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7 会議従事職員   教育政策課  : 村上 和枝、沖野 理恵

8 会議録署名委員  廣 田 登志子、長重 百合

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 5号 所管事項について

日程第 3 議案第 20号 不動産の取得 について

会議の大要

西村委員長

学校教育課長

。それでは、ただいまか ら平成 27年第 6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 国の会議録署名委員 は、長重委員 と廣 田委員にお願 い します。

本 日の議題 は、「第 2報 告第 5号 所管事項について」「第 3議 木安

第 20号 不動産の取得 について」で ございます。

それでは、「日程第 2報 告第 5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、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。

・報告事項 として、今年度 になつて学校運営協議会、 コ ミュニテ ィ 。

スクール を新たに設置 した学校 が現在 まで 5校 ございます。 由宇地

区の由宇小学校、由西小学校、神東小学校 、それか ら周東地区の周

北小学校 、そ して岩 国小学校 この 5校 が既 に学校運営協議会 を設置
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青少年課長

中央図書館長

西村委員長

村尾委員

学校教育課長

村尾委員

しま した。 また、 5月 中に岩 国西中学校校 区の河内小学校 と杭名小

学校 も学校運営協議会 をスター トいた します。 5月 の終わ りには小

中学校 49校 の うち 42校において、 コミュニテ ィ・ スクールがスタ

ー トす ることにな ります。

・ 6月 2日 に補導員委嘱式 を行いま して、新たなメンバーで補導活動

が始ま ります。

・ 6月 20日 の古典文学講座は、全 10回 の講座で毎月 1回第二土曜 日

に 10時 か ら 12時 まで 2時間ほど行います。今年度は 「『 蜻虫令日記』

を読む～藤原道綱母の半世紀～」 とい うことで開講いた します。

・全体 を通 して御質問や御意見があ りま した らよろ しくお願い します。

・ 学校教育課にお尋ね します。先ほ ど、学校運営協議会、 コミュニテ

ィ・スクールの進捗状況について、 5月 末で 49校 中 42校が実施す

るとい う報告があ りま した。地域の教育力 を学校側 に取 り入れ、学

校の力 を地域に出 してい く中で、子供たちが様々な分野で糧 を得て、

それが子供の健全 な育ちにつながつてい くと思います。現在、学校

教育課の中で コンダクター とい う新 しい立場 についてい る先生がい

らっ しゃいますが、その仕事内容や立ち位置、地域協育ネ ッ トとの

関わ りについて説 明 していただけますか。

・ コンダクターは、 コミュニテ ィ・ スクール をよ り充実 させてい くた

めに、学校 を訪問 して、地域や学校での取組事例 な ど参考になる情

報 を提供 した り、新たに学校運営協議会を立ち上げた ところに対 し

ては、 コミュニテ ィ・ スクール を持統可能 に少 しずつ充実 させ てい

けるよ う、委員 さん方や校長先生、教頭先生、管理職 に対 して助言

した りす るとい うことを中心に活動 しています。

学校 と地域協育ネ ッ トの関わ りについて申 し上げます と、岩 国市学

校運営推進協議会、コミュニティ・スクール推進協議会には、15中

学校 区の地域協 育ネ ッ トの コーデ ィネー ター の方 が来 られ ます。

「小 。中 9か年で こんな子供 を育てたい とい う具体的なイメー ジを

持つてカ リキュラムを編成 していきま しょう」「合同の連営協議会 を

行 つて、学校評価 も合 同で実施 していきま しょう」 とい うよ うなこ

とを県は示 してお りますので、 コンダクターの方は、そ うした情報

提供や、 これまで と同様、地域協育ネ ッ トと学校運営協議会がお互

いに子供のために手を差 し伸べていきま しょうとい うよ うな啓発的

な助言 をされ る予定だ と思います。

。学校運営協議会の充実 とい うことで、各学校いろい ろなプ ログラム

を用意 しなが ら、それ を紹介 してい くわけです よね。校 区内の小学

校 と中学校が地域教育ネ ッ トで結 ばれ ることで、幼稚園 も含 め義務

教育 9年 間の中で子供たちによ り良い学校教育を提供 してい くこと

ができると思いますが、地域協育ネ ッ トの実質的な充実を図るため
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学校教育課長

村尾委員

生涯学習課主査

村尾委員

佐倉委員

生涯学習課主査

イこイま、 何が必要で しょうか。

・地域協育ネ ッ トは生涯学習課の所管ですが、私か ら申 し上げます と、

様 々な立場か ら、学習面だけではな く学校 の安全面 も含 め、全面的

に学校 を支援 していけるよ うな学校教育のお助 けマ ン的な方 をそろ

えてい くとい うことが必要 と考えてお ります。

・学校運営協議会は、学校 と地域 との結びつ きを深めるとい うことで、

独 自で取 り組 めるものです。地域協育ネ ッ トは、保育園 も幼稚園 も

包括 した中で取 り組んでいかなければな りませんが、なかなかそれ

ができていないのが現状で、現在、小 。中学校 の連携 を中心に校外

活動で何ができるか とい う模索を しているところか と思います。

・放課後子供教室は社会教育の事業の一つ としてあ ります し、土曜 日

の活動 と学校支援地域本部 もございます。 山口県では これ らを全部

総括 して地域協育ネ ッ トで取 り組 んでお り、学校外 において も放課

後子供教室 と児童 クラブが連携 し、「子供の見守 りだけではな く子供

の学び を育て よ う」 とい う動 きが ございます。学校の中への支援 も

あ りますが、子供が学校か ら帰 つた後 について も、子供会や スポー

ツ少年団体な ど様 々な ところをつないでい く必要がある と考えてお

ります。

・地域協育ネ ッ トは、学校単位 でできる学校運営協議会 と異な り、中

学校 と小学校 区で一緒 に取 り組む ものなので、充実を図 るために何

が必要か とい うことが漠然 として見えに くい と感 じます。 また、小

学校、中学校それぞれの立場がある中で、 さらに地域等が加 わ リー

本化 して何ができるか とい うことを考 えた場合、かな り課題 も出て

くるのではないか と思います。現在、学校運営協議会 の充実を図つ

てい る中で、地域協育ネ ッ トが どのよ うに動いてい くのか分か りに

くいのですが、いかがで しょ うか。

・ 学校運営協議会、 コミュニテ ィ・ スクール と地域協育ネ ッ トの社会

教育は、両輪でや つてい くとい うコンセプ トです。学校 とい うこと

で、学校運営協議会 を中心 としなが ら、地域の協育ネ ッ トとも連携

してい くとい うことですか ら、確かに分か りにくい状況です。今後、

2年、 3年 と取組 を進 めてい く中で、活動 内容が もつ とはっき りし

て くると思います ので、各地 区の具体例や成果 を発表 してい く必要

もあるのではないか と思つています。

・ 先 日、川下の学校運営協議会が終わつた後 に、地域協育ネ ッ トの協

議会が引き続 き行 われ、私 も初めて参加 いた しま した。学校運営協

議会の委員でない方や 自治会の方な ど、それぞれ愛宕・川下の方々

が加 わった大きな会の中で、地域で子供たちを どう育て るか とい う

方向性 を話 し合 つてお られ ま した。昨年実施 した、幼・ 小・ 中がそ

ろつて地域 に加 わっての避難 訓練 について、改善点を話 し合 う中、
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村尾委員

佐倉委員

西村委員長

廣 田委員

今年は煙の体験を取 り入れ よ うとい う話 も出てお りま した。

地域の方は、「数年たつて終わるのでは困る。持続性のあるものにす

ることが課題である。」 とい うことを気 に してお られます。先生方が

転勤で変わ られて も、地域の方は変わ らず子供たちを見守っていか

れ るので、そ うい う意味で も、持続できるよ うに とい うことを強調

してお られま した。

・川下中学校校 区の地域協育ネ ッ トは、昨年、川下保育園の子供 と一

緒に避難訓練 を して、災害時に どう対応す るか とい うことに取 り組

まれま したが、ほかにも 「地域 のごみ拾いや安全マ ンプづ くりを充

実す る」 といつた取組 な ど、各学校それぞれの取組があると思いま

す。 こ うした取組 を見えるよ うにすれば、活動が よ り活性化 します

し、各学校がいいモデル事例 を取 り入れて内容 を充実 してい くこと

で、独 自性 も生まれて くるで しょう。是非、取組 を見えるよ うな形

に していただきたい と思つてお ります。 よろくお願いいた します。

・ 県におかれて も 「地域教育力 日本一」の実現に向けて、山口型地域

連携教育の推進 のイ メー ジを示 してお られ ます。岩国においては、

「どの中学校 区も同 じ水準で、地域 と共にある学校づ くりを行 つて

い くとい うイ メー ジに したい」 と考 えてお ります。学校が地域か ら

様 々な支援 をいただ く中で、学校が地域 に何ができるのか とい うこ

とも、併せて考えているところでございます。

玖珂地域では、 6月 21日 の 日曜 日に玖珂小学校・玖珂 中央小学校・

玖珂 中学校 3校でふれ あいク リー ン作戦 を実施 します。地域 をきれ

いに して、通学路 も安心安全 になるとい うことで、学校 を巻 き込ん

だ地域貢献の一例 といえると思います。

。次回か ら地域協育ネ ッ トの具体的な活動事例 な どを報告事項の中で

紹介 していただけると、情報の共有が図れて よい と思います。

・今、地域協育ネ ッ トの話が ございま したけれ ども、 コ ミュニテ ィ 。

スクール も 49校 の うち 42校 が取 り掛かつているとい うことで、 と

て もいい実施状況だ と思います。各部署か らの説 明について も、皆

さんが集 まってい る貴重 な情報共有 の場 を充実 させ る とい うこ と

で、積極的な報告をお願い したい と思います。例えばコ ミュニテ ィ・

スクールのことを語るに しても、いろんな課が連携 していますので、

学校や地域が抱 えてい る課題 について、情報 を出 しなが ら解決 に向

けて話 し合つてい く場になれば と考 えています。

コミュニテ ィ・ スクール については、早 くか ら取 り掛かつてい る学

校 と、今年新 しく発足 した学校では、随分温度差があると思います。

地域協育ネ ッ トで も意見が出ま した よ うに、早 くか ら取 り組んでい

る学校 については成果 もあ ります し、ハー ド面をもつ と充実 させて

ほ しい とい う要望 も当然 あ るこ とで しょ う。 取組 を進 め るほ どに
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西村委員長

長重委員

青少年課長

長重委員

青少年課長

長重委員

西村委員長

村尾委員

様 々な要望や問題 が生まれてまい りますので、私たちも含 めて行政

側が踏み込んで、現場 の意欲がそがれ ない よ うに、いろいろな面か

らサポー トしてい く必要があると思います。そのためにも、情報や

進捗状況を皆で共有す る とい うことが とて も有効ではないか と思い

ます。それか ら、先 ほ ど報告が ございま したが、錦や 由宇におきま

して、学校公 開が行われ ます。 また、今週又は来週 には、多 くの学

校で春の大運動会が行 われ ます。支所長は じめここにい らっ しゃる

方、私たちも参 ります けれ ども、地域か らも多 くの方が学校 に来賓

として来 られ ます。そ うい う場でもコ ミュニテ ィ・ スクールの情報

や地域で子供たちをどの よ うに受 け入れていただいているか といつ

た情報収集 ができるのではないか と楽 しみに してお りますので、 ど

うぞよろしくお願 いいた します。

・他 にはあ りませんか。

・先ほ ど御報告があ りま した青少年課 の補導委員の ことでお聞き した

いのですが、私は補導委員 を務 めた経験があ りますが、各学校 か ら

保護者の方々 も一緒になつて補導委員 とい う形で子供たちの安全の

ために巡回 していただいているのだ と思います。今年 は どの くらい

の人数がお集 ま りになつているのか、また、街並み も変わってきた

り繁華街 となる場所 も移動 していた りしてい る中で、巡回 され る場

所の改善が行 われてい るのか どうか とい う点 を教 えていただけた ら

と思います。

・保護者の方 に出ていただ く人数は、学校 の関係者やず つ とや られて

いる方々も含 めて、例年 200人前後です。今年の人数について、正

確な数値は本 日準備 してお りませんが、例年 より少ない 180人程度

と記憶 してお ります。 できるだけ声かけを しよ うとい うことで、 日

中も夕刻 も含 めて活動 していこうと考 えています。

・巡回す る時間帯は、夕方 1時間 ぐらいだったよ うに思いますが、現

在、子供たちの動 きに合 つたものになつていますか。

・ 日中は年後 3時頃に巡回 していただいています。 夕刻 は 6時半か ら

で、中学生はだいたい部活が終わって帰 る時間です。私は 4月 も麻

里布地区を巡回 しま したが、子供が少 ない と感 じま した。 6月 2日

に委嘱式 を予定 してお りますが、例 えば麻里布地 区の場合、従来の

繁華街 に新 しい巡回場所 を加 えては どうか とい う意見 もあ りますの

で、それぞれのグループで、現状に合 わせ て巡回す る場所の検討 を

していただ こ うか とい う話 も進んでお ります。

・ あ りが とうございま した。子供たちの動 きに合 わせて、是非、改善

を図つていただきたい と思いますので、よろ しくお願いいた します。

・他 には何か御質問はあ りますか。

・ 美和支所の末弘支所長 にお尋ね します。先般 もお話 ししま したが、
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ノーテ レビ・ ノーゲームデーの 4月 頃の統計はまだできていません

か 。

・統計はできてお りますが、あいに く本 日は資料 を手元に準備 してお

りません。

・ ノーテ レビ 。ノーゲームデーの取組 は、学習時間の確保や親子の会

話 の充実 とい う目的があると思いますので、取組 を実施す るだけで

はな く、効果が低い場合の原因究明 も含 めた結果の分析まで行 つて

い く方が良い と考 えます。来月には 4月 、 5月 の状況について、 う

ま くいかない理 由や 目標数値 も含 めて御報告いただきたい と思いま

す。 よろ しくお願い します。

・他に 1ま いかがで しょっか。

別になければ、以上で報告第 5号 を終わ ります。

次に 日程第 3議 案第 20号不動産の取得についてを議題 といた しま

す。 これ以降の 日程 については、公表までの間、非公開 としなけれ

ばな らないため、非公開に したい と思いますが、御異議 あ りません

か 。

・異議 な し。

・傍聴人の方はよろ しくお願い します。

<傍聴人退席 >

。それでは、議案第 20号不動産 の取得 について説 明いた します。

本議案は岩国市議会の議決に付すべ き契約及び財産の取得又は処分

に関す る条例第 3条 の規定に基づ き、周東町上久原地帯に所在す る

土地 を (仮称)岩国市玖珂周東学校給食セ ンター建設事業用地 とし

て不動産 を取得す る議案 を別紙の とお り作成す るにあた り、教育委

員会の意見を求めるもので ございます。本建設事業は、老朽化 した

玖珂 と周東の給食セ ンターを統合す るとともに、周辺地域 の学校 に

対 して将来的に安心安全な学校給食 を安定的に継続 して提供す るた

め、新 しく給食セ ンターを建設す ることとしてお り、当該建設 に必

要 となる.6,239。 36平方 メー トルについて価格 9,305万 5,297円 で取

得す るもので ございます。以上、御審議 のほ どよろ しくお願 いいた

します。

・ ただいまの説明に御質問があ りま した ら、お願い します。

・特にあ りません。

。ないようで した ら、議案第 20号は原案 どお り決す ることに御異議 あ

りませんか。

・異議な し。

・御異議 な しと認 めます。 よつて、議木安第 20号 は原案の とお り決 しま

美和支所長

西村委員長

各委員

西村委員長

学校教育課主幹

西村委員長

各委員

西村委員長

各委員

西村委員長

村尾委員
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教育政策課課長

西村委員長

す。本 日の 日程 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か らお願 いいた します。

・次回は 6月 26日 (金)午後 3時か らお願 い したい と思います。場所

は 2階の特別会議室です。 よろ しくお願 いいた します。

・ では これをもちま して、平成 27年第 6回教育委員会会議 を終了 しま

す。

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

教育委員 (廣 田) 印

教育委員 (長 重 )

印

印
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