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会 議 録  

審議会等の 

名称 

第３回山口市教育振興基本計画策定委員会 

開催日時 平成２９年１０月３日（火）１４：００～１６：１０ 

開催場所 山口市役所別館１階第１会議室 

公開・部分公

開の区分 

公開 

出席者 村上委員長、川野副委員長、小野委員、川久保委員、砂井委員、田澤委員、田原委員、 

中村委員、藤井委員、藤川委員 

欠席者 ウィルソン委員、岡本委員、藏重委員 

事務局 中谷教育部長、礒部教育部次長、山田中央図書館長、原田教育総務課長、 

江山学校教育課長、井上社会教育課長、磯部文化財保護課長、石川教育総務課主幹、 

岡本教育総務課副主幹 

付議案件 議  事 

（１）山口市教育振興基本計画の構成内容について 

  ①基本的方向性３  

  ②基本的方向性４ 

 

内容（委員発言

部分のみ） 

 

 

次第に基づき、以下のとおり進められた。 

１ 委員長あいさつ 

村上委員長 ２ 議事 

 それでは議事の（１）山口市教育振興基本計画の構成内容についての

うち、①基本的方向性３について事務局から説明をお願いします。 

原田教育総

務課長 

（１）①について説明 

井上社会教

育課長 

家庭教育支援員について補足説明（資料４） 

村上委員長 今の説明について、皆様から質問や意見をお願いします。 

田原委員 地域の教育力を結集して育むの現状と課題の中で、「基本的なしつけ」

という表現があるが、生活習慣を身につけるなど、理解しやすい表現に

してはどうでしょうか。 

方向性の考え方にあるコミュニティ・スクールという表現は浸透して

いるものなのか。また、乳幼児期の自己肯定感の育成とあるが、１歳ま

でである乳児を除き、幼児期と表現することが適当です。 

次に、家庭教育支援員の質の向上や維持はどのようになされています

か。また、地域の担当を決めることの弊害で、より広い地域でのネット

ワークづくりに支障がでる可能性があるので、活動をチェックする体制

を作らないといけない。 
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原田教育総

務課長 

文言や表現は御指摘について修正します。 

江山学校教

育課長 

コミュニティ・スクールは保護者や地域への広報紙で説明したり、子

どもたちにも説明していますが、十分に浸透しているとは言えない状況

です 

田原委員 コミュニティ・スクールは、地域協育ネットなどの他の活動が保護者

に理解が進んでいってから使うほうが、より浸透しやすいと思います。 

中谷部長 コミュニティ・スクールについては、山口市は先進地と言われていま

す。協働によるまちづくりを各地域の地域づくりの受け皿となる協議会

とともに進めており、学校運営協議会にその役員が参加されることで、

学校と地域がうまく連携できている状況が多く見られています。 

田原委員 地域の役員の方の理解があっても、保護者はコミュニティ･スクールに

ついて、知らない人が多い状況であることを踏まえて施策を進めていた

だきたい。 

井上社会教

育課長 

家庭教育支援員は知識、経験の豊富な人を任命しています。増員も含

めて検討中であり、御提言を含めて連携に取り組んでいきます。スキル

アップについても、県主催のステップアップ講座などを活用しています。 

小野委員 家庭教育支援員の人材育成には県も力を入れています。家庭教育アド

バイザー養成講座を行っており、修了者を対象にステップアップ講座を

開催しています。また、講座修了者を市町と情報共有して、活躍の場の

拡充を進めています。 

川久保委員 ＰＴＡなどで、家庭教育の講座を開催しても、意識の高い人だけが集

まり、来てほしい人は集まらない。こうした制度の利用を増やすには地

域交流センターが拠点となりＰＴＡなどの団体と一緒に事業を実施する

必要があります。 

制度としては母子保健推進員がすばらしい。推進員が訪問していると

家に子どもがいない時でも、祖父母のところに行っているというような

情報が入る。一方で他から転入してきた保護者から推進員に、夜、子ど

もが泣いているという相談電話がかかってくることもある。こうした身

近な存在であることが必要です。ただ、講座への参加を促すだけでは良

くないです。 

地域教育力は大事な問題で、教育委員会が実施する事業を明確にして、

市や他団体も含めて全体で取り組まないといけないと思います。 

ＰＴＡ不要論なども出ているが、私はＰＴＡの関りとスポーツ少年団

の役割が重要と考えます。 

中村委員 ＰＴＡの状況としては、昔の専業主婦が多いときの活動と今の共働き

の時代とは活動の仕方に違いがあると思います。今の保護者はＰＴＡ活

動をやりたくないという方が多いですし、また、自分が地域を支える人
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材であるという意識が薄いと思います。地域の会議があっても３０、４

０歳代の参加は少なく、６０、７０歳代が物事を決めていく状況です。 

現役世代は、地域の活動やＰＴＡ活動への参加に消極的です。 

コミュニティ・スクールも地域行事に子どもを使うための手段に利用

されている面があります。かり出される子どもたちは、行事に参加しな

ければならないという意識になっており、大人になっても地域の行事に

参加したくないと考える負のスパイラルになっていると感じます。 

これから先、あるべきコミュニティ・スクールの姿をどうやって作っ

ていくのか、保護者だけでなく、地域の方にも周知していくことが課題

と思います。 

田原委員 今後、人口は減っていくが、働く女性は増えていくので、ＰＴＡの活

動に制限が出てくるのは間違いないと思います。グランドペアレンツの

ＧをつけてＧＰＴＡとして活動することを試みるのも良いと思います。 

また、先ほど説明のあった家庭教育アドバイザー養成講座に参加した

ときに、修了者が活躍する場を具体的に示していただけなかったが、現

在、資格の更新制度が存在するか、講座は座学が中心なのかについては

どういう状況でしょうか。 

小野委員 現在のところ更新制度は設けていませんが、過去、受講して、再度受

講するリピーターが増えています。また、講座の内容はワーキング中心

でファシリテーリングなどを体験していただくものにしています。 

田原委員 最近は心の問題が注目されているが、健全な精神は健全な肉体に宿る

といわれているので、体と心のバランスを忘れてはいけないと思います。 

教育支援員を養成する講座のプログラムに、体に関するものも入れて

ほしいと思います。 

藤井委員 家庭教育支援員は、５０歳代以上の人が多いと思いますが、子どもを

養育中の３０、４０歳代の人の方が、インターネットを活用して知識も

あるので、子育ての少し先輩として家庭教育支援員に適していると考え

ますが、子どもを持った当事者が、どのような方に相談したいかニーズ

調査をする予定がありますか。 

また、家庭教育専門相談ダイヤルの稼働率、実績を教えてください。 

井上社会教

育課長 

ニーズ調査はしていませんが、福祉部局と連携してニーズを把握しな

がら対応していきたいと思います。また、家庭教育専門相談ダイヤルの

実績ですが、平成２８年度で相談電話が２６件、訪問の実績は１９件で

す。 

村上委員長 どういう相談が多いか、具体的に示してもらえますか。 

井上社会教

育課長 

いじめ、しつけ、親同士のもめごと、発達の相談など、１歳のお子さ

んを持つ保護者から、中学生を持つ保護者まで相談を受けています。 

砂井委員 家庭教育支援員１１人の住んでいる地域はどうなっていますか。 
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井上社会教

育課長 

それぞれ地域は分かれています。訪問事業については来年度から市内

を６地域に分けて各地域２名で担当することを考えています。 

川野副委員

長 

 

 

現状と課題のところで、家庭と地域の教育力が低下しているとあるが、

全体をとらえて低下と書くのは言い過ぎではないでしょうか。しっかり

取り組んでいる地域、保護者もあります。１０年前より、真剣に取り組

んでいるように思います。 

家庭教育支援員制度では主に相談を受け持っているようですが、子ど

もと一緒に遊んだり、預かったりしてくれるとか、あるいは、保護者に

代わって叱ってくれる存在のようなことができると良いと思います。 

また、夫婦喧嘩や離婚についてなど、一緒になって親身に考えてもら

えるということがニーズになるのではないかと思います。 

子どもがいうことを聞かなかったのが、うまくいきましたというな例

をパンフレットに載せるほうが、心に響くのではないでしょうか。 

今、学校において、いじめ、非行の対応をされていますが、学校から

保護者の力をお借りしたいと、ストレートに言って伝えると協力を得ら

れるように思います。 

川久保委員 未就学児を対象とする児童館についてはどういう施設でしょうか。都

会ではママともグループがいて、活動されていると思います。山口市で

もそういう活動はありますか。 

中谷部長 児童館は児童福祉法の施設で、三和町、陶地域にあります。教育委員

会では湯田地域に児童文化センターを設置しています。 

山口市は地域子育て拠点施設を各地域に作っています。保育所や幼稚

園に預ける前に、子どもと保護者が一緒に交流する場所で市内に１１箇

所あります。また、児童館と地域交流センターが貸館としても利用され

ています。 

川久保委員 外から山口市に入ってきた人は、仲間がなかなかできない。今のよう

な施設はもっとＰＲしていく必要があります。教育委員会でも、パンフ

レット、ポスターを作成するなどすると、もっと広がっていくのではな

いでしょうか。 

藤川委員 市外からの転入時には、市役所窓口で案内としてリーフレットをいた

だいています。ブックスタートの取組もありますので、転入する本人は

子育て拠点施設などの存在を把握していると思います。 

家庭教育支援員については、民生児童委員や母子保健推進員との横の

つながりはありますか。地域内での情報共有する交流の場があると良い

と思います。 

中谷部長 本質的な課題はそこにありまして、一般的な情報の共有はできますが、

それぞれの立場の方が、それぞれ別の法律により、守秘義務があるので

具体の情報を共有しあうことが認められていない状況です。情報が共有

できるような形になるよう普及啓発をしていくことが必要と考えますの
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で、家庭教育支援員は保護者に相談を促すことも必要ですが、なかなか

現状ではそこまで踏み込めていません。 

田原委員 用語についてですが、次代とあるのは次世代のほうが良いと思います。 

保育園は保育所ですし、多文化とあるが、多様な文化ほうが一般的で

はないかと思います。 

また、留学生とのふれあいについて記載がありますが、実際の留学生

の状況をしっかり把握しないと、計画だけで実行性がないと思います。

家庭、地域の教育力の低下については記載するほうが良いと思います。

教育力と養育力はセットになりますので、これも成果とするような記載

に工夫してほしいと思います。 

村上委員長  次代については、次の時代という意味もあります。次世代は世代につ

いてさすので、少し意味が異なると思います。 

田原委員 この計画を読む市民にとっては、次代は時代と混同されることもあり

ますし、次世代の方が分かりやすいのではないかと思います。 

村上委員長  事務局は、次代と次世代の意味を整理して、記載をお願いします。 

中谷部長 小野委員に質問させていただきます。家庭の教育力について、国も含

めて低下との記載があるのは、世代間の重層的な教育力の低下が著しい

との考えから、この書き方をしていると解釈していますが、そのあたり

はいかがでしょうか。 

小野委員 家庭教育支援員のリーフレット作成時に、アンケートをクロス集計し

ますと三世代での生活は減って、家族の人数が減り、家族構成が変わっ

ていることがわかります。そうしたことから地域のつながりが希薄化し

ているとか、支えが必要であるとかという意識を書いています。 

その背景には家族構成の変化であるとか、就業体制の変化や、子ども

の人数の減とか、総合したものを記載しています。 

コミュニティ・スクールについての調査も山口大学と連携して調査し

ているので、そうしたデータを参考にすることもできると思います。 

村上委員長 それでは、①基本的方向性３については終了しまして、次に、②基本

的方向性４について事務局から説明をお願いします。 

原田教育総

務課長 

（１）②説明 

  

磯部文化財

保護課長 

歴史文化基本構想について補足説明。（資料５） 

村上委員長 今の説明について、皆様から意見をお願いします。 

田原委員 歴史文化基本構想について、津和野町の素晴らしい取り組みがあれば、

先進地を見習って、そこまでの実績はコピーして利用してはどうでしょ

うか。子どもたちに学ばせるのに、山口県の文化テストを入れるとか、

長野県では９割の人が県歌を歌えると聞きますので、歌など子どものと
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きから自然に文化に親しめるようなことをしてはどうでしょうか。 

用語についてですが、日本一本を読むまちとあるが、日本一と、本の

間にはスペースを入れてください。最後のところに、発育発達段階とあ

りますが、意味が二重になるので、成長発達段階としてはどうでしょう

か。 

川久保委員 教育委員会として、今回の計画に何を入れていくのか。例えば、図書

館が日本一になるために、どういう仕組みをとるのかを書く必要がある

と思います。 

小学生が図書館で調べようと思う課題を与えて、その中に歴史文化を

入れると良いと思います。商工会議所としては、山口検定を授業に入れ

てほしいと言っています。小中学校の自由研究に取り入れて、図書館に

確認にいったらスタンプを押し認定証を渡すなどすると、遊びながらも

山口で学んだことが心に残ると思います。 

スポーツ少年団は指導者の立場は難しいと思います。剣道を指導して

いたが、練習終了後に子どもが袴をはいたまま帰り、自転車で転倒する

と指導者が悪いとなる。教育委員会もきちんと関与する必要があります。 

また、留学生の話ですが、工場の視察に他県に行くと、工場内に礼拝

する施設がきちんとあります。学校の中でも、外国人の子どもたちが礼

拝をする施設の設置などについて研究していく必要があると思います。 

中村委員 スポーツ少年団について、その養成は教育委員会の仕事になりますか。 

井上社会教

育課長 

登録されている指導員を県と連携して育成に努めています。 

中村委員 スポーツをするからには、勝たないといけないという思いが強すぎて、

スポーツ少年団としてのあり方が考えさせられる状況があります。監督

が子どもを褒めない。スポーツの楽しさが子どもに伝わらないと思える

指導です。 

スポーツ少年団はどこまで勝ち負けにこだわるのか、本来、社会性を

身につけ、スポーツの楽しさを知るものであるべきと思います。 

指導方法や子どもたちの心理について、指導者に教えていく必要があ

ると思います。多くはトップアスリートを養成するのではなく、生涯ス

ポーツとして取り組むべきと思います。 

スポーツ少年団への支援を重要項目として取り組んでいただきたい。 

井上社会教

育課長 

スポーツ少年団は、スポーツを通じて青少年の心と体を地域社会の中

で育んでいくというものです。スポーツ少年団の中には、様変わりして、

競技スポーツとして活動しているものもあります。 

監督の指導については、あるべき指導方法を周知するため、研修会を

開いています。 

中谷教育部

長 

スポーツ少年団はいろいろ問題を抱えています。山口市の規模では、

スポーツを極める受け皿と、楽しむという受け皿の両方が整うことは難
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しい状況です。山口市では社会通念上、良識あるルールを定着させてい

く努力をしています。 

川野副委員

長  

スポーツ少年団について、教育的観点からすばらしいものに表彰をす

るとか、補助金を出すとか、そういうことで市行政のスタンスを伝える

ことができるのではないかと思います。 

郷土の文化については、郷土の良さを子どもに伝えたいのはわかるが、

授業のように教えるのではなく、資料を全てネットで見られるようにし

て、子どもたちに自分たちでプレゼンテーションをさせるとか、何かを

作らせてみることが必要だと思います。 

田澤委員 日本一 本を読むまちとありますが、これは、全国で多くの市町が手

を上げている。他市では市民の読書推進計画を策定しているところもあ

ります。他のまちとは違う、山口市の日本一 本を読むまちの風景があ

るのか、もう少し分かりやすく示すことができないでしょうか。貸出が

日本一であるとか、小学生の図書館カードの登録率が日本一であるとか、

アピールすることができると良いと思います。 

読書環境の充実に項目が多く達成できると良いと思います。その中で

ブックスタートは７割の参加率と聞いていますが。２、３割の人は参加

されない状況をどう改善していくかが重要です。 

市民の読書率について、中高生になると読書率が下がる傾向があり、

大人は減っているので、図書館がある恵まれた環境を実感するには、一

貫した計画が必要だと思います。秋穂図書館では、回想法を用いた図書

館活用をしているし、小郡図書館でビブリオバトルをすると、中学生も

面白かったという感想であったので、もう少しそういう場を提供しては

どうでしょうか。 

広島市、伊丹市では、中高生のサードプレイスとして、図書館部を作

って、チラシや本の紹介ポップを作っています。赤ちゃんからお年寄り

まで利用できて嬉しいと思えるような、日本一だなと思われるものにし

ていただきたい。 

また、市民の相談や要望を受け止めていただけるように、職員の研修

機会の増加が必要に感じます。人工知能の普及で図書館員の補助員のよ

うな職業がなくなると言われていますし、今後は企画力や経営力が必要

になると思います。 

藤川委員 学校図書館の支援の充実とあるが、具体的な計画はありますか。図書

館の指導員を増やすとか、先進的な山陽小野田市の取組を入れるとか考

えを聞かせていただきたい。 

小学生の夏休みの宿題について、自由研究では科学系の研究は良いが、

社会科のものは学校が認めていないので、いろいろ自由に研究を認めて

ほしいと思います。 

スポーツ少年団について、中学校の部活動では成果を期待される保護
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者が多いと思います。競技の実績のある先生が好まれ、経験の無い顧問

の先生を変えるよう陳情する保護者もいます。宮野小ＰＴＡでは、親育

ちの講座をやっています。いろいろな面で子どもと親が一緒に取り組む

こと、親の意識を高めることが必要と考えます。 

山田中央図

書館長 

学校図書館の支援についてですが、幼稚園や小学校については団体貸

し出しの利用が多くあります。中学校は利用が少ないので、いかに利用

してもらうかが課題です。調べ学習で利用してもらえるような資料の充

実が求められています。小中学校との情報交換もしているが、高校とは

連携が無いため、今後、啓発はしていきたいですし、現在、策定中の図

書館サービス計画で示していきたいと思います。 

江山学校教

育課長 

夏休みの宿題は、いろいろな所からの作品等の募集の依頼があり、学

校で一覧にして子どもに示しています。自由研究の内容については、子

どもの自主性が損なわれないように各学校に指導していきます。 

川久保委員 青少年の健全育成の地域社会への理解の増大に、子どもたちのインタ

ーンシップは含まれますか。先日、子どもたちがインターンシップに来

て、体験をさせたが、子どもからの御礼の手紙を見ると、こちらが伝え

たことがきちんと書いてあった。以前、中学校で市内の企業を集めて、

それぞれの企業が子どもたちにプレゼンをすることがあった。それを見

て、子どもたちは行きたい企業に取材しレポートを書くが、内容がすば

らしかった。子どもたちは、意識を持って取り組めば、しっかりしたも

のが作れるので、子どもたちに自主性を持たせるところを強調して書い

てほしいと思います。特にインターンシップを入れてほしいと思います。 

また、山大生を集めてのジョブフェアでのことだが、県内の企業を５

社言える人がいなかった。３社言えた人が５％だった。子どもたちが行

動範囲の中に、企業があることを知ることはとても良いプログラムだと

思います。 

スポーツ少年団の指導者は専従ではないので難しいです。例えば、剣

道のスポーツ少年団に子どもを入れた親に理由を聞くと、礼儀を学ばせ

たいと言うが、子どもが練習後に挨拶を済ませる前に子どもを連れて帰

ったりする状況がある。子どもより保護者の教育が必要です。 

保護者は学校と同じ教育を期待されていますが、スポーツ少年団の指

導者はボランティアなので、教育委員会にもしっかり関わっていただき

たい。 

砂井委員 スポーツ少年団ですが、親が共働きで活動に充分な協力ができないた

めに、参加できなかったり、途中で止めたりする子どもがいます。 

中谷教育部

長 

スポーツ少年団は任意団体で、教育委員会では協議会の事務局をもっ

ていますが、教育委員会のコントロール下にない状況です。全国組織の

方向性に従って、充実させていくよう努めていますが、地域にも限定さ

れないし、保護者の選択が重要になってきます。 
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今後も、いろいろな課題を少しずつですが解決していきたいと思いま

す。 

村上委員長 スポーツ少年団にも関係しますが、自己肯定感についてです。子ども

たちが楽しんでずっとやっていくことができるように持っていけるかが

重要になります。いろいろな課題があるとは思いますが、指導者が子ど

もに良い教育をしてくれると、大人になってもずっと競技を継続できる

と思います。 

中村委員 年をとっても競技が続けられる理由は、楽しいからです。一部のスポ

ーツ少年団は、子どもが楽しむことができない、自己肯定感が育まれて

いないと思います。 

また、部活動において遠征時など保護者が送迎しているが、あまり良

くない。子どもたちが自分たちで電車を使って移動する、失敗したり叱

られたりしていくことが成長することや社会勉強になると思います。押

し付けではなく自分たちが楽しみながらやっていくことが、自己肯定感

の向上にも繋がると思います。 

村上委員長 御意見をいただき有難うございました。次回に示される計画の素案に

生かしていただきたいと思います。 

それでは、次のその他になります。 

原田教育総

務課長 

３ その他 

次回の会議は、１１月中旬で調整しまして、素案を示したいと考えて

おります。 

 


