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第１０回海 田 町 総 合 教 育 会 議  

議 事 録（要 旨） 

 

１．招集年月日 令和２年９月１７日（木） 

２．招集の場所 海田町役場 

３．開会（開議）令和２年９月１７日（木）１３時３０分宣告 

４．出席者 

  町長 西田 祐三  教育長 佐々木 智彦  委員 林 孝 

委員 佐々木 正子  委員 米丸 禎宏  委員 大野 恵美子 

５．事務局の職氏名 

副町長 櫻 竜俊  教育次長 伊藤 仁士 

企画部長 鶴岡 靖三  企画課長 鎌田 浩一   

学校教育課長 森山 真文  生涯学習課長 脇本 健二郎 

教育指導監 松本 孝司  学校教育課主幹 山光 誠司 

学校教育課主幹 小村 孝広  企画課主事 山岡 翔太郎 

６．本日の議事日程 

  海田町教育大綱素案について 

 

７．議事の内容 

  １３：３０開始 

○町長（西田）皆さん，こんにちは。本日は大変お忙しい中，お集まりいた

だきまして，誠にありがとうございます。それでは，令和２年度海田町総
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合教育会議を開催させていただきます。この総合教育会議は，地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第１条の４の規定に基づき，町長と教育委

員会がその相互連携を図り，教育大綱を策定し，海田町の教育の課題や目

指すべき姿を共有し，連携して効率的に教育行政を推進するため設置され

ておるものでございます。現在の教育大綱について，今年度で計画期間が

終了となります。そのため，今年度の会議では，次の５年間の教育大綱の

策定に向けて意見交換をしたいと思います。まず大きな流れについて説明

させていただきます。第１回目で大綱に関わるようなことを引き出して，

今回の第２回で大綱の素案について今から進めようという動きでございま

す。その中で大事なのがその上位計画である海田町の第５次総合計画です。

この第５次総合計画の策定と並行して，この大綱の会議を進めながら，そ

れぞれが連携を図れるように進めさせていただいております。素案にあり

ます大綱の柱と施策の展開を見ていただきながら今日の会議を進めていた

だければと思います。今回，第５次総合計画については，ＳＤＧｓという

ような目標を持って，ターゲットを決めて施策を展開していくという国際

的な流れを本町も受けたいということで，将来に向けた動き方を設計して

いきたいと思っています。もう一つ，この計画は，今後４０年先の町がど

のような形になっていくか，非常に長いスパンのところを担いながら，バ

ックキャストとして現在をどのように進めたらいいのかという形で進めて

きておりますので，その中の今回の教育大綱は，今後５か年の計画を今か

ら考えていただければと思っておりますので，今日はしっかり審議してい

ただければと思います。それでは，教育大綱素案について，事務局から説
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明させていただきます。 

○企画課長（鎌田）企画課の鎌田と申します。本日はよろしくお願いします。

お手元の方にお配りしております「海田町教育大綱（素案）」という資料を

ご覧ください。本日は先ほどもございましたように第２回ということでご

ざいまして，前回の第１回の会議におきまして，大きく３点のキーワード

をこの総合会議におきまして決定いただいております。１点目が幼保小の

連携というキーワード，２点目がＩＣＴの活用の必要性・重要性，３点目

が県内でトップクラスの学力というものをしっかり踏まえて教育大綱を策

定するということで，第１回はご意見をいただいたところでございます。

今回，お手元にお配りしております素案につきましては，前回の意見も踏

まえまして策定させていただいたものでございます。大きな１番それから

２番の位置づけにつきましては，先ほど町長からご説明させていただいた

とおりでございます。１枚めくっていただいて，２ページ下の方に大綱の

構成ということで，大きな構成を掲げさせていただいております。２点ご

ざいまして，ご案内の通り学校教育それから生涯学習，この２つの柱で大

綱の方は構成させていただいております。まず学校教育でございますが，

目指す姿といたしまして，「夢と志を持ち，挑戦する」児童生徒の育成とい

うのを目指したいということで掲げております。下の点につきましては，

こういった児童生徒の育成にあたって，町として，どのような取り組みが

必要というのを改めて整理をいたしまして，掲げたもの５点を掲示してお

ります。詳細につきましては，後ほど詳しく説明させていただきます。次

に大きな柱の２つ目でございます。３ページにお移りいただきまして，生
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涯学習という柱も立てております。こちらにつきましては，「人がつながり，

夢を育む」生涯学習の推進ということで，先人の偉業あるいは郷土の歴史

文化といったものをしっかりと学び，なおかつ，次の世代に継承していく

という観点も踏まえまして，どのような取り組みが必要かということで，

それぞれ具体の取り組みを掲げているものでございます。それでは，それ

ぞれの施策の展開につきまして，教育委員会の方から説明をさせていただ

きます。 

○学校教育課長（森山）それでは，４の施策の展開，学校教育について，説

明させていただきます。まず目指す児童生徒像として，この度，「夢と志を

持ち，挑戦する」児童生徒の育成とさせていただきました。これまでは，「夢

を持ち，夢を語ることのできる」児童生徒育成とさせていただいておりま

したが，この度，国が平成３０年に策定いたしました第３期教育振興基本

計画の教育施策の基本方針の中で，夢と志そして可能性に挑戦することが

できるという文言がございましたので，その部分をキーワードといたしま

して，この度はこのような目指す生徒像を示させていただいております。

それから１～５点まで具体的な施策を示させていただいております。①に

つきましては，地域から信頼される学校づくりの推進ということで，第５

次総合計画の中でも示されております時代の要請に基づく教育を実施する

ための教職員の資質向上，時代の要請に基づく教育についてでございます

が，現在，技術革新，ＩＣＴの活用，グローバル化の中での資質・能力と

いうところが問われておりますので，そのような能力を身に着けさせるた

めに，教職員の資質向上が必要であるというところで謳わせていただいて
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おります。また，今年度より学校運営協議会の活用を基として地域に開か

れた学校づくりの基盤となるコミュニティスクール制度の導入を入れてお

ります。また，専門的な知識・技能を有する人材の配置による，児童生徒

一人一人の置かれた状況に応じたきめ細かい対応ということで，こちらに

つきましてもスクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー等の心

理面のフォローや，特別支援教育の専門的な分野の能力を有する教職員，

また，ＩＣＴ等のスキルを持った職員の配置等に現在も取り組んでいると

ころでございます。それから，幼保小連携協議会の活用による，幼保小連

携教育の推進ということで，令和元年度より幼保小連携協議会を立ち上げ

まして，町内の小学校と幼稚園，保育所等を繋ぐ会を立ち上げ，こちらの

方の推進も進めているところでございます。教職員の働き方改革の推進に

つきましては，国または県の示す指針に基づきまして，教職員の働き方改

革基本方針を本町においても策定し，校務支援システムの導入や加配教員

等の配置により業務負担の軽減と児童生徒に向き合う時間の確保をもって

質の高い教育の提供ということを現在取り組んでいるところでございます。

それから，「確かな学力」の向上というところでは，新しく２点入れさせて

いただいております。グローバル化する社会を生き抜くために必要な資

質・能力の育成，それから，一番下の体験活動等を通じた，主体的・能動

的に学ぶ態度の育成，これは両方とも新学習指導要領の趣旨に沿って着実

に身につけさせていくべき能力でございます。それから，「豊かな心」の育

成につきましては，読書活動の充実，それから，体験的な活動を通した道

徳教育の推進等をもって，規範意識の醸成というところで，子どもたちの
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豊かな心の育成を目指す，それから，防災教育の取組による危機管理意識

の向上というところをこの度の県が示しておりますマイタイムライン等の

取り組みを具体的な形で落とし込みながら，子どもたちに意識を高めてい

くための取り組みを行っているところでございます。それから，「健やかな

体」の育成というところで，体験的な活動を通した，「する・みる・支える・

知る」のスポーツとの多様な関わり方の習得という部分を挙げさせていた

だいております。次のページをお願いいたします。⑤の充実した教育環境

の整備というところでは，今年度より学校施設長寿命化計画に基づく学校

施設の計画的な整備を進めているところでございます。その次，地域との

連携による児童生徒の安全・安心の確保というところは，学校運営協議会

制度，学校安全ボランティア等の活動により子どもたちの安全な地域，交

通安全等も含めた活動等を進めているところでございます。それから，食

育という部分で，今年度より中学校におきまして，中学校給食を推進して

いるところでございますが，子どもたちの食を通した自己管理能力の育成

というところを目指しているところでございます。それから，ＩＣＴ環境

の充実による，情報活用能力の育成ということで，ＧＩＧＡスクール構想

をベースとした取組を来年度に向けて進めているところでございます。良

いものにつきましては，前回の教育大綱を引継ぎながら，さらに新しく進

めていくものにつきましては，具体的な手立てで効果を把握しながら進め

ていきたいと考えています。以上です。 

○町長（西田）ありがとうございます。次に生涯学習課の方からお願いしま

す。 
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○生涯学習課長（脇本）引き続き生涯学習課長脇本でございます。⑵「人が

つながり,夢を育む」生涯学習の推進が大きなテーマでございます。それに

伴いまして，①から⑦までの大綱の柱を定めております。基本的には前回

の教育大綱を踏襲しつつ，今策定中の総合計画の記載に沿ったものに修

正・加筆をさせていただいております。その中で大きな加筆・追加があっ

た部分について，ご説明させていただきます。②の生涯学習の環境整備で

ございます。この令和２年に織田幹雄スクエアという生涯学習の拠点施設

が整備されました。しかしながら，海田町ではまだ他の公共施設がござい

まして，その機能であるとか，学びの場をどうするかというところで，ま

だ未検討なものがございます。それを含めまして，老朽化した各施設の必

要な機能の整理を行い，整備方針を検討するというところを追加させてい

ただいております。それから，次の③郷土の歴史文化の保存・継承する取

組推進のところに新たに加えさせていただきましたのが，ハード等が整備

されたことに伴いまして，それに精通した職員，専門職の配置というのが

必要であって，そういった職員を配置することによって，切れ目ない「保

存・活用体制」が図れるということで，職員体制についても今回記載させ

ていただいております。それから，⑤⑥というところで，芸術文化活動の

支援，スポーツ活動の支援というところを，新たに項目立てをさせていた

だきました。当然これまでの項目の中にも入っておりましたけれども今回

少し頭出しをさせていただきましたのは，現在，生涯学習課の方で，文化

スポーツ協会というものの設立を目途に検討会を重ねておりまして，こう

いった文化スポーツ協会の設立に伴いまして，さらに芸術文化活動・スポ
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ーツ活動の支援の充実が図れるのではないかというところにおきまして，

新たに項目を追加させていただいたものでございます。生涯学習課につい

ては以上でございます。 

○町長（西田）今ありましたように詳しく色々な形で動いております。直近

の情報だけ報告させていただきます。９月の定例会でＧＩＧＡスクールの

関係とか一人一台端末という情報関係の予算を通していただきながら，そ

れに向けて今整備をしてきておりますので，直近の情報ですが，今そうい

う形で動いているというのを理解していただきながら議論に入っていただ

きたいと思っております。ここまででご質問等ありますか。詳しい内容が

盛りだくさん出たので，なかなか話が進めにくいかと思いますが，挙手し

ていただけたらマイクを回しますので，質疑等ございましたらお願いしま

す。 

〇委員（佐々木）学校教育の方ですけれど，②の一番下にある体験活動等を

通じたというこの表記と，④の一番上にある体験的な活動を通した，この

表現の違いは内容的に何かございますか。それと質問ではなく私の思いな

のですが，①の一番上にある教職員の資質向上，①の一番下にある教職員

の働き方の改革，この２つを離す必要があるかどうか，教職員の資質向上

に対する内容ですから，くっつけたほうがいいのではないかと思います。

また，４ページの⑤の一番下のところが一つの文章になっているのが，非

常に無理がある気がします。２つに分けるか，もっと文言を整理されたほ

うがいいと思います。 

○学校教育課長（森山）まず１点目の体験活動等を通じたというというとこ
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ろと体験的な活動を通したというところの違い等というところでございま

すが，まず言葉のニュアンスとしては，同じように捉えることができるか

と考えているのですが，基本的には，体験活動というのは具体的な見るで

あったり，関わるであったりというところでございます。それに関して主

体的・能動的な学びというところが書籍を通したり，資料を見て考えたり

ということで，疑似体験的なものも入っておりますので，どちらかという

と，等というところにそのようなものを含めた形で②の中には示させてい

ただいております。それに対しまして，④のところにつきましては，先ほ

ども申し上げました具体的な活動をもって多様な関わりをしていくという

意味で整理をさせていただいております。それから，２点目の①のところ

で，中点が離れている状態，時代の要請に基づく教育をもって教職員の資

質向上を図る部分と，教職員の働き方改革の推進による，質の高い教育の

提供というところは，やはり言葉としては類似する部分がありますので，

中点の順番等を検討しながら，併せて考えていくような状況を作って行き

たいと考えております。⑤の一番下の文章ですが，ここが現在の教育大綱

の中に既に入っている文章でございます。福祉部局と連携した家庭教育へ

の支援など福祉・医療・司法・警察機関等と連携した質の高い教育活動の

推進というところで，福祉・医療というところと司法・警察機関というと

ころに一つ区切りがあるような部分も見られるのですが，虐待等の対応を

とった時に福祉部局との連携が非常に重要という部分がありますので，こ

ちらの方は一文として付けさせていただいております。読みにくいという

ことでございますので，言葉の方整理いたしまして，文章を切る形で整理
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させていただきます。以上です。 

〇町長（西田）よろしいでしょうか。その他ございますか。 

〇教育長（佐々木）一声ずつ感想でも意見でも質問でもいただければと思い

ます。 

〇委員（大野）感想を言わせていただきます。やはり地域の方々が生涯を通

して学ぶという機会を作るというのが大切なことだと思います。その中で

学校教育課の方で，学びの充実，学ぶ機会を大切にするところを挙げてく

ださっているのがすごく良いなと思いました。こういう要綱の中に作って

いただけたら，子どもたちが学び直しも含めてできる場を具体的に設ける

ことができるという意味においても育成には良いと思いました。２点目な

のですが，③の「豊かな心」の育成というところで，学校司書の配置と書

いていただいて，すごく良いと思いました。感想として，やはり読書とい

うものを進めていくというのは大切なことです。海田町として，海田町の

自慢はこれですよということが言えるという魅力の発信ができるのではな

いかと思います。もう１点は特別支援教育です。今多くの人々，子どもた

ちが生育に色んな課題を抱えています。この子どもたちが今度は成人して

いく訳です。海田町に住む訳ですから，その子どもたちが住むときに，自

分には居場所があると，海田町には居場所があると思えるようにするため

には，やはり特別支援教育というものが大切だと思います。学校司書，特

別支援教育の充実ということについて，ここに挙げていただいて，また防

災もそうですけれども，大切なことだと，良かったと思っております。 

○町長（西田）今の感想について，答弁をお願いします。もう少し具体に細
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かくできればしてあげてください。 

〇学校教育課長（森山）ありがとうございます。学校司書の配置につきまし

ては，現在のところで申し上げますと，６校につきまして，毎日学校司書

の方を配置して，活動を進めているところでございます。これによる効果

というところでいきますと，学校評価の中でも非常に読書活動等が保護者

の方から高評価をいただいております。学校司書の活動がベースとなって，

校内または家庭への読書啓発というところでは，かなりの成果をあげてい

るところでございます。全校に学校司書が配置されている市町というのは，

ほとんどございません。本町の特色でございますので，ここにつきまして

は，引き続き取り組ませていただきたいと考えております。それから，特

別支援教育の充実というところで，本町におきましては，これもまた全校

になりますが，通級指導教室の設置をして３年目となります。先日の決算

特別委員会の中でも質問等がありましたが，３年目を迎えて子どもたちに

学校の中に通級指導教室があることの安心感というところと，保護者の方

の期待というところが高まってきております。現在も６校で６０名あまり

が通っている現状でございます。こちらにつきましても，今後，保護者そ

れから子どもたちの状況に応じまして，さらに充実をさせていきたいと考

えております。 

〇町長（西田）ということで，ピックアップしていただきありがとうござい

ます。人数も随分増えているということでございますので，現状はそうい

うところでございます。その他ございますか。 

〇委員（米丸）学校司書の充実ということで，先ほどもあったのですが，逆
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に生涯学習の方でいくと，老朽化した各施設ということで，図書館も入っ

ているということで，なかなか本の整理が難しいという部分と，広域連携

として，安芸区図書館もございますので，そことのデータ等も整理して進

めていただけたらいいのかなと思います。 

〇町長（西田）付けくわえて，どういった形で運用されているのか説明をお

願いします。 

〇生涯学習課長（脇本）今のお話ですが，広域都市連携で，図書カードが共

通化されていまして，どちらの図書館でも借りることが可能でございます。

図書館に関しては，昭和６０年竣工でもう３５年経っておりまして，町中

という他の市町にない地理的位置にあるということで，駐車場が無くなっ

たのが少し痛いのですが，そういった地の利を活かし，大規模改修をして

やっていくのか，それとも東公民館の分館制度をもう少し充実させていく

のか統合するのかという大きな視点も踏まえて，今後検討していく必要が

あると考えております。特に旧海田公民館に図書館の分館があったのです

が，織田幹雄スクエアでは検索システムのみとなっておりまして，町の右

岸側の図書の貸出体制というのが，ふるさと館のみとなっておりますので，

それも踏まえた全体的な整理というのが必要だと考えております。 

〇町長（西田）ありがとうございます。今の問題点，課題も挙げさせていた

だきましたが，しっかりと今後取り組みをさせていただきたいと思います。

その他ございますか。 

〇委員（林）ハードとソフトとそういう視点は考えなくていいのかなという

ところを一つ思ったのと，大綱の構成に学校教育では，「夢と志を持ち，挑
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戦する」児童生徒の育成，生涯学習では，「人がつながり，夢を育む」生涯

学習の推進とありますが，それで海田町でどういうことを目標に教育が行

われていくのかというところで，「夢と志を持ち，挑戦する」学校教育の中

で，こういうふうな児童生徒を育成するということを考えて，その為にこ

ういう条件，ハードが必要となってくるのを整備していくというのと，そ

の為のソフトという面では，こういうところを考えていきたいというよう

な並びになっていかないのかと思って考えたのですが，わからなくなって，

というのが，最初に佐々木委員さんから言われた教職員の資質向上という

のと，教職員の働き方改革推進による質の高い教育の提供というのが，「夢

と志を持ち，挑戦する」児童生徒の育成の為に質の高い教育を提供してい

く，その為には，教職員の資質向上というのが必要不可欠で，その教職員

にとって働き方改革ということを踏まえなければいけないという，そうい

う構造があると思います。そこのところを考えていただき，地域から信頼

される学校づくりの推進という面では，質の高い教育を提供するというこ

と，幼保小連携教育を推進して，その上で行う児童生徒一人一人におかれ

た状況に応じたきめ細かい対応をするというのが出てきて，その為に例え

ば，教職員の働き方改革の推進により，時代の要請に基づく教育を実施す

る為の教職員の資質向上を図るというような後ろへ送らなければいけない

というか，手段とすることを目標に向かってという並びになった方がわか

るのかなとそんな感じがしながら混乱しています。それから，体験等を通

じたというのと体験的な活動を通したという，通じたと通したというとこ

ろで最初に話をしていて，体験活動と体験的な活動というのと，それをど
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のように捉えているのかとか，そのようなことを丁寧に見なければいけな

いのかなと改めて考えさせられました。そういう意味では，この中で一点，

児童生徒自身がどのようにこの中で立ち位置を獲得していくのか，生涯学

習の方でも住民の参画によって，教育の大綱ということですけど，その住

民あるいは児童生徒というのが教育の対象になっているのではなくて，そ

の教育の大綱の中での主人公という視点で文言が述べられるというのが必

要なのではないかと感じました。それから，生涯学習の方で，⑤と⑥のと

ころで芸術文化活動，スポーツ活動の支援とありますが，今文化スポーツ

協会を新しく設立しようという話がありますよね。そういったものとの関

連というのを触れておかなくていいのかなというところを少し思いました。

以上です。 

〇町長（西田）今４点ほど出ましたが，非常に重要なものもありますが，主

人公は生徒児童であるというような話もありましたが，学校教育課長お願

いします。 

〇学校教育課長（森山）一つの視点として，児童生徒自身の立ち位置を明確

にするというお言葉をいただきました。確かに外的な施策の中で大綱が進

んでいったのでは，主役となる児童生徒が置き去りになっていって，外見

的な成果のみが披露されて，終わっていくというところが陥りがちな部分

だというように考えます。こちらにつきましては，大きなテーマというと

ころになりますので，次の素案から案に落とし込む時に改めて検討させて

いただきまして，反映させられるところにつきまして，検討しながら入れ

ていくようにしていきたいというように考えております。もう一つ，ハー
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ドとソフトの関係につきましても同様でございます。枠組みというところ

で申し上げますと，構造化というところでは，単なる施策の羅列というと

ころにも陥っておりますので，構造の中で目指す為に何をするかというと

ころが具体的に見えていないというところで，大きな目指す児童生徒像と

いうのがこちらの中では一つ括りとしてあるのですが，やはり大綱の上位

層にあります第５次総合計画の中でも教育がどのような位置づけをしてい

くかというところに非常に関連してくるような気がしておりますので，併

せて検討させていただきたいと思います。 

〇町長（西田）ありがとうございます。あと，生涯学習の方も２点ほどあり

ましたので，お願いします。 

〇生涯学習課長（脇本）生涯学習の方で，いつでも，どこでも，誰でもとよ

く言われる言葉で，そういった中で学習ができて，成果が適切に披露でき

ることが望ましいというところで，ハード等が整備されたものでございま

す。今度はその一方で，どこでも誰でもというところが弱くなっているの

が現状で，公民館講座であるとか体育協会であるとか，その他の団体が少

し独立した動きというか，なかなか横の連携が繋がっていないというとこ

ろがございます。現状として，公民館講座の講座生の数が減っている，減

っているというよりは激減しているというのが実情でございます。講座生

の平均年齢も７０歳を超えているぐらい高齢化してきていて，このままで

は，立派なハードができても，活動が衰退していくのではないかというと

ころで，どこでも誰でも入りやすくするための門戸として，文化スポーツ

協会というもの作って，横の連携を作って，どこでも誰でもというところ



 

16 

を活性化していきたいと思っております。今回大綱の中に⑤⑥で，文化芸

術とスポーツ活動の支援の充実というところで，最終的な文化スポーツ協

会が行う活動の目的を書かせていただいているところで，文化スポーツ協

会を設立するというところが，目的ではなくて，作った上で何をするのか

というところで記載をさせていただいております。文化スポーツ協会の記

載をするかどうかも考えてみたのですが，文化スポーツ協会を設立するこ

とが直接の目的ではなくて，それによって何をするべきかというところで，

この⑤と⑥は簡単ではございますが，記載させていただいております。 

〇町長（西田）設立準備委員会は何回開いたのですか。 

〇生涯学習課長（脇本）文化スポーツ協会の設立として，１４名程度で全体

の会議を２回行いまして，その中にはスポーツの方，文化の方，色々なカ

テゴリーから参加していただいておりますので，文化部会，スポーツ部会

というのに分けて部会をしようということで，文化部会を３回，スポーツ

部会を２回行ったので，全体会議と併せて７回会議を行っているところで

ございます。ある程度中間的な方向が取りまとまったので，社会教育委員

会議に方向性を報告した後に，さらに細かい話，文化スポーツ協会がどの

ようなことができるのか，どのようなメリットがあるのかというところを

もう少し整理するような会合をしたいと考えています。 

〇町長（西田）今設立の段階で教育委員会会議もまだ通っていない状況です

ので，しっかりと今のご指摘を踏まえて，中に折り込んでいただければと

思います。 

〇教育長（佐々木）学校教育の方で夢と志を持ちというところなのですが，
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今のような国際情勢や社会情勢で非常にスピード感をもって変化している

状況の中で先行きが不透明で非常に混沌としている時代とも言えるのです

が，そういった中で子どもたちがどういう力を身につけないといけないの

かというところが一番大事なところで，その為には，キーワードとして，

ここには書いていないのですけれども，自己効力感とか自己肯定感という

ものが一番求められるのではないかと，その中に心の育成であったり，学

ぶ意欲であったり，その為の教育環境の整備が教育委員会の仕事だという

ことで，林委員の方からもその辺りをもう１度整理してほしいという話だ

ろうと思いました。ですから，特に①のところをもう１回整理して，少し

羅列的になっておりますので，それから文言の体験的なということで，ど

う違うのかという話だと思います。なんとなくはわかるけど，その言葉の

共通点や違いがわかりにくいので，もう１度整理して，次に臨みたいと思

いますので，ご指導ご叱咤の方よろしくお願いいたします。想いとしては，

自己肯定感を育むということだと思っております。 

〇町長（西田）今の説明に一つ付け加えまして，予算を付ける時にそういっ

たところをしっかり議論しました。ＧＩＧＡスクールや端末もそうですが，

先ほどありました自己肯定感や私の方では主体性のある子どもたちを育て

ないといけないというようなお話をさせていただきながら，何を築いてい

くのかをはっきり明確にしないといけないという議論が予算委員会も含め

て色々な形でやってきたという過程がありますので，その辺りをもう少し

今教育長さんがおっしゃられたように文言の整理をして，その流れが見え

るように見える化をしっかりしていただくということで，今日も皆さんに
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できるだけわかっていただきたいと思って，全体の流れがこのようになっ

ていますよというのをプレゼンしながら会議を進めているのですが，次回

に向けては，その辺りがもう少しわかるように，イメージでポンとわかる

ようにしていただくような資料提供をしながら，次回に向けてしっかりと

この委員会を進めていければと考えております。その他ございますか。 

〇委員（佐々木）生涯学習の③の中点二つ目ですが，積極的な情報発信によ

る，住民の文化財保護に対する意識啓発の推進のところで，この積極的な

情報発信というのが具体的にどのようなものが想定されているのかという

ところと，同じ③の一番下のところに，文化財に精通した専門職の配置に

よる，切れ目のない保存とありますが，文化財が切れるかというところが

理解できなくて，誰がいても海田町の文化財というのは，切れることはな

いのではないか，消えることはないだろうし，ここの切れ目のない保存と

いう意味がわかりません。この２点をお願いします。 

○町長（西田）はい。生涯学習課からお願いします。 

○生涯学習課長（脇本）まず１点目の積極的な情報発信というのは，様々な

媒体があるかと思いますが，具体的には，町の広報からホームページ，生

涯学習の方では，インスタグラム等そういったＳＮＳも使って発信してお

ります。また，各種講座や和文化体験とかそういったところでさせていた

だければと思っております。まだまだ良い知恵を出して，どんどんやって

いきたいと思っているところでございます。それから，切れ目のない保存

というところは，文章の句読点の打ち方が悪かったので，修正させていた

だこうと思います。切れ目がないというのが「保存・活用体制」という一
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つの括りの言葉に切れ目がないというところを掛けたつもりでございまし

て，誤解がないように修正させてください。以上です。 

○町長（西田）今の件で，いつもこういった委員会や会議の中であるのです

が，やはりいつも出てくるのが見える化です。ＰＲが弱いというところで，

やはり皆様にしっかり見ていただけるようにするといったところが，うち

の弱点のように思いますので，そこは今検討しているところでございます。

今うちもデジタル化ということで，文化財も含めて，色々なものをデジタ

ル化できるように色々な形で動いておりますので，その辺りの充実も図っ

ていきたいと考えております。意見あればどんどんお願いします。ご指摘

は必ず出てくるもので，わかりにくい言葉があったり，見えにくいところ

があったり，うちは今見える化が見せる化というワードを使いながら，色々

なことをどんどん取り組んでいるのですが，やはりまだまだ皆様に見せる

ような状況になっていない感じがします。そこはしっかり反省して，次回

に向けてがんばっていきたいと思います。 

○委員（佐々木）先ほど郷土の歴史文化の保存というところでデジタル化し

ているとお話しがあったのですが，海田町の郷土歴史の文化というのは旧

千葉家だけではないと思うのですけれども，どういうものを考えているの

かというところを知りたいなと思います。 

○生涯学習課長（脇本）確かに旧千葉家住宅というのが織田幹雄スクエアに

併設されて，整備されて，町が文化財の目玉として，力を入れてＰＲして

いるのは確かでございます。ただ，海田町にはふるさと館というところが

ございまして，そこには畝観音免の古墳がございます。１号と２号があっ
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て，公園の上には２号古墳がございます。そういったものもございますの

で，そこは公共施設と併設した文化財でございますので，そこはもっと積

極的にアピールしていかないといけないと思います。今の実態として，来

館者数はそんなに多くはないのですが，近隣の小学生には必ず学校の授業

等で使っていただいておりますので，そういったものを積極的に活用して

ＰＲしていきたいと考えております。 

○町長（西田）付け加えさせていただくと，町のＰＲの時に，町の今まで進

んできた歩みですね，こういったものが一万年の歴史を持ちながらずっと

デジタル化してきておりますので。そういったところもしっかり表現しな

がらやってきておりますので，その辺りはこれから今後どんどん進む話だ

と思います。実際に持っていく訳にはいきませんので，机上で勉強する時

には色々な材料がいりますし，現地を見学する分にはそれで勉強できます

ので，海田町は一万年の歴史を持っているという誇りがありますので，そ

れをいかに伝えていくのかが大事なことだと思いますので，しっかり努力

させていただきます。その他よろしいでしょうか。また次もありますから

ね。そこまでには今いただいたご指摘を受けて整理しながら，全体の流れ

がしっかり見えるように，また，見せられるようにしっかりがんばってい

ただければと思います。 

○委員（林）多分この教育大綱といのが役場の中で留まるのではなくて，住

民にということを考えた時に，例えば，４ページの②の生涯学習の環境整

備の中で２つ目のところにまちづくり出前講座の充実というのがあります。

このまちづくり出前講座が何であるのか，この周知がどこまで働けている
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のかとか，その上の学校教育の⑤のところの３つ目になりますが，学校施

設長寿命化計画という言葉が何を意味してどういうふうに捉えればいいの

か，わかりにくいことがところどころに出ていると思います。そういうと

ころについての手立てを少し考えてしていただけるといいのかなと思いま

す。それと同じように３ページで，①の２つ目の学校運営協議会，コミュ

ニティスクールなどでよく関わる人たちにとっては，この言葉をどう考え

たらいいのか理解できると思うのですが，それ何っていう話にならないよ

うにしなければ，住民たちが主役になって教育の問題を考えるということ

にはなりにくいと思いましたので，そういう点をご配慮いただけたらと思

います以上です。 

○生涯学習課長（脇本）まちづくり出前講座につきましては，確かにメニュ

ーがたくさんございますので，それを使っていただかないと全く事業をや

っている意味がないので，どういったメニューがあるかというのを広く広

報させていただきたいと思っております。今は自治会や老人会のリピータ

ーが多くなっておりますので，裾野を広げるような方法を検討させていた

だきたいと思います。 

○企画課長（鎌田）この大綱等で使っております文言につきまして，住民視

点でわかりやすい表現というのは，非常に大事な観点かと思っております。

上位計画になります総合計画におきましても，こういった専門的な用語，

行政の中でしか通っていない文言につきましては，適宜解説などを入れて

いきたいと思っておりますし，大綱という形でお示しする際にも十分踏ま

えながら，わかりやすい表記というのを心がけて参りたいと思います。 
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○町長（西田）大綱に合うかどうかという言葉も含めて，しっかり研究させ

ていだきます。他にございますか。出尽くしたようですので，一番大きな

ところは，主体は誰かというところだと思いますので，それがはっきりわ

かるようにしてあげることが大事だと思います。それと，並びが，要する

に系列がどういうふうに向いていくか，プログラムがどう動くかというの

が大事。最後に，あまり聞きなれない言葉を使われないようにということ

で意見が出ましたので，それを整理していただきながら，次の第３回目で

ある程度きちんとした形で，先ほど申し上げたように見える化ではなく，

見せる化のレベルまで進めたいと思っております。今回多くの意見をいた

だきまして，充実した会議になったというように理解しておりますので，

よろしくお願いします。本日の会議を終了いたしたいと思います。ありが

とうございました。 


