
平成 29年第３回 

 周防大島町教育委員会会議 議事録（要点筆記） 

 

１ 日 時 

  平成 29年２月 28日（火） 13時 00分～15時 06分 

２ 場 所 

  東和総合センター 保健相談室 

３ 出席委員 

  西川教育長、珠山委員長、長尾委員、中村委員、沖広委員 

４ 事務局出席者 

  岡野教育次長、山中総務課長、平原学校教育課長、古崎社会教育課長 

青山学校教育課副課長、小泉総務班長 

５ 欠席者 

  な し 

６ 傍聴者 

  な し 

７ 調整者書記 

  小泉総務班長 

８ 議事録署名委員の決定 

  長尾委員及び沖広委員  

９ 議題及び議事の大要、質問または討論をした者の職及び要旨 

(1)議案第１号 平成 29年度周防大島町教育の基本方針について 

説明者：総務課長 学校教育課長 社会教育課長 

質疑・意見等 

（委 員） 子供たちにいざというときに木に登る、駆け出すという、「腕力・

脚力」を身につける意図的なプログラムの必要があると考える。 

（委 員） 地域の教育力を生かした教育課程として「ミカンの学習」をして

いる。すごくいいと思う。また、地域の行事やボランティア活動に

も参加し地域の方と交流している。反面統合が進み、今までの学校

行事をそのまま引き継ぐと、その学校はかなり負担になる。しかし

ながら、急にはできないが、ある程度継続してやっていかないとい

けない。 

（委 員） 教職員の多忙化ということで、現在「働き方改革」が社会的にも

盛んに言われる。学校現場での意識改革と意図的な管理職による働

きかけが必要。 

（委 員） 部活動があれば７時半に朝練、夜は６時半。それから仕事となる。

土日もほとんど部活。それは当たり前。もう一つの矛盾は「授業時

数」。現場は縛りが厳しく非常に苦しい。行事で抜けると授業が何％



行ってないということで管理職が指導を受ける。行事に割きたいけ

ど割けないという矛盾があるのが現実。 

（委 員） 教員には夏休みに自己研修のための「厚生特休」という休日があ

るが、その取得方法に対し厳しく言う管理職がいる。 

（委 員） 部活動を社会体育化していく方法もある。管理は学校だが、指導

者費用負担は町で。 

（事務局） 災害防災訓練は、とにかく自分の命を自分で守るということで、

地域の特性に応じた防災訓練が工夫されてきている。校長会等でも、

他校ではこんな訓練をしているという情報交換している。 

（事務局） 現在管理職は、教職員の勤務時間の把握をしている。周防大島町

内では部活動は１週間のうち１日は休むという「文書通知」を出し、

現在町内中学校で徹底をされている。その成果として時間外勤務の

削減にあらわれている。 

（事務局） 授業時数の縛りについては毎年県教委から調査がある。今、学習

指導要領の改訂が進む中で、社会に開かれた教育課程とし横断的な

授業を進めていく方向がある。また、小学校に英語が入るので、今

後ますます各校長の「カリキュラムマネジメント」が期待される。 

（事務局） 夏季厚生特休は現在４日間。これについては最優先でとるように

進めている。教員には教特法による研修権があるので、教員が学校

離れて研修する権利はとめるべきものではないと考える。 

（委 員） 宮本常一生誕 110 周年記念事業の予算は、例えば関連して総務課

には上がってこないのか。去年の「四境の役」関連は予算が別枠で

ついていた。 

（事務局） 宮本常一生誕 110 年については、社会教育施設費・宮本常一記念

館関連経費に計上している。 

（事務局） 去年までの「四境の役 150 周年事業」は２年で総額 800 万弱。実

行委員会を立ち上げ大々的に実施した。「大島口の戦い」が地元に密

着した行事であったので力を入れた。今回実行委員会主要メンバー

に、次は明治維新 150 周年事業に取り組みませんかという投げかけ

はしたが、地元と関連があるものは少ないということで、大々的な

ものは無理という反応。 

（事務局） 文化振興の方から言わせると、今度は宮本先生の 110周年だから、

コアなファンを含め広がりがある。民俗学では代表者で大島の宝と

してしっかりアピールする形。 

（委 員） 私たちはそういうことを知らずに大島で教育を受けてきた。宮本

常一も知らない。四境の役も教えられないまま大人になってしまっ

た。本当に残念な子供時代を過ごしたと思う。知ってたらちょっと

違ったと思う。もっと感慨が違ったと思う。ぜひ子供たちにもう少



し残るような形にしてあげてほしい。 

 

教育長  議案第１号について承認いただけますか。 

  委員        承認。 

 

(2)議案第２号 平成 29年度周防大島町教育委員会当初予算について 

説明者：総務課長 学校教育課長 社会教育課長 

質疑・意見等 

（事務局） 社会教育施設のうち隣にある「宮本常一記念館」について、試験

的に町外の人を３人以上連れてきたら町民の方を無料にするという

試みを、議会から要望があり実施する。宮本常一記念館は、もっと

人に見てもらわないと価値がない。住民の方を免許証等で確認した

上で無料にする。 

 

教育長  議案第２号について承認いただけますか。 

  委員        承認。 

 

(3)議案第３号 中学校統合問題に関する方針案について 

説明者：教育長 教育次長 総務課長 学校教育課長 

質疑・意見等 

（委 員） 全員協議会で高圧的な意見を言う議員がいた。私たち教育委員会

の独立性は保たれていますか。私たちのここでの自由な議論を制限

するものではないということを確認したい。 

（事務局） ここで議論するのは、それぞれの立場で良い。  

（事務局） 教育委員会は「行政委員会」で独立した機関でありその中で自由

な議論をして意思決定をすることは保障されている。  

（委 員） 高圧的な意見があり、私はちょっと危惧をした。 

（委 員） 10年後のことを委員会で決めるのか。そういう議論はおかしい。

おまえたちはやめろ。そういう言い方でした。おまえたちはそうい

う話をするなというような言い方をされた。私たちの自由な議論を

否定されたことになる。 

（事務局） 教育委員会として、教育の専門家として、その方針が最も適当で

はないかと示し、それは十分通用するものである。一方議会は最終

的に条例の改正権限を持つため覆すこともできる。 

（事務局） 最終的に住民の代表たる選挙で選ばれた議会なり町長なりが判断

すれば良い。前回統合のとき、安易に２校案を４校案に妥協して非

常に批難を受けた。したがって、今回も教育委員会として１校統合

が重要だと独自の判断をした。それが今の地域性や住民感情を考慮



し、10年先に大島中学校を吸収統合するという文言を入れることは、

問題がないと考える。 

（委 員） 自由な議論が保障されるのであれば意見を言います。大島中学校

を残す理由をはっきりしたほうがいい。協議会の意見により残すと

いう内容は少し弱い気がする。例えば早々に、沖浦小学校と蒲野小

学校を明新小学校に統合し小中一貫の学校という形で当面残すとい

う理由ならはっきりする。１小学校１中学校で小中連携の何年間か

の指定を受けるなり少し研究的にやる。委員会として、前向きに考

えて複式をまず解消し、１小学校１中学校連携の形で小規模校とし

て残すが、10人を切るようなときには統合に向けシフトしていく。 

（事務局） 前向きの案を入れることは賛成だが、例えば、小中学校の位置が

離れているときにどれだけ小中一貫が有効かどうかの検討が必要。

小中連携実験校という形で続けると、将来１校にするという統合方

針が揺らぐ危惧はある。小中一貫校的なのは、やはり距離が離れな

いほうが教育効果がある。 

（事務局） 議員の意見の中に、ビジョンが必要という意見がある。教育委員

会としてなぜ残すのかと言われたとき、試験的に小中連携教育を試

行するとうたえば説明はしやすい。全体の最終原案はそのままにし

て、実現までの工程・留意事項の中に書き加える。 

（事務局） 今後のスケジュールとしては、次回議会全協で２案を説明し、お

おむね了解を得られたとして、今度は地元に話をおろします。５地

区の学校運営協議会で説明をしおおむねの理解を得たい。住民の了

解を得られたとして、その後、９月議会で段階的に統合する議案を

上程し33年４月に統合するという議決をもらいたい。それから「魅

力化検討委員会」等が動き出す。 

（委 員） 説明会の中で、もう大島中学校も一緒に１つに入ろう。そういう

話が出てきて「第１案」に戻るということはないですか。もう２案

で議会で決まれば進んでいきますか。 

（事務局） 説明会の時点では、議案として町長に出しているわけではないの

で変わってくる可能性はあります。 

（事務局） 最終的に、「中学校統合方針」を改定します。それの「最終原案」

を段階的統合という表現にしています。８月頃改定し９月に議案と

して出したい最終原案です。 

（事務局） 最終案とし「平成 33年４月に第１回統合として久賀中学校、東和

中学校、安下庄中学校、平成 40年４月に第２段階として大島中学校

吸収統合して中学校１校統合完了する」という原案について賛否を

求めたい。 

（委 員） 決まった後に話が出た場合でも、大島中は 40年にしか統合されま



せんという話になる。この後、どこで話がどうなるかわからないで

しょう。 

（委 員） 最終的に、それは議会の議決です。それ民主主義ですから。 

（委 員） 前回と同じように、「言われたから変わる」ようなことをしたら委

員会の専門性はどうなりますか。 

（事務局） この方針案に、どこも大反対で、議会に上程できないということ

になればそれはゼロじゃない。教育委員会としてこれで推していき

ましょうという形です。今までのいろんなことを踏まえて、教育委

員会としての最終原案としたい。 

 

教育長  議案第４号について承認いただけますか。 

  委員        承認。 

 

(4)報告第１号 情島小学校・情島中学校の休校について 

説明者：総務課長 

質疑・意見等 

    特になし  

 

10 議決事項 

議案番号 内   容 議決結果 議決日 

議案第 1号 
平成 29年度周防大島町教育の基本方針 

について 
承認 平成 29年 2月 28日 

議案第 2号 
平成 29年度周防大島町教育委員会当初 

予算について 
承認 平成 29年 2月 28日 

議案第 3号 中学校統合問題に関する方針案について 承認 平成 29年 2月 28日 

 

 

（教育長） 以上で、教育委員会を閉会します。 

 


