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第２回 備前市総合教育会議 議事録 

 

１ 日 時 令和元年１１月２５日（月） １４：３０～ 

２ 場 所 備前市役所２階南応接室 

３ 出席者  

（１）構成員 田原 隆雄 市長 

奥田 泰彦 教育長 

松本 友見 教育委員 

立花  朗 教育委員 

（２）事務局 佐藤 行弘 市長公室長 

岩﨑 和久 企画課長 

吉田 祐介 企画係長 

（３）関係者 田原 義大 教育部長 

大岩 伸喜 教育部次長兼教育振興課長 

朝倉  健 学校教育課長 

波多野靖成 幼児教育課長 

横山 裕昭 文化振興課長 

竹林 幸作 社会教育課長 

４ 協議事項 

（１） 旧閑谷学校創学３５０年記念事業について 

（２） 蕃山記念館（仮称）整備事業について 

５ 議事内容 

○事務局（佐藤室長） それでは、これから総合教育会議を開催したいと思います。 

 本日は、お忙しいところ会議に出席いただきましてありがとうございます。司会進行を

させていただきます佐藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして田原市長より挨拶をお願いいたします。 

○田原市長 教育委員会議に引き続いての総合教育会議ということで、お疲れのところよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 年に何度かしかない会議であり、また定例議会直前の会議ということで、私の出張の日

程もあって急遽日程変更もお願いしたということでありますけども、全員の出席ができる
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日程調整を十分考えていただきたいということを事務局に申し述べておきたいと思いま

す。市長部局と教育委員会が十分意思疎通を図って、市の教育行政が円滑に進めるように

配慮をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 本日の協議事項は、来年の閑谷学校創学３５０年に当たる記念事業、また関連の蕃山記

念館（仮称）についてを議題といたしております。来年度の重要施策でもありますので、

当初予算にも関連することでもありますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 今日は大変ご苦労さまです。よろしくお願いします。 

○事務局（佐藤室長） 続きまして、教育長よりご挨拶をお願いします。 

○奥田教育長 先ほどの教育委員会議から引き続いての会議ということで、委員の皆様は

お疲れさまです。 

 今、市長も言われましたけれども、教育委員会と市長部局と協議をすると、情報交換す

るという機会があまりありません。特に教育委員さんと市長部局の方々と意見交換する機

会はあまりありませんので、年に何回かある貴重な機会ですので、教育行政を進めていく

上で市長部局にお願いしたいこと、逆に市長部局が推進していく事業で教育委員会に協力

を求めていきたいこと等についてしっかり意見交換をして、スムーズにそれぞれの事業が

進むようにしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○事務局（佐藤室長） ありがとうございました。 

 それでは、この後の進行につきましては、運営要領第３条に基づきまして総合教育会議

の議長であります市長にお願いしたいと思います。お願いいたします。 

○田原市長 それでは、早速１番目の協議事項であります旧閑谷学校創学３５０年記念事

業について入らせていただきたいと思います。 

 事務局から説明を願います。 

○横山文化振興課長 それでは、お手元にＡ４、１枚ですけども、配付させていただいて

るもの、令和２年（２０２０年）の閑谷学校創学３５０年記念事業及び「日本博」予定と

いうことでタイトルがついているものをご覧いただけたらと思います。 

 旧閑谷学校顕彰保存会では、来年、年が明けたら創学３５０年なんだというような位置

づけで言われていることもありまして、今年度、令和元年度に行う「論語かるた大会」ｉ

ｎ閑谷学校、これにつきましてもテスト的に行いますが、一応一番に上げさせていただい

ております。予選を県青少年教育センターのほうで行い、特別史跡旧閑谷学校の国宝の講
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堂で決勝を行いたいというふうなことで考えております。 

 募集につきましては、近々チラシができますので、そちらを配布して募集に移りたいと

思いますが、地元伊里の小学校、中学校では備前市が作りました論語かるたを使いまして

独自にかるたの大会等を校内で行っていただいております。新聞でご覧いただいた方もい

ると思いますが、そういった形で徐々に醸成を図っていただいているところでございま

す。 

 それから、２番目、同じく論語かるた大会でございますが、来年につきましては今の予

定ではもうちょっと時候のいい時期に行えたらというふうに考えております。今回の個人

戦に加えまして、できれば団体戦についても取り組めたらというふうな思いでおります。 

 それから、アートプロジェクト事業でございます。こちらにつきましては、旧閑谷学校

を活用させていただきまして、日本遺産である教育遺産群の旧閑谷学校ともう一つの日本

遺産、六古窯の備前焼、こちらのコラボレーションということで、プロジェクトの一環と

してやっております。 

 来年度につきましては、３５０年の記念事業となりますように公募制にしてプレゼンを

行い、意欲、内容の高いところについて採用していければというふうに担当課内では話を

しておるところでございます。 

 続きまして、巡回展とありますが、こちらにつきましては米印で書いておりますように

特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会のほうから提案を受けたものでございまして、教育遺産群

ということで教育に関する資料について展示を行っていきたいということで、和気町を含

めて依頼を受けておるところでございます。備前市については、加子浦の歴史文化館、そ

れから歴史民俗資料館で行えたらというふうに考えております。それぞれの地域性を含め

まして、教育資料について顕彰していく機会となればというふうに考えております。 

 それから、これは新規事業といいますか、新しい取り組みにもなりますが、今回１１月

１日に行いました薮井佑介さんの事業が実は日本博の参画プロジェクトの認証を受けたも

のということで、来年度のプレイベント的に行いました。来年度につきましては、今回上

げております３５０年の記念事業の中で日本博に見合うものがあれば、１２月中に仲立ち

をしてくださっておりますＳＡＰ、それからＪＲ西日本さん等と検討を重ねて文化庁のほ

うへ申請していきたいというふうに考えております。 

 その中でも、ここにはちょっと提案イベントということで上げておりませんが、論語か

るた大会についても施設の内容を踏まえた非常にいいものであるので、日本博のほうの事
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業としても見合うものではないかというようなことを先日、金曜日に打ち合わせをしまし

たが、そういうふうなご意見もいただいているところでございます。 

 それから、提案イベントとしまして、先ほど言いましたアートプロジェクト、それから

地域の伝統芸能について掘り起こしというとちょっとおこがましいんですが、そういった

ものを顕彰しながら旧閑谷学校のほうで披露するとかいうようなことが複数回考えられな

いかなというふうに思っております。 

 今、地域担当職員のほうでそういったものを掘り起こし等をしていただいてるようにも

聞きますので、そういったところと状況を踏まえながら取り組んでいけたらというふうに

考えております。 

 それから、これは私どもの所管ではないんですけども、備前焼まつり、それからアウト

ダイニングとしておりますが、野外での食のイベント、こういったものも日本博の中で有

効ではないかと。これについては、場所等の課題が今あるようでございますので、産業観

光課と閑谷学校を含めて至急検討をしていくようなことになろうかなと思います。 

 それから、その他通常行っております事業につきましても、先ほど言いましたように日

本博の、それから３５０年の意義と見合うものがあれば、そういった事業として来年度取

り組んでいけたらというふうな思いでございます。 

 それから、ここには書いておりませんが、旧閑谷学校を所管しております岡山県の文化

財課、それから旧閑谷学校の顕彰保存会等におかれましても式典、講演会、それから異文

化交流のイベント、そして私どもが提案しております地域の伝統芸能と少しかぶるところ

がありますけども、そういった伝統芸能のイベントについても提案されておりますので、

また年が明けましたら岡山県と調整会議をするということで思っておりますので、そこら

あたりで決めていきたいというふうに思っております。 

○田原市長 事務局から説明をいただきました。 

 それでは、ここから協議ということでありますので、委員の皆さん方からのご意見、ご

質問、質疑等、自由に忌憚のない意見をお願いしたいと思います。 

○奥田教育長 １個いいですか。 

○田原市長 はい、どうぞ。 

○奥田教育長 論語かるた大会、来年の３月とそれから１０月に実施という提案が文化振

興課のほうからありました。 

 ３月については、普通に読み札を読んでとるという普通のかるた形式で多分いかれると
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思います。そういうかるた大会の方式なんかも多分パンフレット等に刷り込まれていくん

じゃないかなというふうに思います。 

 １０月については、この間横山課長、一緒に聞いたと思うんですが、森熊男先生からち

ょっとレベルを上げて、意味を、訳を読んでとるという、札を。ちょっとレベルが高くな

るんですが、そういったものも入れて変化をつけて大会をしてはどうですかというご提案

もいただいておりますので、１０月については内部で検討させていただいて、ただ単に読

み札をとる大会ではなくて、何か一味ついたような形にはしていきたいなというふうには

思っております。またアイデアがあったらよろしくお願いしたいと思います。 

○田原市長 もう少しあれが浮かんでこんのですけど、どういう。 

○奥田教育長 訳を、読み札で「あ」なら「あ」で、「あ」をとるでしょう、普通は。じ

ゃなくて、論語の意味をこちらで言って、それに関係あるのをとっていくという、ちょっ

と高度になる。 

○田原市長 はい、どうぞ。 

○横山文化振興課長 ３段階ぐらいそれはレベルが高くなると思いますので、上の句を言

って下の句を言うというような、百人一首のような形式もあると思いますし、意味を言っ

てというとかなり、学年等によってはちょっと分けるとか、何度かやった後にはそういっ

たところにたどり着ければというふうな思いもございます。 

○田原市長 ほかにございませんか。 

 はい、どうぞ。 

○横山文化振興課長 それから、ここにはイベントとしては書いてございませんが、閑谷

学校が教育遺産群の日本遺産の認定を受けてから５年少々たっております。各地に認定を

受けたときにのぼり等も立てておったんですが、今余り姿を見なくなっております。それ

から、地域のほうからも要望を受けたりしております。そういったことから、この機をま

た捉えましてそういったものについても設置をするとか、それからＰＲのグッズのような

ものについても多少これから予算要求等でお願いしていければというような考えもちょっ

とあります。 

○田原市長 それはどういうような。日本遺産認定ということなの。３５０年記念いうこ

となの。世界遺産を目指していう。どういうふうなことを思ってるわけ。 

○横山文化振興課長 もう市長が今申し上げられた３つの点を全て網羅していけたらとい

うことを。 
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○田原市長 他にございませんか。 

○松本教育委員 すみません、ちょっと日本博のこととか、組織、団体が行うことなんで

余り具体的なところが出てきてるわけではないので、ちょっと意見がしにくいんですけ

ど、割とそこの主催者というか、組織で動かれるので、この今の時点でいろいろ意見を聞

かれてもすごく困るのはそのことがあってなんですけどね。 

○田原市長 はい、どうぞ。 

○横山文化振興課長 おっしゃるとおりで、実は先週金曜日に今回せとうちパレットとい

うことで瀬戸内海を対象に、岡山県だと後楽園で行われております幻想庭園とか閑谷学校

の美観地区で行われているもの、それから尾道、それから四国も一部ありますけども、Ｊ

Ｒ西日本がもともと中心となりまして取り組まれているもの、実を言うと新幹線の駅が中

心であろうと思いますが、最初はそういうことで行ってたので、実は今年度から３カ年行

われます。来年の２０２０年を中心として行われるんですが、今年は備前市のほうはお声

がかかっておりませんでしたので、独自に１１月１日のイベントを参画プロジェクトの認

証をいただきまして、日本博のロゴマークを入れたチラシを作成しました。 

 来年度は日本博のイベントに見合うものを含めてＪＲ西日本を利用して来ていただくと

か、閑谷学校、備前焼という２つの大きな伝統資産を生かしながら、日本の美を全国、世

界へＰＲしていくようなイベントとして行うために日本博というのを文化庁も企画されて

おりますので、そのほうに乗っからせていただこうということで、先日お聞きしましたと

ころによりますと、これは実際には主催・共催型のイベントに今エントリーされておりま

す。毎年申請するので、必ず通るとは限りませんが、通った場合は文化庁のほうから予算

が出ます。それにプラス備前市も持っておけば、よりグレードの高いものができるという

ことで、実際にはどうもほとんど出るようなものになりそうです。ただ、内容が伴わなけ

れば該当にならない部分については予算はやっぱり持っておく必要が出てくるだろうし、

グレードアップを確実にやろうと思ったら、備前市は予算を確保しておくべきところだと

いうふうに考えます。 

 １２月中にやりとりをして、１月に文化庁へエントリーするというようなスケジュール

で聞いておりますので、そのような形で検討していきたいというふうに思っております。 

○田原市長 それは分かったんだけど、じゃあ文化庁が大半のことを持ってもらえるとい

うそういうメニューについては、ＳＡＰさんがこういうメニューがあるんじゃないですか

というのは向こう側が何らかの提案をしてくれるわけ。うちがこんなことをしたいと言う
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んかな。どんなんかな、そこは。 

○横山文化振興課長 まず、うちがこれを先日お見せして、これに見合うものがあるかと

いうことで、私はここの提案のところへ論語かるた大会を入れておりませんでしたけど

も、これは非常に史跡の趣旨等も反映しているので、こういうのもいいんじゃないんです

かというようなことを言っていただきましたので、これは含めていきたいというふうに思

っています。 

 文化庁もメニューの中にはこれは該当しない費目というのを持っております。そういっ

たところがある場合はやはり持っておかないとできないということになっていきますの

で、必ずしもできる範囲でやるだけでしたら、それでいいと思います。 

○田原市長 いやいや、そやから、こういう行事をやったらどうかというような、うちが

余り金を出さずにすごいものが何か考えられるのかということを言よん。そういう提案は

してくれるのいうて。 

○横山文化振興課長 それは協議をしてみないとあれですけども、うちのほうがこれはど

うだと言ったほうがいいと思います。 

○田原市長 うちのはせいぜいこれだけのものじゃ。これだけのもんやったら、うちの器

の中でぐらいしかできん話じゃないん。だから、文化庁が持ってくれるんなら。ねえ、教

育長。すごい、すばらしい何か、そういうことがあそこへ。日本の有数な能の人でも呼ん

できたらということもできるんかなという意味のことを言ってるんです。 

○横山文化振興課長 はい、その辺ももう一度確認してみたいと思います。 

○田原市長 こっちが提案せんとあかん言よったな。 

○横山文化振興課長 はい、先日もそれは金曜日にお話ししたんですが、向こうからは言

ってくれませんでした。 

○田原市長 私が言うのに、うちが提案したらうちが持たんといかんようなことだった

ら、うちのレベルのしかよう提案できんと。自分とこの負担がぎょうさんかかるんなら

ね。向こうが持ってくれるんなら、立派ないいやつを、採用されるかされんかは別として

提案すりゃええし。その辺しっかり提案して。 

○横山文化振興課長 場所が場所ですので、県や管理している保存会と協議して、エント

リーについて考えてみたいと思います。 

○田原市長 事務局はどうですか。 

○事務局（岩﨑課長） 分かります。分かりますけれども、市長が今期待されてる程度の
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大きな事業というのはなかなか難しいかなと思います。というのは、この日本博で提案さ

れてるＪＲ西日本の企画なんですけども、ＪＲ西日本が実際にやりたいのは岡山市と広島

市付近のいわば岡山で言えば後楽園、倉敷、広島では宮島、尾道、そういったところの大

きなイベントの提案をされて、そこを採用されています。この２０１９年においては。そ

ういったものと見合うだけの提案するものがあるのかなというと、なかなかちょっと疑問

に思いますし、恐らくＪＲ西日本さんがやりたいんであれば、恐らくＪＲ西日本さんが閑

谷学校でこういうものをしたらどうかという提案をされたはずなんですけど、そこまで言

われないということについては、そう大きなものは期待されてないのかなという気はして

ます。 

 ですから、今の段階、僕自身、個人的な意見ですけども、ある程度そう大きなものを狙

うんじゃなくて、既存のものでできるだけグレードアップしたもの、そういったものでの

提案をしていったほうが現実的かなというふうに思っています。 

○田原市長 ほかに。 

○事務局（岩﨑課長） それとちょっと１つ補足させてください。 

 明日なんですけども、明日２６日の午後からこの３５０周年の関係と熊沢蕃山の没後３

３０年ということも踏まえて、備前市全体でいろんな情報共有しておく必要があるのでな

いかなということで、県の文化財課、それと閑谷学校の保存会、市の教育委員会、その他

備前市内の各種団体、商工関係、観光関係、自治会、それと伊里のまちづくり会議ですと

か、熊沢蕃山の顕彰保存会ですとか、そういった方々に大体今２０ぐらいの団体に集まっ

ていただいての情報交換会を明日調整会議として開かせていただこうと思っています。こ

れを何回か重ねて、皆さんが同じ方向を向いてこの３５０周年という節目の年を効果的に

アピールしたいと、そういったような考えで今後進めていこうと思ってます。 

○田原市長 かなり温度差があるからね。それをやらんとぎくしゃくすると思うので。伊

里地区にしたって顕彰保存会の人たちが蕃山記念館を一生懸命やっている。その辺の温度

差があるんで、情報共有して足並みそろえてやってください。 

 それじゃ、次へ移ってよろしいですか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○田原市長 それじゃ、２番目、蕃山記念館について事務局から説明をお願いします。 

○田原教育部長 資料をお配りさせていただいております。本日の教育委員会定例会で説

明させていただいた資料でございます。 
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 その中で、熊沢蕃山の顕彰については先般の９月の教育委員会定例会において要望事項

の確認、報告をさせていただいたところです。そういった中で、熊沢蕃山の顕彰とその意

義、教育委員さんの皆さんにはまず顕彰と意義、総合計画との関係、社会教育法とのかか

わり、そういったことについてご説明をさせていただいております。 

 蕃山記念館整備に関する検討について、現在まで内部で検討している旨、報告を行って

おりますが、要望は市長の意向、財政当局を含めて種々検討してまいった旨を報告させて

いただきました。 

 内部検討項目として、整備の必要性であるとか、建物がどうあるべきか、そういったこ

と、それと維持管理上の課題、それと記念事業としての情報発信インパクトの課題、施設

再編計画との整合、財源の問題等について情報提供を行いました。 

 今回、方向性の一つとして、裏ページにございます施設整備の際の基本的な考え方の検

討案を提示させていただいております。委員の皆さん方からもさまざまな意見が出されま

して、継続的に協議していくと。本日、３名の教育委員ということでしたので、継続で協

議させていただくことにしております。 

 以上です。 

○田原市長 ７月の教育委員会でこの件については公民館事業と連動してというような結

論でもって私のところへ来たけど、私ははっきり言ってそれはだめだということで切りま

した。皆さん方は不満かもしれませんけども。 

 これについて、私はもう３年も前から、就任したときから、これは３５０年の記念事業

でやるんだという目標を打ち立ててます。そういう中で公民館にすると、伊里の公民館が

できあがる年限が果たして明示できるのかというような問題、それから地元の動き、そん

なことをひっくるめてこれはこの時期が適切であるということで是非やるべきだというこ

とで差し戻しをさせてもらいました。 

 加えて、地元から要望が出てる。その要望について何ら答えを出さずに今まで放置して

るのはやっぱり問題があるということを含めて、再提案をさせていただいているというこ

とを理解をしてご意見をお伺いしたいと思います。 

 議会での一般質問における答弁でも、私の方針は発言させていただいているつもりです

し、今まで伊里地区でのいろいろな会合でも私はこういう方針であるということは繰り返

し話をしている内容です。 

 資金的な問題についても、クラウドファンディングという方法もあるじゃないですかと
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いうことも話をして、市内外にそういう呼びかけもしてはいいんじゃないかという具体的

な提案も今までしてきているので。 

 どうぞ。 

○松本教育委員 私は思ったんですけども、私は教育委員になりましたときに知行合一っ

ていうので初めに市長とお話ししておりますこともございますし、ふだんから心即理と

か、そういう陽明学寄りの考えで実践が大切だみたいな感じで、とにかく動けるみたいな

感じのところがあるので、その中に置くとやはり蕃山先生の教えっていうのがすごくたど

らなければいけない道だと思っているところがありまして、何かもう一層ネタみたいにな

ってきたんですけど、私は、太山寺がある伊川荘というところ、蕃山先生が１０年おられ

たんですけど、そこの親とかが出身だったものだから、熊沢蕃山先生というのは小学校の

ちっちゃい学年のときから知っていて、こっちに嫁いでからまた蕃山が出てきたみたい

な、呪いかもしれんとかっていうようなことなんですが。 

 やっぱり蕃山先生がそのとき私がずっと３０年間お世話になった神戸の垂水っていうと

ころでもやはり松平信之公のもとで、結局幽閉されてるわけじゃないけど、やっぱり大分

調達されてる形で治山治水っていう事業を行ってたりされている形跡をたどったりするこ

ともございまして、そのことを考えると顕彰していくっていうか、こういう施設がないこ

ともありまして、ほかに。４年しかおられなかったんだけれども、そこに親のお墓をつく

っていったりとかすることもあると、本当は４年以上いたかったんだけれども、池田のほ

うのもともとのあれがうるさかったらしいので、そういう形をとって最後は古河のほうま

で行ってますけれども、そういうことを思って。でも、多分心のふるさとと思われている

のはここなのかなと思うと、そう思うところがあるんですけれども、片や蕃山先生ってい

うのは突貫工事みたいなのが大嫌いだったっていうこともあるので、つくったけれども適

当な感じで、ここにつくったのがっていうことになったらすごく困ったりするので、やは

りしっかりした。 

 私は初め蕃山地区じゃないですが、そのあたりにつくれる話なのかなっていうふうに一

番初めのころは思っていたんですけれども、そうでないのであればせっかくつくったけど

みたいな感じのことになるとすごく違う気がするので、大事に考えてみたいなと思ってい

ます。 

○田原市長 松本委員さんは熊沢蕃山についてそれなりの知識を持ってこの議論に参加さ

れてるんだけども、私はずっと言い続けとんだけど、ほとんど蕃山そのものについて何の
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関心も示さずにずるずるおるから、こういうことになってしまう。だから、私は３年前か

らこういう話をして、例えば市の「すべては子どもたちのために」、「備前市らしさ」と

かいうようなことは書いてるけども、備前らしさというのは一体何なんですかということ

を企画の総合計画なんかにも書いとんだけどね。それについて、やはり私はここに閑谷学

校という一つのシンボルがある。そこで何をしてきたのかというようなことを含めて、こ

れは備前市にとっては大切な一つのものなの。それのシンボルとなるべきものがたとえ小

さくてもそこでスタートするべきだということをずって言い続けてきてるわけ。反論があ

ればどうぞ言ってください。場所についても、それは当然場所としたら正楽寺の前や邸宅

跡だってそれはいいでしょうと。しかし、それは誰が世話をするんですかということを含

めて、いろいろな話し合いの中で小さくても公民館のそばでやって、その運営は公民館の

人たちがやり、地域の人たちがボランティアでやっていくというような形で運営費も抑え

られるじゃないかということも含めて場所はここじゃないかという提案をしてるわけ。 

 それはそれが一番いいんでしょう。じゃあ、それが何年後にできるんですか。公民館、

来年は三石、その後、どこをするの。そういうようないろいろ総合的に考えれば、まずこ

れで一つの、全国どこにもない蕃山の拠点となるものを、小さなものでもスタートするべ

きじゃないかというのが私の主張です。ですから、７月の教育委員会の公民館計画を待っ

てでいいんじゃないかいうことについては私は拒否しました。いや、これしかないと。今

しかチャンスはないんだと。これはもうこういう世界に生きてる者としての時期、これは

今だということです。３５０年記念、閑谷学校創学を提唱した蕃山の記念だという、そう

いう提案をしてます。 

 どうぞ、ご意見があれば。 

 これ、すごいいい文章にまとまっとるじゃないの。顕彰とその意義について。これをも

っともっと大々的にみんなに理解してもらおう。誰が書いてくれたんか。わかりやすく、

いいようにまとめてくれとるけど、このとおりだと思う。なぜこれをもってアピールせん

のということを言いたいわけです。 

○横山文化振興課長 建設のことではないんですが、顕彰について来年度そういう節目の

年ということもありますし、日本遺産の構成文化財で蕃山宅跡を入れたりしとるというこ

ともありますので、来年度熊沢蕃山についての講演会あるいはシンポジウムのようなもの

をやれればというふうな思いと、それから今年調査費等を予算づけしていただいておりま

すので、来年の企画展ができるような準備ができたらという思い。それから、これから予
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算ヒアリング等ありますけども、小・中学生向けに３００年祭のときに「蕃山先生」とい

う小冊子をつくっております。これについて、復刻版をつくらせていただいて小・中学生

に啓発ができるようなものができればという思いも持っております。 

 また、うちのほうから言うのはあれですけども、そういったものを利用しながら学校に

おいても総合の時間等で学習していただくとかいう取り組みをしていただけたらというふ

うな思いも持っておりますので、これからそういったものを要求させていただいていこう

と思っています。 

○田原市長 それは子供さん向けいうて言うけど、大人が知らんのじゃもん。子供さんも

わかるというような言い方をしてください。子供にいうたって親が知らんのに。３０年前

はとにかく知事を頭に持ってきて、とにかくそれをやったけど、それっきりで終わっとん

よ。その３０年間何をしとったんかって言いたい。そやから、もっともっと大事にするべ

きだと思う。 

 私は率直な感想やけども、よそから来られとったらわかる。備前市は歴史を余り大事に

しない。反論があったら言うてください。 

○立花教育委員 反論じゃないんですけど。 

○田原市長 歴史は大事にしたい。それから、邸宅跡がある、蕃山の。正楽寺の近くに

ね。そこが文化財になっとったら、そこへは建てられんわけよ。そやろ。そこへ建てさせ

てくれいうて絶対建てさせてくれっこない。なら、ほかに土地を求めて建てんといかんの

や。そやから、場所についての言い方についても、蕃山の人にも私は聞いたら言うよ。そ

こがええかもしれんけども、建てる場所は購入せんといけませんよ。それから、後、面倒

をあなたたちが見てくれますか言うたら、皆、黙ってしまう。そういう中で、じゃあ、後

を見てもらえる人、それから場所も公有地があるそこを。いや、適地とは思わんよ。もっ

とええとこがあればということと、公民館を建てるときに邪魔にならんところということ

になると、それはほかにもあるかもしれんけど、まず現実的なこれからスタートしたらえ

えんじゃねえかなと思うてます。 

○立花教育委員 １ついいですか。 

○田原市長 はい、どうぞ。 

○立花教育委員 そこへ、伊里公民館で仮に建てたとして幾らかかるんですか。お金は幾

らかかるんですか。 

○田原市長 今５，０００万少々と。 
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○立花教育委員 でしょう。それだけのお金を税金として投入するわけでしょう、結局

は。先ほど市長が言われたように大人も知らない。蕃山さんのことを大人も知らないんだ

から、そんなところへって言うたら失礼な言い方になるかもしれませんけど、多分市民の

皆さんの賛同は得られないんじゃないかと思うんですが。いやいや、大半の方が賛成だ

と。何かアクションを起こしたり何か動こうとするときには反対意見は必ず出ると思うん

ですわ。１００％皆さんが足並みそろえていけることはないんだと思うんですけど、ある

程度は半数以上の賛同を得て、伊里の公民館の建てかえの必要もあるんでしょう。そした

ら、それが建てたことによって無駄になる可能性も否定できないところじゃないですか。

ですから、その辺も含めてもうちょっと慎重にやられたほうがいいんじゃないかなと私は

個人的には思うんですけど。 

○田原市長 無駄にならんようにしたらええんです。ということと、それは５，０００万

の価値があるかないかというのは歴史が後々感じる評価でないかと思う。 

○竹林社会教育課長 さっきの教育委員会議でも一応そのあたりの公共施設のマネジメン

ト計画も含めまして、公民館は、今、三石で建て替えを予定しています。その後は市内の

公共施設の建築年次等も含めて計画は具体的に立てていかなければいけないというような

中で、当然伊里もそういった計画の中には入ってくるということで、先ほどもそのときの

取り扱い等も十分検討はしていかなければいけないというようなことはお伝えはさせてい

ただきました。 

○松本教育委員 ちょっと意味があるあれなのかはわからないですけど、私はいつも熊沢

蕃山を知らないって言われたら、じゃ、大塩平八郎は知ってるみたいな感じで、中江藤樹

で熊沢蕃山で大塩平八郎になって、佐久間象山で吉田松陰ですかね。で、高杉晋作、西郷

隆盛、どれだったらわかりますかっていうところからお話しさせていただくようなとこが

あるんですけど、それが明治維新っていう日本の近代の民主の形成した流れと言えるのが

その陽明学っていう。多分陽明学とはその当時言っていなかったと思う。心学っていう

か、心なんだよみたいな。 

 心っていうのは、自分が何を行えばいいかっていうのはもともとみんな持っているんだ

よっていう教えが陽明学ですよね。朱子学っていうのは、知識から得たら、知識から得る

んだよみたいな。知識から、だから儒学ってもともと何を言ってるか。聖人になる道なん

ですけど、それを知識から得てっていうのが朱子学で、陽明学はそうじゃなくて、すぐ動

きながら、知識が入るまでじっとしてても何もわからないけど、体験型、どっちかってい
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うたら体験型な学びみたいな感じには捉えているところがあるんですけど、そんなふうに

思うんですけど。 

 だから、そこの蕃山先生は知らないかもしれないんですけど、蕃山先生はいろいろ拘束

中にいっぱい書物を残していて、私も余り読めてないんです。１つぐらいしか読んでない

んですけど、ちょっと読みたいなとこのごろ思っているんですけど。やはりそういうこと

を考えていくと、吉田松陰は知ってるとか、そんなとこにたどるような気がするんですけ

ど。たしか日本陽明学の流れはそんな感じで書いてあったように思ってるんですけど。 

○田原市長 ですから、大塩平八郎……。吉田松陰は萩の人、うちには熊沢蕃山というす

ごい人がおったんですよ。やっぱりそれは３０年前にそういう形でやったけども、それか

ら何の努力もせずに今に至る。ほいで、私が火がついたように言ってるけども、私がやめ

たらこれもまたそれっきりになるんじゃないの。そやから、私の責任の中でこれは是非や

らせてほしいということを訴えます。 

 だから、備前市民が立花委員のようにそんなもん要らんいうて否決するんならそれだけ

のもんで、仕方ない。 

○立花教育委員 そんなもん要らんっていう話じゃないんですよ。 

○田原市長 そやから、無関心なことであったらいかん。これは関心のあることとして

我々は訴えていくべきじゃないかという、それの一里塚としてたとえ小さいものでもした

ほうがいいんじゃないかというのが私の提案。それは公民館のあれであった。じゃ、公民

館は何年後にできるの、そのときにどういうようになるのいうて言うと、またこれも立ち

消えで終わってしまうよという。そういう心配を含めて私は強く言うとる。 

○立花教育委員 すみません。ごめんなさい。僕は反対してるわけじゃないですよ。 

○田原市長 そう言うと。 

○立花教育委員 いやいや、ただ無駄がないようにやりましょうっていう話なんですよ。

箱物を建てて、またお金がかかるは、どうですかねっていう話だけで、いやいや、全然反

対とかというあれじゃなくって、ほかのとこにも候補地があるんじゃないかっていうこと

を模索してもらってということを言いたいんですけど。 

○田原市長 それもそのときにも話をして、じゃ、そこの、例えばあそこでするとしたら

東側にしたほうがいいのか、西側にしたほうがいいのかいう話もしたじゃないですか。ね

え、先生、そうでしょう。東側でしたら西側の家が取り潰されるようになったらそこで駐

車場をそっちに広げる方法もありじゃないかとか、いろいろやって、具体的な提案をいろ
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いろした中で全然進んでないことで私が不満だということを言ってるわけ。地元から来て

る要望について、その要望に対してどういう答えをしてるのですかと。中間報告ができて

るのということを含めて。 

 私は個別にいろいろな話を聞くから、その都度私の考えは言うてるけど、事務方の話が

そこでとまってしもうとるいうことでいろいろ混乱をしとるということ。伊里地区が一本

化できてないんじゃないか。いろいろな意見があるのは当たり前の話で、中にはクレーマ

ーみたいな人もおるし、そんなことを一々言ようたらいかんし、一部の人が走ってること

もこれも事実。もっと公民館審議会の人たちとか、視察に行くのでも公民館の人たちが子

供たちを連れて一緒に行ったらどうかというようなこととか、いろいろな地元の人たちへ

の働きかけいうようなことができてない。それは努力せんといかんのじゃないんかな。反

論があったら言うてよ。 

 横山さん、どうぞ。 

○横山文化振興課長 私は先ほど言いましたようにそういった子供たちから理解していた

だくと。私は先ほど市長が言われた３００年祭のときに実は担当でした。いうことで、蕃

山の顕彰保存会もそのあたりから始められた。というのが、宗教行事については市がやら

なかった。それについては地元でやってくださいというようなことから顕彰保存会のほう

も立ち上がったんだろうというふうに思っていますので、それが今継続されて年に１回法

要を兼ねて講演会をされているというようなことで、先ほど言いましたようにこれからは

そういった機運がもっと高まるように講演会等もそういったものに絡めていけたらという

取り組みをしていくべきということで、私のスタンスは市長とちょっと違うかもしれませ

んけども、そういうのをもっと醸成して、さあ、やろうという形が一番いいんかないうふ

うには常々思うとるところです。 

○田原市長 まあ、まどろっこしいんで、そやから早うしてもらわんと。 

 それと、今年かるたと閑谷学校の紙芝居をつくったわね。ああいうような形を含めて蕃

山をもう少しわかるような工夫も要るやろうね。 

 私が今言よんならええ。３年前から同じことを言ってる。みんながかわるだけで、ずっ

と同じことを言ってる。記録がどういうように残ってるか知らんけど。 

○松本教育委員 伊里地区っていう話でなくて備前市でこんな人がおったんだぞ。私ね、

神戸の人って本当に神戸の自慢をするんですよ。この町の人はどうもおとなしくて、つつ

ましやかでいらっしゃるのかわからないですけど、全然、どんなことがあります言うても
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何か教えてくださらないから、私は山もいっぱい登りましたよ。そして、三石へ行った

ら、三石、わあ、すごいな、このれんがの歴史とか調べてね。そしたら、映画を見てたら

昔のシーンでこのれんがが出てきたと、そういうのもありました。東鶴山だ、どこへ行っ

てもタイカンショも、じゃ、この山ちょっと上がってみようかって、そしたらアカマツ、

椎の木とかね。むちゃくちゃ山、おもしろいんやんて、みんな、知ってるって言ったら、

知らないって言うから、私は何も知らないよそ者って言われるのが嫌だから、備前をいっ

ぱい知りたいなと思って動いてっていう感じ。もともとそうなんですよ。余りすることな

いから、暇だから備前市をという感じで、嫁いでからそんなのりでやってるところなんで

すけど。 

 だから、それからいくと、西鶴山地区の福田のほうですかね。さっきもお話ししたんで

すけど、教育委員会の。宇野圓三郎さんって方が蕃山の治水のほうのあれを見てそれに感

化されてっていう人が一人でも備前市内でもいたりするじゃないですか。そういうことも

つなげていくと、私の地区は関係ないからお金の無駄遣いっていうのも私にしたら同じ備

前市なので、仲よく頑張らなきゃいけない話だから、そこに重きを置く、重きを置かない

差はあるかもしれないですし。 

 ちょっとこの間も伊里小学校の発表を見ていると、光政公と蕃山っていう画面が出てき

たから、わあ、すごい、蕃山を盛り上げていこうというのがありありと出てるのかもしれ

ないですけど、津田永忠はなしで、その２人がポーンて画像で出てきたりとかして、子供

に蕃山を知ってるって言ったら、知ってるって言ったんですけど、備前市っていう本が４

年生か何かで勉強する。備前学で今の子は学んでますよ。その中には、蕃山のことは載っ

てはいなかったんですね。それで、蕃山が載ってないなと思ったんですけど、今お話しし

てくださった３００年祭のときに蕃山の資料があるって言ってたんですけど、学校のほう

でもちらっとぐらいにしか教えてはなかった。あの本には載ってはいなかったんで、その

辺もそれなのにそうなのかなと思ったりすることもある。だから、子供たちには私もこん

な人がいたと。すごい著名な方も。日生だって文芸のことでいうと牧野大誓ですが。もっ

といい、すごくいっぱい自慢するとこがあるんだけど、それを私の地区だけじゃなくて、

それを越えて。それが絶対近くの中で共有しているはずだし、共有していかないといけな

いことだと思うので、それは痛感している。だから、蕃山先生もそれは備前市内みんなに

知ってもらわないといけないと思いますし。 

 でも、そこに引き込む、巻き込むっていうのがすごく難しいところなんですけど。子供



- 17 - 

たちのほうが備前学みたいな形で入ってる分、割と聞いてくるから、私、聞いてきて知ら

ないってしたら今どき検索したらわかりますから。そういうことでも本当に浸透させてで

もいかないといけないなってすごく思ってはいます。 

○田原市長 今、水害で全国、大変です。じゃあ、百間川は誰が提唱してつくったのかと

いうことあたりも蕃山に関連はしてくるし、ＳＤＧS運動が始まっとる、これにも蕃山の

思想がＳＤＧSに全くぴったりのことなんよ。そういうようなことを含めて教育委員会、

もっと高い次元で蕃山を捉えて、これは備前市の教育のテーマになるんだという確信を持

って、自信を持って人に説いてもらいたいいう気がします。 

 勉強すればするほど、ほっとってはもったいない。よその人にとられちゃいかん、大事

な人材だと私は思う。備前市が誇るべき人材をもっとアピールを是非してほしいなという

ことで。３５０年事業にしっかり入れて、記念館だけの問題じゃなしに。記念館いうのは

あくまでも器であって、３５０年をうまく工夫してやってください。やってほしい。 

○奥田教育長 蕃山を顕彰する施設を整備するという意義については、今松本委員や市長

がおっしゃったようにそれはもう皆さん一致してるんです。それは意義があることだとい

うことで、今松本委員さんも言われたけれども、伊里という、蕃山が伊里に一番関係が深

いんだろうけど、蕃山という伊里という狭い地域、範囲でなくて顕彰していくんだったら

やっぱり備前市の大きな資産、人的な資産として顕彰するべきだということです。 

 それにはどういった形の設備を整備していったらいいんかというところで、ただ顕彰す

るだけの施設ではなくて、教育的な施設としても活用できるような形での施設がいいなと

いうことで、先ほど部長が、これはまだ合意は得られてないんですが、部長が基本的な考

え方ということで示させていただいている。これを地域の人たちにも話をしながら、こう

いう提案、それから地域の人が提案されることもあるだろうけど、これはできません、こ

こはできますという話になるかもしれませんが、教育委員会としては一応こういうことを

考えているんだということで話を持っていきたいということで、今日お二人の委員さんに

ご意見を聞いて、今日欠席したお二人の委員さんにはまた再度話を聞きながら教育委員会

として顕彰する施設整備の基本的な考え方ということで、いわゆるたたき台として用意を

して前へ進めていけたらなということで今日の会議にも、部局の人にもこういう形でどう

だろうかという。まだ教育委員会議の決定を見てませんが、どうだろうかということでの

……。 

○田原市長 教育委員会議の決定を見てない、決定を見てないと、そういうことばっかり
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前へ行くから、一つも前へ行かんのよ。ほんなら、陳情が出てきて今まで何をしとったん

よいうて逆に言いたいんよ。だから、それはやろうという、わしは是非やりたいいうこと

で事務方の教育委員会にあれを示しとんだから、それに対して方向を出してもらわんと、

私は地元へ行って私はやりたい思うんでって、市長がやりたい言うたら、これはやるんじ

ゃ思うがね、地元は。ずっと言ってるんだから。それがいや、教育委員会議でまだ決定を

見てませんという、そんな話でずるずる引っ張るから、ああ、何かなあいうことになって

しまうんで、しっかり議論してください。 

 とにかく前向きにやりたい言うんじゃから、やる方法はどうですか。やらんのやった

ら、こういうことをやらんいうて決めてくれたらいいんです。それで後は最終的に議会じ

ゃから、議会がまた否決するんならまたそこで否決する。もうそんなことやったら何にも

できへん。 

 それでええかな。 

○奥田教育長 それはそれで基本的な考え方を決めさせてください。 

○田原市長 しっかりやってください。 

 いいですか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○田原市長 それで、その他。その他で事務局、何かありますか。 

○事務局（岩﨑課長） 特にはありません。 

○田原市長 せっかくの機会ですから、合併・統合の問題で、今日は教育会議ですから議

事録も公開されるはずなんで、教育委員会では三石と吉永を当面は統合するという方針で

あるんだということが決定されとるわけですね。 

○奥田教育長 次回の教育委員会議で決定をする。 

○田原市長 今は決定してないんじゃな。 

○奥田教育長 はい。今日はお二人の方の出席なので、この間の三石での保護者代表の説

明会でこういう話がなされましたということで。方向はもうこういうふうにしたいという

ことはお伝えをしてあるんですが。 

○田原市長 形が先なんで、ならそういうふうにしてください。私は教育委員会の方針を

支持しますということで言ってるんで、三石のほうにね。 

○奥田教育長 それは三石の体育祭で明言されてますから。 

○田原市長 じゃ、その決定を待ちます。 
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 以上で総合教育会議を閉会します。 

 


