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第 ２ 回 海 田 町 総 合 教 育 会 議  

議 事 録 

 

１．招集年月日 平成２７年１０月５日（月） 

２．招集の場所 海田町役場 

３．開会（開議）平成２７年１０月１３日（火）１３時３０分宣告 

４．出席者 

  町長 山岡 寛次  教育長 中村 弘市  委員 瀧川 昌俊 

  委員 林 孝  委員 河内 千恵美  委員 佐々木 正子 

５．欠席者 

  なし 

６．事務局の職氏名 

  副町長 三宅 信行  教育次長 石川 直之 

企画部次長 門前 誠司  学校教育課長 中川 修治 

生涯学習課長 宮垣 将司  教育指導監 小林 伸二 

主幹 松尾 真理  主幹 森山 真文  主事 加藤 絵美 

７．本日の議事日程 

  第１  海田町教育大綱（素案）について 

  第２ その他 
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８．議事の内容 

  １３：３０開始 

○町長（山岡）本日は大変お忙しい中，お集まりいただきありがとうございます。

平成２７年度第２回海田町総合教育会議を開催します。本日の議題は海田町教

育大綱についてでございます。それでは事務局より説明をお願いいたします。 

○学校教育課長（中川）それでは，海田町教育大綱素案について御説明させてい

ただきます。全体を１～５に分けています。１ページ目をお願いいたします。

まず，大綱の策定の趣旨につきましては，前回の海田町総合教育会議の設置要

綱で御説明させていただいたとおり，地方教育行政の組織及び運営に関する法

律に基づき総合教育会議で策定することとしております。次に，大綱の位置づ

けにつきましては，この大綱は海田町の教育，学術及び文化の振興に関する総

合的な施策の大綱で，海田町のまちづくりの最上位計画であります「第４次海

田町総合計画」に則するとともに，教育基本法に基づき策定される国の教育振

興基本計画における基本的な方針を参酌して定めるものです。この大綱の策定

に当たっては，海田町教育委員会の平成２７年度海田町夢未来ビジョンとの調

整を取りながら策定することとします。次に，大綱の対象期間につきましては，

国の教育振興基本計画及び広島県の大綱の対象期間が５年であることを鑑み，

平成２８年度から平成３２年度までの５年間としております。次に，施策の展

開と体系につきましては，第１回の総合教育会議の中では，３つの基軸を御説

明させていただきましたが，本町教育委員会において策定している平成２７年



3 

度海田町夢未来ビジョンでの学校教育，生涯学習の２つのビジョンを施策の基

軸として定めなおし，その中で基本施策を整理しております。各基本施策につ

きましては，次の施策の展開で御説明させていただきます。続いて，施策の展

開につきまして，まず（１）「夢を持ち，夢を語ることのできる」児童生徒の

育成では，３つの基本施策で整理しております。①グローバル社会を生き抜く

資質能力を育てる新しい教育モデルの構築では，知・徳・体のバランスのとれ

た「基礎・基本」の徹底，知識を活用し，協働して新たな価値を生み出す教育

活動の推進，グローバル人材の育成を考えております。②教職員の人材育成と

海田町教育レベルの向上では，研修の充実による教職員のスキルアップ，小中

一貫教育を通した「主体的な学び」の実践，特別支援教育における指導の展開

と支援，地域の教育力と連動した特色ある取組を推進する学校経営への支援を

考えております。③児童生徒の安全・安心と質の高い教育環境の整備では，登

下校時の安全確保，経済的制約を受ける世帯の負担軽減，読書活動の促進，安

全でバランスの取れた学校給食の提供，ＩＣＴ環境の充実による教育環境の整

備，老朽化の激しい学校施設の改修・更新，学区の再編と小中一貫校の検討，

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を考えてお

ります。 

  続きまして，（２）「人がつながり，夢を育む」生涯学習の推進では，５つの

基本施策で整理しております。①生涯学習関連施設の整備・充実と有効活用で

は，生涯学習関連施設の整備・充実と住民が主体的に学ぶための学習支援を考
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えております。②織田幹雄さんの偉業の継承とスポーツのまち・海田づくりで

は，織田幹雄さんの偉業の情報発信，生涯スポーツ環境の整備，未来のアスリ

ートの育成のための各種スポーツ大会の開催，スポーツ団体への支援を考えて

おります。③地域資源を生かした個性ある地域文化の創造では，地域資源の保

存活用や発掘による個性ある地域文化の創造，優れた芸術文化に接する機会や

情報の提供，芸術・歴史文化によるまちの特色づくりのための取組，文化団体，

サークルの育成・支援を考えております。④心豊かでたくましい青少年の育成

では，地域のおせっかいおじさん，おばさんの発掘・育成，文化，スポーツ活

動や自然体験，ボランティア活動等の感動体験の充実，子供の読書活動を高め

る環境整備や体制の充実，地域の青少年支援団体の育成と連携を考えておりま

す。⑤人間性豊かな人づくりと人権尊重では，地域まるごと宣言「あいさつ ふ

れあい 夢いっぱい 海田町」を地域文化として根付かせるための，学校と地

域が一体となった人間性豊かな人づくりの推進を考えております。以上，大綱

素案については，２つの施策の基軸を８つの基本施策で整理しました。以上で

ございます。 

○町長（山岡）今，事務局から説明がございましたが，何か御質問があればお願

いいたします。 

○教育長（中村）今の説明に多少付け加えさせていただきます。この海田町の教

育大綱の基本的なスタンスとして，他の町ではできない海田町にしかできない

ものという視点をいくつか入れております。それと，広島県が今年度から「『学
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びの変革』アクション・プラン」という新しい教育モデルの構築に取り組んで

おり，それにも呼応した教育大綱にしたいと思っております。簡単にその特徴

的なものだけをお話させていただくと，４ページの施策の展開の（１）「夢を

持ち，夢を語ることのできる」児童生徒の育成で，学校教育に関わっている内

容なのですが，この①で新しいモデルの構築とあります。今までは，広島県の

教育の中で，知識だけをずっと教えてきましたが，これからのグローバル社会

の中では，知識だけを教えるのではなくて，いくつかある知識を融合させて，

それを活用して新しい価値を作っていくのだと，この教育モデルを推進すると

いうのが今の広島県の流れです。それに基づいて海田町でも２１世紀型総合対

策事業，学力向上対策事業というのをやっていますけれども，その基となるも

のをここにお示しさせていただいたということです。それから，②の中で４つ

ありますけれども，一番最後の地域の教育力と連動した特色ある取組を推進す

る学校経営への支援，これは海田町だけで独自にやろうとしているものです。

海田町の中での大きな課題のひとつに，学校は学校，地域社会は地域社会，生

涯学習は生涯学習というものがありましたので，まだその様子が残っています。

そうではなくて，例えば今新しい公民館の構想が出ておりますが，この公民館

の運用も，学校も地域も一緒になって子供たちからどんな展示をしたらよいか

とか，企画を立案させるような，そういう地域の教育力と一緒になって新しい

ものを作っていきたいというイメージでここに書かせていただいております。

それから，学校経営の支援というのは，校長の力量によってかなり向上はして
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きておりますが，その学校経営を支援していく体制を今後の５年間の中でしっ

かり固めていきたいなと思っております。校長も今，いろいろな地域の行事に

も積極的に参加するようになっておりますし，これを基に学校と地域の教育力

というものを合わせた新しい海田のモデルを作っていければと思っておりま

す。それと，③の児童生徒の安全・安心と質の高い教育環境の整備のところで

すが，これは特徴的なものとしては，下の２つです。下から２番目の海田町の

教育のあり方を見据えた学区の再編と小中一貫校の検討については，議会等で

答弁しておりますけれども，今すぐにこの再編をやるには時期尚早だと，小中

一貫校というものも視野に入れなければならないけれども，これはまだまだ先

の話だと，ただ検討はしていく，という表現にしております。ですから，２０

年後３０年後になるか，そこの教育を見過ごした中で一貫校というものも考え

ていかなければならないという，そういう趣旨でここは書いております。それ

と最後の福祉部局と連携した食育の推進や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書いておりますが，こ

れは私が教育長に着任してからずっと学校の中では言っていることで，学校だ

けの教育ではもう限界があるんです。より質の高い教育を目指して行こうと思

えば，福祉との連携は欠かせない。それから司法との連携，警察等との連携も

欠かせないという意味合いです。今，福祉とは町の福祉部門といろいろ連携し

て食育等をやっておりますが，これをさらに拡充していきたいと思いますし，

司法との連携では，今学校ではクレーム対応などで今までにはないような様々
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な状況が生まれていますから，是非弁護士さんから助言をいただくような，そ

んな学校支援ができるようなものを事業として打ち立てていくその根拠にし

たいと思っています。医療との連携については，医師会等と学校保健会の中で

連携しておりますのでこれをもっと活発にしていきたいと思っております。小

さい町この海田町だからできる連携というものがありますから，この一文を入

れることによって，海田町にしかできない小回りの効く，他機関と連携した質

の高い教育活動を推進していきたいと思っています。それから，（２）の生涯

学習に関しては，②の織田幹雄さんの偉業の継承，これは海田町にしかできま

せん。織田幹雄記念館の構想がありますが，これを子供たちや地域の人達から

こんなことを記念館で企画してくれたら自分たちの町の誇りになるという，織

田幹雄さんの継承を称える企画の募集も１年２年かけてしっかりやっていき

たいと思っています。生涯学習の中で，大きな課題は企画力だと思っています

から，企画力を向上させる意味でもこの記念館と，海田公民館の構築というも

のをきっかけにしていきたいなと思っております。それから，５ページの中で，

④の地域のおせっかいおじさん，おばさんの発掘・育成とありますが，これは

国の事業を受けて２年間やってきて今年度は海田町単独でやっております。い

ろいろな地域からの注目度も高く，これを海田町独自の文化にまで育てていた

だければいいなと今思っております。そして生涯学習関係で，私が一番中心に

おきたいと思うのが，⑤です。今，各学校には６校ともこの地域まるごと宣言

「あいさつ ふれあい 夢いっぱい 海田町」という看板，たれ幕をたててお
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ります。これを基にクリーン活動やあいさつ運動を行っており，１０月１５日

には西中校区で，この地域まるごと宣言の活動に基づいたクリーン活動を行い

ます。子供たちが地域の警察署や役場にも行ったようですが，時間がある人は

一緒にクリーンキャンペーンをやりましょうと，子供たちは学校以外で１００

名集めることを目標にたててやっています。そうした取組の中で，子供たちと

地域の人達がもっともっとふれあうような社会を作っていきたいと思ってお

ります。これもこの宣言自体がこれから先の５年後１０年後，２０年後の海田

町のひとつの文化にまで高めていけるような，そんな取り組みをしたいと思っ

ております。長くなりましたが，そういう海田にしかできないことというのを

施策の中に入れておりますので，御審議いただければと思っております。以上

です。 

○町長（山岡）他に何か御質問があればお願いします。 

○町長（山岡）確かに海田町にしかできないものがこの中には何点か入っており

ます。これは他所と競合をするのものではなく，独自のことができる，良い案

ではないかと思います。これは海田町でしかできないものだということを是非

県下へアピールをしていきたいと考えております。また，委員さんの中でこん

なことはどうかというものがあれば，執行部の方でも事務局の方でも，書いた

ことに対してやはり議論をしていかないとものは進みませんので，遠慮なく意

見を述べていただきたいと思っております。 

○委員（林）先ほど，施策の展開の（１）の②の地域の教育力と連動した学校経
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営への支援で，これを見たときに地域協議会とかコミュニティ・スクールとか，

そういう方法でやるのかなという受け止め方をしました。そういう方法ではな

いということですか。 

○教育長（中村）地域コミュニティが視野にないということではありません。文

部科学省がかなり力を入れてやっていて，この近辺では府中町が取り入れてや

っておりますけれども，私自身はこの施策の一番の欠点として，学校長の権限

を制約するのではないかという恐れがどうしても払拭できなくて，例えば地域

コミュニティを作ったときに校内の教職員人事まで意見を言うことができる

わけですね。そうすると，学校経営についての助言という段階だったらいいの

ですが，学校経営だけではなく教職員人事までコミュニティの人達が言及して

いくというのは，これは校長の活動範囲を狭められると思っています。私は校

長のときに，全国の中でもかなり地域コミュニティを入れている東京の三鷹市

に行きましたが，三鷹市には東京都の大学の教授がかなりたくさんいらっしゃ

って，高い意識，教育レベルの中でやっておられます。海田町が低いというわ

けではありませんが，恣意的な部分がある方がメンバーに入ったときに校長と

いうのはどうしても，制約を受けるのではないか，それがまだ私の中で海田町

では払拭できていない部分としてあります。ただ，将来的には視野には入れて

いますし，今地域の教育力ということで，学校支援ボランティアが海田町には

あります。例えば図書館の読み聞かせとか地域の中で，自主グループというの

が生涯学習も含めてたくさんありますから，まずそこと連携していくことから
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始めたらいいなと思ってこのような書き方をしています。地域コミュニティを

全く除外するということではないですけれども，今はそこまでにはまだ踏み切

れてないのは事実です。 

○委員（林）人事と運営方針そのものは理念的にはそうなんですが，多くの自治

体でそれを採用していないんですよね。 

○教育長（中村）広島県と尾道市がやっていますね。尾道がやるときもかなり反

対があって，どうしても是正指導があって，学校の中立性というものを脅かさ

れるのではないかと，そう言う議論がありました。確実にそれがないというこ

とであれば，地域の教育というものをどんどんコミュニティ・スクールでやっ

ていけばいいんですけど。だから広島県では全国に比べて極端に少ないんです

ね。尾道と府中町など２つか３つあります。他の県では結構取り入れているん

ですけどね。 

○委員（林）この文言がそのように受け止められたのでお伺いしました。もう２

つほど質問があるのですが，教職員のスキルアップというところで，スキルア

ップというのは単なる技術や技量の向上という意味合いが強く受け止められ

るんですね。その教員が育っていくというようなイメージでいくと，軸を太く

していかなければならないと思います。キャリアアップというか。従来のキャ

リアというと昇進していくようなイメージですけど，そうではなくて，幹を太

くしていくようなことのほうがいいのではないかと思います。③のＩＣＴ環境

の充実による教育環境の整備については，環境の充実により環境の整備をする
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のではなく，環境が充実することによって質の高い教育活動を推進するという

ような，ＩＣＴの環境を整えることがメインじゃなくて，そこから質の高い教

育を展開するというような，そういう言葉の方がいいのではないかと思います。 

○教育長（中村）是非，そうさせてください。スキルアップというのは，今まで

施策の中でこの言葉を使っていたので，私ももう少し他の言葉がないのかなと

思っていました。いい言葉をいただいたので，それを使わせていただきたいと

思います。ＩＣＴ環境については，それはおっしゃる通りで，めざすは質の高

い教育活動を展開することですから，両方とも変更させていただきたいと思い

ます。 

○委員（瀧川）小中一貫教育については，先の話ということですので，そのこと

にこだわるつもりはないんですけれども，この小中一貫校での良い面と悪い面，

免許の問題もあっていろいろ話を聞きます。いい面も多いんですよね。小中一

貫校，中高一貫校があったりしますが，小中一貫校ができて始まったというの

で，見学に行ったことがあります。ですが，これには周りの経済的な理由，児

童生徒数の問題，そのほか統廃合などが微妙にからんでいて，良い面悪い面を

徹底させてそれを考えて突き詰めたという格好ではない。でき上がったものに

良い面を取り付けている感じがしてしまうんですね。その中で海田町も小中一

貫の指導を一部少しやってみているんですよね。今後どうしていったらいいの

かと自分でも自問自答しています。ですから，どちらにしても経済的な理由，

その他でこういうことが起きるのであれば，仕方がないのですが，それよりも
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先に，我々としてはこういう利点をこういうふうに伸ばしたいという点を教育

委員会としては，ある程度みていく必要があるのかなと思っています。 

○教育長（中村）小中一貫教育，小中一貫の一体型の学校をつくるというのは置

いておいて，小中一貫でいろいろな教育を進めていくというのは，私はこの考

え方は，大賛成なんです。議会でも答弁しましたが，今までは小学校は小学校，

中学校は中学校でそこでぷつんと切れていたから，子供たちがその環境に適応

することに課題がありました。その根本にあるのが，小学校の教員が中学校の

教員を知らない，中学校の教員も小学校の教員を知らないということです。だ

からそこに意識の差がものすごく大きくできていたんです。海田町では今，い

ろいろな研修会とか勉強会を小中合同でやっていますけれども，これによって

かなりの部分で改善されてきたと思っています。これは，是非今から先も続け

たいと思っています。今，瀧川委員が言われたとおり，まさに制度設計や一つ

の目玉というのが全面に出てしまって，その中身である子供たちがどのように

変わったのかという部分がなかなか見えにくいところがあると思っています。

今後一貫校を作るとなると，私はまだまだ海田の中では，一体型の一貫校は必

要ないかと思っていますけれども，今の体制の中でも小学校と中学校が連携し

てやることというのはまだまだたくさんあります。それをある程度やりきった

上で次のステップとして，こういう教育をめざすためには，一貫校が必要だと

いう，そのステップを踏まないといけないと思っています。ですので，一体型

一貫校を作るつもりは今のところないですけれども，小中が連携していろいろ
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な行事をやっていくというのは，今から先でも海田の中では続けて行きたいと

思っています。先ほど言いました，明後日行う小中合同でのクリーン活動やあ

いさつ運動などをやっていますので，これは広げていきたいなと，今のところ

そう思っています。 

○委員（佐々木）質問ではございませんけれども，これだけの施策を展開してい

くと思うと，やはり地域の人材の協力が必要であるということがよく分かりま

した。そのためには，人材育成が大事ですね。仕事が終わって１０年過ぎて７

０になっても８０になっても，私はそういう関わりが持っていけるのだろうか

と思っています。これからは，６０代はまだまだ仕事に専念をする年齢という

社会になってくると，そのあたりで学校の子供たちとタイアップできる年代の

人材というのが非常に難しい状況が発生してくると思います。そのためには，

やはり早い時期からそういうことに関わりが持てる，いろいろな仕組みを作っ

ていかないといけません。今のおせっかいおじさん・おばさんですけれども，

これが今，育成しているメンバーが本当にこのあと海田町でそういう役目が果

たせるのかといえば，それは保証はないですよね。そういうことを考えると，

これだけのものを展開していこうと思った場合には，やはり人材育成しかない

のでは，という思いがありますので，是非そういうことをバックにおいてこの

事業を展開してほしいと思っています。何が何でも人材育成に力を入れていた

だきたいなと思いました。 

○町長（山岡）そのほか，御質問があればお願いいたします。 
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○委員（河内）地域まるごと宣言はすごく良い考えだと私は思っています。子供

たちがいる社会の中で，小中学校を卒業してしまうと，保護者も子供たちもも

しかしたら地域との関係がプツっと切れてしまうところがあるかもしれない

と思います。だから，卒業してもいつまでも地域の中にいられるようなものを

作っていきたいなと思うんです。中学校区の取組も良いことだと思うのですが，

例えば，成人式とかを見てみても海田中学校卒業の子と海田西中学校卒業の子

が交わることはなかなかないんですよね。これだけしかない中学校なので中学

校区もそうですけど，海田町全体の子供たちをもう少しまとめるような考えを

持って，将来海田町に残って海田町を元気にしていきたいと思えるような，全

体的なことがちょっとあるといいなと思います。 

○教育長（中村）中学校の教員の一つの性として，他の中学校の生徒と自分の中

学校の生徒を混じ合わせたくないというのがあるんですよね。でも，今から先

の中で，例えば部活では，合同練習など今でもたくさんやっていますし，今の

両中学校の校長はしっかりした考えを持っていますので，それはこれからでき

ていくと思います。来年度は，子ども議会もやっていこうと思っていますので，

その中で交流できたらいいなと，それは続けていきます。もう一つ私が思って

いるのは，先ほど，林委員が指摘された，地域の教育力ということと連動する

んですけれども，今年度から，海田高校と広島国際学院高校も巻き込んだ事業

をやっているんです。陸上部の生徒に来てもらっていますが，海田高校では学

力向上にも一緒にやっていますし，いろいろ連携ができてくるようになって，
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小中高のひとつの形はできてきているかなという，入り口は見えてきたなとい

う思いはしています。自分の出身の小学校に行って教えるというのは，高校生

にとっても相乗効果で良い形ができていると思います。ひとつの流れとして，

保育園と幼稚園も含めてなのですが，海田の中で育っていって，ようこそ先輩

ではないですけど，高校生が小学生中学生も含めて連携していくという伝統が

作れたらいいなと思います。これはまだちょっと，取り掛かり始めてすぐです

から今，河内委員が言われていたこともしっかり頭に入れながら進めていきた

いと思います。先ほど，佐々木委員が言われた，住民についての人材育成はも

のすごく大事なことだと思っています。それをどのように作っていくか，ちょ

っと今すぐ私がこれがいいという案がなかなかないんですけれど，そこはやは

り視野に入れないと，今学校支援ボランティアの方たちというのは固定化して

しまっていて，広がりがなかなかないんですね。ただ，学校の中で見てみたら，

声掛けてくれれば行くよという企業であるとか地域の人とかそういう方も多

くいらっしゃるんで，もう少しその広げ方，これを研究しないといけないかな

という思いはします。ただ，この人材育成の講座をやりますよと言ってもなか

なかそれは難しいでしょうし，そうかと言って今のままでは固定化してしまい

ますので，それを打ち破るような取組が必要になります。繰り返しになります

が，今中学校区ごとでやっているクリーンキャンペーンやあいさつ運動では，

その参加した人達が，うちではこんなことをしているから学校もどうですかと

いう声もちらほら出ておりますし，こういう活動も通じて何かひとつの大きな
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取組のきっかけができればいいなと考えていますので，そこは是非やらせてい

ただきます。 

○町長（山岡）他に何かございませんか。 

○委員（林）私は勤務場所は東広島市ですが，海田町に住んでいます。そういう

人たちってたくさんいて，ここにいるんだけれども出ていく，ここへ働きに来

る，その住民というのが，海田町民っていうだけの読み方にすると狭くなって，

先ほど，企業という言葉が出てきましたが，ここへ来て生活する時間がある人

達というのを巻き込まないと，海田町自体が発展していかないのではないかと

思います。その辺のところを少し踏み込みながら施策を展開して欲しいなと思

います。そうすると，広島市もはじめ呉市もそうですけど，ネットワークを組

んで考えていくという姿勢を持つと，海田町だけが得するわけではなくて海田

町も得するし，みんながよくなっていくのではないでしょうか。そのほうがわ

りと大人というか，子供たちと接する時に，海田町に住んでいる人達ばかりで

はなく，来られて仕事をしている方が多くいると思うので，その交わりも深め

ていくと違ってくるのではないかと思います。 

○教育長（中村）ひとつのヒントとなったのが，今瀬野川クリーンキャンペーン

をやっていますが，そこに企業の方がたくさん出ています。その企業の方と話

したときに，こんなことができますよと提案を受けたことがあります。何かそ

ういう場があったときに，今のようなことを広めたらいいなと思います。確か

に，海田市駅の利用者が１万２千人ですか。たくさんの人が海田町に来ますか
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らね。 

○町長（山岡）いろいろ話を聞かせていただいて，中村教育長が話をされた中で，

やはり食育や家庭教育などが基本になって教育は繋がっていくのではないか

と思います。先ほど，過疎化の問題で統合という話もありましたが海田町の場

合はそれがないんですね。小中学校，高校にしても，歩いて１０分で隣の学校

へ行けるような町というのは，なかなか他にはないものがあると私は思ってい

ます。そのために，利便性が良すぎてかえって，お互いに遠慮しておられる部

分があるのではないかと思います。やはり，町そのものが，そういうことに取

り組んでいただきたいし，企業にも参加していただきたい。クリーンキャンペ

ーンでもそうですが，最初はみなさん全く関心がなかったんです。地域でごみ

拾いをしてきれいにしようということになったとき，いろいろ参加をしていた

だき，最近ではのぼりを立てたり，ポロシャツを着て私の会社はこんな会社だ

というＰＲも兼ねた行動が目立っております。それぞれ，１時間２時間でも町

をきれいにしよう，協力しようということなんですね。今，食べることから始

まって，家庭教育の支援の問題や医療の問題がありますが，医療機関では海田

町は，またこの間１件病院ができ，医療の町としたらないものはないくらいた

くさんあります。そして警察も海田町にあります。また自衛隊もあります。中

国五県に自衛隊があるのは海田町だけで，そういう利点と皆様方のいろいろな

連携プレイをすればするほど，まだまだ未知の改革はたくさんあると我々は思

います。今，いろいろと委員の方の話を聞く中で，やるためにはやはりお金が
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かかります。ただ，やれやれというばかりではいけないので，最小限の予算を

組まないと物事が進まないと思います。なので，私は福祉と教育では，予算編

成でも知恵を絞っていただいて，みなさんで協力をしながら予算面でもやって

いって，子供のため，地域のためになるものにしてほしいと思っています。今

回ありました，防犯カメラが良い例です。地域でいろいろことがあるのが全部

即座に映っているんですよね。そういうことも，防犯関係の抑止力にかなり繋

がっています。連携プレイの取り方もまた今後いろいろな形で御協力いただけ

ればありがたいと思っております。次回の時に，また事務局で整理をして，ま

た新しい案を出していただいて，またその他のことでも結構ですので，意見が

あれば出していただければありがたいと思います。 

○教育長（中村）いろいろな方々が今回集まっていらっしゃるので，いろいろお

願いしたいことがたくさんあるのですが，先ほどの企業の取組と学校教育の

連動，地域の教育力も含めて，やはり学校教育だけでは限界があって，企業

がどんな活動をしているかが私は分からないんですね。例えば，食育では以

前行った会議の中でチチヤスが牧場体験というものをメニューとしてやって

いて，それで学校側に希望があれば参加してくださいという，そういうこと

をやっています。もし，海田町の企業の中で，体験活動ができるようなもの

があれば教育委員会の方に連絡していただきたいし，また，福祉との連携は

とても重要だと思っていますので，もう少し学校教育の中でこんなことを入

れたほうがいいのではないかというものがあれば，是非お聞かせ願えればと
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思います。 

○福祉保健部長（湯木）現在，福祉保健部の中で学校との連携をさせていただい

ているものがかなりありまして，思春期世代の授業で中学校１年生全クラス

に管理栄養士からの授業をさせていただいたり，認知症サポーター養成事業

も各小学校４年生の９クラスに行かせていただいたり，授業をさせていただ

いています。このような取組をしていますが，学校側の協力がないとできな

いことで，協力していただいて大変感謝しております。ぜひ子供たちに伝え

たい内容については，相談させていただいて続けて行きたいと思っておりま

す。企業に関しては，やはり食育は企業と連動すると非常に効果が高いと考

えております。海田町にはスーパーがたくさんありますので，スーパーの中

での食育活動をやっていきたいと計画しております。その中でも，教育委員

会や学校と相談して新しい取組を広げていきたいと考えております。 

○町長（山岡）他に何かございませんか。 

○総務部長（臼井）今回，９月議会定例会で，公職選挙法の改正により選挙権年

齢が引き下げられることについて質問がありました。今，若い世代の投票率

が下がってきているという部分があります。そんな中，１８歳まで引き下げ

られるということで，これは高校生に対する教育だけではなくて，小中学校

からの取組というのが重要なのかなと考えております。これに関しては教育

委員会，選挙管理委員会等で協力しながら，先ほど中村教育長から話があり

ました，子ども議会であったり，模擬投票であったり，そういったことを積
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極的に取り組んで行きたいと考えております。 

○福祉保健部長（湯木）付け加えさせていただきたいのですが，子供たちの健康 

づくりについては，養護の先生と栄養士さんも学校におられるので，学校自体

でいろいろ取組みをされているとは思うのですが，小学校６年生になると虫歯

が増えてしまうということや子供の肥満，生活習慣病対策につきましても，今

後も町の方でも，学校と一緒に取り組んで行きたいと考えております。それに

ついても御協力をお願いしたいと思います。 

○町長（山岡）その他何かございませんか。 

○副町長（三宅）先ほど，瀧川委員からお話がありましたが，海田町の場合は経

済的にというものはなく，今後出てくるのが老朽化した校舎をどのようにして

いくかというところになるのではないかと思います。この度，海田中学校の耐

震化を行い，今年度すべての耐震化が終了する予定ですが，１０年くらい時間

を稼げたかなと思っています。海田中学校も，一部リニューアルはしましたが，

耐震化だけを行い，最終的にいわゆる他がやっているような建て替えはしてい

ません。その代わり１０年ぐらい時間を稼げている中で，今度は海田町の場合

は，長寿命化というよりは建て替えるということになります。そうすると今度

は１０年先ではなく，４０年先５０年先までその校舎を使っていくことになる

ので，その時には先ほどいろいろ出ている部分について，十分に教育委員会で

考えていただくことになると思っています。次に見るときにはおそらく，４０

年先５０年先を見据えないといけません。今回は，全てを耐震化という形でい
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わゆる当面の安全安心だけは確保したわけで，その稼げた１０年間ぐらいでや

はりそこのところを十分に検討しなければなりません。これは教育委員会だけ

ではなく地域住民の方も含め我々も入っていくと思います。もうひとつは，あ

りがたいことに，一定の財源は持っています。ですから，他の市町に先駆けて

全教室にエアコンをつけるなど，教育委員会からお話があって最終的に町長が

決断されてという形になりますが，その時に一応一定の財源は今からでも用意

できると思っております。ですから，是非こんなことをやりたいということを

出していただきたい。その部分については，学校教育だけ生涯学習だけではな

くその前段階の就学に至るまでのことも含めて，子育てのまちという，現在の

町の施策に則って検討していきます。林委員もおっしゃられたように，総合戦

略をやっていく中で，やはり何か新鮮味はないのかということをさまざまな外

部の方から言われました。ここのところは我々企画サイドも頑張りますが，是

非教育委員会の方からも他の市町ができないようなこと，ある程度人口がいる，

そのためにある程度財政力がある，それでいながら小回りが効くという特性を

活かせるように，今回の大綱に沿った中でまた何らかのものを出してきていた

だければなと思います。 

○町長（山岡）営繕の関係で，先日グランドゴルフの会に行った時に，海田中学

校のトイレの手洗いのところが剥げていて汚く感じました。今，どこもそう

ですが，特に私学ではトイレの汚いところには生徒が来ないと，今衛生面で

はかなり力を入れています。学校でも家庭でも一緒だと思いますが，ある程
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度の環境整備が必要ではないかと思います。教育委員会の方でもいろいろ事

情があると思いますが，できることは早くしてあげたいという感じはします。

中学校の校庭の手洗い場のあの状態については，たくさんの人が来ているし，

やはり見ていますから，予算がないからしないではなく，できることはして

あげて欲しいです。きれいなものほど汚さないように使うものです。気がつ

いたらすぐできるものがあれば，遠慮せずに言ってもらいたい。早く対応で

きるような方法を考えていただければありがたいと思っています。 

○建設部長（久保田）町長が言われたことは全く同感です。海田東小学校に行く

機会があるのですが，まず，１階の正面玄関の前にあるトイレが玄関から入

ってすぐ目に付くのですが，一時期，臭いにおいがしていたので，その時は

すぐに連絡をさせていただきました。あと海田小学校ではやはり職員トイレ

ですね。見ると可哀想になります。やはりそういう目に付くところは何らか

の形で整備をしていった方がいいのではないかと思っております。 

○教育長（中村）今の件に関しては数年前から出してはいますけどなかなかでき

ないというのがこちらの思いでした。やはり町長が言われたとおり，環境が

変われば子供たちも変わるんですよ。荒れた学校でも，きれいな校舎に行け

ば，子供達は落ち着くんですね。海田中学校から分離して海田西中学校に新

しい学校ができましたが，そこそこの荒れた生徒が来ましたがやはり落ち着

きました。ですので，是非お願いします。 

○委員（佐々木）トイレの話ですが，畝公園のトイレも一昨日も中学校の安芸郡
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の駅伝大会で利用していて，年間を通したら凄い利用者があるんですね。そ

れに対してトイレの数が少ないのと，夜でもそこを使う人がいるので，非常

に故障が多いんですね。夜のパトロールで回ってみても，いつも詰まりが生

じているような状況があるので，あそこはちょっと数を増やしたら利用者は

もっと楽になります。七夕さんの時などは本当に困ります。 

○町長（山岡）それではみなさんのいろいろ意見を参考に，次の会までにまたお

気づきの点がありましたら，それぞれ意見を述べて，子供たちがすくすく元

気で育つような教育環境を目指して皆さんと一緒に頑張りたいと思います。

今日は大変ありがとうございました。以上で海田町総合教育会議を終了しま

す。 

           １４：３５終了 

 

           


