
1 会議名   平成 27年  第 9回教育委員会会議 会議録

2 開催 同時  平成 27年 7月 21日 (火)午後 2時 00分 ～午後 2時 59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

廣 田 登志子、村尾 利勝、牧 中 マ リコ、佐倉 弘之甫

5 欠席委員  な し

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 康夫

周東支所長   : 山本 伸之  錦支所長    : 藤本 洋征

美和支所長   : 末弘 隆司  本郷 山村留学センター所長 :佐古 三代治

教育政策課長  : 藤本 玲子  学校教育課長  : 村川 直樹

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

科学セ ンター館長 :浜川 智也

中央図書館管理カリエ長 :山本 圭子 中央図書館整理奉仕班 :藤 中 朗子

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  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 7号 所管事項について

日程第 3 議案第 21号 平成 26年度教育委員会の点検及び評価 について

日程第 4 議案第 22号 岩国市い じめ問題調査委員の任命 について

会議の大要

西村委員長

周東支所長

。それでは、ただいまか ら平成 27年第 9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、村尾委員 と佐倉委員にお原買い します。

本 日の議題 は、「日程第 2報 告第 7号 所管事項 について」「日程第

3議 案第 21号 平成 26年度教育委員会の点検及び評価 について」

「日程第 4議 案第 22号 岩 国市い じめ問題調査委員の任命 につい

て」以上でございます。

それでは、「日程第 2報 告第 7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、また所管事項において懸案等があれば、説明をお願 い

します。

・ 8月 ■5日 、19日 、23日 の周防祖生の柱松は、国の重要無形文化財
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教育政策課長

に指定 されてお ります。是非お越 しいただきます よ うお願 いいた し

ます。

・ 8月 3日 か ら 6日 までの 4日 間、世界スカ ウ トジャンボ リーに総力

で対応す ることになつてお ります。

・ 7月 18日 に留学生は全員帰省 しま した。 1人アメ リカか ら来ていた

子 も 9月 か ら中学校 とい うことで帰国 しま したので、9月 か らは (1

人減の)16人 でセ ンターが始まることにな ります。

・生涯学習課 については、世界スカ ウ トジャンボ リーがい よい よ 2週

間後 とな りま した。今回は、ジャンボ リー とともに山日のき らら浜

でジャンポ リー フェスタが開催 され ます。岩 国市も 7日 間全てにお

いて、岩 国の情報発信のテ ン トを出 しますが、それ以外 にステー ジ

ゾー ン、ア クテ ィビテ ィブー ン、国際交流 ゾー ン、飲食物販エ リア

で岩 国市関係 の方が販売等 され ますので、ジャンボ リー フェスタに

ついて もよろ しくお願い します。また、岩国市には 46か 国のスカ ウ

トがや つて くることにな り,ま した。最終的には、年後の部です けれ

ども、職員が 167人体制、通訳は 225人体制で 4日 間に臨む予定で

す。

中央公民館 については、「童謡や唱歌 を歌つて リフ レッシュ」を 6月

に実施 しま して、雨の中ではあ りま したが、160人 の参加 が ございま

した。

・毎年開催 してお ります民俗芸能まつ りを 8月 30日 に錦ふ るさとセ ン

ターで開催 いた します。錦川清流線 で もお越 しいただけるよ うに開

催時刻 を調整 してお ります。

また、 7月 1日 か ら 7月 23日 まで、市役所 1階の展示 コーナーで藤

岡市助博士の資料展示を行 つてお ります。東芝未来科学館 で 5月 末

まであ りま した藤 岡市功博士の展示 コーナーの資料の一部 をお借 り

して実施 しています。藤 岡市助 については、市民の皆様 、できるだ

け多 くの方に知 つていただきたい と考 えてお りますので、御 覧いた

だけた らと思います。

本 日午前中に、恒例の夏休み岩国シロヘ ビ親子教室 を開催 しま して、

教育長にも最初の御挨拶 をいただいた ところです。91人 の参加者 が

ございま して、シロヘ ビとの触れ合いを行 つていただきま した。

・ 7月 15日 のスズムシ無料配布ですが、今年は大勢来ていただきま し

た。 当 日は 250人、その後 もまだスズムシがあ りま したので、テ レ

ビ等でも言つていただいて、30人 くらい追加で来ていただきま した。

まだスズムシがお ります ので、希望 され る部署があ りま した ら、是

非 ご協力いただきたい と思います。本 日は科学セ ンターがお休みで

すので、明 日以降、御連絡いただければ と思います。

・ 前回の所属長会議で皆様 に玖珂小学校 の工事 スケジュールの御案内
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をいた しま したが、地元で も 7月 1日 に説明会 を実施 し、地域の皆

様 に説明を行 つた ところで ございます。

・ただいまの説明に御意見や御質問があ りま した ら、お願 い します。

・ 世界スカ ウ トジャンボ リーに 46か 国の人たちが集 ま ります。支所長

の発言 にもあ りま したが、是非、総力 を挙げてお もてな しす るとと

もに、子供たちの交流支援 をお願 い したい と思 つてお ります。教育

委員会の立場 としま して も、国際化の進む中、岩 国の子供たちを 自

分 の言葉や 自分の意志でいろいろな意見を述べ られて交流ができる

よ うな子 に育てたい と考 えてお りま して、今回、様 々な国の人たち

との交流は、絶好の機会 と考 えてお ります。是非、 しつか り楽 しく

愉快 に交流 して もらえるよ うに、私たちはサポー トしてまい りたい

と思いますので、 どうかよろ しくお願い します。

・他 にはございませんか。

では、私か ら質問 します。徴古館 の企画展 「吉川経家 と鳥取城の攻

防」ですが、入館者は最終的に 8,670人 とあ ります。 これは予想以

上の人数だつたので しょうか。

・ 開催時期 を錦帯橋 まつ りを挟んでの時期 に設定 しま した ことか ら、

鳥取市長 にもお越 しいただ きま した し、開催期 間中に何度か PRの
機 会 もあ り、報道関係 にも取 り上げていただ きま したので、予想以

上の来館者があ りま した。

・ 7月 1日 か ら始まった新 しい企画展の方はいかがで しょうか。

・ 亀尾天岳 を中心 とした近代 の書家 を取 り上げてお ります。全国的に

あま り知名度が高い ものではあ りませ んが、お越 しいただけるよ う

な工夫は していかなければいけない と思 つてお ります。夏体み期間

中で もあ りますので、公園に出かけていただき、涼みがて ら寄つて

いただ くとい うよ うな コース設定ができれば と考 えてお ります。

・ 日本画で、 しか もあま り聞 きなれ ない方なので、少 しな じみが薄い

ですね。

。中央図書館 に御協力いただ き、企画展の紹介 も していただいてお り

ますので、引き続 き PRし ていきたい と考えてお ります。

。これはポスター を中央図書館 に貼 るな ど、お互いに掲示 し合 うよ う

なことを しているので しょうか。

・ 年 間を通 じて、全部の企画展のポスターが作れ るよ うな予算構成 に

なってはお りません。鳥取城 の攻防につ きま しては、都市交流 との

共催 とい うことで立派なポスター を作 らせ ていただきま したが、そ

のほか ものにつ きま しては、 こち らで作 りま したチ ラシを大きく し

て活用 していただければ と思います。

・ ほかにはございませんか。

。再度、「青少年のための科学の祭典 in岩 国 由宇会場」の PRを し
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てはいかがですか。私 も毎回挨拶に参 りますが、由宇は延べ 700人

くらい と思いますが、いろんなブースが ございます。再度お願 いす

る事があ りま した らどうぞ。

・ 多 くの方に来ていただきたい と思います。地元の由宇 中学校の生徒

な どにもボランテ ィアで参加 して もらっています。 またブースの方

では韓国か ら来ていただ く予定で、一時MARSの 心配 もございま

したが、沈静化 に向かつてお り、予定 どお り来ていただけるよ うに

なつてお ります。昨年は大変な雨の中での実施 となつたそ うですが、

雨で もできます し、いろんなブースで楽 しむ ことができます。小 さ

い子供 さん も一般 の方 も来て遊 びなが ら、科学 を体験 していただ く

とい うことにな りますので、よろ しくお願 いいた します。

・ ほかにない よ うで した ら、以上で報告第 7号を終わ ります。

次に、 日程第 3 議案第 21号平成 26年度教育委員会の点検及び評

価 についてを議題 といた します。 それでは、教育政策課か ら説 明を

お願いいた します。

・議案第 21号平成 26年度教育委員会の点検及び評価について、説明

いた します。地方教育行政の組織及び運営に関す る法律第 26条第 1

項の規定によ り、平成 26年度に取 り組 んだ事業の点検及び評価 に係

る報告書 を別紙の とお り作成す るに当た り、教育委員会の意見 を求

めるもので ございます。                 ′

ここで、資料の訂正が ございます。報告書の 19ペ ージ、中央図書館

の 「子供の読書活動推進事業」の事業費決算額が変わつてお ります。

訂正後の資料 をお配 りしてお りますので、差 し替えをお願い します。

それでは、説明に戻 ります。地方教育行政の組織及び運営 に関す る

法律の規定に基づ き、教育委員会 は、教育委員会の事業について点

検及び評価 を行い、報告書 を作成 し、市議会 に提出す るとともに、

市民に公表す ることになつてお ります。これについては、「は じめに」

に記述 してお ります。

第 1章 「教育委員会会議及び教育委員の活動」では、教育委員会会

議の開催状況や会議の中での審議状況、教育委員の活動状況 を紹介

しています。教育委員の皆様 におかれては、学校訪問や研修への参

加 をいただいているところです。

第 2章 「点検・評価の実施」では、点検・評価 の対象事業、紺象期

間等について説明 しています。点検 。評価は、平成 26年度の教育委

員会の事業 を対象 としてお ります。 なお、本年 3月 に新 しい岩 国市

教育基本計画 (改訂版)を作成 した ところですが、平成 26年度事業

についての点検 。評価で ございます ので、改訂前の教育基本計画の

中か ら事業 を選定 して、点検及び評価 を実施 してお ります。意見聴

取につきま しては、 7月 7日 の夜 に、知見者 として、社会教育委員
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会会議、 PTA連 合会、青少年育成市民会議 といつた教育関係団体

の方や元中学校 の校長先生にお集 ま りいただきま して、御意見を賜

つた ところです。

第 3章 「点検・評価の構成」では、点検 。評価 シー トの構成や点検・

評価報告書の公表 までの流れ を説 明 してお ります。改訂前の教育基

本計画か ら 15事 業 を選定 して、点検・評価 を行 つてお りますが、点

数のつけ方については、事業の「達成度」、「有効性 。必要性」と「効

率性」を評価 し、総合点数 によつて、総合評価 を S、 A、 B、 C、

Dに 区分 してお ります。 この度、 自己評価ではございますが、「おお

むね良い」 とされ る Bよ りも低い評価 はあ りませ んで したので、御

報告いた します。

第 4章 「事業の点検・評価」では、事業 ごとの点検 。評価の内容 を

お示 ししています。 この度、評価 を した 15事業の一覧が 8ページに

ございます。平成 26年度か らスポーツ と文化の所管が市長部局へ移

り、評価対象か ら外れた事業がある一方で、生涯学習 と中央図書館

において追加 等 された事業 もあ りますので、昨年度 とは若千変わっ

てお ります。 具体的に申 し上げます と、生涯学習の 「家庭教育支援

基盤形成事業」、中央図書館 の 「イ ンターネ ッ トによるサー ビス強化

事業」 と 「子供 の読書活動推進事業」の二つが昨年 とは変わってい

る ところです。 なお、昨年度 と同 じ事業 につ きま しては、 この度 も

同 じ評価になつているところでございます。

委員長、知見者 の方か ら御意見を頂いてお ります。それ によつて内

容 に特別修正 を加 えた りす ることはございませ んで したが、貴重な

御意見ですので御紹介 をさせていただいてもよろ しいで しょうか。

・ お願 いいた します。

・「教育委員会事務局の組織の見直 し」につ きま しては、 この度総合支

所 の統廃合があ りま したので、支所になつた ところが縮小 され ると

地域の方の声が届かな くな り、不便になつて しま うのではないか と

い うよ うな御 心配や統合 された地域が不便 にな らない よ うに頑張つ

てほ しい とい う御意見を頂いてお ります。

「小 中学校・ 幼稚園施設耐震化推進事業」は、学校 の体育館 の多 く

が避難所 に指定 され ていることか ら、天丼等の非構造部材 の耐震対

策 も進 めてほ しい とい う御意見を頂いてお ります。既存の施設につ

いては、平成 28年で耐震化が終了す る予定ですけれ ども、並行 して

体育館の天丼 の耐震化 も進 めていきたい と思います。 なかなか一度

に進 まない部分 もあ りますが、既存施設 の耐震化が順調 に進 めば、

天丼等の耐震姑策 も公 々に加速 していけると考えてお ります。

「地域 とともにある学校づ くりを進 めるコ ミュニテ ィ・ スクール の

整備推進」ですが、平成 26年度に 15の 中学校全てが コミュニテ ィ 。
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スクールに指定 され、今年度は、小学校 も含 めた 49校 、全ての小 中

学校が コ ミュニテ ィ・ スクール に指定 され ると聞いている ところで

す。 これについては、制度の中身 について も充実を図つてほ しい と

い う御要望 を頂 きま した。知見者の中には、地域の方 として実際に

参画 してお られ る方 もい らっ しゃるよ うで、活動経費に係 る予算の

確保 な ども頑張つてほ しい とい うお話 もあ りま した。

「確 かな学力推進事業」は、 この中で 「岩国市授業スタンダー ド」

とい う言葉が何度 も出てきますが、実効性 が上がるよ うな方法 を考

えていただきたい と言 う御意見を頂いてお ります。

「青少年問題 に係 る関係機 関・ 団体 との連携強化事業」ですが、最

近見た 日の派手 な子供 を見か けな くなつた とい うお話 を頂 きま し

た。全体的に落ち着いてきたのではないか と知見者 の方 も感 じてい

らっ しゃるよ うです。 また、他市では連れ去 り事件等 も発生 も して

お り、御心配 を頂 きま したが、岩国市ではメール配信等で注意喚起

を していることな どを御案内 した ところです。

「学習情報 。学習機会提供事業」は、出前講座 (イ カルス)に つい

て、敷居が高 く活用 しに くい と感 じてお られ る方が多いのではない

か とい うことで、今後、潜在的な講師の発掘 も進 めてい くな ど、 よ

り活用 しやすい工夫を していただきたい とい うことで した。

「家庭教育支援基盤形成事業」ですが、事業対象は親子全般 で、シ

ングルマザーや シングル ファーザーに特化 した ものでない とは思 う

が、最近 この よ うな世帯 も増 えてい るので、そのよ うな視点に立っ

た支援 も広げていただけた らとい う御意見を頂 きま した。

「かけがえのない文化遺産の次世代への継承」 については、 白蛇の

観覧施設の建て替 えの計画 も進み、いずれは入場料 の検討 もされ る

のではないか と思 うが、入場料の設定については慎重に御検討いた

だきたい とい うことで した。

「研 究活動 と展示会等の充実」は、徴古館 の建物 自体が文化財 にな

るので、 これ らをいか した博物館づ くり・活用方法 を考 えていただ

いた らよいのではないか とい う御意見を頂 きま した。それか ら、歴

史民俗資料館 について、現在、常に開いてい る状態ではないので、

可能であればいつで も利用できるよ うな形態 に していただいた らと

い う御意見を頂 きま した。

「子供の読書活動推進事業」です けれ ども、図書のお世話 をされ る

司書の嘱託職員が 5年 で終わつて しま うことについて、教育は継続

性が重要なのでその辺 りを考慮 していただけない ものか とい うお話

を頂いてお ります。

「イ ンターネ ッ トによるサー ビス強化事業」ですが、若い人はネ ッ

ト世代 なので、イ ンターネ ッ トサー ビスの充実が若い人の利便性 の
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西村委員長

廣 田委員

教育政策課長

廣 田委員

生涯学習課長

廣 田委員

生涯学習課長

廣 田委員

生涯学習課長

廣 田委員

向上につながつてい るのではないか とい うことで、 これか らも進 め

ていただきたい とい うことです。

「科学振興展覧会開催事業」です けれ ども、企業 との連携 も進 めて

いただいた らとい う御意見を頂戴いた しま した。

「学習 グループ、 クラブ活動の育成支援事業」については、中央公

民館 の耐震性 の問題 もあるが、ハー ド面、 ソフ ト面を総合的に考 え

ていただきたい とい う御意見を頂 きま した。

「おわ りに」では、改訂後の教育基本計画の御案内をす るとともに、

総合評価 の結果 を簡単にま とめてお ります。「達成度」「有効性・ 必

要性」「効率性」の 3項 目を基に した各事業の総合評価は、 S評価が

2事業、 A評価 が 9事業、 B評価 が 4事業で、 C評価 とD評価 は ご

ざいません。「今後につきま しても、この点検の結果 を踏まえ、教育

委員会会議その他 あ らゆる機会 を提 えて広 く議論 を重ね、課題や改

善点を十分に検討 し岩国市の教育行政の推進 に努めてまい ります。」

と最後 を締め くくっているところです。

。この件に関 しま して、御質問、御意見は ございませんで しょうか。

・「達成度」「有効性 。必要性」「効率性」の配分か ら見ると、最高は 10

点 と思われますが、それぞれの項 目の配分は どうなつているので し

ょ うか。

・知見者の方か らも同 じ質問を受けま した。「達成度」が 4点満点、「有

効性・必要性」「効率性」がそれぞれ 3点満点、合計 10点満点にな

ります。

・ 生涯学習課のイカル スについて、現在、た くさんの講師の方が登録

してい らっ しゃいますが、登録は 自己申告で しょうか。

。そ うです。募集 して応募のあった方を登録 してお ります。

・ 登録 に対 して全 くオ ファーのない こともあると思います。その割合

はおお よそ どの くらいか分か りますで しょうか。

・ 割合 は出 してお りませんが、利用 してい る方が少 ない と思います。

1年 に 1回 、全ての講師の方 を招いて研修会 を行 つてお りますが、

イカル スは 1回 のお試 し講座 で、 2回 目以降は直接連絡 を取 つてい

ただきますので、イカル スで 申 し込んでいないけれ どもその後の勉

強は続いているとい うもの も中にはあると思います。

。一度 もオファーがない ことについては、講師のや る気はあるけれ ど

も、利用 とうまくかみ合 つていない部分があるとい うことですね。

。この辺 りの対応 については、意見交換の場 も設 けています し、情報

誌 の内容紹介 をも う少 し工夫 してい こ うか とい う方向性 も見えてき

ているところです。

。私 も情報誌 を見せ ていただ き、様 々な分野に豊かな人材がた くさん

い らつ しゃることを再認識 した ところですので、活用できた らいい
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文化財保護課長

廣 田委員

文化財保護課長

村尾委員

学校教育課長

村尾委員

学校教育課長

な と思います。

も う一点、文化財保護 について、予算の確保 は本 当に必要な ことだ

と思いますが、予算を確保す るための手立ては何か ございますか。

・他課 との連携 な どによ り予算の確保ができれば と考 えてお ります。

幕末の関係 については、来年度、観光振興課 との連携事業 も考 えて

いるところで ございます。

・ 徴古館 は、建物 自体が とて も歴 史的意義があるものですので、市民

に も広 く親 しんで知つていただきたい と思います。予算の確保 につ

いても、是非頑張つて くだ さい。

・建物に も興味を持 つて見ていただけるよ うに、 も う少 し上夫 してい

きたい と思います。

・ 学校教育課 の 「確 かな学力推進事業」は、伊藤進教育振興基金が財

源 として活用 されていますが、指定校 に対す るケアは非常に有効だ

と感 じています。例 えば、先進校視察は、多 くの先生方に授業力 を

身に着 けていただ くことにつなが る、先生方の糧 になる部分 とい え

ます。 この研修費が減額 されてい るよ うです ので、 この点について

は非常に危惧 しているところです。少 しで も増額 を してほ しい と思

います。

それか ら、指定校 は 2校 あ りますが、最近は 1年間で ローテー シ ョ

ンす る とい う方式 を とられている と思います。 よ り多 くの先生方の

授業力 を高めてい くために、 2年間指定をや めて 1年間の ローテー

シ ョンを組んだので しょうか。

・指定校 は、 1年指定 と 2年指定が ございます。現在、通津 中学校 は

1年指定ですが、高森小学校 は 2年指定を してお り、 1年 と 2年 を

組み合わせ ている状況です。全部が 1年指定になつたわけではあ り

ません。

。そ うですか。 1年指定 とい うことで、学力向上 を 1年間で仕上げる

のであれ ば、 4月 当初は 日程的に難 しいので、 5月 頃に研 究の主題

を決めることにな り、それ に基づ く授業が行 われ るのは 6月 頃にず

れ込みます。 7月 はほ とん ど授業ができない状態で、 9月 か ら授業

を展開 してい くことにな りますので、研 究主題 に迫 つてい く中、機

運に乗 つた ところで終了 して しま うとい うことがあ ります。 この よ

うに 1年指定 とい うのは非常に窮屈ですか ら、私は 2年指定が非常

に望ま しい と考 えます。 1年指定 と 2年指定について、学校教育課

長の見解 イまいかがですか。

・去年、錦清流小学校 を 1年指定 しま したが、 も う 1年や つてみたい

とい う希望があ りま した。現場 には、 2か年かけて、今年 の経験 を

いか して次の年 もや りたい とい うニーズが ございます。そ こは委員

のお つ しゃるとお りですので、少 し検討 を してみたい と思います。
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村尾委員

西村委員長

佐倉委員

西村委員長

現在、春運動会 を実施す る小学校 が多 く、 1学期か らスター トす る

のが難 しい とい う状況 もあ ります ので、学校 の実態に即 して考えな

ければいけない と思います。

・伊藤進 さんの 1億 円基金は、以前本人にお話を聞いたのですが、「自

分 は上の学校 に行 つてい ろいろ勉強 して学力 をつ けて社会に出たか

つたが、家庭 の事情でそれがかなわなかつた。 だか ら、今の子供た

ちの学力向上のために寄附 したい。先生方に も子供たちの力を高め

るよ うな指導力を持つていただけるよ うに、是非活用 してほ しい。」

とい う趣 旨か ら設置 された ものです。 よ り多 くの学校 の先生方につ

いて体制づ くりや意識改革 を図るには、 1年指定 も良い と思います

が、その学校 の研修 内容 を充実 させ る とい うことであれば、 2年指

定で落 ち着いて しつか りと体制づ くりを しなが ら、子供たちの学力

を着実に高めてい くことが望まれ ます。財政 と協議 して 2年指定が

増 えて くるよ うに頑張つていただきたい と思います。 よろ しくお願

いいた します。

・ ほかにございませんか。

。ないよ うで した ら私の方か ら申 し上げます。「地域 とともにある学校

づ くりを進 めるコ ミュニテ ィ・ ス クールの整備推進」については、

Sと い う総合評価 です ば らしい ことです。 4年 目くらいですが、取

組 が浸透 してい るとい うことだ と思います。今後、内容の充実を図

りそれが成熟 してい くには 5年 、10年掛かるで しょうか ら、その頃

に S評価が もらえた らとい う思いもあ ります。

今 、地方創生、地域創生 とさかんに言われてお りますが、地域にお

いて教育の果たす役割 とい うのが コミュニテ ィだ と思います。 コ ミ

ュニテ ィ・ スクールは、学校 、校長が ビジ ョンを示 し、地域 と保護

者 がそれ を運営協議会の中で検討 しなが ら一緒 になつて取 り組んで

いきますが、取組 の成熱 とともに教師の役割 もさらに充実 して くる

のでは とい う思い もございます。

今、学校においては、「学校や子供たちが地域に向けて何かできるの

ではないか」 とい うことで発信 してい る取組 もあ ります。例 えば、

子供 た ちがお父 さんや お母 さん と一緒 に地域 の清掃 活動 に参加す

る。 クラブ活動はその時間帯は少 し避 けて もらえるよ うに学校側 も

配慮す る。 こ うした ことが、地域 とともにある学校づ くりにつなが

ります。地方創生 における子供たちの関わ りは大変大事だ と思いま

すので、一緒 に取 り組 んでいきたい と思 つてお ります。 どうかず つ

と S評価になるよ うに頑張つていきま しょう。

。一点、お聞き します。科学セ ンターの ところで、企業 と連携 してほ

しい とい う御意見があつた よ うですが、現在 、企業 と連携 している

とい うことはあるので しょうか。
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教育次長

西村委員

教育次長

西村委員

教育次長

西村委員長

各委員

。その意見が出た ときに、東芝 さんの協力 を得て、科学セ ンターの 1

年間の活動で優秀だつたお子 さんを藤 岡市助博 士記念科学振興表彰

とい うことで顕彰会 と一緒 に表彰 させていただいた こと、その とき

に東芝 さんか ら賞品を頂いた り、一番 いい賞であれば、東京への交

通費 と宿泊料 を頂 き、東芝未来科学館 に招待 していただいた りした

ことな どを説明 しま した。

また、先 日、工業 クラブの方 とお話 をす る機会があ りま したが、 ど

の会社 も社会貢献 とい うことを言われています。 できる範囲は限 ら

れ るとは思いますが、例 えば、科学セ ンターであれば、岩 国にはい

ろんな化学手場や製造業があ りますので、そ うい う企業に協力 をお

願 い して物づ くりに加 わっていただいた らと考 えてお ります。地域

にはいろいろな産業があ りますので、そ うした産業界の方 とい ろん

な接点を持つ ことも必要 と考えているところです。

意見聴取の中では、地元の企業に市のイベ ン トに参加 していただ く

な どして、岩 国で どうい う物が作 られてい るか、例 えば、 日本製紙

さんであれ ばチ ップか ら紙 がで きる仕組み、三井化学 さんな らペ ッ

トボ トルの原料 について、市民の人や子供たちに紹介できた らいい

ですね とい うお話 も していますので、今後、何 らかの形で企業 と連

携 を して子供 たちに良い刺激 を与 えることができた らいい と思 つて

いるところです。

。こ うい うことで協力 してほ しい と具体的にお願 いすれば、企業 との

連携については、かな り実現できることがあると思います。来年度、

評価が上がるよ うに取 り組 まれてはいかがで しょうか。

。今 、科学の祭典 もいろいろな ところに御協力 を頂いてお ります。 ス

ペースや時期の問題 もあ りますので、今後は科学の祭典だけでな く、

ほかに夏休み 中に紹介できるよ うな行事 を検討 してい くことも考 え

てお ります。 ただ、科学セ ンター も夏休み中は多 くの行事があって

新たな行事 を入れ るのは難 しく、昨年度、私が館長であつた ときも、

実現できませ んで したので、今後は生涯学習な どにも視野 を広 げて

企業 との連携 を模索 していきたい と思つています。

・ 一つの課 だけではな く、横 のつなが りを持 つて取 り組 んでいただき

たい と思います。

。今後、商工会議所や工業 クラブな ど様 々な ところで、何ができるか

をお話 させ ていただいて、できる事か ら連携 を図つてい くことを考

えています。

・ ほかにございませんか。

ほかにないよ うで した ら、議案第 21号 は原案の とお り決す ることに

御異議あ りませんか。

・異議な し。
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西村委員長

青少年課長

西村委員長

青少年課長

西村委員長

各委員

西村委員長

教育政策課長

西村委員長

・御意義な しと認 め、議案第 21号 は原案の とお り決 します。

次に、 日程第 4 議案第 22号岩国市い じめ問題調査委員の任命につ

いてを議題 といた します。 それでは、青少年課 よ り説 明をお願い し

ます。

・議案第 22号岩国市い じめ問題調査委員の任命 について説明 します。

い じめ防止対策推進法第 14条 第 3項の規定によ り、次の とお り岩国

市い じめ問題調査委員 を任命す ることについて、教育委員会の承認

を求めます。

岩国市い じめ問題調査委員の候補者で ございますが、松宮透高氏は、

県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科の准教授です。藤本誠氏は、

岩 国市医師会理事で、岩 国市医師会か ら推薦 を頂いてお ります。 中

原智也氏は、 山 口県弁護士会か ら推薦 を頂いてお ります。杉山百合

俊氏は、山 口県臨床心理士会か ら推薦 を頂いてお ります。藤井あゆ

み氏は、一般社団法人 山 口県社会福祉 士会か ら推薦 を頂いてお りま

す。池上美智子氏は、岩 国市民生委員児童委員協議会 の主任児童委

員部会長でございます。

以上、 この調査委員の任命 について、教育委員会の承認 を求めるた

め、提案 をいた します。 よろ しくお願 い します。

・ただいまの説明に御意見、御質問があ りま した ら、お願 い します。

委員は、広島県の方や周南市の方 もい らつ しゃいます が、岩国の方

でなくてもいい とい うことですね。

・ できれば岩国市でない方がいい とい うことです。

・ ほかにございませ んか。特にない よ うで した ら、議案第 22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、議案第 22号 は原案 の とお り決 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 いいた します。

・ 次回の定例会は、 8月 18日 (火 )午後 2時か ら本庁 6階の議会会議

室で開催 したい と思います。 よろ しくお願いいた します。

。これ をもちま して平成 27年第 9回教育委員会議 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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