
議  事  録 

（平成３０年度 第１回井原市総合教育会議） 

                        日時  平成３０年１１月２７日（火） 

                            １２時５７分～１４時１９分 

                        場所  市役所 5階 会議室 501･502 

出席者  井 原 市    大舌 勲市長 

     井原市教育委員会 片山正樹教育長、藤井秀彦教育長職務代理 

              奥田隆夫教育委員、佐藤和代教育委員、西田友美教育委員 

     ※特別参加    川上吉弘井原中学校長 

     【事務局】 総務部 渡辺総務部長 

総務課 佐藤総務部次長、片井課長補佐 

           教育委員会教育総務課 北村教育次長、津組課長補佐 

１ 開会 

＜佐藤次長＞ ご案内の時間がまいりましたので、只今より、平成 30年度第１回井原市総合教育

会議を開会いたします。 

       私は、本日の進行を務めさせていただきます、総務課の佐藤でございます。よろ

しくしくお願いいたします。 

       それでは、開会にあたりまして、大舌市長からご挨拶を申し上げます。 

２ 市長あいさつ 

＜市  長＞ 皆さん、こんにちは。今年は、７月の豪雨の対応が一生懸命やっておりまして、

そんな災害対応に追われて、気が付けばもう 11 月下旬ということでありまして、だ

んだん寒くなっているところです。職員も一生懸命やっておりますが、まだまだ目

に見えてこないという状況であります。しっかりとこれからもやっていきますが、

しばらく市民の皆さんにはご迷惑をお掛けするのかなと思っております。 

       そういった中で、本日は、井原市総合教育会議にご案内申し上げたところ、ご忙

しい中、お繰り合わせの上、ご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

       また、平素から教育行政にご尽力いただいておりますこと、衷心より感謝を申し

上げます。 

       近年、全国的に教育分野において、子どもの学ぶ意欲や学力・体力の低下、問題

行動、さらにはいじめや不登校の問題など、多くの面で課題が指摘されております。 

       本市におきましては、引き続き、私と教育委員会と、常に連携を密にし、これら

教育現場の課題や問題点について協議し、対応していきたいと考えておりますので、

ご協力をお願いいたします。 

       本日は、平成 30年度から５年間を期間とします井原市教育大綱を策定することと

いたしておりますので、様々な角度から忌憚のないご意見をご様々な角度から忌憚



のないご意見・ご助言をいただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げま

して、開会にあたってのあいさつに代えさせていただきます。 

＜佐藤次長＞ それでは、議事に入らせていただきます。 

議事の進行につきましては、要綱に規定に従い、大舌市長にお願いいたします。 

３ 議事 

＜市  長＞ それでは、早速議事に入らせていただきます。 

       では、「（1）井原市教育大綱の策定について」、事務局より説明願います。 

＜佐藤次長＞ それでは、教育大綱について説明をいたします。 

       井原市教育大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３の規定

によりまして、この総合教育会議において協議し、市長が定めます本市の教育、学

術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱でございます。 

       それでは、お手元の教育大綱の表紙を開いていただきまして、まず左の欄の基本

目標につきましては、「伝統、文化が引き継がれ、郷土を愛する人が生まれるまちづ

くり」としております。その右側の基本施策につきましては、「基礎学力の向上」か

ら「人権尊重・男女共同参画者期の実現」まで８つの施策としております。これら

の基本目標、基本施策につきましては、平成 30年３月に策定いたしました「井原市

第７次総合計画前期基本計画」における教育・文化の分野に掲げる項目をそのまま

移行しております。 

       次に、右の欄の「重点項目」につきましては、教育に関する取組として、家庭・学

校・地域・企業・行政が一体となって、幼児期から高校生に至るまで、一貫して育て

ていくというものでございます。 

       その下の「取組項目」につきましては、「少子化に対応した学校教育の推進」から

「競技スポーツの振興」まで８つの項目としております。これらの取組項目につき

ましては、第７次総合計画の策定に当たり、平成 29 年 10 月に井原市教育審議会か

ら答申された「井原市の教育のあり方」における学校教育、生涯学習の２つの柱に

係る答申内容を引用しております。これらの８つの取組項目を包含する形で、重点

項目を定めております。 

       この大綱の期間につきましては、一番下にありますように、平成３０年度から５

年間、井原市第７次総合計画前期基本計画と同じ期間としております。 

       説明は、以上でございます。 

＜市  長＞ ありがとうございました。前回もこういった形で、大きな目標を掲げておりまし

て、平成 30年度から５年間につきましても、こういった形でどうかという事務局か

らの説明でありました。基本目標、基本施策については、７次総合計画をそのまま

いっているということであります。そして、取組項目につきましては、教育審議会

の答申の項目にあった取組の内容を掲げさしていただいているということで、基本

施策については、第７次総合計画を予算化していきますが、教育審議会の答申にあ

ったように、しっかり項目に着目しながら進めていくということで、前回にはない

教育審議会の答申が融合された内容となっているという説明だったと思います。 



       それから、重点項目ということで、地域が一体として、一貫的に「ひと育て」と

いうことで、人を育てていこうという大きな重点目標が入っているという説明であ

りました。 

       これにつきまして、どうぞ皆さん自由発言でご意見等ありましたらおっしゃって

下さい。藤井代理、どうでしょうか。 

＜藤井代理＞ 教育審議会の答申も取り入れられているということで、妥当なところだと思う。 

＜市  長＞ 大きな項目だけで、内容的には、実際に第７次総合計画の中で実施計画もありま

すし、審議会の答申の中で具体的な取組もありましたので、それらをしっかりとや

っていくということで、こういった項目を挙げているということになっています。 

       重点項目につきましては、どこにもないですけど、今後井原市を担っていってく

れる子どもを育てるということで、答申や総合計画をしっかり見ながら、この地域

で次代を担うひと育てを行うというものを大前提として取り組んでいったらいいな

という思いで入れさせていただいている。 

＜奥田委員＞ 取組項目で大事なことは網羅されていると思うが、特にこれからは就学前教育、

市長が言われている子育て支援という形とのタイアップ、教育面と福祉の関係にも

入っていくと思うが、保育園、幼稚園をどのように良くしていくか、その子たちが

将来大人になったときに、人生がしっかり良くなっていくという形を作る土台にな

る面ではないかと思いますので、特に少子化等も伴ってくるので、大事にしていき

たいと思っております。 

＜市  長＞ 答申の中でも福祉と教育のしっかりと繋ぎをやりなさいという内容もあったよう

ですので、教育長、何かありますか。 

＜教 育 長＞ 項目的には、これで非常にいいと思っていますし、重点項目では、大舌市長が「ひ

と育て」ということを公約で出られているので、そういった大事なことを入れてい

ただいてありがたいなと思っています。あと。項目の中身的な課題についてどうや

って解決していくか、市長と連携を取りながら進めていきたいと思っています。 

       今日は、細かいことについてではなく、項目が決まればいいということでよろし

いですか。 

＜佐藤次長＞ はい。 

＜教 育 長＞ いろいろと押さえてあるので、いいと思います。ありがとうございます 

＜市  長＞ 佐藤委員。 

＜佐藤委員＞ 先日も大阪の方へ視察に行かせていただいて、いろんなことが地域に下りていっ

ているという感じで流れていくようになっていくのではと感じていて、学校という

仕組みがちゃんとして、地域という器がありますけど、結局人の考え、行動に関わ

るようになっていて、地域に人がどう集まったり、運営していくのか、そういった

ノウハウが必要だと思っています。 

＜市  長＞ 地域の体制、地域の人づくりが大変だということですね。 

＜佐藤委員＞ 仕組みがしっかりあったら動きやすいと思います。 

＜市  長＞ 西田委員。 

＜西田委員＞ ここに挙げられていることは、必要不可欠で大事なことなので、これでいいと思



います。 

       重点項目で、家庭、学校、地域、企業、行政の連携を挙げられているのは、教育と

いうのは、家庭だけでもできないし、学校だけでもできないし、子どもたちに対し

て、同じ方向性を持っていくということを挙げて下さっているのはありがたいこと

だと思います。 

＜市  長＞ ありがとうございます。お一方だけ聞かない訳にもいかないので、校長先生。 

＜川上校長＞ ありがとうございます。特に、基本施策の中にある学校・家庭・地域の連携、そ

れに加わって、重点項目にある企業・行政、特にこの企業と学校とのつながりとい

うのは、比較的十分とは言えなかったかなと。そういった中で、地元の企業と学校

とのつながりというのは、郷土愛にもつながっていくのではないかと思います。 

＜市  長＞ ありがとうございました。それでは、いろいろご意見をいただきましたが、井原

市教育大綱について、特に内容修正がなければこれでご承認を頂けますでしょうか。 

＜発言なし＞ 

＜市  長＞ ありがとうございました。それでは、今後平成 30年度から５年間大綱として進め

ていくということにさせていただきます。 

       それでは、続きまして「（２）平成 30 年度事業評価について」事務局から説明を

お願いします。 

＜北村次長＞ それでは、お手元のＡ３判４枚ものの資料、平成 30 年度井原市事業評価一覧表教

育委員会関係抜粋をご覧になって下さい。ご承知のとおり、これは平成３１年度予

算編成に向けまして、担当課がそれぞれの事業の進捗状況でありますとか、効果を

検証するとともに、次年度以降の事業計画を行うもので、これらは内部組織の事業

評価委員会に諮られた上で、その評価・結果によりまして、事業に取り組むもので

ございます。表の見方でございますが、票の右端にあります最終評価、評点により

まして、次年度の予算要求を行うことといたしております。 

       まずＡ評点でございますが、これは計画どおり事業を進めることが適当であると

いうこと、それからＢ評点は、内容、進め方等に改善が必要とされているもので、

Ｂ評点につきましては、内容を再検討し、予算要求を行うものでございます。表の

中ほど、31 年度の事業費につきましては、あくまでも予算要求時の根拠となる数値

でございまして、この事業費がそのまま 31 年度の事業費となるものではございませ

んので、ご承知おき願いたいと思います。 

       それでは、平成 31 年度、計画いたしております事業の主なものをご説明いたしま

す。 

       １番、井原中学校建設事業についてでございますけれども、本事業は、平成 28年

度に予算措置を行い、32 年度までの継続事業といたしておるところでございます。

事業の進捗状況につきましては、（3）でご説明させていただきます。 

       続きまして２番、学校施設長寿命化計画策定事業では、市内の幼稚園、小学校、

中学校及び市立高等学校を対象に、大規模改修や更新の時期及び費用等を具体的に

表す計画でございまして、策定後においては、計画的な施設修繕により長寿命化を

図るものでございます。本計画は、31 年度に学校施設の運営状況、活用状況の実態



把握など基礎調査を行い、32年度に行いたいと考えているところでございます。 

       一つ飛びまして、４番、学校ＩＣＴ環境整備事業でございますが、32年度からス

タートする新学習指導要領をにらみ、総務省の補助金を活用いたしまして、30年度、

31 年度の２年間で、小・中学校の普通教室及び特別教室棟への無線ＬＡＮ環境の整

備を行うとともに、中学校の普通教室と特別教室、小学校の普通教室に電子黒板の

導入を行いたいと考えております。 

       続きまして５番、市立小・中学校及び幼稚園へ留守番電話を設置につきましては、

勤務時間外における教職員の業務負担軽減を図り、児童生徒のための時間を確保し

てもらいたいという考えで実施したいと考えておるところでございます。 

       次のページをお願いいたします。少し飛びまして 11 番、適応指導教室「大山塾」

新築事業についてでございますが、ご承知のとおり 7 月の豪雨によりまして裏山が

崩落し、大山塾自体使用不能となりましたことから、敷地内の建物をすべて解体し、

新たに現駐車場に建設を計画し、31年度中の完成を目指したいと考えておるところ

でございます。 

       12 番、プログラミング教育推進事業は、32年度からの新学習指導要領に基づきま

して、小学校においてプログラミング教育が必須化されることにより、試験的に教

育用ロボットなどを導入し、児童に論理的思考を身に着けさせることを狙いといた

しているところでございます。 

       次の13番から、次のページの17番までの生涯学習課の所管事業につきましては、

施設の整備や修繕を掲載しております。これらについきましても、予算内示後、計

画的な整備あるいは緊急度の高いものから事業内容を精査するなどし、実施してい

きたいと考えております。 

       一つ飛びまして 19番、スポーツ指導者育成事業では、積極的にスポーツ指導者の

育成を行うことにより、指導の資質向上を図ってまいりたいと考えております。 

       20 番、新田中美術館建設事業につきましては、平櫛田中生誕 150 周年を迎える

2020 年度の完成を目指し、別館及び市民ギャラリーを解体撤去して増築を行い、ま

た本館内の全面的な改修を施し、本市の新たな芸術文化活動の拠点として整備する

ものでございます。本年８月には設計業者が決定し、現在関係団体等のご意見をお

聴きしている段階でございます。主なスケジュールにつきましては、ご覧のとおり

でございます。 

       次のページをお願いいたします。21 番、井原図書館駐車場増設・再整備事業では、

新規取得いたしました隣接地と既存構内駐車場を一体として整備いたしまして、利

便性の向上を図ってまいりたいと考えております。 

       最後に 22番、スクールカウンセラー配置事業につきましては、様々な特性を持つ

生徒の心のケアや保護者の悩み相談に対応するために、スクールカウンセラー１名

を配置し、きめ細やかな支援に繋げていきたいと考えております。 

       以上、簡単ではございますが、31年度の事業を説明させていただきました。 

＜市  長＞ それでは、途中飛ばし飛ばしの説明もありましたが、そんなところでも結構でご

ざいますので、ご質問等ございましたらどうぞ。 



＜奥田委員＞ よろしいか。11 番のプログラミング教育が新しく明記されて、入ってくると色々

と大変なんだとは思いますが、これは具体的にはどのようなものなのか、もうちょ

っと具体的にわかりやすく説明してもらえますか。 

＜北村次長＞ 要は、教育用ロボットを活用ということでございますけれども、パソコン等でプ

ログラミングを体験しながら、コンピュータ、パソコンに意図した処理を行わせる

ために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動だろうということで、具体

的には、今後どういう風な形で行っていくかということは検討をしてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

＜市  長＞ 川上先生、どうですか、具体的には。 

＜川上校長＞ 具体的にはプログラミング学習、論理的思考を身に付けるということで、コンピ

ュータがプログラミング言語で動いていますから、言語は色々あるんですけれども、

コンピュータに言語で書き、すなわち段階的な命令を送り込み、それを実行させる

ことで、目的の動きを実行させる。それを体験させるためにロボットを繋いで命令

どおりの動きをさせる、例えば前に行け、右に進め、10秒経って左へ行ってくるっ

と回って戻って来いというのをそれぞれの言語で書いて実行していく、そういう学

習だろうと。 

＜教 育 長＞ ペッパー君を使っている学校も見ましたけれども、地域学みたいなので、子ども

が問題を入力してロボットに覚えさせて、なぞなぞでロボットの方が訊ねて、それ

に答えて、正解すればロボットがよくできましたではないですけれど、そんな回答

をしてくれる、そういったものまで子ども達が組み込んでいくという、ロボットの

中へいろんな情報を入れて動かしていくというのもやっておられた。さっき言った

ダンスとかもあるし、できることを探っていくという。これは子どもはまだ知りま

せんから、一番大事なのは教員がだいぶ勉強しないといけない。そのためにＩＣＴ

支援員を挙げているというのもありますから、それも併せてよろしくお願いしたい。 

＜奥田委員＞ 結構指導する教員の方も勉強がまず必要になってくると、新しいことで大変だと。

これは大変面白そうな事業ではありますけれども。わかりました。 

＜佐藤委員＞ よろしいですか。11 番の大山塾の新築事業について、前年度だと思うんですが、

大山塾の会議があったと思うんですが、あれは全く白紙に戻し新しいものが建てら

れるということなんでしょうか。 

＜北村次長＞ 確かに２月だったですか、それこそ大舌市長を頭に当時の委員会を開いたと思い

ます。その時には 32年度に向けていかなるべきかと色々と関係者の方で議論いただ

いて、一番いい形で 32 年度には改築を試みようということであったと思います。母

屋を残して、それ以外の建物を解体してそちらの方へ建てるとか、全部解体して一

番山寄に建替えていくとかいう風ことも話にあったかと思いますけれども、何しく

７月の豪雨で全く使えない状態になりましたので、是非とも早いうちの新築をとい

うことでお願いしてその方向に変わっていったということではございますが、いず

れにしましても皆様方のご意見を頂戴して、一番いい形のものを作っていきたいと

いうのは考えておりますので、よろしくお願いいたします。 



＜佐藤委員＞ 前回の会議で、地域コミュニティ的なところも担っているんだということあった

と思うので、そういうのもあったらいいなと思うんです。 

＜北村次長＞ もちろん、やはり地域の方に見守ってもらっておりますので、地域の方たちとの

交流という風なことも考えつつ、そういった交流の場も確保出来たらいいなという

ことは考えておりますので。 

＜教 育 長＞ 出来たら地域の人から公民館的に使わして欲しいという声もあるんで、十分に応

えていけたらいいかと思うんです。 

＜市  長＞ これはまた内容的、機能的なことについては、どこかで何かまた委員さんと話す

ようなことがあるんですか。 

＜北村次長＞ やはり教育委員会の方で、進捗状況でありますとかご意見を頂く場を。 

＜市  長＞ 設計内容とか機能とか、前の会議の意見もあることでしょうから、そういう意見

も取り入れて、どういう風に反映させているかというような説明はいるのかなあと。 

＜北村次長＞ 承知いたしました。 

＜教 育 長＞ 今、偕楽園でお世話になっているんですけれども、山の上で行きにくいという声

もあるので、早くできるといいなと気持ちを持っておりますので、予算化等よろし

くお願いします。 

＜藤井代理＞ よろしいですか。お話をお伺いしているとよくわからなかったんですが、学校施

設の長寿命化計画なんですが、今までも修繕とかやられてきたと思うんですが、そ

れとは違う内容なんでしょうか。 

＜津組補佐＞ 主に大規模な改修の内容に特化したという計画になろうかと思いますが、ちょう

ど第２次ベビーブームのあった昭和 40 年、50 年辺りに学校の建築が集まっており

ますので、ちょうどそれ以降 50 年ぐらいが経過しておりまして、改築の時期に来て

おり、そういった中でいかに学校施設を計画的に改築なり更新を図っていくかとい

う計画でございまして、２年かけまして、１年目で各学校の耐久度、老化度といっ

たところを調査して、２年目で学校ごとにどういった改修が必要で、どういった年

度に持って来て、金額的にもどういった金額になるか、そういった内容の計画にな

ります。主に大規模の改修、更新といったところの計画になろうかと思います。 

＜藤井代理＞ 公民館関係も昭和 40 年、50 年辺りで建てられているが、こういったものも状況

を把握して建替えていかなくてはいけないと思う。 

       それから 13 番の星の郷ふれあいセンターの駐車場ですけど、私たちも使ているん

ですが、ふるさとまつりで運動場ですが、雨が降ったら非常にひどいので、暗渠工

事が入っているので、非常にありがたいなあと。美星町の町民皆さんがそう思って

いると。 

＜北村次長＞ 生涯学習課の方も来年度実施ができたらと考えておるところでございます。 

＜佐藤委員＞ 今の２番の方の学校の長寿命化計画ですが、今言われたのは、市の方のお金の部

分だけだったと思うのですが、学校の困り感とかも連携されるんですか。 

＜津組補佐＞ 学校ごとにそれぞれ建築主事などが出向いて、先生方と管理面での問題点も確認

していただいた上で計画を進めますので、そういった観点も入ってくるかと。 



＜佐藤委員＞ 学校訪問に行ったときに伺ったのですが、美星小学校がとても困ってらっしゃっ

たんですが、そういうのも中に入ってくるんですか。冬が来るたびに困っていると。 

＜津組補佐＞ 原因としては、屋上の防水塗装が必要だということは把握しておりますが、非常

に費用の掛かる工事となりますので、こういったところも早いうちにいきたいと考

えておりますが、金額が大きいので計画を立てて進めていく必要があるので、計画

の中で加えていきたいと。 

＜西田委員＞ よろしいですか。４番の学校ＩＣＴ環境整備事業ですが、幼稚園の無線ＬＡＮに

ついて、青野幼稚園と野上幼稚園が交流をされているんですが、先生の部屋はでき

るんですが、教室でしようとしたときに長いコードを引っ張って来てるんだとおっ

しゃっていたので、これから交流のあり方も考えないといけないと思うんですが、

どうでしょうか。 

＜北村次長＞ 現場とも話をさせていただいて、実施する必要があれば計画的に整備していきた

いと考えております。 

＜市  長＞ 他にはないようでございますので、「（２）事業評価について」は終わらせていた

だきます。それでは続いて、「（３）井原中学校建設事業の状況について」事務局か

ら説明をお願いします。 

＜北村次長＞ それでは、Ａ４判の井原中学校建設事業資料という１枚ものをご覧になって下さ

い。井原中学校校舎建設事業についてでございますが、本年８月７日に特別教室棟

が竣工し、２学期から新しい環境の中で生徒達が学校生活を送っております。 

       現在、工事の方は、本校舎の解体工事が完了し、普通教室棟の基礎工事が始まっ

ております。普通教室棟は、来年 12月の完成予定で、冬休みの期間を利用しまして、

引っ越しなどの機能移転を行い、３学期から供用開始する計画で、工事は順調に進

んでいるところでございます。 

       最終的に普通教室棟と特別教室棟は繋がり、一体的な校舎となります。なお、普

通教室棟は完成いたしますと、本市の耐震改修は全て完了することとなり、耐震化

率 100 パーセントとなります。工事の進捗率や工事計画の内容につきましては、お

手元の資料に記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。 

       さて、去る 11月１日に井原中学校ＰＴＡ会長並びに中学校長連名で、中学校建設

事業に係る要望書を頂きました。その内容といたしまして、大きく２点ございます。 

       まず１点目は、プール建設予定地の問題点といたしまして、一つには落葉を原因

とする水質の悪化など管理上の問題。二つにはプール稼働期間が６月の４週間程度

と極めて限られた期間であることから学校の利便性、機能性を考えると、使用頻度

の高い施設の配置が望まれること。三つには、校舎前を車が頻繁に行き来すること

から、生徒と車の動線が重なって、事故の発生が予測されることが挙げられており

ます。 

       ２点目といたしまして、問題点解決に向けた要望についてでございます。プール

予定地に体育館を移転・新設し、現体育館跡地を駐車場としていただきたいという

内容でございました。市といたしましても、この度の学校からの要望を真摯に受け

留めさせていただき、改めて見直し・検討を行ってまいりたいと考えているところ



でございます。以上です。 

＜市  長＞ 大きな要望書が出たんですけど、前段として、特別教室棟ができました。校長に

来ていただいているので、工事の進捗状況とか全体で生徒の状況、完成後の生徒の

声、そんなものがありましたら披露していただきたい。 

＜川上校長＞ まず８月の末から２学期になりまして、井原中学校の特別教室棟を使わせていた

だいております。大変美しい状況、そして使いやすい。子どもも非常に喜んでいま

す。みんな大事に使ってくれているなと。中にはいろんな子がいますから、大人と

いう程のことではありませんけど、それぞれの子ども達が本当に大事に喜んで使っ

ているということです。何よりも井原の市民の皆様などの期待を形にして下さった、

職員や子ども達、保護者一同、心から喜んでおります。ありがとうございます。 

       これまでの状況でありますけど、昨年の５月の 15 日から工事に入りました。29 年

の５月の半ばですけれども、それから約１年間子ども達の教室すぐ目の前で大きな

音を立てての工事ということで本当に授業の時に大丈夫なのかなと心配はありまし

た。ですけれども子ども達は非常に落ち着いて、これはこれでしょうがないと全て

受け止めて、その中で一生懸命勉強していたなという風に思います。 

       今現在、本館が解体され、見事に何もない状態になっております。この間、体育

館で全校集会を行いました。保護者の進路説明会とかも行いました。ちょうどその

時工事の音がカンカン非常に響いてですね、体育館の中で会をするのに大変難しい

状況にありました。ただその時は、工事の方に連絡をして、工事を止めていただい

て、その会が終わるのを待っていただいたようなこともしていただいております。

非常に協力的に工事の方も進めていただいて、心から感謝をしたいと思います。 

       そういった中で、この度先ほど話がありましたように 11 月１日にＰＴＡ会長と学

校ということで連名で要望書を出させていただきました。この時期にこう出せるの

かどうか、いろんな予算の使い方、決め方等は学校現場としては十分把握している

ことではないので、わがままなような形にもあるのかも知れませんが、まず学校を

運営していく者、そしてそこで過ごす者として、より良い学校になればという思い

で出させていただいたのが、あの要望書でございます。先程次長がおっしゃられた

２点でございまして、まずプールが本館のすぐ裏に設置予定ということで、当初こ

の計画があった段階で職員の方からも指摘があったんですけれども、ちょうど井原

中学校の裏が山で、非常に落葉がたくさん舞い散るという、それがちょうどプール

の中に入っていく。それをどうすればいいのか。屋根がある訳ではないからという

ことで、工事の方と話をしました。全面にシートを被せてやったらいいのではない

かという話もありましたが、そのシートが取れるのかどうか、シートで大丈夫なの

かどうかということもありました。また、今の計画から本館の３階から渡り廊下で

すぐ裏のプールに行けるという状況になっております。４階建ての建物の３階から

渡り廊下で、今の中校舎のある位置に行かれると。非常に利便性はいいんですけれ

ども、その最短距離にある利便性のいい所が年間４週間しか使わないというのもも

ったいないなと。そして何よりも今現在、新館ができて、子どもはほぼ毎日使って

おります。そこを給食の車、業者の車、先だっては体調を崩した子どものために救



急車も入りました。ただ格技場と新館との間狭くなる。そこを通って車が上がって

くる。将来的に北側が駐車場になるということ考えると、生徒と自動車の交差とい

うことがあります。そこが改善できればいいなあということで、子どもの安全とい

うことを第一に考えたときに、先ほど申し上げたように、プールの場所に体育館が

来ればいいなあと思います。これで終わります。よろしくお願いします。 

＜市  長＞ 状況説明がございましたが、委員の皆さんで何かありましたら。思いがありまし

たら。 

＜藤井代理＞ 水泳の授業についてはどうなんでしょうか。他の中学校にプールはあるんでしょ

うか。 

＜教 育 長＞ 市内の中学校で申しましたら、プールがあるのは、木之子中学校と高屋中学校だ

け。美星がＢ＆Ｇを使っておりまして、芳井中学校は芳井小学校を使っておるとい

う状況です。今回この要望が出てきた段階ではございますけれども、学校の教科で

体育の中での扱いとかですね、それから県下でのプールが設置してあるとこととし

ていないところの中学校を調べさせていただいて、プール指導については、3年生は

選択になっていて、どちらでもいいと。1、2年生は一応必修になっている。そうい

った中にあって、高梁市や新見市について、中学校は、どの学校もプールが無いと

いうことでですね、新見第一中を作られたときも、プールは作らないという形で建

設を進められたと。なぜ作らないかというと、市内にある公共の水泳施設を利用し

なさいということで進められたようなんです。高梁についても同じようなことを言

われているようで、そういった代替案があった中での進行、そういったことをやれ

ているのを今のところ把握している。井原市において同じような考え方でできるの

かどうか、要望が出てきているので検討させてもらっているところであります。 

＜奥田委員＞ いいですか。もし無くなった場合の井原中学校から水泳の授業をするために代替

の施設として、どこへ出かけて行って指導するかという方向性はあるんですか。 

＜教 育 長＞ 井原のＢ＆Ｇがございますし、小学校はどこも 3 学級なものですから、時間の割

振りをすれば、かなり利用していただけるんではないか。ただバスを出さないとい

けないということで、そういった形で運営は可能ではないかと思っています。 

       教育課程の進め方には色々ありますけれども、夏休みの利用等も考えられますし、

時間数的に 5 時間から 8 時間ということとですね、そういった形でやられていると

いう風に聞いているので。 

       去年から井中については、プールが使えない状態でずっと過ごしているおりまし

て、そういった中で、こういった要望が出るのも保護者が水泳を特にやって欲しい

ということも無かったのかなあと想像もできるんですけれども、施設管理について

は、今後プールの建設をしていく中で、50 年後、60 年後にはまたプールを作らない

といけなくなることを考えると、バスを出した方がずっと安いということになって

くる。 

＜奥田委員＞ やりくりは何とかできるということですね。 

       予算的にはどうなんですか。プール建設を体育館建設に替えるということになる

と、大体大まかな額は。 



＜市  長＞ まだそこまでは検討できていませんので、この要望を受けて、保護者の方の思い

もありますし、将来の井原中学校の使い方も含め、体育館も今は、この度の計画で

は、改築の予定はありませんでしたが、近い将来必ず改築がやってきます。そうい

った学校設備の運用についても、今で行くとプールを作らなくても、駐車場が上に

出来てしまうということで、それぞれの毎日の車が子供の動線とばっちり重なると

いうような中で運用をずっとやっていくというのは本当にどうかなあという思いも。

これは以前から感じておりましたし、そういったことも含めて、要望を受けてしっ

かり考え直さないといけないなあと思ってますし、やるんでしたら、恐らくこの工

事に併せてやらないといいことにならないので、そこはもちろん予算も必要になっ

てくるでしょうし、契約の変更もありましょうし、そういった諸手続の時間的なこ

ともありますので、その辺りは、やるとなればしっかり考えていかないといけない。

そこらへんも含めて、早急に検討をしてみたいと思っておりますので、今それぞれ

ご意見があればですね、早めに伺っておいて、そういった意見も参考にしながら、

井原中学校をどうするかということを考えればいいのかなあと思っています。 

＜西田委員＞ プール予定地の場所なんですけど、先ほど川上校長先生が教職員の間でもとおっ

しゃいましたが、多分恐らく多くの方、保護者の方が声に出さないけれども、思っ

てらっしゃるんだと思いますし、車のことについても、そういう不安を抱えたまま

このまま実行していっても、結局ほらやっぱりという結果になるんではないかと思

うので、今検討しなおした方がいいんではという方が多いと思います。私もそう思

います。 

＜藤井代理＞ 井原中学校については今こう考えられているんですけれども、他はまあ小学校の

プールがるところもありますけれども、学校管理という上で、皆さん負担に思われ

ているというところはあるのかなあと。例えば、プール管理自体が学校での費用的

な面、人的な面でなかなか負担になるようなら、どこか 1 か所しっかりしたものを

作って、そこで水泳の授業を行うというようなパターンもあってもいいのかなあと。

逆に今度は夏休みとかで、子供が夏場に近くに水泳に行く場所がなくなるというこ

とになりますけれども、総合的な判断で長期的に見て、プールのあり方を考えてい

く必要があるのかなという風には思います。 

＜市  長＞ そうですね。今は当面井原中学校の建設に併せて、そういった問題が出てきまし

たが、今後も今持っているものも直さないといけない時期が来るし、そういったと

きにそこをどうするかということも出てくるでしょうし、今ありました、授業をど

うするかということもあるんでしょうし、そういった中学校のプールと、あと小学

校も必須でしょうし、そういう分だけ余計に小学校のときにしっかりと水泳の時間

を確保しておかないといけないでしょうし。 

       今、中体連もプールの大会もないんですかね 

＜川上校長＞ 中体連に水泳の種目はあります。県の大会はあります。備南西地区はあります。

県の大会に出るのもほとんどスイミングでやっていた子供が学校からも行くという

形です。 

＜市  長＞ ほとんどクラブ、クラブの子供達が頑張っている。 



       この度は、井原中学校でこういった声が出ているということで、今お聴きした意

見ですと、要望内容については、ご理解いただけるというご意見が多いのかなあと

思ってお聴きしました。 

       市としましても、この機しかありませんので、しっかりと検討させてもらって、

方向を変えるんであれば、また近いうちにそういった方向についてお示ししないと

いけないなあと思います。他に何かございますでしょうか。 

＜川上校長＞ すいません、大変ありがとうございます。利便性と安全性のことからご意見をい

ただいたのですが、これで終わりということですから、いけるという風に解釈をし

て、帰ってまたＰＴＡの役員とかからどうなんだと聴かれるときに、総合教育会議

では前向きに検討していただけるようなことだったということでよろしいでしょう

か。 

＜市  長＞ まああの、今しゃべった内容は全部公表されますんで、それを読んでいただくと

いうことで、どういう話だったんだろうと分かると思います。 

＜川上校長＞ わかりました。 

＜市  長＞ 最終決定は、これからさせてもらいますので、どうなるかというのはまだ。 

       他には。よろしいでしょうか、この案件につきましては。 

       それでは、続いて「（４）その他」でございますが、事務局からは何かありますか。 

＜佐藤次長＞ 事務局からはございません。 

＜市  長＞ 事務局から無いようでございますので、皆様方から、せっかくの場ですので、何

でも結構ですので。 

＜藤井代理＞ 井原市を元気にするということですけれども、私は美星町なんですけど、美星町

の現状としてやはり、昨年度 4月から 3月までに生まれた子供が一桁台、10 人に満

たないという。20人ぐらい行くかなあと思ったら半減したと。やっぱり子どもが居

なくなったら、最終的には地域が無くなっていくような気がします。魅力ある井原

市づくりの中でも、子育て環境とかを、他の市も色々と考えてやっとりますんで、

それに負けないように、しっかりと新聞とかにもＰＲしてもらえるような、そうい

った施策を、ＰＲするようなことが必要ではないかと思いますので、今後ともよろ

しくお願いします。私の方で施策を出すのは難しいのですけれども、よろしくお願

いします。 

＜市  長＞ 本当におっしゃるとおりで、人が居ないと文化も地域も無くなると。色んな団体

の行事を行われると思うんですけども、各地区の団体も含めて、最終的にはどれも

地域の子供を増やす、地域の定住者を増やすような目線で、色んなことを取り組ん

でいただきたいと思っております。そういうことが最終目的になるようなエッセン

スをちょっとずつ入れながら、思いを入れながら、色んなイベントを取り組んでい

くということが大事じゃないのかなと思っています。行政だけではなく、地域の人

たちと一緒になって、そういう思いで動く、ちょっとずつ人が入ってくる、子供達

がその気になる、そういったことが広がっていかないと、なかなか人が増えてこな

いと思っています。そういったことをこれからも続けていこうかなと思っています。 

       よろしくお願いします。是非皆さんの力をお願いします。 



＜奥田委員＞ 学校訪問をして気になっていることは、不登校の子の出現率が国あるいは県のレ

ベルよりも多いという課題がちょっと、なかなかこれが下がっていけばいいんです

けれども、全体の児童生徒の中での割合がなかなか下がりにくいということも現実

にあって、今対策として、県費の方で登校支援員という形で、5名小学校に入ってお

られると思うんです。それぞれよく動いていただいて、やはり担任だけではもう、

今はいっぱいいっぱい抱えている、そんな中で不登校の子供に対応する時間的なも

の、精神的なもの、色んな意味が大事なので、登校支援員の人数が増えていけばい

いなということを今思っているんです。そういった登校支援員が朝、登校を渋って

いる子のところへ出かけて行ったりとか、途中まで行って、その子を学校まで導い

て行ったりとか、色んな自由に動ける、そういうフリーな立場の支援員が学校とし

ては欲しいんではないかなということを思っております。結構活用されていると聴

いておりますので、今小学校だけですけど、中学校にもあってもいいかなあと。色

んな意味で、どうしても県費の方で難しいということであれば、市費の方で少しず

つ増やしていっていただいて、やはり学校に行きたくてもいけない子がたくさん居

るということは、教育の機会確保ということで、井原市としても残念なことだなあ

と思って、みんながやっぱり毎日楽しく学校へ行こう行こうということで、学校生

活を楽しんでいけるような、そういう環境を作っていけたらいいなということを思

っておりますので、その辺りでの支援をまたよろしくお願いをしたいなあと思って

おります。以上です。 

＜市  長＞ 支援員の方も大変でしょうけども、本当に。 

＜奥田委員＞ そうですね。なかなか学校現場としても、新しく英語が教科化されるということ

で、新しいことへの対応ということで、またプログラミング教育もありまして、現

場としては新しいことをどうやって、こう、2年先の新しい指導要領実施に向けて、

研修していけばいいかということで、現在でも手一杯なところを、さらに新しい研

修をしていかないと対応できないという、非常に働く上での時間も増えるし、勤務

時間外の勤務もどんどん減らしたいと思っているけれども、なかなかできず量も増

えているということで、そういう課題もありますので、出来るだけそういう技術的

負担を減らしていただけるとありがたいなということを思いますね。 

＜佐藤委員＞ 私は、福祉と教育の連携ということをとても強く思ってまして、今イメージ的に

言うと、義務教育までは教育委員会が事務に当たって、それ以降は福祉課がやって

いるというようなイメージなんですけど、自治体によっては、義務教育の段階から、

例えば発達障害とか不登校ということころを福祉の方がちゃんとご存じで、生まれ

てきたところからポンと義務教育の間を飛ばずに、ずっと勉強されている。私のイ

メージなので、行政のことはよくわかっていないので、勉強はされているのかもし

れませんが、イメージ的には義務教育の間は、ポンと学校にお任せされている気が

するので、ある方から伺った情報だと、他市なんですが、例えば 3 歳児の健診があ

るときとか、お腹の中に赤ちゃんがいるときから福祉の方がよく訪問されていて、

学校にお世話になっている間も、何かしら不登校とかのときも福祉の方に相談する

窓口があるところがあるらしいんですけれども、今の段階から教育だけではなく、



福祉の方も連携することがあってもいいんじゃないかと思っています。 

       あとは、学校の先生方も不登校の方がいらっしゃって、色々手厚い授業で色々い

いようにして下さるんですが、福祉の方がそういう情報をご存じな上で動く方が実

は両輪でいいんではないかなあと思います。 

       あとは、お子さん一人一人に小学校、中学校までにお世話になった機関であった

り、先生方っていう方の助言であったり、動きというものがきちんと成果となって

いたものを義務教育が終わったときに、ちゃんと家庭も共有しているものを持って

いて、それが福祉に繋がっていることがあったら、福祉の方もその子のことがわか

るんじゃないかなと思います。今教育長さんがあるよと言われたのですが、保護者

としては、そういうものを目にしたことが無いので、そういうのが大きく存在した

らいいのではないかなと考えます。 

＜市  長＞ それこそ福祉と教育、学校との連携、施設に通っている子は福祉も連携しますけ

ど、なかなかできないですよね。 

＜教育次長＞ 保育園から幼稚園、幼稚園から小学校、中学校、そこまでは繋がるんですけれど

も、そこから高校になると義務教育課程じゃないということで、なかなかそこが置

き去りになっているところがあるんではないかなという風に感じてはいますけれど

も、私が知らないだけで、健康医療課の方でそういった繋がりを持っているのかも

わからないので、済みません。 

＜佐藤委員＞ 数十年先にはＡＩがたくさん入ってきて、なかなか仕事が無くなる。あふれるの

は、そういった発達障害とかの子供達がどんどん仕事も無くなっていくという、あ

ふれる子達がどんどん増えていくような気がしておりますので、暖かい、そういう

人達も住めるようなまちになって欲しい。 

＜市  長＞ 福祉と学校との連携、これは教育審議会でも出ているので、どういったことをや

っているか、どういうことをいこうかは、また次回、会議で、取組がどこまででき

るか検討したり、取組の状況を説明してもらえるようになるといいですね。 

＜教育次長＞ 承知しました。 

＜市  長＞ 他にありますか。 

＜西田委員＞ 保育料の無償化、これから先進めていかれると思うんですけれども、幼稚園の預

かり保育についても無償化の対象になる方向であるとおもうんですけれども、青野

と野上は預かり保育の代わりに学童保育をしているんですが、学童の方に子供さん

を預けている保護者の負担が生じてしまうということでありますと、青野幼稚園、

野上幼稚園はとても困るなと思いますので、その点ご配慮いただけたらと。 

       去年の総合教育会議でも申したんですけれども、井原高校の存続、保護者として

も子どもの進学先としても井原高校が無くなると困るなと思います。幼稚園、小学

校、中学校と学校訪問に行かせていただいて、バトンを渡すように次に次に繋いで

くださっているので、県立高校の問題ではありますが、井原市としても子どもの居

場所としてしっかりと考えてもらいたいです。 

＜市  長＞ 保育料については、これからしっかり制度設計を考えて、みんな同じ条件ででき

るような制度設計をしたいと思っています。井原高校については、もう同じ思いで



すので、地域でできることを、最終的には県が決めますけれども、地域でできるこ

とを一生懸命県の方へ伝えていきたいと、高校現場と一緒になって、強い高校とな

って残れるように改革も含めて取り組めることは地域と一緒に取り組めるようにな

ったらいいなと思っております。会議もありますので、そういった中でしっかり進

めていきたいと思っています。 

       他にないようでございますので、議事を終了したいと思います。 

ありがとうございました。 

＜佐藤次長＞ ありがとうございました。それでは、閉会にあたりまして、片山教育長からあい

さつをお願いいたします。 

＜教 育 長＞ 委員の皆さまには、短時間ではございましたが、内容の濃い話をそれぞれしてい

ただきまして、本当にありがとうございました。井原市の教育大綱が今日ここで決

まりましたので、本当にありがたく思っております。 

       今日ちょうど就学指導委員会で新たな入学児についての判定を行っていただいて

おりまして、その中で色々な関係機関もいらっしゃっておりまして、福祉の関係、

西備支援学校、あるいはお医者さん、一般の有識者という形でやっておりまして、

そういった中で、先程佐藤委員さんが言って下さった問題等も話されることもあり

ますので、そういったことも伝えてまいりたいと思っております。 

       これから 5 年間、先ほど決まりました大綱を充実させるために、企業、家庭、地

域、学校とも連携しながら進めてまいりたいと思ってろますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

本日は、どうもありがとうございました。 

以上


