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会 議 録  

審議会等の 

名称 

第４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１２月１４日（木）１３：３０～１５：３０ 

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、岡本委員、小野委員、川久保委員、藏重委員 

田澤委員、田原委員、藤井委員、 

欠席者 ウィルソン委員、砂井委員、中村委員、藤川委員 

事務局 礒部教育部次長、山田中央図書館長、原田教育総務課長、伊藤教育施設課長 

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 

山口市教育振興基本計画の素案について 

   

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、ここからは、私の方で、議事を進行させていただきます。

議事の「山口市教育振興基本計画の素案について」ですが、本日は、こ

の素案を３つに分けて、進めたいと思います。 

 最初は、序章、第１章、第２章について、次は、第３章について、最

後は、第４章、第５章について、それぞれ事務局から説明をして、皆様

の意見をいただくように考えています。 

それでは、まず、最初に序章、第１章、第２章について、事務局から

の説明を求めます。 

石川教育総

務課主幹 

山口市教育振興基本計画の素案、序章、第１章、第２章について説明 

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 序章から記載されている年の表示ですが、再来年の５月に年号が変わ

ることが分かっているので、併記をするか、表の中では西暦の二桁だけ

で表記するほうが良いと思います。 

２ページの図の４つの力とありますが、他のものと並んで分かりにく

いので、わざわざ表記しなくても良いとも思いますが、表記するのであ

れば文字を２段にしてみてはどうでしょうか。 
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３ページの人工知能は、これからはＡＩの方が市民権を持つのではな

いかと思いますので、ＡＩと表記していただくほうが良いと思います。 

１０ページの調査は、学校ですぐに回答する調査になりますか。それ

とも家に持ち帰って書いてくるものですか。 

江山学校教

育課長 

学校で質問紙を配って、その場で回答する調査になります。 

田原委員 １２ページの目指す子どもの姿の４行目「発達・成長」とあるが、医

学的には成長と発達といいますので、「成長、発達」の順にするほうが

良いと思います。 

同じページのＩｏＴの表現をインターネットと変更されていますが、

インターネットは既に皆様、熟知されていますので、これからの時代を

考えるとＩｏＴを残してもらうほうが良いのではないでしょうか。 

原田教育総

務課長 

御指摘ありがとうございます。年号等については表記を調整させてい

ただきます。 

藏重委員 教育委員会としては、年号表記はどちらが良いとお考えですか。 

私は、平成などの元号のほうが良いと考えます。 

原田教育総

務課長 

現在、総合計画を市長部局で作成しておりますので、確認して調整し

たいと思います。 

インターネットの表記につきましては、また、委員長とも調整したい

と思います。 

藤井委員 ２ページの図の中がプロジョクトとなっています。  

４ページのグラフですが、他のグラフは平面ですが、ここだけ立体と

なっているのが気になります。 

８ページのグラフの表示が数字とカタカナが縦書きになっていますの

で修正をお願いします。 

原田教育総

務課長 

修正していきたいと思います。 

田原委員 １ページの図の中の文字が見にくいので、太文字かフォント変更をし

てはどうでしょうか。 

村上委員長 ありがとうございました。 

他に御意見等がなければ、次に移ります。 

それでは、第３章の説明を、事務局からお願いします。 

石川教育総

務課主幹 

第３章について説明。 

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 １４ページの学びを支える補助教員等の配置のところで、県内トップ

クラスはどこに係るでしょうか、多いに係るのであれば、きちんと伝わ

るように記載することが必要です。 
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２１ページの幼児教育アドバイザーとありますが、ここに書かれると

いうことは、予算化できる見込みがあるのでしょうか。 

原田教育総

務課長 

５年の計画期間中には、配置していく方向です。 

田原委員 １６ページの、主な取組の健康教育の推進ですが、「人体の機能」と

ありますが、仕組みを入れたほうが良いので「人体の仕組みと機能」に、

さらに、体のことを知った上での生活習慣ですので、生活習慣の前に持

っていくほうが良いと思います。 

同じページの学校給食の充実に、アレルギーとあるが、食物アレルギ

ーという言葉がありますので明示していただくことが良いと思います。 

２１ページのねらいのところですが、先ほどと同様に「成長、発育」

ではなく、幼児期は「成長、発達」となりますのでよろしくお願いしま

す。 

２２ページの現状と課題に、「特別な配慮を必要とする子どもたち」

とありますが、この言葉はアメリカの小児学会でもありますが、巻末の

用語説明に、どういうことを指すのか明らかにしていただくと良いと思

います。 

３３ページの図書館の機能強化にあるレファレンスサービスの提供と

ありますが、これは有料になりますか。 

山田中央図

書館長 

サービス自体は無料です。コピー等の実費は別にかかります。 

藏重委員 １４ページに、質の高い授業づくりとありますが、質も大切だが授業

の量も必要と思います。私は土曜日を活用すべきと思います。私学は土

曜日に実施しており、量をこなしていかないと塾に行ってしまうという

現状があると思います。 

また、質を高めるという点では、最終的にゴールに到達することは子

どものためになるので、学力別、習熟別に分けた授業を実施すべきと思

います。 

１６ページの運動に親しむ習慣づくりですが、部活動に外部の指導者

を積極的に活用していくべきですが、体育の授業にまで外部指導者を導

入するのはいかがでしょうか。小・中学校では、体育の授業は体育の先

生がしっかり教えるべきと思います。 

江山課長 全部の場面に導入するのではなく、トップアスリートを招くなど、あ

る一部分に入ってもらうことになります。 

藏重委員 １７ページのねらいの中で道徳が削除されているが、道徳が身につく

ようにという表現が必要と思います。規範意識だけでは、弱いと思いま

す。 

石川教育総

務課主幹 

道徳を意図的に消したわけではありませんが、主な取組のところでし

っかり記載することで足りると考えています。 
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藏重委員 やはり、取組だけでなく、ねらいの所に道徳の記載が必要と考えます。 

２２ページのところに、学校運営協議会を設置して取り組んでいると

ありますが、他にもいろいろな取組があって、それこそコミュニティ・

スクールも取り組んでいますし、屋上屋になると思いますので廃止した

ほうが良いと思います。この運営協議会の規約の条文の中に、学校長の

方針は、運営協議会の承認を得るというものがあります。学校長の方針

に学校運営協議会の承認が必要ということがおかしいと思います。 

礒部次長 第１回策定委員会でも、意見をいただいています。 

藏重委員 学校の運営方針は、校長が決めるべきです。学校運営協議会には報告

するだけで良く、承認を得る必要はないと考えます。 

また、私の体験ですが、学校運営協議会の意見が学校運営に反映され

なかったこともあります。 

村上委員長 山口県は全学校をコミュニティ・スクールとするよう進めています。

学校運営協議会は、コミュニティ・スクールの定義にあります。コミュ

ニティ・スクールの制度として、学校の運営方針は学校運営協議会の承

認を得ることになっています。 

ただ、実質的に機能させるかどうかが問題になってくるとは思います。 

藏重委員 ３４ページですが、文化財の指定登録制度ですが柔軟性がありません。 

私の寺は吉敷毛利家の菩提寺です。私の寺と向かいに日蓮宗の寺があ

りますが、墓地は荒れております。その荒れた墓地と私の寺が一体でな

いと文化財に登録できないと言われます。日蓮宗の寺の墓地は、今後、

宅地にするそうです。反対しても止められません。文化財保護法は硬直

していると思います。 

川久保委員 計画の扱い方についてです。普通の企業の目標の立て方であれば、現

状分析があって、その後に具体的な目標を立てることになる。 

この計画もそのつくりになっているが、２章までは図などがあるが、

３章以降は文字ばかりになることが、一つあります。 

次に、実施する事業は、ＰＤＣＡサイクルがで評価することができま

す。ＰとⅮばかりがあるのではなく、チェックしたり再構築したりする

ことも必要です。計画の内容については良いと思いますが、通して見る

と、わかりにくいので、ＰＤＣＡのある構成になれば、読みやすくなる

と思います。 

計画は、ホームページといったツールを使って、見られるようにした

らどうかと思います。若い人は紙の通信等を見ないです。回覧等も見な

いです。でも、インターネットは良く利用しているので、ホームページ

で、見られるようにしてほしい。 

コミュニケーション力は気にいっているので、もう少しわかりやすく

してほしいし、また、留学生とかだけではなく、もっと他にもあるので

はないかと考えますので記載してほしいと思います。 
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私は、社員のコミュニケーション能力を上げるのに、３分間スピーチ

を実施しているが、子どもたちにも朝学活などでスピーチをさせるよう

なことを書くと、分かりやすいしインパクトがあるのではないかと思い

ます。進んでいくと、次は英語でやっていくとか、他と同じでは意味が

ありません。この計画に少し足すだけで、できるのではないかと思いま

す。 

村上委員長 朝のスピーチについては、学校で例があるのでしょうか。 

江山学校教

育課長 

実施している小学校はあります。 

村上委員長 今の関連で、次のグローバルに活躍する人材育成プロジェクトでは、

英語力のことに焦点があてられています。他者理解とかコミュニケーシ

ョン力についても書いていくほうが良いのではないかと思います。 

田澤委員 計画の中にいろいろな言葉が出ていますが、横文字が多いと思います。

２３ページの教員の指導力の向上のところに、キャリアステージに応じ

たとか、あるいは、教員の負担軽減のところにアシスタントとあるが、

これは学校の中で実際に使われている言葉になるのでしょうか。また、

２５ページのＡＦＰＹなど分かりにくいと思います。ターゲットになる

市民や保護者に、分かりやすい計画にしてほしいです。 

３４ページの郷土の歴史や文化を守り伝えるのところですが、３３ペ

ージの読書環境の充実には地域資料の活用が進むように資料のデジタル

化に取り組むとあります。他市には、児童や生徒が地域の事を知りたい

と思ったときに、タブレットを片手にデジタル情報を見ると、このお寺

はこんな歴史があったとか分かるようになっているところもあります。 

歴史民俗資料館が無いところは図書館が代わりに実施しているところも

ありますが、山口市には歴史民俗資料館といった施設がありますので、

文化財の活用の中に歴史的資料のデジタル化に取り組むというところも

あったほうが良いと思います。 

村上委員長 今の点については、盛り込むことは可能でしょうか。 

磯部文化財

保護課長 

デジタル化は市の市史編纂室では取り組んでおりますし、文化財の報

告書などはデジタル化しているが、市民に知っていただく情報のところ

のデジタル化は、今後の課題と考えます。 

村上委員長 今後の方針として検討するなど書くことはできそうですか。 

川久保委員 教育委員会が実施するのか、観光関連部署が実施するのか、といった

ところがあるのではないのでしょうか。 

まちづくりの関連で、萩城をデジタル化したことがあります。教育委

員会というよりは、観光部門が実施する方が良いかもしれません。 

藏重委員 漢字と平仮名の混ぜ書きがありますが、例えば、「子ども」の「供」

を「とも」と書いています。意味があるのでしょうか。 
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田原委員 医学学会でも「子ども」と表記しています。団体でも違いますが、語

感を柔らかくするものだと推測します。 

村上委員長  第１期の計画では、用語解説が必要なものは巻末に記載しています。

この度の計画についても、読みやすいようにしていきたいと思います。 

原田教育総

務課長 

現段階で用語解説をお示しできていなくて申し訳ありません。難しい

用語は、巻末に解説して分かりやすいようにしていきます。また、子ど

もについては、総合計画では、平仮名で「こども」と表記していますし、

いろいろではあります。 

田原委員 ６ページでは、子どもの状況を示しています。第３章では、基本的方

向性に不登校、いじめ、貧困、食物アレルギーとあるので、第１章にお

いて、こういったところの記載が無いと続かないのではないでしょうか。 

もう一点ですが、せめて目次だけでも英訳し、ウェブページに載せる

と良いと思います。何か検索したときに、目次だけでも英語で出ると、

興味を持っていただくきっかけになるのではないでしょうか。 

また、１５ぺージにある、連絡帳は、将来的にはスマホで書いて送信

するようにすると、文字を書く事が面倒くさいとならないように思いま

す。 

原田教育総

務課長 

御指摘のある貧困等その他の状況についてですが、文部科学省などが

行っている調査があれば掲載するよう研究してみたいと思います。 

小野委員 ２０ページのキャリア教育の推進についてですが、子どもたちが志し

を持って体験活動を実施しますとあり、ここが一番言いたいところだと

思いますが、キャリア教育が職場体験や活動体験だけでなされるように

感じられます。学校教育のキャリア教育は自己肯定感とか自己有用感の

育成ということもありますし、言葉が足りないように思います。 

２５ページの主な取組のいじめ等への対応ですが、これについても未

然防止について対応が必要になるとと考えます。県の学校安全・体育課

が平成２８年１１月に「ＳＴＯＰ いじめ」というリーフレットを作成

しているので、その中の未然防止の観点も入れていただきたいと思いま

す。 

３０ページに体験・教育活動について記載がありますが、ここでは体

験活動の機会の充実が言いたいところと考えます。タイトルの地域社会

への理解の増大というところが理解しにくいので、より良い表現にして

はと考えます。 

川野副委員

長 

基本的方向性の施策の展開については、これまでの施策を継続すると

いうことで、内容としては全国的にも同じように進められているものと

思います。１０年、２０年の間に少しずつ改善していくような大きな課

題が多く、検証は難しいとは思います。 

これは５年の計画となりますので、プロジェクトは別にはありますが、

この５年間で重点的に取り組んでいくことを、基本的方向性の施策の中
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にも表現して記載しても良いのではないかと思います。 

また、１７ページの下のところの公衆道徳は、あまり使わないので社

会規範を学ぶといった表現が良いのではないかと思います。 

藏重委員 私は、公衆道徳という表現が分かりやすいように思います。 

原田教育総

務課長 

事務局で検討したいと思います。 

田原委員 先ほどの、いじめなどの現況のことは、県のレベルではいろいろな情

報が出ていると思いますので、そういったものを使って記載していただ

きたいと思います。 

村上委員長 ありがとうございました。 

他に御意見等がなければ、次に移ります。 

 れでは、次に、第４章、第５章の説明を、事務局からお願いします。 

石川教育総

務課主幹 

 第４章、第 5 章について説明 

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。 

藏重委員 ３７ページの小学校の英語教育は担任が行うのですか。  

江山学校教

育課長 

担任が実施します。 

藏重委員 教科担任制が必要になるように思います。 

村上委員長 教科担任としては、小学校では、理科など準備に時間がかかるものは

高学年などにおいて教科担任制がとられています。英語については先生

方への研修はしっかり実施されていくということだと思います。 

田原委員 電子黒板を整備するということは、カリキュラムの標準化をすること

になると思います。英語は正しいものを全児童が享受できるシステムが

目標だと思います。小さいときのインプットされる情報は、ものすごく

重要ですから幼稚園にも電子黒板の配置をして良いと思います。 

村上委員長 早くから英語嫌いを作らないようにしないといけないとも思います。 

川久保委員 山口大学には中国人の留学生が４００人いると思います。 

山口市がグローバル化を進めるときに、英語はもちろんですが、スペ

インとの交流もあるし、ここではもっと交流するということに力を入れ

るべきと思います。 

一般人だけでなく、大学は山大があって、県大にもフィンランドから

来ている人もいるので、そういった人の力も借りて、英語に限らず具体

的なプログラムを作っていただきたいと思います。 

村上委員長 用語として気になっているのが、プロジェクト２です。ここでは、人

材という表現を使っていますが、これは人を材料としてみています。 

大学などの高等教育機関で育成するということは分かりますが、義務

教育の中で書くのはどうかと思います。資質育成とか、活躍する基本的
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資質を身に付けることを狙っていますなどの記載のほうが良いと思いま

す。 

また、上のほうの記載では、他者理解や語学力、コミュニケーション

能力をあげていますが、ここに書いてあるのは、英語のことがほとんど

になっています。ここにコミュニケーション能力を高めることを入れる

ことが良いと思いますので、１９ページにあるような、コミュニケーシ

ョン能力、資質の充実を書くことで、全体のバランスが良くなると思い

ます。 

藏重委員 私も資質の育成に賛成です。 

岡本委員 第１期計画には、心のプロジェクトがありますが、この２期の素案で

は除いてあります。心の教育が大切だと言われているときに何故除いた

のでしょうか。理由はありますか。 

石川教育総

務課主幹 

除いたという意識はありません。プロジェクトとして取り組む事業を

あげることができなかった状況です。 

岡本委員 プロジェクトとしてこの５年間でやっていくというところが、少しの

項目でもあったほうが良いと思います。 

原田教育総

務課長 

経常的な取組内容については、プロジェクトとして位置づけが組み立

てにくいと考えてあげておりません。目指す方向は言われるとおりです

ので、プロジェクトとしてあげられるものが、どのくらいあるかどうか

確認しまして、最終的にプロジェクトにあげられるかどうかを判断させ

ていただきたいと思います。 

村上委員長 御意見をいただき有難うございました。 

それでは、これで次第の２の議事が終了しましたので、進行を事務局

にお返しします。 

今後の、スケジュール等について、説明をお願いします。 

原田教育総

務課長 

３ その他 

今後のスケジュールについてですが、本日、皆様から意見をいただき

ましたものにつきまして、事務局で修正をいたしまして、村上委員長さ

んと協議させていただき計画案とさせていただきたいと考えておりま

す。 

事務局といたしましては、今後、修正、調整した計画案を、皆様に送

付させていただくとともに、２月にパブリックコメントを実施したいと

考えております。 

また、本日の御意見から、今後の大きな変更等は、想定しておりませ

んので、策定委員会の開催については、本日で終了とさせていただきた

いと考えております。 

村上委員長 事務局の提案について、よろしいでしょうか。 

 （はいと、言うものあり） 

 


