
1 会議名   平成 30年度 第 1回総合教育会議 会議録

2 開催 日時  平成 30年 7月 6日 (金 )午前 H時 ～午後 12時

3 開催場所   6階 議会会議室

4 出席者 市長 福田 良彦

教育長 守山 敏晴

教育長職務代理者 西村 宏

教育委員 村尾 利勝、牧中 マ リコ

5 欠席者   教育委員 廣田 登志子

6 説明のため出席 した者

教育次長 山口 妙子

学校教育課長 大谷 弘喜、主幹 村上 和枝

青少年課長 (教育セ ンター所長) 嶋岡 博昭

文化財保護課長 (岩 国徴古館長) 三浦 成寿

生涯学習課長 (中 央公民館長) 原 田 広子

中央図書館長 中本 佳孝、科学セ ンター館長 森本 敦彦

英語教育推進室長 熊 田 恵美、次長 永木 健一

7 事務局

教育政策課長 重岡 章夫

施設班長 兼 田 義浩、政策班長 光井 国康

政策企画課長 石橋 誠

8  協議事項

平成 30年度主な取 り組み (教育関係施策)に ついて

会議の大要

教育政策課長

市  長

教育政策課長

教育長

定刻にな りま したので、平成 30年度第 1回岩国市総合教育会議を開催

します。それでは、開催 にあた りま して、福 田市長 にご挨拶をお願い し

ます。

皆 さん、こんにちは。本 日は、大変お忙 しい中、平成 30年度第 1回岩

国市総合教育会議にご出席いただきあ りが とうございます。この総合教

育会議は、教育委員会制度改革の一乗 として、全ての地方公共団体に設

置す ることとされたものです。岩国市では、平成 27年 5月 に第 1回 目

の会議 を開催 し、今回で 7回 日にな ります。 この度 は、新たに就任 され

た守山教育長をは じめ、教育委員の皆様 とともに、平成 30年度の教育

関係施策について、主要事業の進捗状況 と、今後の取組みなどを中心に、

意見交換を行いたい と思います。皆様 と充分な意思疎通を図 り、同 じ方

向性 をもつて教育行政 を推進 していきたい と考えてお りますので、よろ

しくお願い し′ます。

続 きま して、新たに就任 された守山教育長 ご挨拶をお願 い します。

皆 さん、こんにちは。 6月 28日 付けで、佐倉前教育長の後任 として、

教育長 を拝命いた しま した守山でございます。よろ しくお願いいた しま
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教育政策課長

市  長

教育政策課長

す。本 日は、大変お忙 しい中、総合教育会議 を開催 していただき、あ り

が とうございます。 さて、総合教育会議は、市長 と教育委員会が、教育

の諸課題や教育のあるべき姿などについて、協議・調整す る場でござい

ます。 この度は、平成 30年度の教育関係施策の主な取 り組みが議題 と

なつてお り、主要事業の進捗状況 とその課題や、今後 どのよ うに取 り組

んで行 くか、などを中心に意見交換 を行 う予定 となってお ります。教育

委員会 としま しては、教育政策の方向性 を市長 と共有 し、各種事業を計

画的かつ効率的に取 り組んで行 きたい と考えてお りますので、よろ しく

お願いいた します。

それでは、議事の進行につきま しては、岩国市総合教育会議運営要綱第

4条第 3項により、市長にお願いいた します。市長、よろ しくお願い し

ます。

それでは、お手元に配布 してお ります次第にそつて、協議 を進 めていき

たい と思いますので、ご協力をお願 い します。議題、平成 30年度の主

な取 り組み、教育関係施策について、協議 しますので、説明をお願 い し

ます。

教育政策課です。は じめに、小学校低学年 トイ レセ ミリフォーム事業で

す。継続事業にな ります。今年度は、麻里布小学校について、工事を実

施 します。次の学校施設長寿命化計画策定事業は、新規事業にな ります。

今年度は、学校施設の実態把握及び整備基本方針を策定 します。来年度

は、本業務の成果をもとに、学校施設長寿命化計画 を策定す る予定に し

ています。次の玖珂小学校プール整備事業は、継続事業にな り、今年度

がプール新設工事にな ります。財源 に、文部科学省の国庫補助金 を予定

していますが、いまだ内定が出てお らず、非常に厳 しい状況にあ ります。

これは、全国で実施す る事業のボ リュームの方が、文部癬学省の当初予

算 より大きいので、耐震化事業等の緊急度が高い事業か ら予算配分 され

てい く結果、プールなどの事業は、採択 されにくい、とい う状況がある

ためです。なお、地方債には、有利な財源である合併特例債 を活用 しま

す。次の東小・ 中学校校舎建設事業は、継続事業にな ります。今年度、

来年度の 2ヵ 年で、校舎等の建設工事を実施 します。 2ヵ 年の校舎等建

設工事費は、建築工事、電気設備工事、機械設備工事、合計で 57億 6,307

万 5千 円を、教育政策課分 として計上 しています。こども支援課分の放

課後児童教室は除外 しています。なお、今年度の校舎等建設工事費は、

工事前払金 として、工事費の 4割の金額 を計上 してお り、建築工事、電

気設備工事、機械設備工事、合計で 23億 523万 円を、教育政策課分 と

して計上 しています。財源には、防衛省 と文部科学省の国庫補助金 と、

合併特例債を活用 します。次の御庄小学校プール整備事業は、新規事業

にな ります。今年度は、実施設計 と地質調査 を実施 します。プール整備

工事は、来年度に実施す る予定です。なお、地方債 には、合併特例債 を
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学校教育課長

活用 します。次の旧藤河中学校校舎解体事業 も新規事業になります。今

年度に旧藤河中学校の実施設計 と解体工事を実施 します。来年度は、跡

地に、文化財保護課が、シロヘ ビ飼育施設 を整備す る予定になつてお り

ます。次に、小学校非構造都材耐震化事業ですが、これは、継続事業に

な ります。岩国小学校の講堂について、天丼や非構造都材の落下防止対

策工事 を実施 します。財源には、文都科学省の国庫補助金 と合併特例債

を活用 します。最後に、中学校非構造部材耐震化事業です。これ も、継

続事業にな ります。岩国中学校、灘 中学校、周東中学校、錦中学校、川

下中学校の 5校の講堂について、天丼や非構造部材の落下防止対策工事

を実施 します。財源 には、文部科学省の国庫補助金 と合併特例債を活用

します。以上です。

学校教育課です。それでは、学校教育課 2ページ上か らお願い します。

まず一番上の小中学校学校給食運営事業です。予算額は、 6億 98万 8

千円です。平成 30年度か ら学校給食運営基金を活用 し、市立小中学校

の学校給食費の無償化 を実施 してお ります。次に 2段 目の小中一貫教育

推進事業 (国 委託事業)です。平成 28年度か ら国の委託事業を受け、3

年間で、「岩国市小 中一貫教育」の体制 を確立す る取組です。指定を受

けたモデル校 8校 は、着実にその歩みを進 めてお り、各校 に於いて、「め

ざす子供像の共有」。「小 中連携の深化・充実」。「柱 となるカ リキュラム

の作成」。「学校運営協議会な どの合同開催」などに取 り組んでいます。

学校教育課では、これまで作成 した 「基本計画・基本方針」・「ガイ ドラ

イン」。「Q&A集 」。「リーフレッ ト」等を、教職員の研修や保護者説明

会等で活用 しています。モデル校以外の中学校区において も、「めざす

子供像」を共有 し、検討都会 を立ち上げて計画を進めた り、カ リキュラ

ムの作成 について研修 を進めた りしています。次に 3段 目の小中一貫教

育推進事業 (市単独 )です。校区内すべての小中学校の教職員が一堂に

会 し、研修す ることは大いに意義があ り、小 中連携が強化 され、教職員

間の相互理解が進み、子供の学力観 。指導観・評価観が共有 され、授業

力が向上 し、子供たちの学力向上につながると考えてお ります。一校あ

た り35,000円 を計上 してお ります。 3ページをご覧 くだ さい。 1

段 日の小 中学校 日本語指導支援員配置事業 〔再編関連特別地域整備事

業〕です。本事業は、 日本語が話せない、または、 日常会話程度 しかで

きない外国人子女に対 して、学校への適応 を図ることを目的に していま

す。具体的には、授業中に当該児童のそばに寄 り添つて 日本語のサポー

トをした り、必要に応 じて個別の取 り出 し指導によつて 日本語の基礎・

基本を教 えた りす る活動 を しています。当該児童にとつて支援員が学校

で生活す る上で安心できる存在 になつてい ることが本事業の大きな成

果であると捉 えています。平成 30年度 嘱託職員 5名 を配置予定 (～ 8

月 :2名 、9月 ～ :5名 )です。 2段 目の教員業務アシス子タン ト配置事業
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英語教育推進室

教育セ ンター長

です。教員の長時間勤務 を是正 し、学校の指導 。運営体制の さらなる充

実を図るため、学校の事務的業務を補助す る教員業務アシスタン トを配

置 しています。平成 30年度は、非常勤嘱託職員 10名 を配置 してお りま

す。 3段 日の 「教科等の本質的な学びを踏まえた主体的・対話的で深い

学びの視点か らの学習 。指導方法の改善の推進事業」です。平成 32年

度以降の学習指導要領の方向性か ら、全ての学校・教師が主体的 。対話

的で深い学びの視点か らの授業改善に円滑に取 り組む ことが必要 とな

つてお ります。そのため、学習 。指導方法の開発、優れた授業実践や校

内研修の実施に取 り組む とともに、その成果の普及 を図るための実践研

究を行います。平成 30年度指定校は麻里布 中学校、麻里布小学校 とな

つてお ります。 4段 日は、基地を活用 した英語教育推進事業です。 これ

については、英語教育推進室長か ら申し上げます。

英語教育推進事業です。本年度創設の 「英語教育推進室」での取組 につ

いて説明いた します。 グローバルな視点をもつた人材の育成 をめざし、

これまでの取組 を見直 し、より組織的・計画的に推進す るために、岩国

市の英語教育の指針 となる「岩国市英語教育推進計画」を今年秋頃まで

に策定す る予定で、すでに取 り組んでお ります。また広い視野か ら方向

性や実施 内容 について協議 してい くために、広島大学教職 大学院准教

授、小中学校長、小 中学校外国語活動・英語担当教諭 を含む 「岩国市英

語教育推進委員会」を立ち上げ、第 1回推進委員会 を 5月 29日 に実施

しま した。第 2回 日は 8月 30日 を予定 しています。10月 1日 には、「岩

国市英語教育推進 フォーラム」を実施 します。 このフォー ラムでは、文

都科学省 教科調査官によるモデル授業 と市長・教育長・大学教授・教

科調査官によるパネルデ ィスカ ッシ ョンを予定 してお ります。また、小

中学校の外国語活動・英語担当教員に向けた研修会についても各種実施

しています。学校で身につけた英語力や コミュニケーションカを活用す

る場 である体験活動 といた しま しては、 日米合 同スポー ツ交流  in
IWAKUNI、 岩国市イングリッシュキャンプ、ワンデ ィ・イング リッシュ・

キャンプ (由 宇 中校 区)、 日米交流 コンサー トが実施予定 となってお りま

す。また検討 中の体験活動 といた しま しては、 日米学校間交流・基地内

親子ツアーがあ ります。体験活動については、基地の人材 を効果的に活

用 しなが ら実施 したい と考えてお ります。次年度に向けては、英語技能

検定等の受験の助成 と ALTの 中学校での時数の増加、山口大学 との連携

等を検討事項 としてあげてお り、本年度の取組 を進化発展 させていきた

いと考えてお ります。このよ うな内容で岩国市の英語教育を推進 してい

きます。以上です。

教育セ ンターです。現在、本市の各小中学校は、ホームページ作成 ソフ

ト(ホ ームページビルダー等)を使い、それぞれ学校独 自にホームページ

を作成 している状況です。そのため、情報担 当者によ り内容や更新回数

4/12



生涯学習課

中央公民館長

に差が出てお り、平準化が図 られていません。そこで、業者委託により

ホームページシステムの構築を行 うとともに、クラウ ド対応によリセキ

ュ リテ ィを確保 した情報発信が容易なシステムの導入をすすめていき

ます。また、新ホームページシステムの導入により、ホームページ作成

や更新が一部の担 当者 に偏 ることなく誰でも簡単に作業できることで、

教職員の負担軽減 を図か ります。そ して、やまぐち型地域連携教育を推

進 し、小中一貫教育の充実にホームページが役立つ ことを期待 していま

す。

生涯学習課です。「とどける」家庭教育支援事業について説明 します。

今年度、平田中学校 区において、学校 を拠点に、不登校支援を中心 とし

て、地域の支援員による家庭訪問を実施 します。支援員が、保護者の話

を聴 き、必要に応 じて専門機 関に橋渡 しす ることで、家庭の自立 と課題

解決につなげます。また、地域の公共施設で定期的にサ ロンを開設 し、

保護者の不安や悩みに寄 り添 う相談体制の充実を図 ります。さらに、こ

の事業 を保健福祉部局等の関係機関 と連携 し、岩国市全体での展開を検

討す ることで、切れ 日のない子育て支援、家庭教育支援体制の構築を推

進 します。訪問型家庭教育支援事業の取組について ご説明いた します。

昨年度は、この事業の 2年 目の実施についてこの場で説明 させていただ

いた ところで ございますが、今年度は 3年 目とな り、モデル事業の最終

年 とな ります。今 日の子供 を取 り巻 く社会情勢に、人 口減少に伴 う少子

化があげ られ、子供の問題 としてい じめや虐待 といつた痛ましいニュー

スが後 を絶ちません。その背景に、子育て世代の家庭の抱 える課題が見

えてきます。そ こで、「子育てす るな ら岩国で」のキャッチフレーズの

もと、本課では、この 「とどける」家庭教育支援事業で積み上げた実績

や成果 をモデルに全市展開 していきたい と考えてお り、今年度はその地

盤作 りも併せてすすめる年 と考 えています。 目的は、「家庭の孤立化 を

防ぎ、学びの場や相談の場などに足を運ぶ ことが難 しい保護者に対 し、

地域の人材を活用 した家庭教育支援チームが寄 り添い、支援を届けるこ

とで、家庭の安定を図 り、保護者への支援 を通 じて子供の育ちを支えて

い くこと」としています。チーム員の役割 としては、保護者の悩みや不

安に寄 り添い、傾聴す ることで孤立家庭の早期発見、不安や悩みの解消

につなげ、登校渋 りや不登校、引きこもりがちな児童生徒 を学校につな

げることです。また、課題が重篤な場合は、スクール ノー シャル ワーカ

ー等の助言を受け行政等の専門関係機 関へ橋渡 しを します。現在展開 し

ている平 田中学校 区では、学校の教員 OBや保育± OB、 保健師、民生児

童委員など、6人 の方が支援員 として活動 しています。(チ ームの名称は

「平 田の子 どもたち元気応援チーム」です。)支援員は、支援の入 日と

して、小 中学校 と連携 して学校を拠点に、家庭訪問を行い、保護者や児

童生徒の支援 を実施 します。学校側の窓 日は教育相談担当の生徒指導主
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任の先生が中心 とな ります。家庭 とのきっかけづ くりは、学校の先生か

ら家庭に対 して、「地域にこうゆ う役割の方がい らつ しゃいますが、お

話 してみませんか」 とい う形で、つないでいただいた り、支援員 自身の

地域ネ ッ トワークでつながった りして支援に入つています。支援員は 2

人体制で家庭 を訪問 し、傾聴の姿勢で保護者の困 り感 に寄 り添 う形でお

話 しをお聞き した り、保護者の了解の下、児童に登校を促 し一緒に登校

した りしています。登校渋 りの子供が登校 した時に、校内で児童生徒の

対応 をす ることもあ ります。また、学校の依頼 を受けて、プ リン トを家

庭に届けた り、宿泊研修や修学旅行の荷物を保護者や子供 と一緒に準備

した り、「がんばったねカ レンダー」を作成 し、登校意欲 を沸き立たせ

るよ うな様々なアイデアを出 して支援を行つています。最終的には、家

庭の 自立を目指 してお りますので、保護者や子供が良好な状態になると

支援は終わ ります。支援を行つた家庭の情報は、学校 と共有す るため、

記録に残 し、担当の先生に伝 えた り、相談担当の先生が確認できるよ う

に しています。家庭の課題が経済的な困難や就労に関わること、保護者

の精神的な疾病などの場合は、継続支援を行いなが ら「学校」や福祉部 |

局 と連携 して課題解決に向けた 「チーム会議」を開き、支援員の関わ り

方 を協議 します。基本的には、「子育て世代の親 同士の交流」や 「子 ど

もの登校」、「家庭の課題解決に向けた福祉の制度」などに 「つなげる 。

橋渡 し」す ることが支援員の役割です。昨年度の実績 として小中学校の

24家庭 27名 の児童生徒の支援を行い、19家庭 (4家庭 4名 は好転に向

かい中学校卒業)22名 が好転、改善 しています。支援を受けた家庭への

アンケー ト結果 によると、保護者か ら「助かつた。」子供の状態が 「改

善または、好転に向かつている。」 と回答 されています。継続支援 もあ

りますが確実に成果は上がっていると考えています。また、昨年 12月

には KRY(山 口放送)の 「はつ らつ山口つ子」にも取 り上げられ、県内

でも注 目されている地域連携の取組です。現在、岩 国市では、約 9800

名の児童生徒 うち約 200名 (病 気欠席 も含む)が 不登校状態にあ り、不登

校や登校渋 りは増加傾 向にあ ります。このことは、市全体の課題でもあ

り、同時に、子育てに困難 さを感 じている保護者 も増えていることが予

測 されます。児童虐待や子 どもの貧困、家庭内暴力が問われている現状

で、このよ うな状態にある家庭に 目を向け、平田地区の取組をモデルに、

地域協育ネ ッ トの しくみを生か しコミュニテ ィ・スクールにおける学校

や地域の課題解決への取組の充実に向けて、民生・児童委員 (約 420名 )

や主任児童委員 (約 40名 )、 そ して小中学校合わせて 46校の学校運営協

議会の委員の皆様など多 くの地域の方のお力 を借 りしなが ら、安心 。安

全で子育て しやすいまちづ くりを 目指 して全市的な家庭教育支援の し

くみづ くりの推進 に努 めていきたい と考 えています。以上、訪問型家庭

教育支援事業についてご説明いた しま した。
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お手元の リー フレッ トは、県社会教育 。文化財課が作成 したもので、家

庭教育支援の必要性 と概要、本市の取組は、4ページ中ほどに掲載 され

ています。また、 1枚 ものは、本年度の事業計画です。教育 3課 (生涯

学習課 。学校教育課・青少年課 )と 福祉 3課 (こ ども支援課・健康推進課・

社会課)が連携 して、「切れ 目」のない子育て支援、こども支援、家庭教

育支援 を目指 しています。学校で見える子供の課題 と、考 えられ る家庭

の課題 を共有 して、学校 も含む地域全体で見守 り、支援 していくことで

子 どもの健全育成 を図ろ うとす るものです。地域の方々が学校に来 られ

ることや、子供達が地域の一員 として様々な活動を行 うことで交流が生

まれ、地域が活性化 し、さらには先生方の業務改善にもつながる。学校

でみ える課題 は、「連絡が途絶 える。」「関係が良 くない、批判的。」「SC

とつなげ られない。」「校納金が滞 る」「保護者が病的」「子供の服装やに

おい」「給食の様子」などが考えられる。地域でみえる課題は、「付き合

いが無い」「集会や行事に出てこない」「夜間子供だけ」な どが考 えられ

る)そ の場合、経済面、就労面、DVな どの課題が潜在 している。この事

業では、当初か ら学校、青少年課、こども支援課、健康推進課、社会課

等 と連携 して、支援チームのバ ックア ップ体制 を構築 してまい りま し

た。その連携会議の中で、このチームの課題や成果 を共有 した際に、庁

内で子供に関わる関係部署が、子供だけでなく家庭教育の視点 も併せて

共通の問題意識 を持つて集い、話 し合 う場 を持つ ことが、いかに重要か

とい う事を再認識いた しま した。今までの子育て支援で 「すきま」 とな

つていた、就学前か ら小学校、また、小学校か ら中学校への 「すきま」

さらに中学校卒業後の子供達についても、関係部署の連携によつて、そ

の 「す きま」を埋めることが出来ます。子育ての主導はこども支援課を

中心 とした事業になると思いますが、各部署の積極的な連携、それぞれ

の部署で何ができるか とい う想 いが集 まれば、推進力 になる と思いま

す。その中で、こども支援課で昨年度に作成 された子育て 「岩国市子育

て支援ガイ ド」の説明を受けま した。多 くの方が、これ を見て、岩国市

で展開 されている様々な支援 について認識 され ることと思います。しか

し、本 当に支援の必要な方々がここにた どり着 くことができるのだろ う

か とい う思いも湧いてきま した。支援の必要な方々が どこに居 られ るの

か、そのよ うな情報 をどこか ら入手するのかはなかなか難 しい ところで

す。 しか し、一方では、小学校や 中学校で、先生方が指導に困難 を感 じ

てお られ る子供達がいます。不登校や引きこもりな どで、担任の先生方

が家に何度行つても会 えない家庭 もあ ります。先生が困難 を感 じている

とい うことは、子供達 も困難 を感 じているとい うことではないか と思い

ます し、その家庭 も同様の困難 を抱 えているのではないか と思います。

そのよ うに考えて、現在の家庭教育支援チームは、学校 と連携 した活動

を主に行つています。 1年 目、 2年 目と実施する中で、支援員が、不登
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文化財保護課長

徴古館長

校 をは じめ とした学校の困 り感 を取 り掛か りの糸 日として子供 にかか

わ り、さらに保護者の困 り感や心配事などの家庭の課題 に寄 り添いなが

ら話を聴 く事で、子供や保護者 との信頼関係 を築き、問題の早期発見や

重篤化 を未然に防 ぐことにつながっていると感 じてお ります。平成 29

年度は対象家庭の 24件 中 19件 が解決や状況が好転 してお り、着実な成

果が上がってお ります。今後は「地域の子 どもたちは地域で見守 り支え

ていこ う」とする地域協育ネ ッ トの機能 を活か し、地域の実情に応 じた

「家庭教育支援チーム」を全市的に展開す ることを考 えてお ります。そ

のため、今年度は、事業の実施及びマニュアル作成等 と並行 して、民生

児童委員や主任児童委員、教育相談員の皆様 に事業の周知 と協力のお願

いを し、さらに、各小学校に訪問させていただき、校長先生方に学校課

題 の解決 に向けた体制づ くりとしての取 り組み もお願 い してい るとこ

ろです。今後 も、子供達の健やかな育ちの一助 として家庭教育支援 を位

置付け、安心 して子育てできる環境づ くりを進めていきたい と考えてお

りますので、御協力お願いいた します。

次は、中央公民館です。平成 28年度に策定 した岩国市中央公民館等建

設基本構想 を基に、中央公民館 を今後整備す るにあた り、駐車場不足の

課題解決のため、岩国西消防署施設 を解体 し管理を行います。中央公民

館は、平成 25年度に実施 した耐震診断で、耐震性 を判断す る Is値 が

基準を下回る結果 となつたため、求 める適正な施設 を具体化す るため

に、現状の分析、意見の集約 (住民、利用者 アンケー ト)、 問題点の整

理を し、必要な施設規模等を検討 し、基本構想 (H28)を 策定いた しま

した。 しか し、構想の検討段階で、現施設の利用状況か ら駐車場 を確保

す る必要があること、また、利用者等のアンケー トか らも第 1位が駐車

場の問題であつたことか ら (西消防跡地 (56台確保可能)あ り、徒歩

5分 )、 できれば近接地や近隣地で用地を確保 し、整備 してまい りたい と

考えてお り、努力 しているところでございます。 しか しなが ら、それま

での間、駐車場の問題解決のめどがつき、整備 を進める間は、徒歩 5分

かかる場所ではあ りますが、現在使用 されていない岩国西消防署施設を

解体 し、管理 を行 う予定 としてお ります。以上です。

文化財保護課及び岩 国徴古館 か ら今年度 の主な取組 について ご説 明い

た します。まず、文化貝オ保護課の 1点 目「オオサンシ ョウウオ生息状況

等調査事業」についてですが、宇佐川 を中心に平成 27年度～29年度の

3年間、オオサンシ ョウウオの生息実態調査を実施いた してお ります。

その結果、宇佐川は、オオサンシ ョウウオの重要な生息地であることや、

その上流域である錦町宇佐地区付近が、本来の生息場所であ り、近年の

洪水等の影響で下流域 にも公 々に生息域 を広げているのではないか と

い う結論に至 りま した。現在、緊急保護 している 26頭のオオサンシ ョ

ウウオは、痩せ現象か ら回復 しているため、文化財保護法に則 つて、元々
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棲んでいた宇佐川堰堤直下に返す こととなるのですが、同所では再度の

痩せ現象 を招 くため、本来の生息域であつたであろ う宇佐地域に放流す

る方向で、専門家や地元の合意 を得て、文化庁に現状変更の申請を出 し

ているところです。なお、文化庁の許可が下 りれば、今年度 と来年度で

緊急保護 している 26頭のオオサ ンシ ョウウオは全て宇佐川に返す こと

が出来、その後モニタ リング調査 を実施す ることとな ります。次に 2点

目の 「シロヘ ビ飼育施設整備事業」についてです。昭和 40年に建設 し

ま した山手シロヘ ビ屋外放飼場 (こ れは麻里布小学校横)ですが、老朽

化が進み脱走す るシロヘ ビが多い ことや公 園の中にある とい うことか

ら、旧藤河中学校跡地に移築 をす ることとな りま した。今年度実施設計

を行い、来年度 (平成 31年度)はそれぞれの放飼場の解体工事 と新築

工事を行 うこととしてお ります。新 しい施設は、シロヘ ビの脱走を防ぎ、

外敵が侵入 しないよ う、網 目も小 さくステンレス製で設置することとし

ています。文化財保護課の主な事業は以上です。

続 きま して岩国徴古館 の事業についてご説明いた します。まず 1点 目の

「明治維新 150年記念事業」についてご説明いた します。今年度は明治

改元 150年 の節 日の年 にあたるため、徴古館では藤岡市助展や東沢潟展

など、年 3回 の企画展示を実施す ることとしてお ります。併せてマンガ

岩国人物伝の 「赤爾武人伝」「吉川経幹伝」に続 く第 3弾 として 「東沢

潟伝」を発刊する予定 としてお ります。また、明治維新に関連す る標柱

及び説明板の設置 も行い、幕末維新ゆか りの人物や地域な どを広 く発信

す る予定です。次に 2点 目「博学連携事業」ですが、この事業は学校 と

博物館が連携 し、子供たちの地域への関心を高め、郷土愛を育む と共に、

博物館 をよ り身近な施設 として活用 して もらうためのアプ ローチ とし

ての事業で、教育活動 を更に効果的に深化 させてい こ うとす るもので

す。学芸員の増員に併せて、本来行 うべきこの事業 も重点的に実施す る

ことができるようにな り、昨年度か ら体験教材の製作をす るなどして、

積極的に学校に働 きかけることによつて、これまで 4件程度であつた出

前講座 も昨年度は 12件になるなど、公々に充実を図つてお ります。今

年度 も引き続 き博学連携資料集 の作成や体験教材 の製作な どを行 うこ

ととしてお ります。次に 「展示室 リニューアル事業」ですが、これは、

徴古館の第 2展示室で現在は幕末維新記念 コーナーを常設 している部屋

の展示ケースが老朽化 したため、新 たな展示ケースに更新す るもので

す。現在、展示ケースの照明が紫外線 を発す る蛍光灯であるため展示品

の劣化に繁がることや、頻繁に小 さな虫がケースの中に進入 している状

態な どもあ り、展示品にとつて、良い状態ではないため、更新を図るこ

ととしています。このように様々な取 り組みを通 して、文化財や博物館

の普及啓発及び利活用に取組んで参 りたい と考えてお ります。以上で文

化財保護課及び岩国徴古館か らの説明を終わ ります。
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中央図書館長

市長

教育政策課長

市長

西村委員

学校教育課長

学校教育課主幹

市長

学校教育課長

西村委員

教育次長

西村委員

教育次長

村尾委員

西村委員

生涯学習課長

西村委員

村尾委員

中央図書館です。今年度、中央図書館では、施設の改修、「中央図書館

トイ レ改修事業」を実施 します。 これは、中央図書館の 1、 2階の女子

トイ レの和式 2台 (各 階 1台 ずつ)を洋式 (シ ャワー トイ レ)に 改修 し

ます。平成 6年に開館 した中央図書館の女子 トイ レは、現在、 1階、 2

階 とも洋式 1台 、和式 3台 の計 4台 あ ります。これを和式 1台減 らして、

洋式に変え、各階 とも和式 2台 、洋式 2台 にす るものです。各家庭の ト

イ レの洋式化に伴い、和式 トイ レの使い方を知 らない小 さな子供か ら、

和式 トイ レを使 うことが難 しい高齢者が増える中、洋式 トイ レを待つ こ

とな く使用できるよう、洋式の トイ レを増やす ことにより、図書館利用

者の要望に応 えるものです。予算は、847千 円を頂いてお ります。以上

です。

玖珂小学校プールの財源で、文部科学省の補助金が厳 しい と説 明あ りま

したが、工事 日程に影響はないですか。

文部科学省の補助金がな くて も工事は実施 しますので 日程等 に影響は

ございません。

文部科学省にアプローチ して、また財政課等 と情報を共有 しなが ら、粘

り強 く予算折衝 して ください。

小中学校 日本語指導支援員配置事業について児童生徒数 を教 えて くだ

さい。小学校 と中学校の割合を教えてください。

児童生徒数は、54名 です。支援は、川下小学校、愛宕小学校、麻里布小

学校、川下中学校で、県の加配で 4名 お り、さらに必要な川下小学校で

1名 、愛宕小学校 と麻里布小学校の兼務で 1名 が市費でお ります。

54名 の うち中学生が 7名 です。

支援を必要 とす る子供は他の学校にもいるのでは。

3名 は他の学校の支援に行 きます。

支援を必要 とす る子供は、学校 区を越 えて充実 した他の校 区に行けます

か。

支援を必要 とす る子供は、小学校は紹介はす るのですが、保護者が学校

まで連れて行 くことにな ります、中学校区は校区外 も可能です。

保護者に対す る日本語教育の支援は どうな りますか。

保護者 に対す る語学の支援はまだないのですが、学校での配布プ リン ト

などの努力は しています。また、川下中学校では、子供が通訳す るなど

があ ります。

英語 よ り中国語の通訳が難 しい面があ り、ボランティアを探す苦労があ

るのが現状です。

イカルスの中で講座はあ りますか。

あ りません。

要望があると思います。

基地を活用 した英語教育推進事業について、合同キャンプ、コンサー ト

10/12



英語教育推進 室

長

村尾委員

英語教育推進 室

長

教育長

市長

牧中委員

学校教育課長

市長

教育次長

牧中委員

学校教育課長

市長

教育センター長

生涯学習課長

村尾委員

牧中委員

等交流が充実 していますが、子供の会話能力の向上について、環境づく

りをどう考えるかが問題だと思います。

まず先生の指導力の向上が必要 と考えてお り、英語教育推進室では、先

生を対象 とした、英語力をアップする研修を夏休みに実施する予定にし

てお ります。また、福生市か ら講師をお招きした研修会も予定 してお り

ます。

学校で意識づけて慣れさせるなどで、例えば、中学校で英語を校内放送

するとかはどうですか、岩国市は英語特区ではないので、何が必要か考

える必要があると思います。

掲示物を充実 した り、見るなどの機会を増や し、日常的に触れれるよう

に、また、学校の取組みの現状を聞き、そして、何ができるか聞いたり

しながら、いいところは全市に広げていきたいと考えています。

いいところは取 り入れ平準化 していくとい うところです。

村尾委員からあつたように校内放送 とかはいいと思います。期待 してい

ます。

教員業務アシスタン ト配置業務について人員の体制についてお聞きし

ます。

教員業務アシスタン トは、1日 4時間で 5日 間の勤務で、12校 に 10名

配置 しています。特に支援が必要な学校に配置 しお り、学校からも助か

っています と声があがつています。

どのような方が働いていますか、資格が必要ですか、また、学校のOB
が主ですか。

先生の資格などがいらない、また、時間が短いとい うこともありますの

で、学校のOBではなく、子供をもつお母さんが多いです。

配置の希望がかなつていない学校 もあ りますので考慮 していただけれ

ばと思います。

嘱託職員 さんには、図書司書の資格や教員免許がいらないので、校長会

でも、いい方がお られるようでしたらご紹介 くださいとお伝えしていま

すので、少 しずつ話 しがあがつてきている状況です。

不登校児童生徒の状況について伺います。

200名 前後で推移 してお りまして、昨年度が 205名 、今年度が 209名 と

い うところです。

とどける家庭教育支援事業におきましては、24家庭支援 し、多くの改善

がみられました。今年度が最終年となります。今後は、市費で予算化 し

て市の事業として実施 していけるようにと考えてお ります。

いい事業ですので、成果を広めて、頑張つてください。

保護者からは前向きないい話を聞きました。相談する場所がなかなかな

いので、気楽に相談できる場所、寄 り添つてもらえる場所 として有効的

で力になると思いますので、頑張つてください。
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西村委員

教育センター長

教育長

市長

教育センター長

市長

教育センターの学校ホームページ整備事業について、説明 して くださ

い 。

学校 ごとに、実施す る先生の技量等によ り、更新頻度に差があるよ うに

思います。 この事業の実施により、簡単に作成でき、そ して、校長が承

認 してスムーズにアップす ることができます。市内の どこの学校 に転勤

しても同 じ要領で行えるよ うにな ります。

ホームページは多言語対応 してお り、また、簡単にア ップできます。

小中一貫校には どうのように役立ちますか。

ホームページに小中連携などの会議の内容を掲載できます。そ うす るこ

とで、学校の様子や繋が りがわか り、地域か ら理解 していただ くことに

効力を発揮 します。

他に何かあ りませんで しょうか。終わ りの時間もきま したので、ないよ

うであれば会議を終了 したい と思います。本 日の議題、教育施策の平成

30年度主な取 り組みにつきま して、委員の皆様か ら大変貴重な意見をい

ただきま した。 あ りが とうございま した。今後 とも、相互に連携 して、

教育行政の さらなる充実に向け、事業を推進 してい くことが出来た らと

考えてお りますので、よろ しくお願い します。それでは、これをもちま

して、平成 30年度第 1回岩国市総合教育会議 を閉会 します。お疲れで

した。
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