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１ 会議名   平成 27 年度 第３回総合教育会議 会議録 

２ 開催日時    平成 27 年８月 18 日（火）午前 10 時～午前 10 時 37 分 

３ 開催場所  ６階 議会会議室 

４ 出席者   市長 福田 良彦 

          教育委員長 西村 宏 

教育長   佐倉 弘之甫  

教育委員  廣田 登志子 村尾 利勝 牧中 マリコ 

５ 欠席者  なし 

６ 説明のため出席者した者 

教育次長   小田 修司  学校教育課長 村川 直樹 

青少年課長（教育センター所長）榎本 丈二 

文化財保護課長 青木 英子 生涯学習課長 山口 妙子 

中央図書館長 桂 資展  

スポーツ振興課長 相川 建雄 文化振興課長 北川 年明 

７  事務局 

教育政策課長 藤本 玲子 

教育政策課政策班長 村上 和枝／ 政策班 沖野 理恵 

８  協議事項 

（１） 岩国市教育大綱について 

（２） その他 

 会議の大要 

教育政策課長 

 

福田市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

 

福田市長 

 

定刻になりましたので、平成 27 年度第３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、福田市長からご挨拶をお願いします。 

 皆さん、おはようございます。 

本日は大変お忙しい中、第 3 回目の総合教育会議に、ご出席いただき

ありがとうございます。 

今回の議題となっています「岩国市教育大綱」については、前回の第

２回目の会議で、事務局から大綱案の提示があり、それについて、皆さ

んから、たくさんの御意見をちょうだいいたしました。本日は、皆さん

からの意見を反映し、修正を加えました「案」を再度提示させていただ

いております。これを基に、最終的な詰めを行って、「岩国市教育大綱」

を確定したいと考えておりますので、どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。 

それでは協議に入りたいと思います。 

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、市長にお願いしたいと思います。 

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って、協議を進めていき
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                 たいと思いますので、ご協力をお願いします。 

はじめに、協議事項１「岩国市教育大綱（案）について」協議します。 

事務局から説明をお願いします。 

 教育政策課長 それでは、着席のままで失礼します。 

資料 1 の「修正案の新旧対照表」を横に置きながら、見開きとなって

おります資料２「教育大綱案」を見ていただければと思います。まず、

ブルーの表紙の「教育大綱案」ですけれども、錦帯橋を配しました表紙

にしております。一枚開いていただくと、基本目標のページが右側にな

っております。「志高く 豊かな心と生き抜く力を育む」、これを基本目

標としております。前回は、表の表紙にも載せておりましたが、そこを

省きまして、三つ折６ページにしておりますが、その表紙を開きました

ら、「基本目標」が載っているという形にし、これを 1 ページとしまし

た。それでは、最終の確認ですので、以下を読み上げさせていただきま

す。「岩国市教育大綱」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第 1 条の３に基づく大綱です。本市のまちづくりの指針であります「第

２次岩国市総合計画」(平成 27 年度～平成 34 年度)の基本構想における

教育・文化の基本目標「心の豊かさと生き抜く力を育む教育文化のまち」

をめざし、本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策につ

いて、その目標や施策の根本となる方針を定めたものです。 

 次に、開いていただくと、「基本方針」全てが、一度に見える形とな

ります。基本方針ですが、前回御意見をいただきまして、順番を入れ替

えております。 

「基本方針１」を、「子供たちの教育の充実」とし、「子供たちが、心

豊かに成長している」姿をめざします。「学校教育の充実」として、子

供たちが健全に成長し、たくましく社会の中で生きていけるよう、子供

たち一人ひとりを大切にし、それぞれの個性を伸ばすとともに、豊かな

人間性を養うため、学校教育の充実を図ります。次に「地域と一体とな

った教育力の向上」を挙げております。子供たちを取り巻く環境の多様

化・複雑化に伴う様々な問題に対応していくため、「地域の教育力」向

上を目指し、保護者や地域住民が学校運営に参画する「コミュニティ・

スクール」や、地域ぐるみで子供たちを見守り支える仕組みである「地

域協育ネット」の取組を充実していきます。ここのところですが、前回

御意見をいただきましたので、｢コミュニティ・スクール｣や「地域協育

ネット」という具体的な取組を入れました。次に「教育環境の充実」と

して、学校施設の整備・充実を推進するとともに、通学路の安全を確保

し、子供たちが安全に安心して教育が受けられる環境づくりに取り組み

ます。こちらの方も前回「環境づくり」という言葉が重複していました

ので、修正を加えております。次の「基本戦略」では、主に義務教育に

ついて述べております。 基本目標「志高く 豊かな心と生き抜く力を
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育む」ことを達成するため、夢と愛と力を育む教育を実践し、高い志を

持って、社会に貢献する子供たちを育成します。その下に「夢と愛と力

を育む教育実践」といたしまして、図を示しております。三つの円があ

りまして、それを支えるのが四角に囲まれた部分です。一つ目の円が、

「キャリア教育、夢の広がりを楽しむ。チャレンジする勇気＝向上心」

です。左側の円が、「徳育、愛の素晴らしさに心ときめく。感謝・感激・

感動あふれる教育＝美しい心」、これは、前回御指摘いただいたところ

をわかりやすく直しております。右側の円が、「知育、体育、力を付け

ることに喜びを感じる。実践する力＝行動」となります。そして、真ん

中の円が重なるところに、「志」の一文字を入れました。その下に四角

の枠で囲んでいますが、「開く」地域に開かれた学校づくり「創る」実

践的で創造的な教育活動、「研く」教員の資質・能力の向上、「育む」知・

徳の・体の育成、ということで、「キャリア教育」「徳育」「知育・体育」

を今の４つが支えるという図形にしております。 

 次のページにいきます。「基本方針２」の「生涯学習の推進」「心豊か

に未来をひらく生涯学習を推進する」です。これは、前回の御意見から

順番を入れ替えたところです。「生涯学習の推進」生涯にわたり学び、

豊かな教養をもち続けられる「生涯学習のまち」を目指し、いつでもど

こでも学習のできる機会や場の充実に努めます。「社会教育施設の整

備・活用と地域交流の推進」生涯学習活動の拠点となる社会教育施設の

整備を促進するとともに、適正な管理と効率的・効果的な活用を図り、

地域の交流の場となるように努めます。 

「基本方針３」は、「文化・芸術の振興」「良質な文化、芸術を身近に

感じることができる」です。「文化・芸術活動の推進」ということで、

市民が質の高い文化・芸術に触れることができ、豊かな心を養えるよう、

「文化芸術創造都市宣言」を行い、「いわくにらしさ」を大切にした、

新たな文化・芸術を創造するまちづくりを進めます。 

「基本方針４」といたしまして、「郷土の歴史や伝統・文化の継承」「か

けがえのない文化遺産を次世代へ継承する。」です。「文化財の保護・活

用と伝統文化の継承」ということで、地域の多彩な歴史・伝統文化を次

世代に着実に継承していくため、有形・無形の文化遺産の保存、活用を

進めるとともに、文化財や歴史に親しむための環境整備を図ります。 

一番右側のページにいきます。「基本方針５」は「スポーツ活動の推

進」「スポーツでいわくにを元気にする」です。「生涯スポーツの推進」

市民一人ひとりがライフステージに応じて、いつでも・どこでも・誰も

が・いつまでも気軽にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、スポーツ

を支えることができる「生涯スポーツ社会」の実現に努めます。次は「ス

ポーツ環境の整備」スポーツ活動の推進のために、誰でも気軽にスポー

ツに親しむことのできる施設の整備充実に努めるとともに、指導者等ス
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タッフの確保、育成等の取組を進めます。 

最後になりますが、「基本方針６」は「国際交流の推進」「国際交流が

盛んで、相互理解が進んでいる」です。「国際交流の推進」多文化共生

の地域づくりに向け、市民の国際感覚や多文化理解の意識を高めるとと

もに、世界に羽ばたく人材を育成します。また、外国人との交流機会の

充実等を図るとともに、海外から訪れる外国人を温かく迎え、親しんで

もらうための取組を進めます。 

その下に、外国の方との交流ということで、「世界スカウトジャンボ

リー」の写真を載せております。 

そのページを閉じていただきましたら、最後のページですが、市民憲章

を載せております。市民憲章のパンフレットそのままの形で、写真もそ

のまま使わせていただいています。 

以上、岩国市教育大綱案ですが、市長のイメージカラーでありますブ

ルーを基調といたしまして、基本目標の部分は、教育委員会の熱い思い

出ありますオレンジを配しまして「志高く 豊かな心と生き抜く力育

む」としました。皆様のご承認をいただければと思います。以上でござ

います。よろしくお願いします。 

 福田市長 ただいまの説明に、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

 西村委員長 ページ番号はなくなるのですね。 

 
教育政策課長 

開いたときに、１ページが右側にくるので、むしろない方がいいだろ

うという意見をいただいておりますので、ページ番号はなくします。 

 

西村委員長 

最後の市民憲章のところですが、大きい文字と小さい文字をわけてい

ますね。小さい文字もいい文章なので、これは、同じ大きさにしてもい

いのではないですか。 

 教育政策課長 前置きなので、小さい文字にしてあると思うのですが。 

 
廣田委員 

前置きなので小さくしてあるので、これはこの比率のまま、全体を大

きなフォントを大きくするという方がいいと思います。 

 福田市長 全体のフォントを大きくするということですね。 

 教育政策課長 そうですね。この比率のまま大きくしてみます。 

 

廣田委員 

写真ですが、世界スカウトジャンボリーの写真が３枚載っています

が、今はとても旬ですが、時間がたてば色あせてしまうので、他の国際

交流の写真もあったほうがいいと思います。 

福田市長 

エベレット市との交流とか、シンフォニアで毎年行っている日米交流

合同コンサートの写真もいいのではないですか。 

ジャンボリーの写真は、どの写真を残しましょうか。 
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廣田委員 

真ん中の写真がいいのではないですか。後は、ワークショップのよう

な感じがします。 

佐倉教育長 

あと、ページの順番ですが、「基本目標」のところを、表紙の裏側に

もってきたらどうでしょうか。入れ替えると、見開きで一度に基本方針

を見ることができなくなりますね。 

西村委員 
どちらを選ぶかですよね。並び替えると、目標があって、基本方針が

あって普通の順番にはなりますよね。 

 
廣田委員 

ページ数を載せなければいいですね。ページがあるとすごく不自然な

感じがします。 

西村委員長 

やはり、基本目標があって基本方針があるという方がいいと思いま

す。「基本目標」は最初に来ると、開いて右側に「基本目標」があると、

どちらが上かわからないという感じがします。基本目標は、「基本方針

１」から「基本方針６」までの全てにかかるわけですよね。学校教育の

ところだけではないですよね。 

教育政策課長 そうです。 

西村委員長 

大綱の「基本方針」はこれだとわかる形がいいと思います。 

前回は、表紙に入っていましたよね。これだと、開けたときに、基本

方針を先に見てしまいますよね。三つ折のレイアウトは、難しいですね。

色合いを変えるとかしたほうがいいのではないですか。 

これは、どのようなところに配られるのですか？希望者の方に配ると

いう形ですか。 

小田教育次長 

市議会議員さん、各学校、役所の機関、その他関係機関に配ります。

また、ホームページにも載せて、一般の方が見ることができて、プリン

トアウトできるようにします。 

西村委員長 
これは、どのような形でホームページにのせるのですか。見開きの形

ですか。１ページ１ページですか。 

教育政策課長 １ページ１ページです。 

西村委員長 そのときは、一番最初のページに「基本目標」を載せるのですね。 

教育政策課長 そうなります。 

西村委員長 
「岩国市」としか入っていませんが。問合せ先として、教育委員会の住

所とかは載せなくていいのですか。 

教育政策課長 「岩国市」の大きな目標なので、「教育委員会」は特には入れません。 

村尾委員 

我々が見ても混乱するという形になっていますので、「基本目標」を

きちんと最初に据えて、そのあとに「基本方針」がくるという形をとっ

た方がいいと思います。 

教育政策課長 それであれば、見開きにしない方がいいですか。 

佐倉教育長 
私としては、見開きで基本方針が全部見えるほうがいいのですが、皆

さんはどうでしょうか。 
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村尾委員 （基本目標の位置には）私も違和感があります。 

西村委員長 これは、４つ折にしたら、ページ数が増えるのですか。 

教育政策課長 そうですね。８ページになりますので白紙が増えます。 

廣田委員 
基本目標を１ページの一番上に入らないですかね。入れば、このままの

形でいいと思います。 

教育政策課長 「基本方針１」が結構ボリュームが大きいので難しいかもしれません。 

西村委員長 

基本目標は１行ですから、一番上にこれを入れて、今あるところには、

大綱の要項を残しておいてもいいのではないですか。 

基本戦略の中に「基本目標」が出てきますからね。やはり最初に出て

きたほうがいいですね。 

福田市長 基本目標の下のくだりは必要ですか。 

教育政策課長 それは、基本目標とは別の場所にあってもいいと思います。 

福田市長 
基本目標のオレンジの部分のみ、最初にもってきても入るのではない

ですか。 

教育政策課長 それでは、その形に直します。 

福田市長 他に何かありますか。 

西村教育委員長 
前々から思っていたのですが、「研く（みがく）」という文字ですよね。

どうしても「とぐ」に読めるのですよね。 

佐倉教育長 しっかり研修をしようね、という意味です。 

西村教育委員長 皆さんはどう思われますか。 

佐倉教育長 教育の分野ですから、これで大丈夫です。 

西村教育委員長 大丈夫ですか。 

村尾委員 学習課題に対して、この字はよく使います。 

廣田委員 

あと、「目指す」ですが、「目を指す」と漢字を使っていますね。一時

期、県教委から、ひらがなを使うようにと指導を受けたのですが、今は

この字を使ってもいいのですか。 

教育センター 

所長 

ひらがなを使っているイメージが強いですね。 

教育政策課長 今、岩国市では、漢字を使っているようです。 

廣田委員 直してほしいというのではなく、確認をお願いしたいと思います。 

福田市長 

他に何かありますか。 

今回、皆さんからいろいろ意見をいただきましたので、整理します。 

まず、「市民憲章」の前文と本文はこの比率のまま、フォントを大きく

するのが１点と、基本目標のオレンジの部分を、「基本方針１」の上に

入れる、とすると、１ページ目の残った説明の部分は、どうしますか。 

教育政策課長 
教育大綱の説明なので、これはこのまま残します。最後のページの市

民憲章と入れ替えてもかまいませんが。 

廣田委員 市民憲章は最後のページがいいですね。 
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福田市長 それと、写真の差し替えがありましたね。 

福田市長 
それでは、今回修正箇所がでてきましたが、多少の修正でしたら私に一

任していただこうと思っていましたがお示しできますか。 

教育政策課長 
市長と、教育委員会議は毎月ありますので、皆さんにお示しする機会

はあると思いますし、持ち回り決裁でもいいかと思います。 

福田市長 
それでは、持ち回り決裁で皆さんに最終確認していただいて、それを

もって大綱を決定させていただくということでよろしいですか。 

教育委員一同  （同 意） 

福田市長 
それでは、そのようにさせていただきます。その他として何かありま

すか 

福田市長 別にないようですので、事務局から何かありますか。 

教育政策課長 

今市長の方からありましたが、教育大綱については、持ち回り決裁で

決定させていただきたいと思います。 

次回は、10 月の下旬になろうかと思いますが、「教育関係の重点施策

について」を議題として開催する予定ですので、よろしくお願いします。 

日程等決定しましたら、またご連絡させていただきます。 

福田市長 これをもちまして、平成 27 年度第３回岩国市総合教育会議を閉会い

たします。お疲れ様でした。 

 

 

 

  


