
1 会議名   平成 27年  第 5回教育委員会会議 会議録

2 開催 同時  平成 27年 4月 23日 (木 )午後 2時 00分～午後 2時 40分

3 開催場所   6階  議会会議室

4 出席委員 委員長

委 員

西村 宏

長重 百合・廣 田 登志子・村尾 利勝・佐倉 弘之甫

5 欠席委員  な し

康夫

洋征

佐古 三代治

直樹

智 也

6 会議 出席者

教育次長    : 小 田 修 司

由宇支所長   : 吉 田 勝光  玖珂支所長   : 室茂

周東支所長   : 山本 伸之  錦支所長    : 藤本

美和支所長   : 末弘 隆司  本郷 山村留学センター所長 :

教育政策課長  : 藤本 玲子  学校教育課長  : 村川

青少年課長 教育センター所長兼務 :榎本 丈二

文化財保護課長 : 青木 英子

生涯学習課長 中央公民館長兼務 :山 口 妙子

中央図書館長  : 桂 資展   科学セ ンター館長 :浜川

7 会議従事職員   教育政策課  : 村上班長、沖野主事、岩原主事

8 会議録署名委員  村尾 利勝、佐倉 弘之甫

9 議事 日程

日程第 1 会議録署名委員 について

日程第 2 報告第 4号 所管事項について

会議 の大要

西村委員長

由宇支所長

西村委員長

玖珂支所長

。それでは、ただいまか ら平成 27年第 5回岩 国市教育委員会会議 を開

会 します。

初 めに、 日程第 1 会議録署名委員の指名 を行います。

本 日の会議録署名委員は、佐倉委員 と村尾委員にお願い します。

本 日の議題 は、「第 2 報告第 4号 所管事項について」以上で ござ

います。

それでは、「日程第 2 報告第 4号 所管事項について」を議題 とい

た します。

これについては協議会形式で進めたい と思います。

それでは、各担 当部署か らは、先 に配布 してお ります行事予定表 に

ついて補足 を、また、所管事項において懸案等があれ ば、説明をお

願いいた します。 由宇支所か らお願い します。

・ 由宇支所で ございます。 3月 の行事報告、 5月 の行事予定等につい

てはお手元の資料 の とお りです。懸案事項は特にございません。

・ 玖珂支所お願い します。

・玖珂支所で ございます。 3月 の行事報告、 5月 の行事予定 について

は紙面の とお りです。懸案事項等、特にございませ ん。
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西村委員長

周東支所長

西村委員長

錦支所長

西村委員長

美和支所長

西村委員長

本郷 山村留学センター

所長

西村委員長

学校教育課長

西村委員長

青少年課長

西村委員長

生涯学習課長

西村委員長

・周東支所お願い します。

・周東支所で ございます。 3月 の行事報告、 5月 の行事予定について

は紙面の とお りです。懸案事項等 は特 に申 し上げることはございま

せん。

・錦支所お願い します。

・錦支所 で ございます。 3月 の行事報告、 5月 の行事予定については

紙面の とお りです。懸案事項は特にあ りません。

・美和支所お願い します。

・美和支所で ございます。 3月 の行事報告、 5月 の行事予定について

は紙面の とお りです。懸案事項等、特 に申 し上げることは ございま

せん。

・本郷 山村留学セ ンターお願い します。

・本郷山村留学セ ンターです。 3月 の行事報告について、 3月 26日 に

第 28期 山村留学生の終業式があ り、20名 の子供たちが巣立っていき

ま した。4月 6日 には 29期 生の入所式があ り、17名 が入 りま したが、

その うち新 しい小学生は 7名 で、慣れ るまで も う少 し時間がかか る

とは思います が、職員一同頑張つてい こ うと思います。 5月 の行事

予定は紙面の とお りです。懸案事項等はございません。

・学校教育課お願 い します。

・学校教育課 も 3月 の行事報告、 5月 の行事予定については紙面の と

お りです。懸案事項等は特にございませ ん。以上です。

・青少年課お願い します。

・青少年課 の 3月 の行事報告、 5月 の行事予定については紙面の とお

りです。懸案事項は、現在、い じめ基本方針 に基づきま して、い じ

め防止対策の連絡協議会の委員、調査委員会の委員等の選定 を進 め

ているところでございます。以上ですЬ

・生涯学習課お願 い します。

・ 3月 の行事報告、 5月 の行事予定については紙面の とお りです。

所管事項 といた しま して、世界スカ ウ トジャンボ リーに関 してです

が、岩国市の PRイ ラス トデザイ ンを昨年の 12月 1日 か らこの 3月

31日 まで募集 しま した。結果的には、414点の応募があ り、 4月 20

日に審査会 を開催いた しま して、最優秀賞 1点 、優秀賞 2点 、入選

14点 を決定いた しま した。最優秀賞、優秀賞の 3点 につきま しては、

スカ ウ トが岩 国に訪問 したお りの記念品等への印刷 に使用す る予定

です。今後は 6月 1日 に報道発表、 7月 1日 号の市報への掲載、並

びに 7月 1日 に表彰式。また、ジャンボ リー開催直前の 7月 27日 か

ら、応募イ ラス ト全てを展示 コーナーで展示 したい と考 えてお りま

すЬ以上でございます。

。文化財保護課お願い します。
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文化財保護課長

西村委員長

中央図書館長

西村委員長

科学センター館長

西村委員長

生涯学習課長

西村委員長

教育政策課長

・ 3月 の行事報告、 5月 の行事予定については紙面の とお りです。

別途チ ラシをお手元に配布 させ ていただきま したが、本年 は岩 国市

と鳥取市の姉妹都市提携 20周 年 とい うことで、「吉川経家 と鳥取城

の攻防」 と題 しま した企画展 を徴古館 におきま して、今週の 日曜 日

か ら開催予定で ございます。鳥取市 とのつなが りについて、皆様 に

展示 を見なが ら歴史について も学んでいただけれ ば と思 つてお りま

す。以上で ございます。

。中央図書館お願 い します。

。中央図書館 です。 3月 の利用状況及び 5月 の行事予定についてはお

手元の資料の とお りです。懸案事項等については特 にございません。

平成 26年度の利用状況について説明いた します。利用者 とい うのは

実際に本 を借 りた人の ことで、合計 31万 1,105人 で昨年度 よ り2パ

ーセ ン ト弱利用者 が落 ちています。登録者数 も約 3パーセ ン ト、貸

出冊数 も 3パーセ ン ト落 ちてお ります。予約・ ヅクエス ト冊数 は昨

年度 とほぼ同 じで した。利用者状況・貸 出冊数 は 2パ ーセ ン トか ら

3パーセ ン トマイナスですが、岩 国市の人 口が毎年 1パ ーセ ン トず

つ落 ちていますので、 この 2、 3パーセ ン トの うち 1パ ーセ ン トは

人 口減 によるもので、あ とは、スマホ とかイ ンターネ ッ トの利用で

情報がかな り早 く手 に入 る とい うことや本離れ とい うことがあると

認識 してお ります。地元の書店が旧岩 国市 内にはな くなつてお り、

大型店 はあ ります けれ ども、 こ うした書店 の数の減少 も影響 してい

るか と思います。対策 としては、平成 26年度実績 において中央図書

館 、周東図書館 ともに BM(自 動車図書館 )の貸 出冊数が増 えてい

ることか ら、 自動車図書館 の拡大 と、す ぐに結果 は出ませんが、小

学生の施設見学で図書館 を見ていただいて将来的に貸 出 しの増 につ

なげてい くことな どを考 えてお ります。広報 の利用 に関 しても、い

ろい ろな案件 について報道依頼 を積極 的に行 うよ うに全館 に指示 を

出 してお ります。以上です。

・科学セ ンターお願 い します。

・ 3月 の行事報告、 5月 の行事予定については手元の資料 の とお りで

す。 4月 16日 に今年度の科学センター指導員の委嘱状交付式 を行い

ま した。懸案事項等は ございません

。中央公民館

・ 3月 の行事報告、 5月 の行事予定については紙面の とお りです。以

上です。

・教育政策課お願い します。

・教育政策課 の所管事項は特 にございませ んが、お手元にお配 りして

お ります スポー ツ行事予定、文化振興課 の行事予定、昨年度か らス

ポー ツ振興 と文化振興部門が市長部局の市民生活部に移 りま したけ
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れ ども、引き続 き深 くかかわ りがあるとい うことでお配 りを してお

ります。参考に していただければ と思います。以上でございます。

・それでは、全体的に御質問、御意見があ りま した らお願 いいた しま

す。

・ 3点 ほ どお話 を したい と思います。

まず 1点 日は徴古館 についてですが、先 日の市内の小学校 。中学校

の校長園長会 におきま しても、館長 さんか ら徴古館や吉川資料館等

の活用の依頼があ りま したので、各小 中学校 においても、その こと

が校長 を通 じて伝 わっていることと思います。徴古館 には学芸員 も

い らっ しゃる し、す ば らしい資料等 もあ り、岩 国の地域 。文化 を知

る宝庫で ございます。 これを各小 中学校 を通 じて子供たちに知 らせ

るとい うことが一番大事なことか と思います ので、引き続 きよろ し

くお願い します。私 も調べ ることがあ りま して、学芸員の方 にお願

い した ところ、早速 に適切 な資料 を用意 していただきま した。小 中

学校 においては大変役 に立つ と思いますので、 しつか り御活用 をお

願い したい と思います。 それか ら、 もしで きま した ら、 どれ くらい

実績 があつたか小 中学校 の利用状況 を把握 しておかれ る と、次への

ステ ップにつながるかな と思 つてお ります ので よろ しくお願 いいた

します。
1

2点 目はお尋ねですが、科学セ ンター指導員 の任命式が終わつた と

い うことです が、何人 ぐらい任命 されて、それが所定の数 を満 た し

たのか足 らないのか とい うことを少 しお話 しいただけた らと思いま

す。

。今年度委嘱 したのは 49名 の方でございます。予算上 といいますか定

数は 55名 とい うことですが、昨年度が 48名 で したので、昨年度 よ

りも 1名 増で ございます。 この間会議 の ときにお願 い したのは、な

かなか指導員の若返 りが図れ ない とい うことで、おそ らく学校 の現

場 にはもつ と若 い先生方が大勢い らっ しゃるだろ う、そ うい う情熱

のある先生方 も指導員 になる枠 に入 つていただき、御 自分 も勉強 し

ていただいて、今後の岩 国の小 中学生に科学等への興味 をもつ と引

き出せ るよ うな取組 を一緒にや つていただ きたい とい うことでお願

いいた しま したので、 このことについては、引き続 きいろんな場面

でお願い していきたい と思います。

・すば らしい試みですね。是非 よろ しくお願いいた します。

3点 日ですが、小 中学校で新学期がスター トいた しま した。 スター

トか ら 2週 間あま りで、現在、家庭訪 問等が各小 中学校 で行 われて

い るのではないか と思います。新学期 の新 しい友達 との出会いや先

生方 との出会いで子供たちも期待 と半面不安 もた くさんある、 とて

も不安定な時期ですが、大変大切 な時期です。教育セ ンターにおか

西村委員長

科学センター館長

廣田委員

廣 田委員
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西村委員長

長重委員

美和支所長

西村委員長

美和支所長

長重委員

村尾委員

れ ま しては、大変御心配で ございますが、 このあた り、い じめ等に

至 らな くて も、細かな子供た ちの見取 りを引き続 きよろ しくお願 い

します。 また、行事予定 を見ます と、そ ろそ ろ小 中学校 において修

学旅行が実施 されてお ります。 良好 な人間関係 の中で、楽 しい思い

出あるいは有意義な学習ができた らな とい うふ うに思いますのでよ

ろしくお願いをいた します。以上で ございますと
。はい、ほかにあ りませんか。

・美和支所長 さんにお尋ね しますが、 3月 の行事報告 に「ノーテ レビ・

ノーゲームデーみわ週間」があ ります。 これ については、も う5年

目くらいになるのではないか と思いますが、 とて もす ば らしい取組

だ と思 つてお ります。 この週間が 5月 の予定表 で見 られ なからたの

で、 どの よ うな状態なのか とい うことをお聞き したいの と、またそ

ういつた取組 に向けて何 か今 まで と違 った案 を周 りか らお聞き した

り、今実施 している中でお子 さんたちか らの声 を尋ねた りしていた

だけた らとい う思いがあ りま して、お聞き したい と思います。 よろ

しくお願いいた します。

・継続 して実施 してお ります。 これにつ きま しては、 さらにノーシャ

ルネ ッ トワ
=ク

サー ビス も取 り込むな ど、小 中高で取 り組んでいき、

実施状況をまた御報告 したい と思ってお ります。

・ あ りが と うございます。大変だ とは思います けれ ども今後 ともよろ

しくお願いいた します。

・確認 ですが、 ノーテ レビ 。ノーゲームデーは昨年度 と同 じ形で今年

度 も継続 してや られ る とい うことで しょ うか。年度が変わるに当た

つて、や めたほ うがいいだろ うとか、そ うい う意見はなかったで し

ょうか。

。それ はあ りませ ん⑥や めるとい うことはな く、逆に美和地域だけで

な く、他 の地域 にも広 めてい く形で進んでいった らいいのではない

か と思つてお ります。

。今の件ですが、以前 も美和のノーテ レビ 。ノーゲームデーを非常に

高 く評価 しま したが、きめ細かなデー タを蓄積 して比較・分析す る

中で、 ノーテ レビ・ ノーゲームデーが有効 に活用 できていると示 さ

れているわけです。子供 が落 ち着いて勉強できる環境 を家庭の中で

もつ くり上げていけるよ うに根気強 く続 けていただきたい と思って

いますので よろ しくお願 い します。

それ と、青少年課長 さんにお尋ね します が、中央支援教室 と周東支

援教室には、かつて現場 にいた ときに生徒が大変お世話 にな りま し

た。懇切丁寧に指導 を していただいき、非常にあ りがた く思ってお

ります。今現在 、中央支援教室 と周東支援教室には、何人子供が在

籍 しているので しょうか。
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青少年課長

西村委員長

佐倉委員

生涯学習課長

佐倉委員

西村委員長

学校教育課長

西村委員長

学校教育課長

村尾委員

。今現在、周東支援教室が 5名 、中央支援教室が 6名 でスター トいた

しま した。 中央支援教室につ きま しては、今週不登校 の保護者・子

供が 3名 ほ ど見学 と説明を受 けに来てお ります。 その子たちが今後

どうす るか とい うのはこれか らとい う状況です6今年度は、 4月 当

初その よ うな形での見学希望の申出が昨年度 に比べて多い とい うこ

とで、是非できる限 りのことで子供たちを支援できた らと思 つてお

ります。

・ この間の校長園長会議の ときに、不登校 の実態 について もお話 しし

ていただきま したが、や は り支援教室の利用状況がなかなか前 に進

まない時期 もあつたわけです。 それが、学校側 と教育セ ンター側 の

努力によ り、徐 々に支援 の輪が広がってきてい る とい うことで、 1

名で も多 くの子供が勉強 しよ うとい う意気込み を示す よ うになるた

めには、そ ういつたサイ ドか らの働 きかけが大切だ と思いますので、

この 3名 について も是非根気強 く対応 していただ くよ うよろ しくお

願い します。

それ とスクール ノーシャル ワーカーの件ですが、家庭 内で問題 が生

じた ときの対応 が充実 してきた と聞いています。学校で立ち入れ な

い家庭でのいろいろな指導 についてはヽ 31き 続 きこの制度 を有効活

用 し、子供のために早い手立てを講 じていただきたい と思つてお り

ますのでよろ しくお願いいた します。以上です。

・ イよか 1こ あ りませんか。

。今年の大きな行事であ ります、第 23回 世界スカ ウ トジャンボ ジーで

すが、小 中学生が関係す るプ ログラムもあ ります ので、 も し変更が

あ りま した ら、学校教育課 の方へ情報 を提供 していただきたい と思

います。学校 との連携が うま くいかず学校が混乱す ると、生徒 の活

動 に影響 を及ぼす可能性があ ります ので、 よろ しくお願 い します。

大きなイベ ン トを成功 させ ることは、子供たちに とつて非常に大 き

なメ リッ トがあ ります し、学校 の立場、私たちの立場 として も、何

として も成功 させ たい と思つてお ります。そのためには連携が必要

ですので、是非 よろしくお願い します。

・ ジャンボ リーに関 しては当初か ら学校枚育課 と連携 してや つてお り

ますので、今後 も密 に してや つていきたい と思います。

。お願 い します。

・行事 のことでお聞き したいのですが、学校関係 で、春先 に運動会は

ないのですか。全部秋で しょうか。

。この中にまだ記 していませんが、春 も予定 してお ります。 これ につ

いてはまた御相談 させていただきます。

。そ うですか。それでは来月あるとい うことですね。

・イまい。                I
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西村委員長

佐倉委員

。よろ しいです か。今 日は報告事項だけですので、皆 さんの方か ら何

かないで しょ うか。それでは、教育長 (佐倉委員 )が岩 国市教育基

本計画について補足的に説明 したい とい うことです ので、よろ しく

お願い します。

・ お手元にお配 りさせていただいていますが、 この度、岩 国市教育基

本計画の改訂版 、ダイ ジェス ト版が出来上が りま した。御存 じのよ

うに、 この計画 は 6年 間 とい うことで策定 し、 3年 目に計画 を見直

す ことに してお りま した。昨年度策定 されま した岩 国市総合計画 と

も整合性 を図 り、議論 を重ねなが ら、昨年度見直 しを行 つた ところ

です。基本 目標 については、「豊かな心 と生き抜 く力 を育む」の頭 に

「志高 く」 とい うのを加 えま した。 これは、県におかれま して も山

口県教育振興基本計画 に 「高い志 を持 つた子供 を育てたい」 とい う

ことを載せていることもあ りま して、加 えたものです。

1、 2ポー ジ ロが計画 の中心 とい えますが、市の総合計画 を踏まえ

て市の教育基本計画を作つた とい うことと「豊かな心」「生き抜 く力」

について説明 してお ります。平成 24年度か ら平成 29年度までの 6

年間の計画で、平成 26年度に見直 しとい うことで、見直 し後の後半

の計画は、平成 27年度か ら平成 29年度までの 3年 間です。

2ページ ロですが、キー ワー ドは 「夢」 と「愛」 と「力」です。「子

供たちの夢を教育の場面か ら支 えてあげたい」 とい うのが 「夢」で、

これはキャ リア教育的な視点です。「愛」は、徳育 とい う分野で、「感

謝・感激・感動 あふれ る教育が したい」 とい うものです。「力」は、

一言で言 えば 「人間力」です。知育・体育の面か ら 「力 をつけてい

くことに喜び を感 じるよ うな教育 を実践 したい」 とい うことで、 こ

の 3つ をバ ランス よ く教育 で進 めてい きたい とい うこ とで あ りま

す。それ を支 えるもの として、「『 開 く』地域 に開かれた学校づ くり
つく                                       みが

の実践」「『 創 る』実践的で創造的な教育活動の実践」「『 研 く』教員

の資質・能力 の向上、研修 の充実」「『 育む』知・徳・体の育成」が

あ り、 これ らが基礎 となつて、夢 と愛 と力 をバ ランス よく育んでい

くこととしてお ります。

その次に、社会教育の施策の方 向の中で 5番 目に 「身近 な国際交流

や国際理解活動 の推進」 とあ ります のは、本市が基地のまちである

とい うことを踏 まえなが ら、私たちが政治的な中立を しつか り守 り

中庸 な考 えの下で、グローバル化 。国際化 の中にあって能力 を しつ

か り発揮 し、 どの国の人たち とも親 しく話せ ることができる子供 を

育て、そ うした ことが教育面か ら平和 につ ながってい くことになる

とい う考 え方です。

それか ら、学校教育関係 で、 コミニテ ィスクールづ くりを本格的に

す るとい うことで、それぞれ の学校 で 「コ ミュニテ ィスクール運営
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西村委員長

教育政策課長

西村委員長

協議会」 を立ち上げています。学校 を中心に地域 と保護者が一緒 に

なって子供 たちの健やかな成長 を支 えてい くことが大切です。本 日

開催 された人権擁護委員協議会の総会においても、「PTAや 人権擁

護委員協議会、子供会、スポーツ少年団な ど、様 々なもので組織的

に支 えていってほ しぃ、また、今私たちが抱 えてい る最大の課題 は

い じめであ り、一緒 になって取組 をお願い します」 とい うことを挨

拶の中に含 めてきま した。

それ とも う一つの大きな点は、計画の中で 「特別支援教育」 とい う
おもて

のをあえて 表 に出 してお りません。 これは私の非常に強い思いによ

るものです。実際に学校教育課が特別支援教育 を進 めてい く中での

教育実践プ ログラムはあ ります し、 しっか り行います。計画にお け

る位置付 けは、 3ページ ロ「夢の広が り」の惚)「 一人ひ とりを大切

に した教育の充実」で ございます。現在、イ ンクルーシブ とい う健

常児 も障害者 も一緒 になって育ててい こ うとい う中で、一人ひ とり

を大切 に しなが ら、個 に応 じて個 を大切 に個 をいかす よ う取 り組 ん

でまい りたい と考 えてお ります。「特別の支援ではな くて当た り前の

支援 を して社会的に 自立できるよ うに してあげる」 とい う思いか ら、

計画 には載 っていませ ん。 もし特別支援教育 をお ろそかに してい る

のではないか とい うことを言われた ら、その よ うな考 えであること

を説明 していただいて、それで も載せ るべ きだ とい うことがあれば、

また議論 していきたい と思います。その よ うな思いで ございます の

でよろ しくお願い します。

最後 にお礼ですが、計画 を策定す るに当た りま して、各部署に趣 旨

に沿って見直 していただきま した。私たちの身近 な指針 として活用

していただきたい と考 えてお りますので、 ど うか よろ しくお願 いい

た します。

・本 日の議題 は以上で ございます。それでは、次の委員会の 日程 につ

いて、教育政策課、お願い します。

・次国の教育委員会会議の 日程で ございます けれ ども、次回は 5月 18

日 (月 )年後 2時か ら、 6階の議会会議室で開催 をいた しますので、

どうぞ よろ しくお願いいた します。
。それではこれをもちま して、平成 27年第 5回教育委員会会議 を終了

いた します。
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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 る法律の施行 に伴 う関係規則
の整備 に関す る規則 (平成 27年教育委員会規則第 1号)附則第 3項の規定によ りなおその

効力 を有す るとされ る同規則 による改正前の岩国市教育委員会会議規則第 18条 の規定に

よ り署名す る。

教育委員長 印

教育委員 (村尾 )

教育委員 (佐倉 )

印

印
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