若手の先生の比率が柳井は特に高いということがあるのですか。 

西本課長 

 それはありません。 

原田委員 

 土曜日に、県の採用の時に、面接官で周南の校長先生とご一緒していたのですが、「柳井市は落ち

着いているので新採の先生が多いのではないですか」みたいなことを言われたのですが。 

桑原教育長 

 少なくはないですけど、取り立てて多いわけではないと思います。 

原田委員 

 比較的学校が落ち着いているので、新採の先生に経験を積ませるという意味で、柳井は預けやす

いみたいな、県の教育庁のほうであったりするのかなと思ったのですが。 

西本課長 

 退職者とか、その辺は計画的に地域の状況に応じてというところはございます。ただ、今のこと

踏まえてお答えするなら、若手を配置しても順調に育っていっているというのは、地域の良さとか

保護者の暖かい見守りとか、こういった要素は多分にあるとは思います。 

桑原教育長 

 規模的な問題があって、柳井小は毎年新採が付いていますけど、小さい学校は難しいので、毎年

柳井小みたいに配置する学校もあります。だからといって全体的に多いかというとそれはないと思

います。 

西原委員長 

 教職員の資質のところですが、結果的にはＢ評価ということですが、評価設定が高く設定されて

いるのではないかなと思っております。柳井市の教職員の皆さんは優秀な方が多いなという印象を

受けておりますので、更にレベルアップ、スキルアップしていただいたらと思います。退職される

先生も、今からたくさんおられるということですが、はやり、ＯＪＴもしっかりされて、継承され

るように、工夫をしていただきたいなと思っております。ですから、自己評価を高い設定にする、
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いわゆるＫＰＩを高く設定するということは、大きな意味で、高い志を立てるということが言える

かと思いますので、しっかり自助努力をしていただいたらと思います。 

桑原教育長 

 点検評価については、個人的には、施策があって事務事業の概要、概要が一つのねらいというか

目標になると思います。そして、次が実績、概要に対して実績がうまくいったかどうかということ

で評価が付くと。それから、成果と課題が書いてあります。だから、もっとこの評価の質を高くす

るということを考えた時に、何が指標であるかということは明確にしなければいけないと思います。

いろんな面でごちゃごちゃになっていますから、例えば、先ほど言ったような、教職員の資質の向

上は完全なソフトなのですね。授業力や個に応じた指導力の向上を目指して教職員の資質向上のた

めの研修を充実するということで、これの目標からいうと、なかなかＡは付けられません。だから、

常に課題があるので、付けるとしたらＡ（ダッシュ）ぐらいしか付けられない。他の内容も、実際

ねらいは何でそれがどう達成され指標としては、Ａが目的に向け順調に事務事業を達成できた。Ｂ

が８割ですね。ということは、Ａは９割以上ということになるのですかね。９割、８割、Ｃが５割、

Ｆはいらないということ。Ｆはないのですが、Ｃは５割なのでなかなか付けないと思うのです。Ｂ

が８割ということを考えたときには、何が８割であったかということは、本来ならもっと明確にす

べきかなと思います。それでないと今のようなハード事業、予算が伴って、予算が全部執行できて

うまく予算が上手に配分できて執行できたからＡであるというような視点が主なものもある。先ほ

ど言ったようなソフト面だけの研修を行うということになれば、なかなかＡまではいかないという

こともあるので、その辺については事務事業の概要の書き方について、もうちょっと明確にすべき

かなというふうには感じています。 

西原委員長 

 評価基準ですが、あらためて考えてみますと、ＡとＢしかないですね。今、言われたように８割

以上が目的を達成しているということで、非常にいい評価ではないかなと思います。ひとつひとつ

のカテゴリーの中で、どのように評価していくかという事を明確にするためには、細かい項目が必

要かと思います。全部同じような形にはできませんので、評価の算定方法も、今後詳細的に考えて

いく必要があるのではないかなと感じました。 

原田委員 

 定量化できる目標とできない目標がありますから。 

桑原教育長 

 教職員の資質の向上はずっとＡは付かないと思いますけど、８割いったということは高評価であ

ると捉えなければいけないと思います。 

河岡委員 

 人材育成講座の時習館という話が出たのですが、こちらに参加する先生というのは何か対象が決

まっているのでしょうか。それとも希望者ですか。 

桑原教育長 

 ４０代の先生が中心です。 

河岡委員 

１２人というのは多いのでしょうか少ないのでしょうか。 

西本課長 
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 中核となる教員ですから、柳井市の学校が１５校ありますが、その中でも規模の大小もございま

すし、関われる度合、内容、密度を考えていきますと、適切な人数かなとは思います。 

桑原教育長 

 これは希望ではありません。基本的に教育委員会と校長で抽出をして次のリーダーを育てるため

の時習館なので、最初は希望にしていましたけど、４０代中心に次の指導主事や管理職とかを目指

すべき人材としてやっていますので、人数はこのぐらいが適当かなと思っています。 

西原委員長 

 希望ではないということは、校長先生からの推薦ですね。 

原田委員 

 学識経験の方のご指摘もあるのですが、いじめ問題について、早期発見、早期対応に努めてほし

いということで、NO.11 個を生かす生徒指導の充実、こちらに週１回のアンケート調査を実施する

とあるわけですが、これが形骸化しないようにというような調査のための調査になってはいけない

というご指摘もあったと思うのですが、やはり、この１、２か月、いじめ問題が、中学生の自殺と

いう問題もありましたし、このいじめの問題というのもずっとあることなのですが、これを毎週毎

週ずっとやり続けるということが、形骸化していかないかなというのは心配な部分だと思います。

それが機能しているのかどうかということも気になりますし、いじめの認知件数が、絶対数でいう

と柳井市は非常に少ないというお話があったのですが、この数字をみますと、小学校のいじめ認知

件数が１０件で、前年、前々年に比べると倍以上に増えているというあたりがちょっと気になるか

なという感じなのですが、ここらあたりについてご説明いただけたらと思います。 

西本課長 

 最初の形骸化していないかというご指摘のことについては、この夏季休業中に生徒指導の担当指

導主事が、それぞれの学校を訪問して、アンケートの現物を見て、どんな状況でやっているかなど、

担当同士の協議をする場を設けています。もちろん工夫とか内容の充実については、こちらからも

情報発信をしていきたいとは思いますが、そういったあたり確実にやっていって、その資料を蓄積

していくということも大事なことですから、その辺の点検は現在行っているところでございます。 

 認知件数については、結局、学校がどのようにいじめを捉えるか捉えないかといったところもあ

るところですし、上がってきた数と実際の状況等を確認しながら点検をしていくというところが最

も大事なところで、その辺を保護者と状況を共有しながら、結局、数とか認知するかしないかでは

なくて、その改善に向けてどういった取組みをしていくとか、情報共有の場をどういうふうに持っ

ていくとか、建設的な取組みをしていくことが最も大事なことだと思っておりますので、若干増え

てはおりますが、その辺、状況を見守っていく必要があります。その辺については、校長、各学校

の管理職と意識を共有していくといいますか、個人でこれはいじめだというのではなくて、感度と

いうか、その辺りを精選していくことが大事なことだと思っております。 

桑原教育長 

 アンケートは注目されていますけど、アンケートをすることによっていじめを防止するのがメイ

ンではありません。あくまでも、子どもが教師のほうに伝える手段としてのひとつとしてあるので、

これが形骸化するというよりも、そういう視点ではなくて、あとは生活ノートで教師と子どもは１

対１でノートを出しています。柳井市としては集団づくりをしっかりしてくださいということもや

っていますし、子どもたちの人間関係というか、それを中心にやっています。それから、学校によ
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ってそれぞれケース会議や、細かい情報交換をしています。これが意外とこの間も注目されたので

すが、アンケート調査を週１回するということだけでやっているのではなくて、あくまでも、子ど

もが訴える場がそこにあるということで理解していただけたらと思います。 

河岡委員 

 保護者の視点からなのですが、このいじめ認知件数なのですが、私から見ると今年度の小学校１

０件というのは、こちらのほうがどちらかというと正常で、４件しかないというのは、どちらかと

いうと少ないのではないかという気がします。逆に私は好意的にとるというか、ちょっとでも問題

が起こったら学校内で伏せてしまわずにあげていってくれているというか、それをちゃんと問題意

識化して学校が対応しているという数字ではないかなと思いますので、これは逆に前向きに取り組

んだ結果数字が大きくなっているのではないかと感じます。 

また、先ほどから出ているアンケート調査ですが、確かに子どもたちは口をそろえて、いじめら

れたら絶対これには書かないと言っていて、書いたら先生に伝わって、逆にややこしくなって、本

当のいじめの時にこれに記入しないということを子供たちは皆言っているので、そうなるとますま

す先生方が大変になるかとは思います。いじめの初期の段階は大体書くみたいですが、深刻化して

くると絶対書かないということで、先生によってはもう落ち着いたと解釈される方もいらっしゃる

かとは思うのですが、仕事の多い中、先生方はすごく大変だとは思うのですが、何かちょっと気に

なることを書いた子どもがいたら、その子はずっと継続的にみていただいて、いろいろなパターン

でいじめのチェックをするなどの工夫をしていただけると、保護者としては非常に安心感かなと思

います。 

桑原教育長 

 いじめの認知件数につきましては、大きな問題になった時に、ある県がものすごく増えた、ある

県は少なくなったというのは随分議論になったと思います。今、委員言われたように、ごく初期と

か深刻な問題ではないようなレベルの時は出てくるけど、深刻な問題とか、そこから深くなってく

るときは言わなくなるということになる。そこが問題なので、先ほどのアンケートも書かなくなっ

たから分からなかったのではなくて、先生方が、情報交換とか学級づくりとかいろんな場面で観察

していくということをしないといけない。アンケート調査に出てくるのは初期的なものは出てくる

可能性はありますが、本当に深くずっと継続して大変なことになりそうなことについては以外と出

なかったりすることについては知らないこともあるかと思います。 

 もう一つ、いじめということについては、教育会では、いじめというふうに簡単にくくっていた

だくと本当は困る。いじめという定義がものすごく幅広くなっていますので、これは学校現場とし

てはとても困っています。小さいことでもいじめ、深刻な分もいじめというふうな、いじめの幅が

広すぎてしまう。それで一言でくくってしまうということについてはどうなのかなということの学

校の苦慮はあると思います。この数字の中にいろんな１件１件のケースがありますが、柳井につい

ては、ほぼ解決しています。 

西原委員長 

 件数という数値で見た場合はアップしているけど、それは見方によってはいい傾向といいますか、

正直に情報が出ていると思います。アンケートと言うのは一つの情報交換のツールとしてうまく活

用すれば効果が出ている、成果が上がっているという見方もありますので、その、件数にとらわれ

るのでなく、やはり、いろんな課題が上がってきた時に、その問題をどう解決していくかというそ
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のプロセスをみんなで一緒に考えていく、共同で取り組んでいくというところに意義があるのでは

ないでしょうか。 

原田委員 

 アンケートの内容なのですが、先ほど河岡委員さんが言われた、深刻化してきたら本人は書かな

い、書きたくないというふうになるのだと思うのですが、クラスの中には正義感の強い子がいて、

あの子がいじめられていると言ったら、何とかしないといけないという正義感から、自分が当事者

でなくても書くというようなアンケートになっているのでしょうか。 

桑原教育長 

 様式は学校に一任しています。 

原田委員 

 本人は書きづらいですよね。周りからの情報も先生のところに入るような、道徳の授業であった

り、学活の授業であったり、学級経営というのを担任の先生方はされているわけですから、困って

いる子を助けようとか、思いやりであるとかというようなことがベースにクラスの中にあれば、必

ず情報というのはこのアンケートで引っかかってくると思います。 

桑原教育長 

 学校でのアンケートの保存については、１年終わったらいいとは思うのですけど、一応、パッと

見て担任が捨てないようにという指導はしています。振り返ってみて、ここで訴えたとかいうのが

すごく重要なことなので、再度またそういうことも伝えなければいけないかなと思います。 

西原委員長 

 アンケートが上がってきたものに対して、フィードバックといいますか、何らかの形でこういう

内容のものがあるというのは開示されるのですか。 

桑原教育長 

 学校一任です。それを教育委員会へ毎月あげなさいということはしません。学校ではいじめ対策

協議会を設置していますから、それにかけた案件について上がってくるのかなと思います。 

原田委員 

 相談しやすい雰囲気が大事ですね。子供も抱え込んでしまいやすいし、学校側も抱え込んでしま

いやすいということではいけないので、オープンに、教育委員会にも相談しやすいような体制とい

うか、サポート体制みたいなのが求められているのかなという気がします。 

西原委員長 

 そういう意味では教育委員会としても、指導主事の先生が学校訪問されており、全体的な義務教

育のスキルアップを目的に、延べで８４８回の訪問実績がありますが、これはすごい数だと思いま

す。それだけ足を運んでサポート、フォローをされているというふうに思う訳なのですが、こうい

ったフットワークの良さがこの成果というか評価に表れているのではないかなと思います。あれだ

け回数訪問され、ちゃんと現場に行ってフェイストゥーフェイスでお話をされる、対話をされると

いうことは非常にいいことなのですが、一方で、業務がタイトになる等、キャパの問題が懸念され

るのですが、その辺は大丈夫ですか。 

西本課長 

 平郡東小は船に乗らないといけないのですが、柳井の規模は利点とは思うのですね。それぞれの

学校の距離が近いと、８４８回というのも、例えば、周南市で言えば、市の面積が大きいところは
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行き返りも随分時間がかかりますが、柳井市の場合は何かあったらすぐ行って一緒に共有できる、

これは確実なメリットなので、そのメリットは生かしながら、もう一点の業務改善のところはもち

ろん進めていきたいと思います。 

西原委員長 

 昨年より相当回数が増えていますので、ちょっとその辺が懸念されましたので。 

 先ほど給食の関係の質問がありましたが、地産地消率が昨年より下がっているということですが、

要因は何かありますか。 

木元部長 

 ２５年度が２５％で、実際下がっているのですが、その前２４年度は２０．６％で、逆に２５年

度が非常に高かったという状況でございます。これは、野菜を重量比で計算しておりまして、給食

センターが使う野菜の内、市内産が重量比で２０％ということでございますので、やはり、重たい

野菜がたくさん入るとぐっと上がりますし、逆に重たい野菜、玉ねぎとか、サツマイモとかジャガ

イモとかが市外産を使うと下がってしまうという数字のマジックがありまして、たまたまこういう

結果になっております。 

西原委員長 

 数量ではなくて、重量なのですね。 

木元部長 

 葉物の野菜なんかは、白菜とかは軽いのですが、根野菜といますかジャガイモ、サツマイモはな

かなか市内産が少ないものですから、その辺、地産地消が進まないところです。 

西原委員長 

 比重差があるということですね。 

木元部長 

 玉ねぎなどは日積等で作っていますので地産地消率高いのですが、ジャガイモ等はどうしても柳

井ではあまりできないということです。 

河岡委員 

 給食のメニューも工夫されていまして、地産地消の地元の農産物を使おうという週間があります

よね。いろいろ工夫して美味しい給食だと思います。 

桑原教育長 

 実態は、入れたいけど数が揃わないのが現状のようです。 

木元部長 

 学校給食会も個人の方のかたまりといいますか、あいさいの里とか入っておられますが、他の方

は個人の方が多いので、揃わないということがありまして、ジャガイモとかはよく使うのですが、

市内では確保できないと思います。 

西原委員長 

 以前、合併前とか自校式の時には規模が小さいので、地域の方が、野菜が取れたのでということ

でご提供されたりとかということもありましたが、センターになると規模が大きいですからね。 

それと、月性関係ですが、関係者の一人として非常に言いにくいところもあるのですが、月性関

係につきましては、花燃ゆの影響もありまして、やはりいろんな面で相乗効果は出ております。顕

彰会のほうとしても、自助努力しながらＰＲ活動を推進しているわけなのですが、一方、NO.40 大
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畠郷土民族資料館の関係のところで、ここの入館者数だけ見たときには非常に複雑な感じがします。

現状を言いますと、月性展示館と間違って、民俗資料館のほうに入館される方が散見されます。従

って、例えば、白壁学遊館の中にも民族資料館がございますが、その辺とうまく連動しながら、い

い意味でシナジー効果を出していけるような方法があればいいかなと思っております。 

また、もう一つは、月性展示館と民俗資料館をうまくリンクさせて、総合的な利活用と言います

か、施設全体の活用性というものを踏まえて見直し改善を図っていく時期かなというふうにも思い

ましたので、今から検討していかなければいけないと思っております。 

山中課長 

 先ほど原田委員から、耐震化で２７年度末はどうかというご質問があったのですが、２７年度の

事業で柳井小学校の屋体、新庄小学校の屋体及び第１校舎を改修改築しております。この３棟が完

成しますと９４．５％となります。 

桑原教育長 

 民俗資料館等については、実は、むろやの園、茶臼山古墳について、学校でそういうところに連

れて行くような企画をしているのかどうか調査しようと思っています。ちょっと指摘を受けました

ので、例えば、柳井小学校は近くなのに１回も来ないと。むろやの園だけではなくて、学遊館もそ

うですし、西蔵もそうですし、西蔵に行って柳井縞の体験をするのを企画するかどうかというのも

一つあるのですが、市内の学校が、例えば、郷土の学習をする上で、むろやの園は行ってほしいで

すし、茶臼山ももちろん行ってほしいと思うのです。柳東小学校は遠足でいくとか、少し意識して

いただこうと思っていまして、過去３年間に行ったことがあるか、学校行事で行ったことがあるか

どうか調査をしてみて、少し考えなければいけないかなと思います。例えば、むろやの園さんに柳

井小学校の５年生が必ず学期ごとに行きますから、例えば、団体割引がどのくらいできるかとか、

地元割引ができないのかとか、交渉してみて、受益者負担で行くとか、そのようなことも考えてい

ったほうがいいのかなと思います。意外と来ないと言われています。１昨年、むろやの園で中学生

と生徒会をやったのですが、あの時も中学校２年生とかも始めてきたという生徒のほうが多かった

ので、意外と行かないのですね。個人で５００円お金を払って行くかというと意外と行かないので、

これは少し考えなければいけないかなということは思っています。大畠の資料館も含めて、小中学

生については、必ず中学校を卒業するまでに、１回は行くように考えていかなければいけないかな

と思っています。 

西原委員長 

 確かに、大畠民俗資料館も合併前は社会見学で３校が行っていましたけど、最近はほとんど来ら

れていないというのが現状です。月性関係については一般の方は興味を持っておられますので、例

えば、小学校であれば、小田小学校は展示館のほうに毎年社会見学で来られますし、市内小中学校

１５校が、志の教育の一環として見聞を広める意味でも見学されれば、また、印象が違うのではな

いかなと思います。先ほどの、志の教育も、教育委員会のほうとしては一生懸命取り組んでおられ

るわけなのですが、Ｂ評価だった訳ですね。知見のコメントも今後も取り組んで続けていただきた

いというコメントがされていますように、やはり、吉田松陰も全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、立志ということを強く言っておりますので、やはり、一気にということに

もいかないと思いますが、徐々にブラッシュアップしながら内容を充実していったらいいのではな

いかなと思っております。 
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河村課長 

 先ほど美津濃の指定管理のご質問を受けまして、実は、指定管理のほうは２４年度からというこ

とで５年ということになっております。２６年度は３年目ということで、実は１年目、２年目は先

ほどおっしゃったようにすごく赤字が出ておりまして、３年目に、美津濃の本社から部長がこられ

まして、３年目は大変うまくやっているということで、実際支配人もいらっしゃるのですが、赤字

もかなり少なくなりまして、逆にお褒めの言葉をいただきました。いろいろ工夫されておられまし

て、なれる部分もあるのですが、実際利用者についても数字が上がっておりますが、平均、昨年と

少し増となっていると思いますが、市内のアデリーや中国電力や民間どうしで美津濃と提携されて、

福利厚生の関係で割引をされたりして、従業員については減額して利用できるということもやって

おりまして、その負担についても福利厚生の部分から会社が出せるという形で、その辺もかなり工

夫されていますので、利用数のほうも落ち着いてきているという状況でございます。それから、ス

ポーツ教室等も、サッカー教室とかフィットネスを利用した教室とか、プールを活用してもスポー

ツ教室も積極的にやられておりまして、その辺でも利用のほうは前よりも上がってきているという

ふうに感じております。やはり、お風呂のほうは、入れ墨問題も抱えていまして、その関係で減っ

てきている状況でありますし、苦情も受けていまして、条例上必ず排除できないというところがあ

りまして、その辺は苦戦をしているというところではあります。それと、光熱水費等も節約されて

おりまして、管理部門でも草が伸びているとかいろいろあるのですが、年間、計画的には提示して

いただいて、苦情がありましたらお互いに情報交換しながらやっている状況ではあります。やはり、

あれだけ大きい施設ですので、なかなか管理については当初からの経費が莫大あればよかったので

すが、ぎりぎりの状況で運営をされているということではあります。今後も、来年、再来年、あと

２年ありますが、来年度についてはまた、審査をしていくといいますか、募集をかけるということ

になりますので、今年度がどういう形での運営になるかというのは状況を見守っていくということ

で対応したいと思っております。 

原田委員 

 今が４年目になるのですか。 

河村課長 

 ４年目です。５年目の来年の９月ぐらいには、また、公募していくことになると思います。 

原田委員 

 ３年目で黒字になっているのですか。 

河村課長 

 黒字にはなっていません、トントンよりも若干赤字です。 

原田委員 

 今年は４年目になってどうなのですか。 

河村課長 

 昨年の状況から行きますと、年々良くなっているということでは聞いております。プールの関係

は、地元の柳井スイミングとの関係がありまして、水泳教室というのはいけませんという条件があ

りました。スイミングさんとも私たちも間に入って水泳教室以外のことで、遊びとかもできないか、

フィットネスと兼ね合わせての教室ができないかということで、いろいろ提示を直接されていると

いうことなので、その辺の利用についてはかなり工夫をされていると感じております。 
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原田委員 

 民間の考え方で一生懸命工夫をされて、だんだん良くなっているという感じなのですね。 

桑原教育長 

 よくなっていると思います。キッズの陸上の教室もやられたり、サッカーもやられたり、サッカ

ーはチームではないのですけども、サッカースクールみたいな感じで試合はそんなにありませんけ

ど、きちっとした教室をやっておられますし、環境の整備もよくやられていますし、時々草が生え

ているがとは言われますが、いつも短いということは無理なので、伸びたときに文句を言ってくる

人がいるのですが、職員中心にやられていますから、それは仕方がないと思います。 

原田委員 

 物販といいますか、フィットネスの用具も販売されたり、工夫されているなとは思います。 

桑原教育長 

 外回りは工夫されていますが、水泳、プールで泳ぐ人口が増えないので。 

河岡委員 

 プールの使用料はどうなのですか。 

河村課長 

 使用料はそのまま７２０円です。それ以下で設定することはできるのですが。 

河岡委員 

 プールを利用した人は、また、お風呂は別料金ですか。 

河村課長 

 別料金になります。 

河岡委員 

 結構それがよく話に出てくると思いますけど、玖珂のグリーンオアシスは、プールを利用した人

はお風呂は無料で利用できるということですが、高いと利用しにくいと思います。 

西原委員長 

 太陽光発電があるのではないですか。 

河村課長 

 ありますが、凄く発電できるというものではありません。どうしてもボイラー中心になりますの

で、灯油が高くなれば高くなるほど厳しい状況で、去年とかすごく高い時がありましたが、その時

はすごく苦戦をされているということで、冬場にプールの水を抜くのも時期を考えられたりして工

夫をされているので、光熱水費のほうも節約できるということで聞いております。 

河岡委員 

 例えば、柳井市民は少し料金を割り引くとか、よく話を聞くのが、あそこのプールは高い、柳井

は高いということを聞くので、高いから利用しなくて利益が出ないよりは、多少下げて、その兼ね

合いが難しいとは思いますが。 

河村課長 

 それは、また、そういう意見を美津濃のほうにもお伝えしたいと思います。 

西原委員長 

 にこにこ健康づくりとタイアップしてお互いに共同ですれば、色んなアイディアなり形が出てく

るのではないですか。 
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河村課長 

 にこにこも市の担当課と契約されて、使用されていると聞いています。 

西原委員長 

以上で質疑を終結いたします。 

これより採決を行います。本案は、討論省略のうえ採決を行いたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なし。） 

西原委員長 

ご異議なしと認めます。お諮りいたします。議案第２２号は、原案のとおり可決されました。 

 暫時、協議会といたします。 

（午後３時００分 協議会） 

 

（午後３時１０分 再開） 

西原委員長 

 協議会を閉じて本会といたします。 

 以上で、全議事日程を終了しました。 

 本日の会議は、これをもって閉会といたします。 

 

 

（午後３時１０分 閉会） 
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