
令和３年度第１回廿日市市総合教育会議 会議録

１ 日時 令和４年１月７日（金）

開会１３時００分 閉会１４時２０分

２ 会場 廿日市市役所 ２０１会議室

３ 出席者（構成員）

市長 松本 太郎

教育長 生田 徳廉

教育委員 山川 肖美（教育長職務代理者）

教育委員 松本 良子

教育委員 岡本 美紀子

教育委員 片嶋 学

教育委員 大島 久典

（市出席所属）

【市長部局】人事課

【教育部局】教育部長、学校教育課、生涯学習課

【事務局】 経営政策課



○事務局（経営政策課長）
定刻となりましたので、令和３年度第１回総合教育会議を開会いたします。
本日の司会を務めます廿日市市経営政策課長の木下と申します。よろしくお願いいたし

ます。この会議ですけれども、公開の下開催し、議事録を公表することとしております。 会
議につきましては、お手元に事前に配布しております次第に沿って進めさせていただきま
す。まず初めに、松本廿日市市長からご挨拶を申し上げます。

○松本市長
改めまして、皆さん、明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたしま
す。
皆様には大変ご多用のところ、総合教育会議に出席を賜りまして、誠にありがとうござい
ます。また、平素から本市の教育行政の推進に多大なるご尽力をいただいておりますこと、
改めて感謝申し上げます。
新年早々、コロナの影響を受けて、大変なスタートとなりました。成人式の延期をはじめ、
大きな影響を受けております。
そんな中におきましても、昨年は大変嬉しい出来事がありました。東京オリンピックのア
ーチェリー男子団体で、本市出身の河田悠希選手が銅メダルを獲得されました。佐伯国際ア
ーチェリーランドという恵まれた環境の中で実力をつけられ、出身校である佐伯中学校と
佐伯高校において講演会も行っていただき、子どもたちに夢と希望を与えていただきまし
た。
本年度からスタートいたしました第２期廿日市市教育大綱におきましても、まち全体で

子どもを育てることを基本方針に掲げ、その取組の一つといたしまして、コミュニティ・ス
クールの導入を進めております。本日の意見交換のテーマでもありますが、地域全体で子ど
もたちの成長を支える仕組みづくりという観点から、様々なご意見をいただきたいと考え
ております。
本日の会議が本市教育の発展に向けて有意義な場となることを祈念いたしまして、私か

らのご挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局（経営政策課長）
ありがとうございました。続きまして、出席者の紹介でございます。
お手元に配席表をお配りをしております。また、名簿もつけておりますので、これをもち
まして、紹介に代えさせていただきたいと思います。ご了承ください。
なお、名簿にはございませんが、本日の議題の関係で、関係部署の職員が同席しておりま
すので、その部分、紹介をさせていただきます。
まず、教育部長の寺岡でございます。



○寺岡教育部長
寺岡でございます。よろしくお願いいたします。

○事務局（経営政策課長）
生涯学習課長の佐々木でございます。

○生涯学習課長
佐々木でございます。よろしくお願いいたします。

○事務局（経営政策課長）
学校教育課長の雨河でございます。

○学校教育課長
よろしくお願いいたします。

○事務局（経営政策課長）
人事課長の二神でございます。

○人事課長
二神です。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局（経営政策課長）
生涯学習課スポーツ推進担当課長の新中でございます。

○生涯学習課スポーツ推進担当課長
新中です。よろしくお願いいたします。

○事務局（経営政策課長）
このメンバーで議事を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
早速、議事でございますけれども、報告事項１件ございます。スポーツに関する事務の市
長部局への移管について、資料１でございます。これからの議事進行につきましては市長に
より行いますので、よろしくお願いいたします。

○松本市長
それでは、進めてまいります。
それでは、報告事項「スポーツに関する事務の市長部局への移管について」、説明をお願



いいたします。

○人事課長
それでは、私から、「スポーツに関する事務の市長部局への移管について」ということで、
内容をご説明申し上げます。
資料の左、１ページの１、まず趣旨でございます。
スポーツに関する事務を、学校における体育に関することを除いて教育委員会から市長

部局に移管することについて、次のとおり整理するものでございます。
最初に、２、背景でございます。
大きく３つ掲げております。
１つ目が、（１）地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正でございます。
スポーツに関することは、地教行法により教育委員会の職務権限とされておりますが、平
成 19 年の法律改正によりまして、条例の定めるところにより、学校体育を除いて、地方公
共団体の長が管理及び執行をすることが可能となっております。
この法律の改正は、地域の実情や住民のニーズに応じて、地域づくりという観点から、他
の地域振興などの関連行政と併せ、地方公共団体の長において一元的に所掌することがで
きる、こうした趣旨から行われているものでございます。
２つ目が、（２）スポーツを取り巻く全国的な動きでございます。
国の第２期スポーツ基本計画においては、「スポーツを通じた活力があり絆の強い社会の
実現」を一つの柱として掲げております。
また、広島県の第２期広島県スポーツ推進計画においても、スポーツを通じて、少子高齢
化、地域コミュニティの衰退、健康寿命の伸び悩みといった社会的課題の解決に向けた取組
や魅力ある地域づくりを推進するなど、スポーツの力をまちづくりに活用する好事例が全
国的に展開をされております。
３つ目が、（３）本市におけるスポーツの推進でございます。
本市では、「豊かな心、健やかな体を育む スポーツのまち はつかいち」を基本理念と
したスポーツ推進計画において、スポーツを「する」「みる」「ささえる」、これらのことで
スポーツに関わり、人との交流やつながりを持ち、健康で豊かな生活を営むことができるま
ちづくりを目指して、スポーツの推進に取り組んでいるところでございます。
こうした背景を踏まえ、３の基本的な考え方及び方向性でございます。
２の背景のとおり、スポーツは個人に楽しみや喜びといった充足感を与えたり、心身の健
全な発達、健康・体力の保持・増進等を促す力を持っているだけでなく、コミュニティの形
成や地域アイデンティティの醸成、健康長寿社会や多様性が尊重される社会の実現、地域経
済の活性化、医療費の抑制等に貢献する力を持っております。
こうしたことから、スポーツと地域づくりを一体的に推進する体制を構築するため、スポ
ーツに関する事務を、学校体育に関することを除いて教育委員会から市長部局に移管をし



ようとするものでございます。
続きまして、４、移管により期待される効果でございます。
スポーツに関する事務を市長部局において総合的かつ一体的に推進することによって、

期待される効果を３つ掲げております。
１つ目が、スポーツの推進とスポーツの力を活用した魅力あるまちづくりとして、佐伯総
合スポーツ公園を活用した関係交流人口の拡大などの中山間地域活性化施策、またけん玉
ワールドカップなどのスポーツイベントを通じた観光産業施策、女子野球タウンの認定な
どの女性活躍の促進施策など、スポーツの力を最大限活用して展開し、魅力あるまちづくり
を総合的・効果的に推進すること。
２つ目が、スポーツを通じた社会的課題の解決として、教育委員会が実施をしております
スポーツ関連事業と、市長部局が実施をしている各種事業との連携がより一層円滑となり、
スポーツを通じて健康寿命の延伸、医療費の抑制、人と人をつなぎ支え合う地域共生社会の
実現、地域コミュニティの活性化など、社会的課題の解決に向けた取組を総合的・効果的に
推進すること。
また、３つ目が、能率的な行政経営の推進として、教育委員会が行っておりますスポーツ
推進施策と健康運動教室、保健事業、介護予防等の健康増進事業など、市長部局が行ってい
る施策との連携強化を図ることによって、円滑な事業調整、一体的な事業展開、迅速な意思
決定等を行い、最少の経費で最大の効果を挙げる能率的な行政経営を推進することができ
ること、こうした効果が期待できるものとしております。
続きまして、右のページ、５、組織再編（案）でございます。
下の新旧対照表、左が現在の組織、これを表の右のとおり、再編しようとするもので、こ
の表では、スポーツに関することと関連のある課を抽出して表記をいたしております。
また、表の上の欄外に記載をしておりますが、再編後の課の名称は、スポーツ推進課を除
いて、現行ベースで表記をしております。
具体的に再編の内容としましては、表の左下にございます教育委員会の生涯学習課に設

置をしておりますスポーツ推進グループを廃止をしまして、表の右の欄の上、市長部局に新
たに設置する上から２つ目の部、地域振興部、これが地域づくりを所管する部というふうに
なりますが、この部にスポーツ推進課を設置し、スポーツ推進計画、社会体育施設、スポー
ツイベント、障がい者スポーツ、女子野球タウンなどの事務事業を行うこととしております。
そのほかに、ここに記載しております関係課と連携を図りながら、事業を推進するという
こととなります。
続きまして、６、スケジュールでございます。
このたびの事務移管の件につきましては、昨年９月３日の教育委員会会議の後にお時間

をいただきまして、教育委員の皆様に概要を説明させていただきましたが、その後、スケジ
ュールの表の一番上、12月 15 日の議員全員協議会において、令和４年度の組織改編とスポ
ーツの事務移管について、この条例を令和４年３月の定例市議会に提案する旨とその内容



について議員の方に説明をしております。
また、次の１月７日、本日の総合教育会議で協議をいただき、これを踏まえて、条例、規
則などの案を作成しまして、２月下旬に始まります３月の定例市議会に条例案を提案する
こととなります。
提案する条例の内容としましては、下の※印の条例というところになりますけれども、廿
日市市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を新規制定、また部の設置条例な
どを一部改正することとしております。
このうち特例条例については、議会から教育委員会に対して意見聴取がございますので、
条例の内容について教育委員会会議で審議をいただきまして、教育委員会の同意を得る必
要がございます。
また、その後、議会の議決をいただきまして、４月からスポーツに関する事務を移管し、
スポーツ推進課、新しい体制で事務を執行する、こういったスケジュールとなります。
最後に、７の県内の状況、スポーツに関する事務を知事・市長部局に移管している団体で
ございますが、参考として、広島県をはじめとしまして、広島市、福山市、呉市、府中市、
三次市が実施をしている状況でございます。
説明としては以上でございます。よろしくお願いいたします。

○松本市長
ただいまの説明で、ご意見、ご質問等あれば、お願いいたします。

○山川委員
本当に小さな質問なんですけれども、いいですか。

○松本市長
お願いします。

○山川委員
１つは、私も結構お世話になっていたのが、地域のスポーツ推進委員の方たちですが、あ
の方たちとＰＴＡとの関係で割と連携して、いろいろお願いをしていたんですけれども、そ
ういった方たちが教育委員会から離れていっていることですよね、まず１つは。その際に連
携というのは今までどおりで大丈夫でしょうか。

○松本市長
どうぞ。

○生涯学習課スポーツ推進担当課長



スポーツ推進委員さんは現在、廿日市市内に 55名いらっしゃいます。各学校区に分かれ
て、それぞれいらっしゃるような形になりますが、今、教育長からの委嘱という形にしてお
ります。こちらが市長からの委嘱という形になりますので、身分としては同じような形には
なるんですけれども、連携は引き続き行っていく形と思っております。スポーツ推進委員さ
んも、ＰＴＣＡ等でのスポーツ指導というところは大変ケースも多くございますので、そう
いうところは引き続き今までと同様に行っていけるのではないかと思っております。

○山川委員
ありがとうございます。
次の議題は、コミュニティ・スクールになると思うんですけれども、コミュニティ・スク
ールになったときに、地域ベースでの健康づくりとか、スポーツの推進というところが欠か
せないと思うので、それが次の体制でもかなうということであれば、結構かと思います。よ
ろしくお願いします。

○松本市長
皆さん、いかがでしょうか。片嶋委員、よろしいですか。

○片嶋委員
いろんなイベントを、学校体育を離れて、教育委員会が担っていくのは大変だなというよ
うなことは思っていまして、廿日市の規模からかなり大きな大会をされているということ
もあります。そこで中山間地域を担って、地域づくりで、市長部局のほうに入っていくわけ
ですが、例えば全国的に見て、県内でもいいんですけれども、先進事例というのが何かあり
ましたら、教えていただきたいということと、生涯学習課の中のスポーツ部門がスポーツ推
進課に、市長部局のほうに入っていくわけですけれども、その規模、人員的なところについ
ても教えていただきたいと思います。

○松本市長
お願いします。

○生涯学習課スポーツ推進担当課長
２つご質問いただきました。２つ目はちょっとお答えできませんので、１つ目だけご紹介
させていただければと思います。
これは市長部局にスポーツがいったから、先進的な良い事例というものは、具体的に把握
はできてないところであるんですが、１つの事例といたしまして、北広島町の事例がござい
ます。総合型地域スポーツクラブの中にかなり女性のソフトテニスの方が所属していらっ
しゃり、その若い女性の方が、地域にいろいろと入っていただいているというところがござ



います。例えば、定住ですとか、地域コミュニティの中でこの地区の方も入ってこられて、
いろんな活動をされていらっしゃるという事例がございます。北広島町は、組織が移行して
いる形ではないんですけれども、分かりやすい事例として、中山間でスポーツが生かせるよ
うな形ということになりますと、例えばそのような形でスポーツを実施していくことで、人
口や地域活性のほうに生かしていけるというようなことがございますので、そういうこと
を狙っていけるような事例、取組がスポーツの部局が地域振興の部局に近くになっていく
ということで、よりやりやすくなっていくのではないかということで、ご紹介させていただ
きました。

○片嶋委員
組織的なことはまだ議会の承認とか、予算面もあると思うんですが、教育委員会の生涯学
習課の規模というのは、かなり縮小していく方向性なのかどうか。スポーツ推進課のほうは
独立ですかね。構造的なところをちょっと教えていただければと思うんですが。

○松本市長
どうぞ。

○人事課長
体制的には、現行の人数を確保していくことで考えております。おっしゃるように、今か
ら議会の議決をいただくようになるんですけれども、一応現行の体制で、スポーツ推進課と
しては、５名ほど配置をするということでは考えているところでございます。

○大島委員
いいですか。

○松本市長
どうぞ。

○大島委員
今の５名追加というところなんですけど、気になったのが、左のページの４の３の最少の
経費でというところが今のところに当たるのかなと思うんですけれども、５名というのは
現行の生涯学習課から異動になって、そちらで業務をやるのか、新たに５名を配置されるの
か、異動するのであれば、費用って変わらないんじゃないかと思う部分と、最少の経費とい
うところで、何か取組があれば、教えていただきたいなと思います。

○松本市長



人事課長。

○人事課長
組織については、スポーツ推進グループの職員といいますか、その体制をスポーツ推進課
のほうに移行するという形になっております。最少の経費で最大の効果を上げるという部
分につきましては、今もそういう形で執行はさせていただいているんですけれども、今度は
スポーツを核としたまちづくりということで取り組んでまいりますので、中山間の振興で
ありますとか、女性活躍でありますとか、保健衛生の関係でありますとか、事業を進めるに
当たっては、市長部局で一体的に業務を進めることができるということになりますので、迅
速な意思決定ができるということでの経費といいますか、最少の経費で最大の効果を上げ
るというところは図れるんじゃないかなと思っております。

○松本市長
生涯学習課スポーツ推進担当課長。

○生涯学習課スポーツ推進担当課長
最少の経費というところでございます。例えば来年度、スポーツのほうが市長部局に移管
をしてまいりまして、いろんな施策と連携を取りながら実施をしていくということがござ
います。説明の中では、例えば保健の部分とか、健康づくりとか、そういうのは今まで福祉
の部分は福祉保健のほうがやっていたものになりますけれども、そういうところと私ども
のスポーツの持っているノウハウ、あるいは事業というものを連携を取りながら組み合わ
せていくことで、経費的には最少に抑えながら、より良い効果が出せるようにならないかと
いうところがございます。

○松本市長
はい。

○岡本委員
このたび説明を聞いて、廿日市にはスポーツに関する施設がたくさんあるし、スポーツイ
ベントもたくさんあるんだなと改めて思いました。この財産というか、資源というか、これ
を使ってまちづくりをしていくんだということには本当に賛成です。これが地域に住んで
いる方のスポーツに対する意識が高まったり、健康増進につながっていくんだったら、本当
に結構なことだと思っています。仕事をするのに生涯学習課よりも市長部局のスポーツ推
進課のほうがより推進できるということがあるならば、私はとてもいいことだと思ってお
ります。



○松本市長
いかがですか。

○松本委員
スポーツに限らないんですけれども、いろんな分野に関わるので、先ほど部署が移っても
いろんな連携であるとか、情報共有とかが非常に重要と思っています。
スポーツ推進課にいくことで、ますますまちづくりがうまく進んでいけばいいなという

ふうに思っていますけれども、ぜひ教育委員会にも情報共有とかをしていただいて、普段の
業務の中で部署の中での連携はもちろんあると思うんですけれども、できれば教育委員に
もいろいろ情報提供していただけたらありがたいと思います。

○松本市長
皆さん、ありがとうございます。
一昨年の 12 月に女子野球タウン認定をいただいたのが一つの転機であったんですが、そ
れから今年は、中・四国初の女子野球チームができたり、バスケットのドラゴンフライズが
最近拠点を設けたり、にわかに本市がスポーツのまちとして非常に注目を今集めていると
いうこともありまして、地域の皆さんの期待が非常に大きいということで、まちづくり全体
に関わっていくということで、ぜひ市長部局に移させていただきたいと。先ほど松本委員か
らありましたように、連携であったり、情報共有であったり、これはこれまでどおりに、し
っかりとやらせていただきますので、どうぞご理解いただけたらと思います。よろしいです
か。

○生田教育長
４月に教育長に就任して、女子野球は既に始まっておりますから、トライアスロンがあり、
それからドラゴンフライズとの協定があり、いろんなところでスポーツというのに関わっ
ていく中で、学校教育で言うと、個人の健康とか、それから楽しみであったりというところ
なんでしょうけれども、それが今言ったようないろんな取組が、コミュニティの形成とか、
地域づくりにどんどん生かされているなというのを随分感じてきました。そんな中で、19
年に地教行法改正が、これの趣旨が地域づくりの観点からスポーツの関連のものと、地域振
興とを一元化して取り組むことで効果を発揮ということになって、まさにこれはこの狙い
に合致したものかなというのを感じたところです。
ただ、先ほど山川委員からお話があった連携ということで言うと、先ほどのスポーツ推進
委員もそうなんですが、実は今回、このコロナでどういう対応をしようかというときに、と
にかく学校施設を使った社会体育とか、今後難しくならなきゃいいねと。だから、しっかり
連携しなきゃいけないねという話もしながら調整したところです。４月以降、そういった連
携をしっかりやっていくというのは、不可欠なことだと思いますので、そういったことで取



り組んでいけば、非常に効果が上がるかなと思っております。

○松本市長
よろしいでしょうか。
それでは、ほかに意見はないようですので、続きまして、意見交換、「コミュニティ・ス
クールの推進について」でございます。
まず、本市の取組状況等について説明させていただきます。よろしくお願いします。

○生涯学習課長
それでは、資料の２、「コミュニティ・スクールの推進について」、私のほうから説明させ
ていただきます。
初めに１、コミュニティ・スクールの推進に取り組んでいる目的から説明をさせていただ
きます。
昨今、急激な少子高齢化やグローバル化の進展に伴う社会環境の変化の中で、地域におい
ては地域社会の支え合いの希薄化、教育力の低下、家庭の孤立化などの課題があります。ま
た、学校ではいじめや不登校、貧困など、子どもを取り巻く問題が複雑化・困難化しており、
学校だけでは解決できない問題も数多く顕在化している状況がございます。こうした問題
を解決するためには、社会総がかりで対応することが必要であり、地域と学校がパートナー
として連携・協働した組織的・持続的な仕組みを構築するために、現在、コミュニティ・ス
クールの推進に取り組んでいるところでございます。
次に２、コミュニティ・スクールとはでございます。
ここからは、一緒に配布しておりますカラー刷りのリーフレット、こちらのリーフレット
を開いていただいて、真ん中にコミュニティ・スクール概念図という図がございますので、
こちらのほうも併せてご覧いただければと思います。
廿日市市では、左側の学校運営協議会と右側の地域学校協働本部が車の両輪のように連

携・協力することで、社会総がかりで子どもを育てるとともに、地域の活性化を実現するこ
とを目指しております。
まず、資料の２の（１）コミュニティ・スクール、学校運営協議会の制度についてでござ
いますけれども、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47 条の５に基づいて、教育
委員会から任命された地域住民などの委員が、一定の権限と責任を持って学校運営等につ
いて協議を行う学校運営協議会が設置された学校のことをコミュニティ・スクールと定義
しております。
（２）この学校運営協議会の役割でございますが、現在も学校長が保護者や地域住民など
から学校運営に関する意見を聴く学校評議員制度はございますけれども、新しい学校運営
協議会制度、コミュニティ・スクールでは、これまでのように意見を述べるだけでなく、よ
り当事者として学校運営の決定に参画することが法律でも定められております。



こうした学校運営協議会制度に移行することで、学校運営に地域の声を生かし、地域と一
体となった特色ある学校づくりや、地域の課題解決に向けた取組を進めることが期待され
ております。
（３）その期待される効果でございますけれども、保護者や地域住民などが教育活動に関
わることで、子どもたちの学びや体験が充実するとともに、地域住民にとっても生きがいや
自己有用感が高まることが期待されております。
コミュニティ・スクールに関わる人たちにとっての効果、魅力については、リーフレット
の概念図の左下に、「子どもにとっての魅力」、「教職員にとっての魅力」、右側に、「地域の
人々にとっての魅力」、「保護者にとっての魅力」を具体的に記載しております。
資料の（４）本市のコミュニティ・スクールの目指す姿でございますけれども、本市では
これまで地域学校協働本部による学校支援等の活動が、県内でも類を見ないほど活発に行
われてきた強みがあります。この強みを生かして、リーフレットにあるように、学校運営協
議会と地域学校協働本部が両輪となって子どもたちを育成するとともに、地域の活性化に
もつながるコミュニティ・スクールを目指しているところです。
それでは、資料２の裏面をご覧ください。
続いて、地域学校協働本部の制度についてでございますけれども、地域学校協働活動とは、
地域から幅広い層の住民・団体などが参画し、地域と学校が目標を共有しながら、緩やかな
ネットワークを形成することにより、地域と学校の協働活動を推進する体制であり、地域の
高齢者、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、関係団体等の地域住民の参画を得て、地域全
体で子どもたちの学びを支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と学
校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動のことを地域学校協働活動と
言っております。
（２）本市のこれまでの取組状況でございますが、廿日市市ではこれまで、学校、地域、
家庭が一体となって子どもたちを育てる体制を整えるため、平成 21 年度から平成 30 年度
にかけて学校支援地域本部を全小中学校に設置し、令和元年度からはこれを地域学校協働
本部へ移行して、学校支援のみならず、地域行事への参加や放課後子ども教室など、多様な
活動を地域と学校が連携して実施しているところです。
ここで、もう一つ配布させていただいている資料、「広島県内の地域と学校の連携・協働
体制の実施・導入状況」のほうをご覧ください。
こちらが令和３年５月時点での県内のコミュニティ・スクール、地域学校協働本部の導入
状況でございます。左側がコミュニティ・スクール（学校運営協議会）の導入状況、右側が
地域学校協働本部の導入状況になります。
廿日市市は、真ん中の辺りに太枠で示してございますが、特に右側、地域学校協働本部の
導入は県内市町、まだまだ導入が進んでいない状況がある中で、27校、100％という導入状
況になっております。
先ほど説明させていただいたとおり、コミュニティ・スクールを推進するに当たっては、



こうした地域学校協働本部という活動の基盤があること、仕組みとして既に機能している
ことが非常に大きな強みになると考えております。
また資料２のほうに戻っていただきまして、３の（２）のイに記載してありますとおり、
仕組みとしてできているだけでなく、その主な活動内容についても、学校支援地域本部から
継続して実施している読み聞かせなどの授業支援は授業の中にボランティアの方々が入っ
て、教員のサポートや子どもたちの学びを手助けしており、このような支援活動は県内でも
珍しく、廿日市市の活動の基盤となっているところでございます。
現在は、コロナ禍の中でなかなか学習支援に入ることが難しい状況はございますけれど

も、こうした中でも登下校の見守りや学校の花壇など環境整備などのできる活動を継続し
て実施していただいている状況がございます。
最後に、資料２の４、コミュニティ・スクールの導入状況と今後の予定でございます。
（１）今後の導入に向けた取組でございますけれども、これまで本市で培われてきた学校
と地域の協力関係を生かし、地域学校協働本部の代表者などが学校運営協議会へ参画する
ことで、コミュニティ・スクールの仕組みを円滑に導入できると考えております。現在は学
校や地域の関係者を対象としたコミュニティ・スクールに関する研修会の実施であります
とか、本日お配りしておりますリーフレットの配布や説明を行っているところでございま
す。
また、毎月各校で開催しております活動調整会議には、学校長ＯＢで学校と地域の実情に
精通している生涯学習課に配属しております地域連携推進員がこの調整会議に参加し、導
入に向けた協議も現在進めているところでございます。
（２）これまでの導入実績でございますが、令和３年４月に四季が丘小学校、吉和小学校
及び吉和中学校の３校に初めて学校運営協議会を設置しているところです。
（３）今後の導入予定といたしまして、令和４年４月の導入に向けて、現在既に導入予定
校を選定しておりまして、資料では７校となっておりますが、その後の調整で現在は８校が
候補として挙がっており、１月以降、対象校の校長や地域の方々に説明を行っていくことと
しております。
さらに、（３）今後の導入予定でございますけれども、令和５年度に残りの学校でも導入
していくことを目指して、現在、取組を進めているところでございます。
説明は以上でございます。今後の取組等についてご意見をいただければと思います。よろ
しくお願いいたします。

○松本市長
ただいまの説明でご意見、ご質問等ございませんでしょうか。どうぞ。

○松本委員
まず、年度の途中なので総括というのは難しいかもしれないんですが、今年度設置した四



季が丘小学校と吉和小中学校での導入後の状況といいますか、見えてきた課題なり、あるい
はここは良かったといったところが分かれば、教えていただきたいんですが。

○松本市長
お願いします。

○生涯学習課長
今後進めるに当たって導入校の状況を十分に踏まえた取組を進めていくことも考えてお

りましたけれども、先ほど説明させていただいたとおり、今年度、地域学校協働活動がなか
なかコロナの関係で思うようにできていないということもあります。
また、学校運営協議会を設置した四季が丘小学校と吉和小中学校では、年度初めに学校の
目標の設定の会議、それから 10月にその中間振り返りの会議は行っているようには伺って
おるんですけれども、その具体的な内容まではまだお聞きしていません。
近々、校長先生を対象とした説明会を予定していますが、導入校の校長先生から状況を説
明していただいて、これから導入する学校の参考にしてもらいたいとは考えております。

○松本市長
片嶋委員。

○片嶋委員
実質的には、コミュニティ・スクールというのは導入実績で３校されたというふうに書い
てありますけれども、現実的には多くの学校で学校評議員と評価委員会とで内容的なとこ
ろでされてきたということもあります。
さらに法律で仕分して、整理して、コミュニティ・スクール、地域学校協働本部というふ
うに整理はしたんですけれども、中身的にはそういうことをやられていたわけですから、コ
ミュニティ・スクールがまず最初にどこの学校もできて、そこから地域学校協働本部ができ
てきているというのが普通の姿じゃないかと思うんです、時系列から考えれば。そうしたと
きに、例えばこのパンフレットのあるところで、大きくコミュニティ・スクールで挙げられ
ている観点として、校長さんの学校経営・学校運営基本方針、教育観点の編成が承認事項で
あるということが挙げられておりますね。これら校長権限を制約するものかどうなのかと
いうのをまず１点お聞きしたいことと、そして学校評価というのが、ここには出てきていな
いんですが、学校評価はどのようにコミュニティ・スクールでは考えられているのか。合議
体として教育課程については承認を行うというのがありますね。①の運営や、②、③につい
て意見を言うことができる。④はどうなっているんですか。学校評価についてはどういうふ
うに考えられているんですか。



○松本市長
生涯学習課長。

○生涯学習課長
法律での定めでございますけれども、地教行法では学校の運営に関して、教育課程の編成、
その他教育委員会規則で定める事項について、基本的な方針を作成し、学校運営協議会の承
認を得なければならないということが規定をされておりますけれども、評価のところは特
には書いてないというところでございます。

○松本市長
はい。

○学校教育課長
現在行われている学校評議委員会及び学校関係者評価委員会で行っている学校評価につ

いては、このコミュニティ・スクールで開催する協議会の中で行うということになっていま
すので、そちらのほうで行っていくことになります。

○松本市長
よろしいですか。

○片嶋委員
はい。

○松本市長
岡本委員、いかがですか。

○岡本委員
今までのように地域の協働ですか、学校の応援団のような形でされて、今度からこういう
協議会になると、学校運営に対して意見を述べられて、そしてその意見に基づいて実際に活
動して、その課題なり何なりを解決したりとかいうことになるんじゃないかと思うんです
ね。これはちょっと言いにくいんだけれども、地域によっては、いやいや、私たちはお手伝
いはしますけれども、そういうことはっておっしゃる方もいらっしゃるんですよ。言われた
ことはいくらでもお手伝いできることはやりますねと。だけど、積極的に意見を言って、こ
れを解決するために何をしましょうかという、それはちょっと荷が重いというか、そういう
声も実際あるんですね。だから、ちょっと悪いんですけれども、地域によって少し温度差が
あります。そのときに、どうバックアップするか、フォローするかというところだと思うん



ですけれども、どうでしょうか、その辺は。

○松本市長
現実的なところもあるんだろうと思うんですけれども。

○生涯学習課長
地域の実情は地域によって様々なところがございまして、岡本委員おっしゃるように、学
校からお願いされたことはやるという地域もございますし、逆に地域としてこういうこと
を一緒に学校とやっていきたい、言われたことだけじゃなくて、我々もこういう提案をした
いという地域もございますので、その辺りは地域の実情に応じて、特に学校運営協議会の委
員を選定する際には学校長の意見も聞きながら、どういった方に入っていただくのが良い
かも含めて、地域の実情に応じた仕組みになるように取り組んでまいりたいと思います。
また、教育委員会のバックアップというところは課題としてあると思いますので、どうい
った支援ができるかというのは引き続き考えていきながら取り組んでまいりたいと思いま
す。

○松本市長
今みたいな雰囲気は、スタートした３校ではどうだったんですか、地域の反応は。

○生涯学習課長
四季が丘小学校は、地域の中では「既にこの仕組みできてるよね」というところから始ま
っておりまして、運営協議会の選定もスムーズに進んでおりますし、恐らく地域学校協働本
部の連携というのも今までどおりできているんだと思います。また吉和については、活動者
の方がもうかなり同じ方が活動をされ、今までの評議員、評価委員の方も地域で活動される
方も同じ方という実情がありますので、それは吉和の特性として、今までどおりというとこ
ろで活動されていると思います。
そういったところも含めて、特にこの仕組みをこういう形でというのではなくて、地域の
実情に応じたというところを大事にしていきたいと思っております。

○松本市長
大島委員、どうですか。

○大島委員
お話の中で、吉和で既にやられているところでいくと、協議会と協働本部のメンバーがほ
ぼ同じという認識でよかったですか。



○生涯学習課長
はい、ほぼ同じです。

○大島委員
その場合、計画、活動、その後の評価、ＰＤＣＡを回すときに、自分たちで計画したもの
を活動して、自分たちで評価するという形になると考えて大丈夫ですか。これは良い悪いで
はなく、どういう実情なのかなというのをお聞きしたくて、例えば、岡本委員が言われたよ
うに、評価はしたくないという方が企画して実行したら、次の年にうまくＰＤＣＡが回って
いかないんじゃないかなという懸念が少しあるのかなと。なので、選定される際に、ある程
度責任を持って参画したいと言われる方に代わっていっていただけると、地域にいるいな
いは別として、そういう組織になっていってほしいなというのが感じる部分かなと。

○松本市長
教育長。

○生田教育長
今年度、実はコロナでなかなか学校に外部から入れないという状況が続いていて、回数は
そんなに開かれていないんですが、その中で実は教育委員会に出席する職員がいまして、地
域連携推進員と呼んでいますけれども、そういった職員に四季が丘、あるいは吉和でどんな
状況なんだろうというのは以前聞いたことがあります。そのときに、回数が少ないので何と
も言いにくいけれどもということで言ったのは、いろんな機関の人が入ってくるので、幅広
い意見が聞けるのかなというところを感じていますということを聞きました。これまでの
学校評価とか、そういったところでは、どちらかというと校長が必要なときに呼んで、意見
を聴くという形だったんですが、これはどんなコミュニティ・スクールを今から目指してい
くかというところに関わってくるのかも分かりませんけれども、今度、コミュニティ・スク
ールということになると、一方通行、学校からこのことについて意見をくださいというだけ
ではなくて、地域からもいろいろ意見を伺うことも必要になってくるのかなと。だから、ど
ういう地域の中にある学校を目指していくのかというところを考えていかなきゃいけない
のかなと。そうすると、大島委員さんおっしゃったような、どういう人がその中に入ってく
るかを、今後しっかり研究していかなくてはいけないというのは感じています。
先ほどの片嶋委員さんの校長権限を侵すんじゃないかなというようなところも危惧され

てはおりますが、今までは個人個人の参加、学校評価とかは参加した方々の個人の意見とし
てなんですが、今度はメンバーの合議制ということになっていますので、その辺りはしっか
りと対応できるんだろうと思います。

○松本市長



片嶋委員。

○片嶋委員
今、教育長さんが言われた考え方というのはよく分かるので、廿日市市の教育委員会の方
向性と合っていけば一番良いと思うんですが、例えば中山間地域で学校の統合とか存続、そ
ういった面を考えた場合には、なかなかこの地域づくりと学校との関係性が難しくならな
いかなというのは危惧はいたします。学校評価をしていただくというのが、１年間の私の学
校の先生方との取組はこうでしたということで評価してもらっていたわけですけれども、
今度はいろんな方が来ていただいて、その評価の観点も説明して、それで紛糾したりしたと
きには、誰が一体整理するのかなという意識はありますね。
もう一点は、この概念図の中で学校運営協議会には、例えば学校医さんとか保健関係者、
薬剤師さんとか、そういった方を入れるということがなかったですか。これには一切書いて
ないんですが、「など」で全部集約されるということですか。

○生涯学習課長
特に学校運営協議会に関する規則の中でも限定して規定はしておりません。

○片嶋委員
医療関係者とかは一切入ってないということですね。

○生涯学習課長
規則上は、そのうちから任命するとも書いていないですけれども、任命することも可能だ
とは思います。

○松本市長
さっきの統廃合の際の地域との関わり合いみたいなところで、教育長。

○生田教育長
統廃合は直接私ども、経験がありますけれども、統廃合ということになると、ここでこの
会で議論ということではなくて、学校はもうタッチしないほうが良いと私は思っています。
教育委員会と地域とのやり取りというのが主になってこようかと思います。学校がそこへ
入って意見を述べるということは、なかなか難しいところがあります。今後そういったこと
があったとしても、教育委員会で地域でしっかり議論しながら進めていくというのがベス
トかなというふうに今は思っております。

○松本市長



山川先生、いかがですか。

○山川委員
ご存じのように、コミュニティ・スクールというのは山口県が先導していて、山口県は随
分早くから、100％コミュニティ・スクールということで言っているのですが、実は山口県
は地域学校協働活動はまだほぼ未着手という段階で、やっぱり廿日市は放課後子ども教室
から始められて、学校支援地域本部というところの地域での積み重ねがあったので、今回の
地域学校協働本部についても 100％ということで、スムーズに移行ができたんだろうなとい
うところで、非常にこれが廿日市の特徴というところは納得できますし、それを生かしたコ
ミュニティ・スクールというところも、廿日市だからできるというところなので、ぜひ表に
出していただきたいというふうに思います。
表に出すときに、以前この図が出たときにもお伝えをしているんですが、日本のコミュニ
ティ・スクールって、学校運営協議会があればコミュニティ・スクールと言いますというふ
うになっているので、この図の中で言うと、左側の学校運営協議会がイコールコミュニテ
ィ・スクールというのが日本のコミュニティ・スクールの考え方なんですね。そういうこと
で言うと、地域学校協働活動はそれをサポートするという位置にあるので、コミュニティ・
スクール概念図という両方、狭い意味でのコミュニティ・スクールと地域学校協働本部を含
んでのコミュニティ・スクールというのが、整理がしづらいですというのが一つです。
この整理のしづらさって、島根県とか山口県も同じように悩んでいるので、別の名称をつ
けられているんですね、地域共創スクールとか。廿日市らしさをどこに持っていくかという
か、どこを目指すかによって、変な言い方だけれども、広い意味でのコミュニティ・スクー
ルという概念図として捉えておきましょうということで、一番皆さんに説明もしやすいの
で良いのではないかなと思っているんですが、今後の在り方として例えば、文部科学省の調
査を見ても、学校とか子ども側の地域に対しての満足度って非常に高くて、９割方、高いと
ころでは本当 100％に近く、実は教職員の満足度というのが出ているんですけれども、一方
で地域から学校へのこの活動の満足度って７割とか６割とかいう部分が実は出ていて、そ
こに２割、３割がギャップが出ているんですね。そこが何なんだろうと見たときに、このリ
ーフレットを拝見していて、一番右側の学校を核とした地域づくりのところの具体的な活
動を見ると、どうしても学校支援活動、放課後こども教室、土曜日の教育活動、家庭教育支
援活動という、この辺が主なんですが、地域の側から学校に対してのベクトルになっている
ので、これに対して生きがい、やりがいを感じたり、地域づくりに関しての満足度は高いと
思うんです。
でも、一方で、その後の例えば学びによるまちづくりとか、地域社会における地域活動と
いうところについては、果たして学校側から地域へのベクトルとして生まれているんだろ
うかというあたりが、少し関わる人を狭めている可能性があるのかなというのとか、そうい
った満足度が低くなってしまう要因かなというふうに感じています。



だから、廿日市として、さっき話をした学校支援という部分をとにかく核として地域づく
りをやっていく。それで、地域の人たちの満足度も高めていきますという方向でいくのであ
れば、このコミュニティ・スクールという言葉でそのままでと思いますし、一方で例えば、
中学校を卒業した後も子どもたちに対してコミュニティ・スクールという広い概念の中で
育てるような仕組みを入れていくとか、要するに子どもも育つけれども大人も育つとか、交
流の中で育つとか、小中学校にいる子どもたちとか、保護者が中心になるだけじゃなくて、
卒業した後もこの活動に参加できるような、そういうフレームにするのか、それとも今のコ
ミュニティ・スクールをとにかく学校を中心に、小中を中心にやっていきましょうとするの
かが、方向性として考えておく必要があるのかなと思っています。
島根の津和野町が昨年度から、「つわの学びみらい」という財団法人をつくられて、コミ
ュニティ・スクールをやっているんですけれども、今言った大人の学びにもつなげるという
ものを一つの枠で始めています。
あと、私が関わっているので、岐阜県の飛騨市も飛騨市学園構想というのが、地域の中で
子どもも大人も育ちましょうというので行っていたりする、学校がこれからカリキュラム
にしても、運営にしても、地域と一緒にやっていくということが必須だと思うので、とにか
くそこを重視ということであれば、そこを中心としたコミュニティ・スクールでということ
でと思いますし、でも今言ったように、地域にもう少し還元とか、卒業した後の子どもたち
や、そこに住むかもしれない大人たちに対してもこの概念を広げてということであれば、何
かそういう議論は必要かなというふうに思っています。

○大島委員
いいですか。確かに今おっしゃるとおりだなと思って、まちづくりで関わる方というのは、
すごく年配の方しか関わっていないというイメージがあって、先ほど本当にまち全体で子
どもを育てようと思ったときに、20代から 50代ぐらいの方というのがごそっと抜けている
ような気がしてて、それが僕ら民間もうまく関わってできるような取組ができたらすごく
いいなと、今お話を聞いていて思いました。実態として関わっている方ってやっぱり年配の
方が多いのか、それとも幅広い世代が今関わってくれているのか、その辺りがもしお聞きで
きたらいいなと。

○松本市長
生涯学習課長。

○生涯学習課長
地域学校協働運営に関わっている方、今、大島委員が言われたように、支援本部から引き
続きずっと活動していただいている方も多いので、やはり高齢者の方が多いのが実情です。
そういった継続的な取組をするために担い手の問題がありますので、リーフレットにも書



いておりますように、地域の事業者さんとか、学校の保護者さん、または卒業生の保護者さ
んとか、関わっている方を広げていくことは課題として思っております。

○大島委員
先ほど津和野とか関わっているところというのは、実際どうなんですか、その会議とかに
参加される方というのは。

○山川委員
多分、先に大きな裾野を広げているというか、プラットフォームみたいなものがすごく大
きくて、学びというのをキーワードとして、子どもも大人も学ぶ、一緒に学びましょうとい
うコンセプトを学校でも地域でもやっているんですね。なので、そこを先にプラットフォー
ムをつくっているので、その中から、学校を手伝おうかという形で出ていったりとか、あと
地域でそういう教室というか、子どもが一緒に学んでいるので、そういう中から子どもたち
が学校も手伝ってよみたいなことで来たりとかという、そういう形なんですけれども、裾野、
プラットフォームの代わりみたいな感じで。

○大島委員
ちなみに、地域というのは市民センターとかでやっている地域、それとも例えば僕ら民間
の商工会議所とかも入って。

○山川委員
入ってます。

○大島委員
何かそういうプログラムとかも含めての地域と。

○山川委員
島根は高校魅力化プロジェクトというのが随分前からやっているんですけれども、それ

が平成 30 年から県立高校全てがそれをするようになったんですよ。津和野が始めたのは、
多分、津和野高校が中心で、21 年、22年ぐらいからなんですけれども、その頃って高校の
統廃合の問題が大きくて、先にそういう小規模校に対して、高校魅力化プロジェクトをやっ
ていきましょうと。そのときに学校と地域をつなぐ人を県と町が予算を出して雇用されて
いるんですね。津和野が強いのは小規模校だったので、もう 10年ぐらいそれをやってきて
いるので、そういう地域支援員の教育版みたいな感じなので、民間の方もたくさんつながっ
てという状況です。



○大島委員
それでいくと、このコミュニティ・スクールの概念図で、多分一番足りないというか、廿
日市らしさがあったらいいなと思ったのは、まさにその外部の方で、例えばコミュニティだ
と、どうしても地域だけの意見、地域だけの思いでなってしまうところに、外部のアイデア
を出せる人がいると、ほかの地域はこんなことやっているよとか、第三者の意見として、で
きれば廿日市らしさみたいなもの、それが各地域、廿日市の各エリアを協働でつないでいく
みたいな形ができれば、廿日市でも協働でやるまちづくりというのをやられているので、そ
れで協働のまちづくりと協働の教育みたいなのができたら面白いかなという、これはアイ
デアというか、意見というか。

○松本市長
コーディネーター役みたいなの、どうですか、教育長。

○生田教育長
実際に今、地域支援本部から立ち上げてきて、関わっていただいている方々もやはり特定
の人なんだろうなというのを感じています。ですから、年数がたてばたつほど、さらにどん
どんご高齢になっていく。だから、コミュニティ・スクールという形で今まで関わってもら
っていない市民センターであるとか、四季が丘や吉和もいろんな方に入っていただいては
いますが、そういった方が入ってくる中で、さっきの幅広い意見が出てきたというようなこ
ともありましたが、そういった効果も出てきているのかなと。だから、そういう課題も一つ
ありますので、つなぎ役になってくるような、あるいはもっと地域の企業さんやいろんな方
も入ってくるようなことも考えなきゃいけないのかなという思いもあり、それから学校で
よく聞くのは、先ほど地域から学校へというのは、これまでずっとお世話になってきていま
すが、逆に学校から子どもが地域へ出ていって、あるいは教員が地域へ出ていって、そうな
ってきたときには、学校の働き方というのが随分指摘されている中で、なかなか休みの日に
教職員が地域に出ていくのは難しいよと。その辺も教職員は家へ帰れば地域の人なので、稼
働日は学校で、休業日は自分の地域の人となって、どういう内容での双方向ができるのかな
というのも今後考えていきたいなとは思っています。今の廿日市らしさということを考え
たときに、間違いなく今の地域支援本部から進んできて、協働本部、ここの在り方というの
は、他の地域にはないほど本当によく関わっていただいているので、これをどう発展させて
いくかというところ、今日いろいろご意見をいただきながら、考えていきたいなとは思って
います。

○松本市長
片嶋委員。



○片嶋委員
このパンフレット見させてもらって、よくできていると思います。廿日市の教育委員会は、
今、教育長も言われた働き方改革の市民広報も本当にすばらしい資料で、どうしてそこまで
人材が廿日市の教育委員会にいるのかなと思うようなレベルの高い広報も見させていただ
きましたし、この１枚物なんですけれども、本当によく分かりました。よく勉強されている
なというのが分かります。
私も学校にいたときに、まずこの考え方というのは、地域の中の学校の中を変えるという
のが一番ですから、私は自分の学校にいたＰＴＡの皆様に協議会に入っていただいて、あと
企業の方に入っていただいたら、校長さん、何のことかようやく分かったと言われたわけで
すね。何を教育委員会がしたいのか、学校経営計画とか、運営協議会とか、学校評議委員会
とかいうことが、入ってようやく分かったと言われるんですね。それまでいろんなプリント、
広報が来て、考え方は何のことかよう分からんけれども、地域と共にということだったとい
うことなんですけれども、入ってみて分かったということは、とにかく入ってもらわないと
どうしようもないんですね。だから、そのための任期をどう考えられているのかな。
それと、いろんな代表の方を集めるというのは、ものすごく校長さんは大変なことになる
んですね。裏に、年間活動計画を非常に分かりやすいのも書いていただいて、これは年３回
程度考えられているわけですけれども、そういったことと委員とのかみ合わせというのが
非常に学校現場は苦労されているとは思うんですけれども、何かお考えがあればお聞かせ
願いたいと思います。

○松本市長
学校教育課長。

○学校教育課長
まず、委員の任期なんですけれども、１年でやっていきますが、もちろん継続とかもあり
ます。年に３回程度の学校運営協議会を実施するということになっているんですけれども、
先ほどの話にもあったように、今はどちらかというと、もう仕事から一線を退いた方がこの
メンバーになっていることが多いので、比較的集まりやすい方が多いというのがあります。
だから、３回実施するのに、今、学校のほうが苦慮しているかというと、そこまではないん
ですけれども、もちろんその中にもＰＴＡ会長とか、働きながらこの会に参加される方もお
りますので、その辺は学校でうまく調整しながら連携をして、実施しているということです。
ここで、若い方とか民間の方とか入ってくるようになると、また調整は難しくなってくる
面もあるかとは思うんですけれども、そういうことも今後は考えていかなくてはいけない
かなというふうに考えます。

○片嶋委員



すみません、報酬とかはないわけですか。

○学校教育課長
あります。

○山川委員
先ほど教育長もご心配された学校から地域にというときに、教職員の負担が、あるいは子
どもたちも学校以外の活動もしていますので、その土日をどう過ごすのかというのをこち
らが決めるのもというのももちろんあると思っていて、私もだから、学校と地域が双方とい
うときに、何かそこで閉じてしまうと、多分お互いが関係を均衡に保つことを目的としてし
まうので、何かあまり良いことではないと思っていまして、例えば、地域に関わることが楽
しいということが実感できる活動を増やすとか、直接学校に貢献する、学校が地域に貢献す
るというよりも、地域も育つ、何かそういう仕組みを一緒に入れることで、学校にも関わる
人が増える可能性があるのじゃないかなというふうに思っています。
飛騨市学園構想だと、大人も子どもも一緒の飛騨高山大学とかというのをつくっていて、
そこに大人も子どもも関わっていく中で、学校に関わろうかと、地域の一つだしねというよ
うなことで出ていくという。学校から直接先生たちから教えを乞うているのかというと、全
然そういう大学ではなくて、お互いが教え合う、学び合うという、プラットフォーム的なと
ころをつくるというやり方のほうが、変に閉じられない状況もあるのかなというふうには
思っています。
廿日市らしさをどこに出しますかというようなことだと思うので、今後議論していただ

いて、その中で考えていただければなと思います。
もう一つだけすみません、さっき言った島根とか山口は、学校の教員が社会教育主事の資
格を取りにいらっしゃる方がとても多くて、かつ採用試験のときに社会教育主事資格を持
っていたら考慮しますという文言が入っているんですよね、採用試験の実施要綱の中に。そ
れは要するに、学校の先生が社会教育とのつなぎ手になるということを教育委員会が推奨
していて、教員が教員しながら社会教育主事もやっているという状況があるんです。ただ、
それはとても大変だと思っています。なので、さっきの魅力化コーディネーターとか、外か
らの方でつなぐ、どちらもデメリット、メリットはあるんですね。学校のことをよく知って
いる方が地域とつなぐということのメリットもあるし、でも、仕事が増えるというデメリッ
トもありますし、外部から入ってくると、それ専用にできるんだけれども、地域のことも学
校のことも知らないという状況の中で、なかなかうまくいかなかったという面もあります。
けれども、つなぐというのを考えるのは必要かなと思っています。

○松本市長
はい。



○大島委員
大人が地域を学ぶというのは、廿学というのを今、廿日市が既にやられているので、その
廿学と学校がつながるようなことをするだけでも、一つ廿日市らしさというのが出てきた
りして、もう既に地域本部というのもあるので、そこをつなぐだけでも廿日市らしさという
のが出てくる。さっきのスポーツ推進課じゃないですけれども、この教育委員会とほかの部
署が連携してやることというのも、一つ廿日市らしさというのが出てくるのかと。例えばふ
るさと学習というのがあるし、廿学というような点で両方とも地域を学ぶということはも
う既にやっているので、そこが例えば廿学の放送を学校の昼のときに流してみるとか、それ
だけでもまた大人が学べると思うし、地域のいろんなお店をやっている方とか、活動をされ
ている方が出ているので、このコミュニティ・スクールとはちょっと違うかもしれないんで
すけれども、そういったところで違う形も入れていくのも面白いかなと思いました。

○松本市長
先進事例ということでいろんなご紹介をいただきましたけれども、最後まとめて、教育長、
いかがですか。

○生田教育長
今、コミュニティ・スクールとしてということが動き始めたばかりなんですが、私も学校
にいたときのことを振り返ってみると、いくらか閉鎖的な部分が学校にはあります。けれど
も、今はどんどん社会に開かれた教育課程というのが大事になってきて、いかに世の中とつ
ないでいくかというところがキーになってくるんだろうと思います。
そういった中で、今、学校だけでは事が動かない。今は学校のいろんな問題も不登校から
暴力行為、さらに虐待とか、最近で言うとヤングケアラーとか、いろんな学校だけで対応で
きないものが出てきています。そういったところも含めて、保護者と地域と一緒になって手
を組まなきゃいけないし、片嶋委員さんが言われたように、いろんな方に入ってもらって話
をしていくと、そうだったのかという理解を得るということもできるのだろうと思います。
魅力化コーディネーターとか、いろんなつなぐ方法も伺いましたが、廿日市らしさという
のをどのようにして出していくかというところを考えていかなきゃいけないなと思いなが
ら、やっぱり人選が大事だろうと。そうした人選をしっかりとやっていこうとしたときに、
教育委員会だけでなくて、市長部局としっかり連携しながら、そういったところも考えてい
かなければ、今までどおりのメンバーでということで進んでいくんじゃなくて、教育委員会
がいかに関与するかというのは、校長がこういったメンバーでというところへ、そこへさら
にこういう人を入れるべきじゃないかというところを助言していくのも、一つの指導かな
と思っております。
学校のほうから地域へという負担も考えながら、このバランスが非常に難しいと思いま



すけれども、いろいろ知恵を出して取り組んでみたいと思っています。

○松本市長
皆さん、ありがとうございました。
教育長が申し上げましたように、廿日市はその取組を先進的にやってきましたけれども、
これからも県のモデルになれるような形で進めていきたいと思います。
それでは、司会をお返しします。

○事務局（経営政策課長）
長時間にわたりご議論いただき、ありがとうございました。
次回は第２回、３月に予定をしております。またご案内を申し上げますので、よろしくお
願いしたいと思います。
それでは、以上をもちまして、第１回総合教育会議を終了いたします。お疲れさまでした。


