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令 和 元 年 度 海 田 町 総 合 教 育 会 議  

議 事 録（要 旨） 

 

１．招集年月日 令和元年１２月１１日（水） 

２．招集の場所 海田町役場 

３．開会（開議）令和元年１２月１１日（水）１５時００分宣告 

４．出席者 

  町長 西田 祐三  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  企画部長 鶴岡 靖三 

総務部長 丹羽 勤  福祉保健部長 湯木 淳子   

建設部長 久保田 誠司  教育次長 伊藤 仁士 

企画課長 鎌田 浩一  学校教育課長 森山 真文 

教育指導監 松本 孝司  生涯学習課主幹 倉本 勇登   

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 

  第１  学校選択制について 

  第２ 町立中学校における制服選択制について 
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  第３ 海田町ふるさと館の利活用について 

 

７．議事の内容 

  １５：００開始 

○町長（西田）皆さん，こんにちは。本日は教育委員の皆様方には，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

元年度海田町総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。この会議では，平成２８年度までに，教育大綱を策定

いたしました。この教育大綱は，海田町の第４次総合計画に基づいて，できて

おります。その教育大綱に基づいて，今から皆様とご意見を伺いながら，教育

を様々な形で進めていきたいと考えております。今年度は，昨年度に引き続き，

教育施策や取組等について意見交換いたしたいと思います。ぜひ教育委員の皆

様方も我々と思いを共有していただいて，連携して，海田町の教育行政がより

よいものとなるよう，また，子どもたちや住民本位の教育になるように率直な

意見交換の場となりますことを心から期待をして，私の冒頭のあいさつといた

したいと思います。本日はよろしくお願いいたします。それでは，議事に移り

ます。この会議の設置目的に即した有意義な意見交換ができればと考えており
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ますので，よろしくお願いいたします。まず「議題１ 学校選択制について」

事務局から説明をお願いします。 

○学校教育課長（森山）それでは，「議題１ 学校選択制について」説明いたし

ます。「資料 学校選択制の導入について」をご覧ください。まず「１ 学校

選択制についての基本的な考え方」でございますが，学校選択制は市町村教育

委員会が就学校の指定を行う際に，事前に保護者等の意見を聞き，入学する学

校を選べるようにするものでございます。保護者や児童生徒が学校を選択でき

るようにするということは，地域によっては学校に変化をもたらす一つのツー

ルとして活用することも考えられますが，一方で，学校選択制は規制改革とい

う大勢の流れから来たものという見方もございます。学校選択制については，

地域によって，学校や地域の実情，通学条件やその他の様々な事情があります。

また，一言で学校選択制と言っても，市町村全域やあるいは一定のブロック内

から自由に学校を選ぶような仕組みと，特定の学校やあるいは通学区域の再編

などによる一定の地域内においてのみ学校を選べる仕組みとでは，意味や課題

等が大きく異なります。続きまして，「２ 学校選択制を導入した場合のメリ

ットとデメリットについて」を説明させていただきます。平成２０年に文部科

学省が行ったアンケート調査によると，学校選択制導入の検討の課題や背景は，

大きく分けると保護者や地域住民からの学校選択のニーズ，地域内の住宅事情

や交通事情の変化，少子化や学校・地域の活性化を背景としているものがあり

ます。具体的な報告といたしましては，下の枠に囲まれております成果と課題
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に示されているようなものが挙げられております。続きまして，「３ 保護者

の学校への関心や協力」についてです。保護者の学校への関心や協力について

の視点につきまして，来年度本町で実施を検討しております学校運営協議会制

度いわゆるコミュニティスクールと学校選択制を比較しながら話をさせてい

ただきたいと思います。学校運営協議会制度は，地域・保護者等が学校運営協

議会を通じて，学校や教育委員会に対して直接意見を述べる仕組みでございま

す。これに対して，学校選択制は，ある学校を選ぶ，又は選ばないという行為

によって学校に対する考え方を伝える仕組みであると言うこともできます。学

校選択制を機に，学校側も様々な努力をしているが，実態としては，保護者の

学校選択の判断基準は，必ずしも各学校の教育活動の特色や教育方針に依拠し

ておらず，友人関係や学校の立地条件，生徒指導上の問題があるかどうか，な

どが優先してしまいがちであるという指摘があります。また，学校運営協議会

制度においては，保護者が学校運営の責任の一端を担う意識で，学校を一緒に

つくろうとしていることが多いのに対しまして，学校選択制におきましては，

保護者が消費者の感覚で学校を選び，後は学校に任せるという意識であり，学

校の教育活動への参加意識があまり高まらないという傾向があるという指摘

があります。これらのことから，仮に学校選択制を導入する場合，保護者に対

して学校への関心を高め，参加や協力を促していくような働きかけを行うこと

が不可欠となるということが言われております。次に「４ 学校と地域の関係」

についてです。学校選択制を導入することの問題点として，特に市町村内のど
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の地域からでも通える完全に自由な学校選択制を導入する場合には，従来の地

域と学校の関係が希薄化するということが言われております。小学校や中学校

の生活科や総合的な学習の時間では，自分たちの生活に密着したところのもの

を題材にして扱う学習指導などを行いにくくなるという懸念があります。また，

地域の行事について，もともと多くの子どもたちが地域の行事に参加していた

のが，学校選択制の導入により，通学区域外の学校へ通学する子どもが増える

ことによって，地域の行事に参加しにくくなったり，行事が成立しにくくなっ

たりということが現状として起こっている地域もあります。さらに，地域住民

が，子どもの登下校の安全確保のために集団登下校に協力的な地域などでは，

学校選択制の導入により，そうした安全確保が行いにくくなることになります。

いわゆる学校ボランティアの構成が変わってくるという現状がございます。学

校選択制を行うにあたっては，従来の通学区域を越えたところでの学校と地域

の連携を，どのような形で進めていくのかが一つの大きな課題となってくると

言われています。最後に「５ 通学の問題」についてです。これは，先ほどの

学校と地域の関わりでも触れた部分でございますが，学校が選ばれる理由とし

て，学校側の努力だけでは改善できないような，通学の利便性や学校の立地条

件などで選ばれている面もあります。また，市町村によっては，学校選択制の

メリットを認めつつも，通学上の安全との関係で，選択の幅に一定の制約を設

けたところもございます。児童生徒にとって，毎日安全に学校に通うことがで

きるということは，極めて重要な前提となります。学校選択制の導入の検討に



6 

あたっては，各地域の交通事情などを慎重に考慮することが必要であるという

意見があることを踏まえ，海田町においての検討が必要であると考えておりま

す。説明については以上でございます。 

○町長（西田）ありがとうございました。今の説明について，ご意見があればお

伺いいたします。総論的な話が出ていると思いますが，やはり海田町に合った

形のものを今から選ばないといけないということが一番の重要な点だと思い

ますので，その点を踏まえてご意見をいただければと思います。 

〇委員（米丸）この学校選択制というのは，中学校を主に考えているのだと思い

ます。議会等でも学校選択制にしたらどうかという意見があったと思うのです

が，私の考えとしては，やはり今ある地域の連携の中でやっていけば，たちま

ち海田町にとって必要かどうかというと，必要はないと思う。 

○町長（西田）これまでの経緯がありますからね。海田西中学校区においては，

海田小学校と海田西小学校が連携の中で学校区を決めてくということになっ

た経緯がございます。今おっしゃられた内容としては，現状としては問題がな

いということですね。その他意見はございますか。 

〇委員（林）学区の再編については，小学校区と中学校区をきれいに分けた経緯

があります。その点を踏まえた上で，学校選択制について検討する意義をどの

ように考えたらいいのでしょうか。 

○町長（西田）経緯を踏まえた上で，教育委員会から説明をお願いします。 

○学校教育課長（森山）今回の学校選択制の話につきましては，平成 28 年に通
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学区域の審議会を持ちまして，海田中学校の近くの曙町や東昭和町，昭和中町

の再編が行われてから，３か年が経過して，中学校への入学が全て完了した状

態になっています。その節目という部分が一つ。それから，来年度に学校運営

協議会制度，つまりコミュニティスクールを導入するにあたり，再度，小中連

携の中での地域・学校の在り方について，ご意見をいただいた上で，コミュニ

ティスクール導入への足掛かりとしたいという部分もあります。３か年の区切

りというところと，コミュニティスクール導入の際の比較の材料という部分も

含めて，ご審議いただく場が必要ではないかと判断して，この場で議題として

取り上げていただいております。 

○町長（西田）１点目の総括に関しては，総括するという意義はあるかと思いま

す。２点目に関しては，学校の在り方については，学校が決める話ではないか

と思いますが，どうですかね。 

○委員（林）学校運営協議会を可決していただいて，今のままを継続する方が子

どもたちにとってはいいと思います。個別には対応しないといけないと思うが，

地域との関係の中で海田町全体を考えると，中学校区は２つのまま学校運営協

議会を設けていくという方向があると思います。学校選択制という形は，従来

と同じように，自由に選択できるものではなく，理由を挙げてから検討すると

いう形がいいのではないかと思います。 

○町長（西田）地域との関係等を配慮した上で議論されることが大事じゃないか

というご意見と思います。これを踏まえて，その他ございますか。 
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○委員（佐々木）現時点で保護者や生徒の方から強い要望はあるのでしょうか。

ないようであれば必要ないと思います。 

○学校教育課長（森山）以前はＰＴＡ要望の中で，特に３地区について，海田西

中学校と海田中学校の入学に関しての意見が多数出ていました。整理をさせて

いただいた後については，学区に関してのＰＴＡの意見はほとんどない状況で

ございます。ただ，指定学校を変える理由がある場合，例えば，部活であると

か，距離であるとか，そういった希望により指定学校を変更する例はこの３年

の中でもありました。 

○町長（西田）それは今実際に運用されているのですか。 

○学校教育課長（森山）そうですね。この運用の中で，あえてそれを超えてとい

う話は意見としてはございません。 

○委員（大野）保護者としての思いはどうかというところで，令和元年の学校意

識調査の中では小学校９１％余りが大変満足している，または，満足している

という状況です。中学校も先ほどと同じような数値が出ていますので，保護者

の方からの意見では，少しは改善して欲しいという方もいるとは思うのですが，

大半の方は現状でいいというふうに思っていらっしゃると思います。私も現状

のままでいいと考えております。理由は３点あります。１つ目は，海田町の子

どもたちが海田町の地域の学校で学んでよかったと思えるようにするため，ど

の学校でも学力や豊かな心，健やかな体等が育つ環境になるように教育委員会

は取り組んでいます。どの学校も充実した教育待遇になるように配慮している
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と思っています。２点目は，小中連携をしているというところ。小中連携で成

果が表れていることから現状でいいのではないかと思っています。やはり一人

一人の児童を大切にして，小学校から中学校につないでいくというところが大

切にされていると思います。３点目は，地域の学校を支える基盤が海田町には

あるというところです。例えば，私は民生委員をさせていただいておりますが

引きこもりや不登校，家庭生活の心配な子どもたちについて，地域の皆さんが

把握しており，そのことを学校に伝えて連携を図ることができています。そう

いった意味でも現状でいいと思います。また，人間関係やいじめ等の心配があ

って，どうしてもその学校でないといけないという場合は配慮されていると思

うので，その点でも現状で問題ないと思います。 

○町長（西田）まとめさせていただくと，委員の皆様は，現状のままでいいとい

う判断でよろしいですね。今海田町は，学力の面も児童の生活の面も非常に安

定してきております。先ほどの話にもあったように，地域の方々との連携も高

まってきているということも皆さん実感されていると思います。そういった意

味も勘案して現状のままで進めさせていただくということでよろしいですか

ね。次に議題２の制服選択制について，事務局から説明をお願いします。 

○学校教育課長（森山）それでは，説明させていただきます。お手元の資料をご

覧ください。まず制服選択制の導入を考える大きな要因として，「１ 性同一

性障害をめぐる社会的な背景」からお話させていただきたいと思います。性同

一性障害に関しては社会生活上様々な問題を抱えている状況にあり，その治療
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の効果を高め，社会的な不利益を解消するため，平成 15 年，性同一性障害者

の性別の取扱いの特例に関する法律が議員立法により制定されております。ま

た，学校における性同一性障害に係る児童生徒への支援についての社会の関心

も高まり，その対応が求められるようになってきております。こうした中，文

部科学省は，平成 22年，「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底に

ついて」を発出し，性同一性障害に係る児童生徒については，その心情等に十

分配慮した対応を要請してきました。また，平成 26 年には，その後の全国の

学校における対応の状況を調査し，様々な配慮の実例を確認しました。「２ 国

における性同一性障害に係る取組の経緯」につきましては，先ほど述べました

法律等の成立または文部科学省の指導・通知等の履歴を載せておりますので，

省略をさせていただきます。続いて，「３ 学校生活の各場面での支援」につ

いて，文部科学省は平成２７年４月３０日児童生徒課長通知「性同一性障害に

係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」で，学校生活の各場

面で次のような支援が考えられるということで示しております。ここに挙げて

いる項目等が具体例で示されております。その中の一番上の部分に制服という

項目があり，自認する性別の制服・服装や，体操着の着用を認めるという項目

が例示として挙げられております。ここで制服への配慮ということが示されて

いる状況でございます。また，近隣の県の例で，「４ 岡山県倉敷市における

公立中学校の制服選択制の導入について」ということで，今年度９月９日の山

陽新聞に次のような記事が掲載されております。具体的には，来年度の導入に
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向けて対応を検討している市内の中学校２６校においての女子生徒を対象に

したスラックスの選択を支援するというものでございます。その他自治体とし

ては，東京都中野区や世田谷区などは中学校におきまして，今年度４月より導

入している他，福岡県福岡市や北九州市などにつきましても，来年度の４月か

ら導入を検討しているという状況でございます。広島県内で中学校の制服選択

制を導入している自治体はまだございませんが，全国の動向を踏まえ，今後の

導入に向けて検討する自治体も出てくるのではないかと思われます。海田町に

おきまして，このような現状を踏まえ，どのような考え方，動きをとっていく

のかということにつきまして，ご意見をいただければということで，提案させ

ていただいております。以上で説明を終わります。 

○町長（西田）町内で具体的な要望は出てきているのですか。 

○学校教育課長（森山）町内で具体的な生徒等で要望があるということではござ

いません。 

○町長（西田）こういった状況整理の中でご意見があればお願いします。 

○委員（林）一人一人感覚が違うので，許容できるような制度があるということ

はいいと思います。しかし，それと同時に導入していく背景をきちっと伝えて

いかないと，返って違和感を生むことになると思います。制度としてあるとい

うことは安心安全を保つことができるので，良いことだと思います。 

○委員（大野）この間，海田町でＬＧＢＴの講演会がありまして，話を聞きまし

た。その方が話されたのは，配慮の方法として，まず具体的な方法を取るので
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はなくて，先ほどの林先生の話にありました通り，その背景にあるものを知っ

てほしい，こういうことで苦しんでいることを知ってほしい，違和感があるこ

とを知ってほしい，また，その内容を理解し，支える人が増えた中でそういう

ことをしてほしいとお話しされたのを，今でも覚えています。そういった理解

を広めてもらいたいと思っています。私は，安心安全の部分を考えると，いず

れはあってもいいと思いますが，やはりそれを急ぐといけないと思うので，ま

ず理解を得るところから始めた方がいいと思います。 

○委員（米丸）今の世の中なので，当然考えるべきだと思うし，制度としては正

しいと思います。ただ，いきなりだと，その子がいじめの対象となったりする

可能性があると思います。その前に性同一性障害があるということを，小さい

子や保護者に理解してもらう必要があると思います。そこをきちっとしておか

ないと危険な方向にいってしまうこともあると思います。選択ができるという

制度自体はいいと思います。 

○委員（佐々木）皆さんの意見と全く同じですが，本人がどう思うか，どう主張

したいか，それを周りがどれだけ理解できるかということが大切だと思います。

近い将来にそういうケースが出てきた時に対応ができる準備は必要だと思い

ますが，今日明日にこういうものを導入するという段階ではないと思います。 

○町長（西田）皆さんの意見として，まずそういった状況の理解を高めていくこ

とを前提として，実際に制度を導入するには，まだ時間を要するのではないか

ということではないかと思いますが，よろしいでしょうか。 
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○学校教育課長（森山）そうですね。とりあえず２３市町の現状について，電話

での聞き取りをさせていただきまして，その中でまず市の教育委員会等で，先

導して制度の改定に動いているという状況はないのですが，個別の申し出等に

より学校単位で，例えば，スラックスの着用を認めているといった事例は県内

の中でも３市町ぐらいあったのが現状としてございます。やはり実態として，

そういった事例もあって，それを受け入れる受け皿というものが必要な状況に

あるというのは，他市町の状況から見て取れるという部分と，先ほどの資料の

中では，性同一性障害ということを背景としてお話させていただいたのですが，

ここにイラストで示させていただいているのは，北九州の事例で，スラックス

かスカートの選択しかありません。ただ，千葉県の方では，広く取っていまし

て，ズボンスカートのような短い丈の機能性を求めるようなもの，性同一性障

害というところではなくて，普段の生活に適するというところでの選択肢も含

めて検討している自治体もあるということで，一つの選択肢としての部分を踏

まえた広い意味での対応や選択も視野に入れながら検討しなければいけない

のではないかということは感じております。 

○町長（西田）今お伺いした内容だと制服の在り方がどうかということも考えて

いるということですよね。 

○学校教育課長（森山）自治体によっては，そういう検討もされているというこ

とです。 

○委員（林）当の本人の意見を聞かない限りどうなのかと思います。生徒自身が
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どんな気持ちでいて，どうなってほしいのかという教育のチャンスでもあると

思います。こちらの制服を用意しましたという対応はよろしくなくて，こうい

う背景や問題の中で自分たちがどうしたいのかっていうことを吸い上げない

と，決められたことを決められたようにする人間しか育たなくなってしまいま

す。そういう問題まで繋がってしまうことを考えると，安易に導入しましょう

とはならないと思います。導入よりもまず検討が必要だと思います。 

○学校教育課長（森山）検討を始めている自治体の中には，子どもたちの意見を

吸い上げるために，子どもたちの検討委員会を立ち上げて，大人の検討委員会

と並行してやられている自治体が多いという状況が調べている中で出てきて

おりますので，やはり子どもたちの意見や生活実態等を一つの要因として考え

ていかないと，子どもたちが本当に気持ちよく着られる制服にはならないとい

うふうに思っておりますので，そういうところも踏まえて，今後状況に応じて

考えていけたらと思っています。 

○町長（西田）よそのことはいいのですが，海田町として，子どもたちの意見を

吸い上げる場を持ちながら，整理をしていくということで理解してよろしいで

すか。 

○学校教育課長（森山）状況や時期も含めて調査研究して参ります。 

○委員（林）学校運営協議会を導入してやっていくとなると，大人だけで考える

と，押し付けになってしまって，上手くいかないと思います。将来社会の中心

となって動いていく児童・生徒が直に経験していく中で地域づくりにつながっ
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ていくというような発想を持たないといけないと思います。そういった意味で

検討していく方向として，大事なことは，その在り方をどう進めていくかとい

うことだと思いますので，その点も考えていただきたいと思います。 

○町長（西田）子どもたちの意見，吸い上げを具体的にどのようにしていくか，

その背景をキャッチできていないのに制度の話をするべきじゃないというご

意見かと思います。 

○学校教育課長（森山）検討に入る際には，子どもたちの意見等を踏まえた準備

ができるようにしたいと思います。 

○町長（西田）ありがとうございました。他にないようでございましたら，次の

議題に移ります。続きまして，「議題３ 海田町ふるさと館の利活用について」 

事務局から説明をお願いします。 

○教育次長（伊藤）資料としてお配りしております「海田町ふるさと館年報」に

ついて簡単に説明しつつ，議題について述べさせていただきます。１ページの

方をご覧ください。海田町ふるさと館の開館は平成７年５月１日からでござい

ますので，もうすぐ２５年目を迎える時期になりました。次に２，３ページを

お願いします。会館時間の方は９時から１７時まででございます。１階は研修

室と海田の古代から近代までを展示しているスペース，２階についいては，企

画展示室と収蔵庫，農家の暮らし，商家の暮らし，加藤陽三さんの顕彰コーナ

ー，織田幹雄さんの顕彰コーナーといったものを設置しています。右のページ

を見ていただきまして，施設の中の１階の研修室については，貸館としまして，
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１時間あたり６６０円となっており，自治会や子ども会の利用が得に多くなっ

ています。次のページをお願いします。財政的には，３０年の予算だけ少し高

くなっておりますが，例年だいたい４００万円程度で運営をしております。５

ページ，６ページについては，平成３０年度の入館者・利用者数を示したもの

でございます。こちらについては，説明は省略させていただきます。７ページ

からが平成３０年度の事業の概要を載せております。この記載を参考にしなが

ら，１１ページにございますが，今年度のふるさと館の事業を実施していると

いうことになっております。今年度の話ですと，まず企画展としましては，む

かしのくらし展が１１月１６日から令和２年の２月９日までございます。３０

年度の事業概要にもありますが，直近では，来週に瀬野小学校の子どもたちが

体験学習に訪れます。それから，２月２９日から３月２２日までは，ふるさと

館でおひなさま展を行います。それから，ギャラリー展としては，油絵の泰画

展というものを毎年行っています。これは，今年度については，１０月１２日

から１０月２３日まで実施をしております。期間は短めとなっておりますが，

３０年度は３７２人，今年度もほぼ同様の人数にご覧いただいております。そ

れから各種主催講座等ですが，①子供対象体験講座，こちらは，夏にむかしの

おうち探検隊を７月３０日に行いました。次は１２月２５日に予定をしている

ものでございます。それから，ふるさと館の歴史講演会を広島大学大学院の方

にお願いをして，４月１３日に開催し，定員２５名ほぼいっぱいでお話してい

ただいたところです。それから，お月見コンサートを９月１４日に開催してお
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ります。また，お花見コンサートは３月の末に開催を予定しておりまして，い

ずれも音楽ボランティアのサクラガーデンさんと共催で実施をしているもの

でございます。今年度はこういった状況でやっております。次に資料として織

田幹雄スクエアの来年度の事業計画案を出させていただきました。織田幹雄記

念館が中心になりますけれども，こういったものを計画しております。例えば，

金メダルの実物をお借りして展示をしていきたいと思っています。それから夏

には，東京オリンピックとの関わりで，東京オリンピック展を町の所蔵品とお

借りしてきたもので実施をして参ります。併せてホールの方でパブリックビュ

ーイングとか，織田幹雄さんの書かれたものを中心に書道展というものを東京

オリンピックとの連動で考えているところでございます。それから年が明けま

したら，４月下旬に毎年織田国際陸上がございます。そこに向けてオダリク展

というものも考えております。続いて，織田幹雄スクエアと近いものですから，

千葉家の方の事業計画も出させていただいております。基本的には，今の一般

公開日を増やす方向で考えております。それと小学生の見学も随時受け入れて

いって，ふるさと館と千葉家の方で行っておりましたむかしのくらし展を統合

して，千葉家側の方でできるようにして，なおかつ，角屋の改修後はかまど等

を使った体験型のイベントも考えております。それに加えて，紅葉の頃には，

千葉庭のライトアップも考えているところでございます。それとおひなさまの

展示も千葉家の方で行いたいと考えております。そのため，こちら側中心で実

施をしたいということがございますので，その後のふるさと館の活用について，
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ご意見等がいただければと思い，議題として挙げさせていただいたところでご

ざいます。また，これらに関して，教育委員会のホームページ以外に，フェイ

スブックとインスタグラムで情報を発信しておりますので，ぜひご覧ください。

以上です。 

○町長（西田）はい，ありがとうございました。今の説明を受けて，何かご意見

はございますか。ふるさと館で実施されている内容が旧千葉家住宅や織田幹雄

記念館に移ってくるということで，ふるさと館のイベントが少なくなってしま

うので，今後どのように活用していくかということですね。 

○委員（佐々木）以前からそういう話は出ていて，ふるさと館がいらなくなるの

ではないかとご意見を出された方もいらっしゃるかと思うのですが，私個人と

しては，ふるさと館があの位置になぜ必要だったのかという理由をもう一度考

えてみる必要があると思います。行事がこっちへ移るからいらなくなるという

ことではなくて，あの場所にできたふるさと館は海田町にとってどういう位置

づけなのか，どういう活用をするためにできたのかというのを考えてみて，今

の海田町にはいらないのではないかという結論になるかもしれないし，海田町

にとってはそういう施設はやはり継続して，中身を考えればいくらでも活用で

きるという結論になるかもしれません。方向性としては，この施設の狙いや目

的をもう一度整理することが必要だと思います。多くのものが移るということ

なので，どこがどう空いてくるのかというところを，私自身つい先日調べに行

ってみました。織田先生のものは一番奥にある展示コーナーからそっくり移っ
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ていくと思うのですが，他のものについては，そんなに影響はないと思いまし

た。ただ，今ふるさと館に集まっている資料の整理をするべきだと思いました。

かつて使っていた思い出の品だから捨てる訳にはいかないということもあっ

て，例えば，農機具のようなものが多く重複しています。そういったものを一

度全部整理してみて，活用できるものを判断し，重複しているものや使えない

は思い切って廃棄をする必要があると思います。もう一つ気になったのは，名

誉町民として，三方いらっしゃると思うのですが，織田さんお一人が織田スク

エアの方で輝かしく町内外の方にご紹介されています。あとのお二人も同じ名

誉町民であるのに，今後どう扱っていくのでしょうか。新しく海田町に入って

くる人が増えているというけれども，そういう人たちがこの三人の名誉町民に

ついて学習する機会はあるのでしょうか。その辺りももう一度整理をしてみた

ら，ふるさと館をすぐに方向転換しましょうということにはならないと思いま

す。この施設が何なのかというところにもう一度立ち返って，いるのかいらな

いのかを考えていただきたいです。 

○町長（西田）既に整理はできているのではないでしょうか。そこを共通認識と

したいので，説明をお願いします。 

○教育次長（伊藤）まず元々ふるさと館は歴史や文化をテーマに作られました。

その方向については，今も変わっておりません。次に資料についてですが，実

はこの度，旧千葉家住宅の納屋の改修のために整理を行った時に，今までふる

さと館にはなかった必要なものも出てきたりしています。議会の方からも指摘
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があったのですが，今後も建て替え等によって出たものをどのようにするのか

という窓口がないという状況なので，その時は，ふるさと館の方で整理をさせ

ていただいて，先ほどの目的に戻って，歴史的なものを見ていただけるような

形で整理をしたいという旨のお答えをしております。名誉町民の方についても，

今後新庁舎が建ったりすることもあると思いますが，現在のところは，そのま

ま工夫をしながら展示を続けていきたいと考えています。 

○町長（西田）名誉町民については，新庁舎ができる関係の中にも含めるような

ニュアンスですか。そちらに配置も考えるという話ですか。 

○教育次長（伊藤）今すぐすることではないので，ふるさと館の方は，今のとこ

ろは工夫をしながら続けていきたいという意味で申し上げました。 

○町長（西田）名誉町民をどのように顕彰していくかという具体的なところは，

今の新庁舎の話にも当然関係があるかと思いますからね。今は行くところがな

いので，ふるさと館の方に置いておくということですね。できれば名誉町民は

セットで動くというのが一番いいスタイルだと思います。例えば，広島県でも

玄関のところに並べてありますよね。そういった展示方法もあるでしょうし，

今のところはそのままにしておいたらどうかという結論でいいですかね。重複

している資料については，どのように考えていますか。 

○教育次長（伊藤）織田さんの資料は記念館の方に移りますが，実をいうと，分

量的にはそんなに大きいものではありません。 

○町長（西田）思いとしては，ふるさと館を倉庫のように考えられると良くない
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と思っているのですが，その点はどう考えていますか。 

○教育次長（伊藤）倉庫という考えですと，一度入れてしまうとなかなか外に出

しません。そのため，先ほども申し上げましたが，整理をして，収納と同時に

展示で見ていただきたいということで考えております。 

○町長（西田）ということは，今後もスペースは空かないということで理解して

よろしいですか。活用は今までと変わらないということですか。ふるさと館の

シチュエーションとして，古墳があって，一番大事なクスノキもある。そうい

ったシチュエーションをどういうふうに捉えていくかということも考えても

らいたい。 

○委員（大野）学校の方から考える場合には，展示されている農具等をふるさと

館で見ることによって学習が充実するといった意味があります。なかなか地域

の農家の方に協力していただくのは難しいので，ふるさと館に展示してあるの

はとても良いことだと思います。先ほどのお話にありましたが，整理をすると

いうのは大変なことだと思います。また，旧千葉家住宅にあるかまどの体験と

同時にやっていくということを工夫されると良いと思うのですが，私はこのお

話があがった時に，ふるさと館は歴史と文化がテーマというところで，できた

当時は，海田町に伝わる昔話を絵本にされて，こんなお話があるということを

伝えたりしていて，海田町には良いところがあるのだと思いました。やはり歴

史と文化を伝えるというところは中心に置きながら，建物の中は難しいところ

もあると思うので，外の方にも目を向けてほしいと思います。外には，大きな
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クスノキがあり，あそこでコンサートされた方は神が降りてきたと言われるく

らい，音響もすごく良いそうです。クスノキは海田町の中でも大切にされてい

る文化であるため良いところだと思います。それから竪穴式住居も小学生が歴

史を見て学ぶのにとてもいいと思います。やはり聞くよりも見る方が，理解が

深まると思います。しかし，なぜあそこが草だらけになっているのか疑問に思

っています。ふるさと館に行って，大きい窓から外を見ると草だらけでハニワ

がどこにあるのかわかりません。聞いてみると，マダニとか毒グモのようなも

のもいるかもしれないということですが，私はいなければいいなと思いながら

見ています。私はふるさと館が原点に戻るのと並行して，外の環境を整えると

いうのもしてみるといいのではないかと思います。例えば，クスノキの下は少

しコンクリートにして，椅子を並べられるような環境を作るとか四季折々の花

を植えてみるとか，そういった工夫をして，日浦山を登った人たちとかが休憩

に来て，足を延ばして館内に入ってみようと思えるような環境を作ることを大

切にしてみてはどうかと思います。 

○町長（西田）しっかりと利活用の意見が出たかと思います。その他ございます

か。 

○委員（林）ふるさと館１館だけをどうこうするのではなくて，旧千葉家住宅や

織田幹雄スクエア，海田東公民館，新庁舎，瀬野川などから回れるような回遊

型の一つの場所になったら面白いと思います。外部から来られる方や近所の小

中学生も含めてできないかと思います。また，ふるさと館として歴史や文化・
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民族資料の展示だけを行うだけでなく，先ほどのコンサートの話もありました

が，そういった行事の開催も面白いと思います。また，ふるさと館を起点に西

国街道を行き来できるのも魅力であると思います。 

○町長（西田）大きなヒントとなるようなご意見がいただけました。その他ござ

いますか。 

○委員（米丸）ガラス張りの展示を見るだけでなく，体験できるというところで

大切な建物だと思います。西国街道を含めた一体利用の中で，先ほど言われた

ように日野浦山に登った人の休憩であるとか，逆に瀬野川から上がってくる人

に向けてというような形で，熊野神社の手仕事市のような感じで春日神社も含

めた利用の方法を考えたらいいと思います。やはり近場で歴史的な体験をでき

るというのは良いところだと思うので，そういった方向も含めて整理していた

だけたらと思います。 

○町長（西田）周遊性があるようなことを考えないといけないとか，体験型を重

視しないといけないということもでましたし，ソフト面では祭りのようなイベ

ントも開催できるような，ワード的には様々な意見が出たかと思います。 

○委員（大野）もう１点追加で，交通の便のこと，瀬野川沿いなどを歩くことも

大切かと思いますが，やはりバスも大切だと思います。瀬野川沿いからふるさ

と館に通っていますか。 

○総務部長（丹羽）ふるさと館の前までバスが通っています。 

○委員（佐々木）ふるさと館のすぐ前ではなく，停留所が少し遠いと思います。 
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○総務部長（丹羽）バスが大きくて回れないため，目の前までは入れません。 

○委員（佐々木）もう一つふるさと館が元気にならない理由として，職員の人数

があると思います。２人しかいないので，今は何人かのボランティアさんに行

事の度に声をかけられて，都合をつけています。今の態勢でイベントを企画し

て，人を呼んでということになると難しいのではないかと思います。 

○総務部長（丹羽）常時職員を置いておくというのは非常に人件費がかかります

ので，イベントがある時に増員をかけるのが理想だと思います。 

○委員（佐々木）今の実態を申し上げますと，すべて後期高齢者の方がやってお

られます。これが続くというのは考えられないので，ボランティアさんを当て

にしての事業は長続きしないと思います。もう一つ問題点として，興味を持っ

て来られた方が，いざ帰ろうと思ったらバスがありません。仕方ないので，近

所の方が送りましょうということが何回もあります。来ていただくのはいいの

ですが，コミュニティバスを待つ時間が非常に長く，近くにお店もないので，

地域の者で対応している現状があります。 

○町長（西田）課題を整理させていただいて，改善の方向性を，先ほどの周遊性

や循環バスの話も含めて，現状と将来を踏まえた上で，これから議論されてい

くと思うので，その中で整理していただけたらいいと思います。その他ご意見

よろしいですか。 

○委員（大野）いろんな公共施設のイベントをつなげてバスツアーのようなもの

を作るというのも良いと思います。ただ，ボランティアで若い人を集めるとな
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ると難しいですよね。 

○教育次長（伊藤）イベントの話ですが，例えば，むかしの暮らし展ですと，ボ

ランティアの方に加えて，生涯学習課からも手伝いに出ています。今度は織田

幹雄スクエアでもそういうことになると思いますが，常駐で職員を置くとなる

とやはり難しいと思うので，工夫しながらやっていきたいと思います。 

○町長（西田）そういった実態があるということをしっかりと認識して，今後の

具体策を考えていきましょう。 

○委員（佐々木）先ほど倉庫のようになっているという話がありましたが，そう

いった歴史的なものを収めているところは何か所に分かれているのですか。千

葉家の納屋という話も出てきましたけど。 

〇教育次長（伊藤）大きい物は千葉の納屋にはほとんどありません。小学校の方

からふるさと館に来ているものが多いので，どこかと言われるとふるさと館に

集中しています。 

〇町長（西田）小学校で教育をするのなら，各小学校で回したらいいのではない

ですか。 

〇学校教育課長（森山）スペースや移動が課題になってくると思います。 

○委員（大野）児童数が増えていることもあり，難しいと思います。だから学校

の方もふるさと館を使っているのではないかと思います。なので，整理をする

ことが大切だと思います。 

○町長（西田）こういった意見が出ているので，断捨離ではないですが，整理で
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きるところがもう少しあるのではないかと思います。 

〇教育次長（伊藤）今後の織田幹雄記念館と千葉家の動向を見ながら，今のご意

見を踏まえて，千葉家の方は時間をかけて整理を進めていきたいと思います。 

○委員（佐々木）もう１つありまして，千葉家を使って毎月イベントを組んでい

るかと思うのですが，ふるさと館にあった資料を整理して展示していくとなる

と，専門的な知識を持った職員が位置付けられる必要が出てくるのではないか

と思います。あれだけの資料を毎月回していくとなるとかなり整理を進めない

と展示はできないと思います。 

○町長（西田）今，働き方改革の関係で，イベント等の代休が取りにくいという

実態があります。そこも解決できるように動いているところですので，その辺

りも整理させていただいて，職員の増等も含めて，今後の在り方も検討してい

きたいと考えています。いつまでに整理できますか。 

○教育次長（伊藤）１年かけさせていただきたいと思います。 

〇委員（大野）旧西国街道をどのように活用するのかということと，ふるさと館

のクスノキを大切にすることも検討していただきたいと思います。 

○町長（西田）西国街道や旧千葉家住宅，公民館等との周遊性も踏まえ，１歩前

へ進めましょう。そういったことも踏まえ，１年間検討をさせていただければ

と思います。意見が出尽くしたようなので，本日ご用意いたしました，議題は

以上でございますが，その他ありますか。 

〇委員（佐々木）少し気になっていることがありまして，前回の町長選挙の投票
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率を見ると非常に低いですよね。今，次々と住宅ができていて，新しく海田町

に入ってくる人が増えています。そういった人たちが海田町に愛情を注ぐよう

な体制ができているでしょうか。新しい人が海田町で寝泊まりするだけで，町

のことは関係ないという状態になっているのではないかと思います。本当に海

田町をいい町にしようと思っていたら，若い人がもっと投票に足を運ぶと思い

ます。海田町作りあげようという気力が薄れていると思います。小学校や中学

校で総合的な学習で海田町を調査して海田町に対する思いを育てているのに，

そこだけ途切れてしまって，自分は関係がないというような空気があるように

感じます。 

○町長（西田）海田町をどう調整していくかを考えていきましょう。 

○総務部長（丹羽）逆に海田愛を調整していくためにはどうしたらいいと思うか

をお伺いしてみたいです。この前の福祉保健まつりでは，キャラクターの模擬

投票をやってみたりして，子どもが来れば，親も来るということで，選挙に関

心を持っていただけるかと思って行ったのですが，投票率は 34.9 パーセント

という結果になりました。来年度も色々やっていこうと思うのですが，根本的

に何が必要なのか，おっしゃるとおり海田愛が必要だというのは十分承知して

いるのですが，そこをどうしていくか考えていきながら，ご意見をいただきな

がら，進めていきたいと思います。何かあれば是非とも教えていただきたいで

す。 

〇町長（西田）学校での選挙教育は，子ども議会等でやってきますよね。すぐに
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結果が出るものではないと思うので，何年か経過したなかで検証していく必要

があると思います。そういった結果待ちをどういった速攻性のあるものにする

のか，長期的なプランの中に落とし込むのか，なかなか難しい話だと思います

が，一歩ずつ前に進めていきたいという気持ちはありますので，具体的なご意

見があれば，どんどん出していただいて，持ち帰って練らせていただけたらと

思います。 

〇委員（佐々木）自治会に入らない，子ども会に入らない人たちが多いのも原因

だと思います。 

〇委員（大野）私たちが子育てをしていた時は，子どもたちはすごく充実してい

たと思います。最近では，子ども会や行事への参加がなくなってきています。

何をしたら参加してもらえるのかを考える必要があると思います。 

〇委員（米丸）今の保護者の人は，学校の役員なんかもできればやりたくない，

だから，子ども会にも入らないという人が増えていると思います。ただ自治会

によっては連携をとってやっているところもあります。西小は児童数が少ない

ですけれども，この間は集まって餅つきをしたり，子ども会としてではなく，

学校としてのくくりで集まっていました。今後学校運営協議会などで協議をし

ていく中で，地域や子ども会，学校を含めた中で町として活性化していかない

といけないと思います。そこに何らかの方法を見出さないといけないと思いま

す。 

〇委員（林）町外から来られる人が多いイメージがあります。町外から来た人た
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ちが本当に楽しめるようになっているのかどうかを考えて，工夫していく必要

があると思います。海田町で活躍した，海田町と自分の関係が深くなったとい

う意識を持ってもらうことができたらいいと思います。仕事が忙しいと，子ど

も会や自治会を通して，そこまで入り込むことが難しくはなりますが，一度こ

ういった経験があると，またやってみようかな，時間を作って行ってみようか

なと思えると思います。 

〇委員（大野）海田町内には，歴史や文化，祭りが残っていることがすごいと思

っていましたが，今年は祭りがありませんでした。こういった海田町の良さが

段々と無くなってきていると感じます。 

〇町長（西田）まとめさせていただくと，体験型の行事が必要ということと，見

える化やＰＲができていないこと，この大きな課題が二つあると思います。そ

の辺りをまた考えていこうと思います。すぐに結論はでないと思いますので，

今回出た意見を参考に仕事を進めて参ります。他にないようでございますので，

本日の会議を終了いたしたいと思います。皆さま，本日は有意義な意見交換が

できたと思います。これからも町長部局と教育委員会とで連携して，海田町の

教育がよい方向に進むよう勤めてまいりたいと考えておりますので，よろしく

お願いいたします。本日は，ありがとうございました。 


