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会 議 録 

審議会等の 

名称 

平成２８年第１６回教育委員会（定例会） 

開催日時 平成２８年１２月２２日（木）１４：００～１４：３０ 

開催場所 山口市役所別館１階第２会議室 

公開・部分公

開の区分 

部分公開 

出席者 宮原委員長職務代理者、横山委員、佐々木委員、竹内委員、佐藤委員、岩城委員 

欠席者 大野委員長 

事務局 山根教育部長、末貞社会教育担当理事、眞砂教育総務課長、伊藤教育施設管理課長、江

山学校教育課長、山見社会教育課長、原田文化財保護課長、中原中央図書館長、石川教

育総務課主幹、岡本教育総務課副主幹 

付議案件 議  案 

（１）平成２９年度山口市立小・中学校教職員人事異動内申の方針について 

（２）山口市教育委員会委員長の選挙について 

（３）山口市教育委員会委員長職務代理者の指定について 

報告事項 

（１）平成２８年１２月定例市議会における教育民生委員会の概況報告及び一般質問 

の対応状況について 

（２）地域協育ネット表彰について 

 

 宮原委員長

職務代理者 

 ただいまから、平成２８年第１６回教育委員会（定例会）を開会いた

します。本日は、大野委員長が御欠席されておりますので、委員長職務

代理者でございます私が委員長にかわり議事を進行させていただきま

す。会議録の署名につきましては、佐々木委員さんと竹内委員さんにお

願いしたいと思います。 

 本日は、議案３件、報告２件となっております。 

 それでは、まず、公開・非公開を確認いたします。 

議案第１号、第２号、第３号につきましては、人事に関する案件でご

ざいますので、非公開にしたいと思いますがよろしいでしょうか。非公

開に賛成される方は、挙手をお願いいたします。 

 

 （全員挙手） 

 

 それでは、議案第１号、第２号、第３号については、「山口市教育委

員会会議規則第９条の２」に基づき、秘密会により審議いたします。 

 本日は、審議する順番を公開できるものから始めたいと思います。そ

れでは、報告第１号の平成２８年１２月定例市議会における教育民生委
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員会の概況報告及び一般質問の対応状況について、事務局から説明をお

願いします。 

 

山根教育部

長 

 それでは、まず議案の審査結果について、先日、この教育委員会の定

例会で御審議いただきました平成２８年度教育費の補正予算につきまし

ては、１２月の定例市議会で可決されましたことを報告申し上げます。 

 資料③の１ページを御覧ください。 

 教育民生委員会へ２件の概況報告を行ったところでございます。原文

を読み上げまして報告とさせていただきます。 

 まず、社会教育委員会議についてでございます。 

 社会教育委員につきましては、平成２８年１０月１日から平成３０年

９月末までの２年の任期で委嘱を行い、１１月１日に開催いたしました

第１回会議において、委員の互選により、議長、副議長が選任され、新

たな体制がスタートしたところでございます。 

 委員１５名の内訳といたしましては、再任１０名、新任５名でござい

まして、新任のうち１名は公募委員としております。 

 社会教育法の規定により、学校教育及び社会教育関係者、家庭教育向

上に資する活動を行う者、学識経験者などの中から選定いたしました委

員の皆様には、社会教育に関する諸計画の立案、教育委員会の諮問に対

する意見、必要な研究調査の職務を行っていただくこととしております。 

 去る９月１５日には、教育委員会が諮問しておりました「協働のまち

づくりを推進するためのライフステージに応じた人材育成の方策につい

て」について、前期の社会教育委員会議から答申をいただいたところで

ございまして、その中で、人の一生を青少年期、青壮年期、高齢期のラ

イフステージに分けた上で、望まれる人材像や人材育成の方法、人材の

利活用等について、進むべき方向性を提示いただいております。 

 これを受けまして、今期の新体制の社会教育委員会議では、この答申

の具現化に向けて研究、調査を行っていただくこととしておりまして、

当面の活動といたしましては、地域交流センターや地域づくり協議会な

どの関係団体との意見交換を行いながら、地域についての認識を深める

等、具体的な方法論について協議を進めていただくこととしております。 

 最終的には、世代間交流や地域の活性化、若者の定住定着を意識した

プランを提言として取りまとめる見込みでございます。 

 また、平成２８年度から平成２９年度にかけて市長部局で予定されて

おります、市総合計画や市生涯学習推進計画の策定に積極的にかかわり

を持ちながら、各計画における社会教育施策の推進について、答申の方

向性を反映していくための協議も行われる予定となっております。 

 次に、図書館活用推進事業の取り組みについて申し上げます。 

 本市が目指す「日本一 本を読むまち」の実現に向けて、図書館の利
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用層の拡大を図るため、各種行事・イベントなどを実施し、市民の読書

のきっかけづくりに取り組んでおります。 

 中央図書館では、明治維新１５０年に向けた歴史民俗資料館との連携

企画として、昨年度から「やまぐち歴史講座」を実施いたしております。 

 本年度は、薩長同盟にスポットを当てて、鹿児島市立図書館の協力に

より、読書推進企画「図書館薩長同盟」をテーマに、薩長同盟の締結に

当たって活躍した幕末の志士、坂本龍馬や桂小五郎に関する講演会や上

映会、特別企画展示を開催いたしております。 

 直近では、１１月１９日の中央図書館まつりに合わせて、鹿児島市か

ら講師を招き、講演会「薩長同盟と四境戦争」を開催するとともに、本

市の郷土史家との対談を行ったところでございます。 

 薩摩藩、長州藩の両方から薩長同盟や四境戦争について光を当てる内

容の講演を通じて、参加された多くの方々が互いの町を知るきっかけに

なり、歴史をさまざまな視点、異なる立場から捉えて、理解を深めてい

ただけたものと考えております。 

 また、各地域間の図書館まつりにおきましても、図書館友の会や地域

の支援団体の御協力をいただきながら、それぞれ特色のあるイベントを

開催いたしております。 

 小郡図書館ではバルーンアートづくり、秋穂図書館では秋穂大師びな

づくりのワークショップ、阿知須図書館ではクリスマスツリーづくり、

徳地図書館では万華鏡づくり、阿東図書館では折り紙工作教室などを実

施し、多くの市民が図書館に関心を持っていただくとともに、図書館サ

ービスについて積極的なＰＲをいたしたところでございます。 

 今後も、地域の御支援をいただきながら、多彩なイベントを通じて市

民の交流の場をつくり、身近に役立ち、出会いを大切にする図書館を目

指してまいる所存でございます。 

 次に、一般質問について御報告いたします。 

 ４ページを御覧ください。其原議員から、平成２９年度の予算編成方

針についてのうち、教育環境の整備、小田村議員から、小・中学校の安

全対策について、全校引き渡し下校訓練と通学路の安全対策について。 

６ページを御覧ください。伊藤議員から、教育施設の充実について、

エアコンとトイレの洋式化、泉議員から、スポーツ教育について、スポ

ーツ少年団並びに中学校の部活動に関する保護者等へのアンケートの実

施と中学校の部活動の存続について、村田議員から、小・中学校におけ

る障がいのある児童生徒への支援についてと、質疑といたしまして平成

２８年度の山口市一般会計補正予算について、村上議員からは、障がい

福祉についてのうち、教育予算の拡充について、そして入江議員からは、

新学習指導要領について、アクティブ・ラーニングと特別支援教育につ

いて、以上７名の議員から御質問がございました。 
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 １２ページを御覧ください。教育環境予算の充実については、このた

び４名の議員から質問がありました。其原議員にもお答えしましたよう

に、２段落目の最後のセンテンスでございますが、「学校施設の環境改

善には多くの事業費が必要でございますが、国庫補助事業の活用を図る

ほか、学校の長寿命化計画の策定による改修費用の平準化や民間活力・

資金の導入などについて積極的に研究し、「学ぶなら山口」を感じてい

ただけるような教育環境づくりに鋭意取り組んでまいる所存でございま

す」と御答弁させていただいております。 

 次に、１７ページを御覧ください。小田村議員の質問に対するもので

ございますが、大規模災害時に子どもたちの命を守るためには、保護者

へ確実に引き渡すことが大変重要で、各学校では、この訓練を実施する

中で、次のような多くの課題がわかったところでございまして、２段落

目にございますように「引き渡し訓練を実施いたしたことで、災害時の

対応につきましては、学校、教職員だけで対応することの難しさが改め

て浮き彫りになったところでございまして、災害時の児童生徒の安全を

確保することにつきましては、ハード面やソフト面の整備に加え、学校

運営協議会等を通じ、地域づくり協議会、見守り隊、自治会などの各種

地域団体にも協力をいただけるよう理解を求めてまいりたいと考えてお

ります」と御答弁させていただいております。 

 そして、５７ページを御覧ください。 

 障がいを持つ子どもに対する教育については、これまでも多くの議員

の方から御質問をいただいております。その中で、今回の入江議員から

の通級指導教室についてでございますが、２段落目に記載しております

ように、「本市といたしましても、通級指導教室の役割は十分に認識い

たしておりまして、１１月の２２日には、通級指導教室の保護者会でご

ざいます「ことばを育てる親の会」との話し合いの場を持ちまして、私

自身も参加し──これは教育長でございます──教室の新設や教員の増

員、専門性の向上、施設整備の改善など、具体的な課題を直接伺ったと

ころでございます。また、通級指導教室の設置拡充につきましては、１

１月２４日に市町教育委員会の代表といたしまして、県教育長に直接要

望してまいったところでございます。今後とも、通級による指導を必要

とする児童生徒数の状況や保護者の送迎時間、市内における設置校の地

域的なバランスなどを考慮しながら、通級指導教室の増設につきまして

引き続き県に要望してまいりますとともに、特別支援教育の充実に取り

組んでまいりますので、御理解を賜りたいと存じます」と御答弁申し上

げたところでございます。 

 １２月の定例市議会では、教育行政に関する質問や質疑を多数いただ

いております。添付いたしました資料により御答弁申し上げましたので、

報告とさせていただきます。 
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 報告は以上でございます。 

 

宮原委員長

職務代理者 

 ありがとうございました。 

 それでは、報告第１号について、御意見や御質問はございませんか。 

 それでは、先に私のほうから申し上げてもよろしいですか。 

 資料③の５７ページ、今御説明いただいたところの一番上に、山口市

の特別支援教育に関するリーフレットを児童生徒のいる全家庭に配布さ

れたとございます。配布されたリーフレットを確認したい旨、事前にお

願いしておりましたので江山課長、説明をお願いします。 

 

江山学校教

育課長 

 委員の皆様の机上に両面刷りのリーフレットを置いておりますが、こ

ちらを各学校に配布しております。 

 色つきのリーフレットを配った学校と、白黒で配った学校がございま

すが、子どもたちは家庭に持って帰り、保護者と話し合いをしてみたと

いうことも聞いております。また、先ほどもございましたが、ことばを

育てる親の会の方からも、こういったものをぜひ多くの方に理解してい

ただきたいというお話しがございましたので、こういったものをどんど

ん活用して、地域の皆様あるいは保護者の方に、御理解を賜りたいと考

えております。 

 以上でございます。 

 

宮原委員長

職務代理者 

 ありがとうございます。 

 教育長答弁の中にもありましたが、定型発達のお子さんたちとその保

護者の方が障がいについて理解するということが本当に重要だなと思っ

ておりますので、こういったリーフレットなどを通じて理解を深めてい

ただきたいと思っております。 

 ありがとうございました。 

 ほかに、どなたかいらっしゃいませんか。 

 では、次に移りますがよろしいでしょうか。 

 続きまして、報告第２号地域協育ネット表彰について、事務局からお

願いいたします。山見課長、お願いします。 

 

山見社会教

育課長 

 社会教育課から、報告第２号地域協育ネット表彰について御報告をい

たします。 

 資料番号①議案の６ページ、７ページでございます。 

 報告に移ります前に、資料の差しかえをお願いいたします。６ページ

を、本日お配りしている、報告第２号と書いてあるものに差しかえをお

願いいたします。 

 それでは報告させていただきます。７ページを御覧ください。 
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 去る１２月１７日に周南市文化会館で開催されました「やまぐちコミ

ュニティ・スクール推進フェスティバル」におきまして、本市の大殿地

域協育ネットが平成２８年度「やまぐち型地域連携教育」に係る優良「地

域協育ネット」を受賞されました。 

 大殿中学校校区では、「大殿地域でつながるあいさつ、つながる笑顔、

つながる和」を地域の目標とされ、さまざまな活動を行っておられます。

中学校区において２名のコーディネーターを配置されるとともに、小学

生の学習支援を中学生や地域の皆様が実施されたり、伝統文化の継承活

動、自然体験活動などに小・中学校と地域が連携して取り組まれたりし

ておられます。 

 また、ここには記載がございませんが、地域の祭りや敬老会では、小

学生が合唱や合奏を披露し、中学生が会場設営などのボランティアを行

っております。併せて、地域住民による登下校時の見守り活動も行って

おられまして、こうした活動内容が評価され、県内の他の４中学校区の

協育ネットとともに、山口県教育長から表彰を受けられたところでござ

います。 

 以上で報告第２号の説明を終わります。 

 

宮原委員長

職務代理者 

 

 ありがとうございました。 

 では、報告第２号について、御意見や御質問はございませんか。よろ

しいでしょうか。 

 それでは、議案へ移ります。 

 議案第１号の、平成２９年度山口市立小・中学校教職員人事異動内申

の方針について、事務局から説明をお願いいたします。江山課長。 

 

江山学校教

育課長 

 それでは、資料①の１ページから２ページでございます。２ページを

御覧ください。 

 平成２９年度の山口市立小・中学校教職員人事異動内申の方針でござ

いますが、例年、県が出しておられる方針に沿って作成しておりますが、

昨年からの変更点として、前文に「施策や地域の」という言葉を入れる

というものを考えております。 

 少し読ませていただきます。 

 山口県教育委員会の人事異動方針に基づき、本市の施策や地域の実情

をふまえ、各学校の組織力を強化し、学校教育の充実・向上に努めると

ともに、教職員構成の適正化と活力のある学校づくりを進めるため、下

記の方針により異動の内申を行う。 

 記。 

 １、学校の課題解決や活性化、地域における学校間の連携強化に向け、

全市的視野に立って、適材適所の原則に基づき厳正かつ公正に人事の刷
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新を図る。 

 ２、各学校の教職員については、専門性、現任校の勤務年数及び教職

員構成等を踏まえ、適正な配置に努める。ただし、主任を考慮した異動

は行わない。 

 ３、市内及び同一校に長期勤続する者については、適正な異動に努め

る。 

 小・中学校とも同一校勤務が７年（新規採用教職員においては３年）

を超える者については、原則として異動を行う。 

 市内においては、多様な経験ができるように、勤務地が同一規模校や

同一地域に固定しないよう学校間や地域間（ブロック間）の交流を図る。 

 勤務地が市内に固定しないように、へき地及び辺地校並びに特別支援

学校及び附属学校等、さらに他市町との交流に努める。 

 ４、校長及び教頭等への推薦については、管理職としての優れた資質

能力を有し、教職員の人材育成、学校教育目標の実現、学校課題の解決

等に積極的に取り組み、「地域とともにある」活力ある学校を円滑に運

営することができる者を推挙する。 

 ５、新規採用教職員については、学校の実態を考慮し、全市的視野か

ら計画的に配置する。 

 最初に申しましたように、県の方針を盛り込んで作成しております。

山口県は、学校や地域と連携協力して学校運営する管理職あるいは連携

協力して学校活動を展開する教職員を求めております。 

 本市は、今、ＩＣＴ教育あるいは地域協育ネット、コミュニティ・ス

クールなど、地域とともにある学校づくりを進めております。ＩＣＴや

コーディネーター等、本市の施策と地域の特徴を踏まえた学校運営、教

育活動を推進できるような人事異動としたいことから、「施策や地域の」

という言葉を加えて、作成しております。 

 御審議をお願いいたします。 

 

宮原委員長

職務代理者 

 ありがとうございました。 

 それでは、議案第１号について、御意見、御質問はございませんか。

よろしいですか。 

 では、議案第１号について、全て意見なしでよろしい方は挙手をお願

いいたします。 

 

 （賛成者挙手） 

 

 それでは、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、議案第２号山口市教育委員会委員長の選挙について、事

務局からお願いいたします。眞砂課長、お願いします。 
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眞砂教育総

務課長 

 大野委員長の任期が、平成２８年１２月２２日までとなっております

ので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の１号を改正する法律、

附則第２条の規定に基づき、平成２８年１２月２３日からの委員長を選

任するための選挙をお願いするものでございます。 

 選挙の方法につきましては、山口市教育委員会会議規則により、無記

名投票または指名推選のいずれかの方法によることとされております。 

 なお、指名推選の場合は、委員長の当選は被指名者につき全員の同意

が必要となります。 

 以上でございます。 

 

宮原委員長

職務代理者 

 それでは、無記名投票か指名推選か、御意見ございましたらお願いし

ます。はい、横山委員。 

 

横山委員  過去の例から見まして、指名推選でよろしいのではないかと思います。 

 

宮原委員長

職務代理者 

 では、ただいま御提案いただきました方法について、御異議はござい

ませんか。 

 

 （異議なし） 

 

 御異議がないようですので、選挙の方法については指名推選といたし

ます。 

 それでは、どなたか御推薦をお願いいたします。横山委員。 

 

横山委員  大野委員長が少し御病気をされておりますので、今回は宮原委員長職

務代理にお願いをしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

宮原委員長

職務代理者 

 ただいま私をとの意見がございましたが、どなたか別の委員を推薦さ

れる方はいらっしゃいませんか。 

 それでは、議案第２号委員長の選挙については、私、宮原を委員長と

することについて、御異議はございませんか。 

 

 （異議なし） 

 

 委員全員の同意が得られましたので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の一部を改正する法律、附則第２条の規定及び山口市教育委

員会会議規則、附則２の規定により決定いたします。 

 それでは、委員長就任の挨拶を申し上げます。 
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 前任の大野委員長さんの力には及びませんけれども、皆様のお力添え

をいただきながら、全力を尽くしたいと思っております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

 眞砂課長。 

 

眞砂教育総

務課長 

 ただいま指名推選により、宮原委員長職務代理者が委員長に決まりま

したので、山口市教育委員会会議規則の規定により告示を行います。 

 なお、委員長の任期でございますが、今年４月に施行されました地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律には、経過

措置として、現在の教育長の任期である平成２９年１２月２２日までの

間は、これまでどおり委員長は存在し、１年ごとに選出されることとな

っております。 

 したがいまして、新制度への移行がない限り、委員長の任期は、平成

２８年１２月２３日から平成２９年１２月２２日までの１年間となりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

宮原委員長

職務代理者 

 それでは、議案第３号の山口市教育委員会委員長職務代理者の指定に

ついて、事務局から説明をお願いします。眞砂課長。 

 

眞砂教育総

務課長 

 ただいま宮原委員長職務代理者が委員長に決まりましたので、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律、附則第２条

の規定及び山口市教育委員会会議規則、附則２の規定により、委員長職

務代理者の指定をお願いするものでございます。 

 なお、選任の方法については特に定めはなく、これまでは委員長さん

のからの指名推選が慣例となっております。よろしくお願いいたします。 

 

宮原委員長

職務代理者 

 それでは、選任の方法については、私からの指名推選としてよろしい

ですか。 

 

 （異議なし） 

 

 御異議がないようですので、議案第３号の委員長職務代理者の指定に

ついては、佐々木委員さんを推薦したいと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

 （全員賛成） 

 

 それでは、佐々木委員さんを委員長職務代理者に決定いたします。 
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 佐々木委員さんから、一言御挨拶をお願いいたします。 

 

佐々木委員  失礼いたします。 

 委員長の職務代理者に指名を受けまして、身の引き締まる思いでおり

ます。宮原新教育委員長をお支えして、それから委員の皆様、岩城教育

長、事務局の皆様方のお力添えをいただきながら、微力ではありますけ

れども務めさせていただきたいというふうに思っております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

宮原委員長

職務代理者 

 

 

 

 

ありがとうございました。 

以上で、本日の付議案件については終了いたしました。 

次回の定例会は、こちらの第２会議室で、１月２７日（金）午後２時

からの予定です。 

以上をもちまして、平成２８年第１６回教育委員会定例会を閉会いた

します。お疲れさまでした。 

 

署名 上記のとおり相違ありません。 

 平成２８年１２月２２日 

 

委員長              

 

署名者              

 

署名者              

 

会議録調製            

 


