
様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 平成３０年度 第１回みよし市教育振興基本計画推進委員会 

開 催 日 時  平成３０年６月２９日（金）午前９時から午前１１時３０分まで 

開 催 場 所  みよし市役所 ６階 ６０１・６０２会議室 

出 席 者 

 委 員 長：大村  惠 

副委員長：加藤 芳邦 

委   員：冨樫 佐智子 本松 抄千江 

前田 直美  大地 由美子   

古井 成之  内田 弥生 

鈴木 睦子  日比野 直子 

柘植 一樹  山本 さつき 

渡邊 祥子   

事 務 局：今瀬良江教育長   柴田教育部部長    

     山北教育部参事    

山崎教育部次長兼教育行政課長 

加藤子育て健康部次長兼子育て支援課長 

岡田生涯学習推進課長 

新美学校教育課長  深谷スポーツ課長 

     村山中央図書館長  林資料館長 

     渋田給食センター所長   

     鈴木克副主幹    瀧元副主幹   

中林副主幹     （計２７名）       

傍 聴 者：なし 

次 回 開 催 予 定 日  平成３１年２月 

問 合 せ 先 

 みよし市教育委員会学校教育課 

電 話：０５６１－３２－８０２６ 

ファックス：０５６１－３４－４３７９ 

メール：gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載するもの ・議事録全文 要約した理由   

平成３０年度第１回みよし市教育振興基本計画推進委員会 会議録 

学校教育課長・新美 

 

 

 

 

 

 

みなさんおはようございます。本日はご多忙の中、本会議に

出席していただきましてありがとうございます。定刻になりま

すので、ただいまより平成３０年度第１回みよし市教育振興基

本計画推進委員会を始めさせていただきます。 

はじめに礼の交換をさせていただきたいと思いますので皆

様ご起立ください。一同、礼。お願いします。ご着席ください。 

 

学校教育課長・新美 

 

初めに本日ご参集の皆様へ「みよし市教育振興基本計画推進

委員」の委嘱状を交付させていただきます。 

mailto:gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp


委員を代表いたしまして愛知教育大学の大村恵様、ご起立お

願いします。 

 

※教育長より、手渡しする。 
 

大変恐縮ではございますが、時間都合のこともありまして、

他の委員の皆様には、机上に委嘱状を置かせて頂いておりま

す。 

学校教育課長・新美 

 

それでは主催者を代表いたしましてみよし市教育委員会教

育長今瀬良江より挨拶を申し上げます。 

 

教育長あいさつ 

 

学校教育課長・新美 

 

 

 

 

 

日比野委員 

 

 

 

学校教育課長・新美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは会に入る前に、本委員会の委員長及び副委員長を決

めていきたいと思います。お手元要項の44 ページに設置要綱

を示させて頂いております。第4条に委員の互選により選任す

ると記載されています。どなたか委員長副委員長に立候補され

ること はお見えになりますか。ではご推薦の方はいかがで

しょうか。 

本計画査定委員会の会長並びに昨年度も会長を務めていた

だいた愛知教育大学副学長の大村恵先生に委員長を、小中学校

の校長会の代表である緑丘小学校校長の加藤芳邦先生に副院

長お願いすることを提案します。 

只今、日比野様より推薦の方がありましたが、いかがでしょ

うか。ご賛同いただける方は拍手をお願いします。 

ありがとうございます。 

それでは会長につきましては愛知教育大学の大村恵先生に、副

委員長につきましては小中学校校長の代表であります 加藤芳

邦先生にお願いいたします。 

それでは大村先生、委員長の席の方にご移動ください。 

それでは大村先生一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

 大村委員長あいさつ 

 

ありがとうございました。それではここからは委員長の方に

進行をお願いします。 

大村委員長 それでは次第に従って進めていきたいと思います。 

自己紹介については私の方で進めてよろしいですか。 

次第にはないですが、今年初めて参加された方も多いとお聞

きしています。なので要項の1ページめくって頂いたところに

名簿がございますので、自己紹介をお願いしたいと思います。

名簿順にお願いします。私はさせて頂きましたので富樫さんか

らお願いいたします。 

 

各委員の自己紹介 

 

 ありがとうございました。事務局はよろしかったですか。事

務局の方には後で施策のご説明をして頂きますのでその時に

お名前を頂戴したいと思います。 



それでは要項、今日の次第でいうと3になりますが、本計画

の概略及び役割、29年度推進委員会からの改善点等について、

事務局から説明していただきたいと思います。お願いいたしま

す。 

事務局 それでは要項の2ページをご覧ください。教育振興基本計画

の概略及び本委員会の役割につきましてはそちらに書いてあ

る通りでございますが、本委員会は先ほどご確認いただいたみ

よし教育プランについて進捗状況を確認するという使命を負

います。 

この計画は平成28年から10年間の計画ということで作りま

した。計画を作って終わりではなく、その計画をきちんと進め

ること、必要に応じて改善を加えていくことは必要かと思って

おります。そういったチェックや改善をするためにこの委員会

がございます。 

教育というと各小中学校・高校だけと言うイメージがありま

すが、このプランが担当している範囲は概要版のページの道を

歩いて行くイメージにもあるように、子供が生まれた時からお

年寄りになるまで全ての世代の教育について範囲としていま

す。市としては、 どうしても小中のボリュームがもちろん大

きくはなりますが、 就学前から生涯学習まで、全ての時期に

おいて考えていきたいということであります。 

続いて平成29年度推進委員会を受けての改善点について少

しお話をします。本委員会のもち方として要項2ページの下の

方にあります1から3の3点を改善いたします。まず一つ目は、

昨年度協議された内容が引き継がれるよう 、平成29年度の委

員の皆様から出して頂いた意見や提言、及び外部学識経験者か

らの意見提言等をまとめたものを資料として活用します。これ

は本日配布した資料 B となります。委員の方の半分以上は新

しい方となっていますので、昨年話し合われた内容を知ってい

ただくとともに、昨年の意見を踏まえてさらに、という部分と、

昨年とは違った視点・話題で本年度は協議していきたいという

部分と両方の意味合いでご用意しました。 

2番目は協議の中で子供、保護者、教師、市民の意識に立ち

返ることができるように、平成29年度に実施しました教育に関

する市民アンケートの結果を資料として活用します。これは資

料Aなります。市民アンケートは2年に1回の実施ですが、せっ

かくの資料ですしアンケートも取って終わりではなく結果を

活かしていきたいと思っております。 

3番目ですが施策の中で早期に進めるべきもの、拡充すべき

もの、平成32年度の中間見直しに向けて新たに進めていくべき

ものについて、幅広い視点からみよし教育プランの見直しが図

れるように全体協議の時間を確保します。 

続けて3ページ計画推進の流れをご覧ください。今年度は6

月の本日、今まさに推進委員会を行っております。そしてその

後ですが2月にもう一度皆様にはまずお集まりいただき今年度

の成果について話し合います。会としては6月と2月の2回を計

画しています。 

来年度以降の計画は表のとおりですが、平成32年が中間年と

いうことですので32年には特に大きな見直しを考えています。



ただ毎年小変更はしていきたいと考えておりますので、今日も

ご意見いただければ積極的に変更を加えていきたいと思って

います。どうぞよろしくお願いいたします。説明は以上です。 

大村委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。只今のご説明についてご質問等が

ありますでしょうか。よろしいでしょうか。昨年度までの議論

を継続して行うこと、それから市民アンケートを尊重して、そ

れを元にしていくこと、それから全体での討議ですね、今回は

最後の方に設定して頂いてますが。いわゆる通常の会議よりも

少し長めの会議になっていますのは、今までも時間が足りな

い、非常に活発な議論の中で進めさせて頂いていますが、特に

今回は全体に大事にしようということですので、皆さんのご意

見を頂きたいと思います。よろしくお願いします。それでは協

議事項に入っていきます。 

平成30年度における20の作戦への取組。グループ別の協議と

いうことになりますが、進め方について事務局から お願いし

ます。 

お願いいたします。それでは、グループ協議に入る前に話し

合い方について説明します。今から考えたいのは、「２０の作

戦」に関することですが、本日初めて参加された方におかれま

しては、「２０の作戦」といわれても何のことかがわかりませ

んので、まずは少し説明をします。 

本市においては、２００を超える教育施策があるわけです

が、特にこの１０年間で何としても進めたいというものを２０

個ピックアップしました。いわゆる重点施策が「２０の作戦」

です。要項の４ページからに載せてございますが、１番の「子

どもをもつ市民の子育て不安を和らげます」から、２０番の「地

域の人と一緒に学ぶ学校づくりをします」まで２０個ありま

す。今日は、この２０個について、まずは各担当課の課長等か

ら、１分程度で事業・施策の概要と今年の計画について順番に

説明します。 

そして、その後２０個全てについて話し合いを進めるのは難

しいので、それぞれのテーブルごとに担当を決めております。

要項の表紙に番号が書かれておりますので、詳細はそちらをご

覧ください。Aグループは、１から１３・１９・２０について

特に重点的に担当していただき、Bグループは、９・１４から

２０を御担当ください。みなさんは、それぞれの所属の代表と

して来ていただいておりますので、それらの所属と関連の深い

ものを割り振っております。 

グループごとに考えていただきたいテーマについては、手元

に配った話し合いシートをご覧ください。協議テーマは、２０

の作戦を横断的に関わるものとなっています。一つ目として、

そちらにあげさせていただいた点を中心に話し合うことで、３

０年度の計画について質問や改善への提案がでてくるのでは

ないかと期待をしております。ただし、本年度につきましては、

予算がすでに確定していますので、創意工夫で改善できること

になるかもしれません。その代わりではないですが、二つ目に、

これはのちほどの全体協議のテーマとも関わりますが、３１年

度以降に特に早期に進めていくべき、あるいは拡充すべき、新

たに取り組んでいくべきこと等を視点としていただけるとあ



 

 

 

 

大村委員長 

 

 

 

 

 

 

りがたいです。 

今から各課の課長等が説明をしますので、自分が担当する箇

所については、特にしっかり聞いていいただき、わからないこ

とや意見はメモしていただきたいです。 

ありがとうございました。進め方についてはよろしいでしょ

うか。まず全体で施策について説明していただいてその後グ

ループ討議ということで30分間討議していただきます。よろし

いでしょうか。 ありがとうございます。 

それでは早速事務局からご説明いただきたいと思います。事

務局説明で約20分お願いしたいと思います。それではお願いし

ます。 

 

子育て支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは作戦1、2について子育て支援課の加藤と申します。

説明させていただきます。宜しくお願い致します。4ページ5

ページをお願いします。 

作戦1、子供を持つ市民の子育ての不安を和らげます。平成2

9年4月に子育て総合支援センターを開設して子育てに関する

相談、情報提供、親子のふれあいの場の提供を始めました。特

にふれあい広場については、子育て支援センター、旧の図書館

ですが、こちらで年間延べ25000人のご利用がありまして、年

間240日ぐらいありますので、毎日100人近い親御さんが来てお

ります。また三好丘にありますカリヨンの方でもふれあい広場

が開かれておりまして、そちらは年間延べ4万人の利用がござ

います。そういう形で親子のふれあいの場を提供させていただ

きました。 

また平成30年4月からは子育て情報ナビ「 みよぴよ！」 と

いうのを運用を開始しまして、パソコンやスマホを使った情報

発信をはじめました。こちらも5ページの③にありますように、

まだ始まったところでありますので5月時点ですが370件ほど

ダウンロードいただいております。 

今後こちらもダウンロード数を増やす、あるいは中の情報を

さらに濃いものにして言ってたくさんの情報を発信していき

たいと思っています。 

続きまして6ページ7ページ作戦2、働きながら子育てをする

市民を応援します。共働き家庭の支援のために、下校後の児童

の居場所づくりの提供のため児童クラブというのをやってい

ます。市内８つの小学校全てに児童クラブがありますけれど

も、現在規模や運営で二つの種類に分かれまして、③を見てい

ただければ分かりますが、北部 ・天王・三好丘・緑丘この四

つのクラブは一つのクラスで二教室及び6年生まで受け入れて

運営を民間事業者に委託しております。もう一種類の方は中

部・南部・三吉・黒笹の4クラブは、現在1教室で4年生までを

受けおります。こちらは市の直営なっております。ただし、平

成31年度来年度からは先ほどの第一グループと同じように、二

教室で6年生までの受け入れ及び民間事業者に運営を委託して

予定しております。市の直営から民間に移すことによりまし

て、指導員の任用期間が定められなくなり、長い間採用できた

り、あるいは一貫した指導ができるということで、現在市の運

営から民間に移すと言う過渡期になっております。以上が1と2



 

教育行政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の作戦になります。 

教育行政課の山崎です。教育行政課からは作戦３、子育てに

役立つ情報をたくさん発信します、ということで、8ページと9

ページをお願いします。重点施策としては、家庭の教育力向上

のための啓発活動の推進ということになります。こちらにつき

ましては、広報とともに配付ます家庭教育だよりを読んでいた

だくということで進めていきます。今年度30年度から広報の中

にページを設けまして「家庭教育だより」を掲載することで

やっております。ページ名としまして、「はぐくみ」というこ

とで、ハグして育む親子育ち、ということで発行予定として年

6回 5月・7月・9月・11月・1月・3月のそれぞれ一日号に載せ

させて頂いております。今年度につきましては既に5月1日号で

掲載させて頂いております。来月は2回目7月1日を予定してお

ります。今後もこういった情報を発信していくということで、

30年度、31年度も6回ずつ発行を考えております。よろしくお

願いいたします。 

学校教育課長新美と申します。10ページ11ページからページ

をよろしくお願いします。 

作戦4 子育てに困っている家庭をたくさんの手で支えま

す。というところですが、市の教育支援センター機能といたし

まして、平成29年度に三好池のそばに学びの森という名前の支

援センターを開所しております。そこでは不登校児童生徒のた

めの体験活動ですとか、学習の補充などを行う適応指導教室を

運営しております。また専門相談員がおりますので、そこで相

談活動、また学校支援の充実ということで相談員とか特別支援

の教員や学校支援ボランティアを各学校の方に配置しており

ます。 

また先ほど申し上げた学びの森には日本語が難しい外国人

児童生徒を対象にした初期指導教室を設置し、日本語を学ぶこ

とができるようにしております。 

昨年度のアンケートにおいて、学校以外に相談できる公的機

関を知っているか、という項目がありましたが、その項目に対

し、あまり知らないなどと答えられた保護者の方が75%である

という結果が出ております。それを踏まえまして、今年度もそ

うですがこういうチラシ配布などによって保護者に対しての

認知度を高めていかなければならないと考えているところで

あります。 

続きまして作戦5、12ページ13ページになります。自ら考え

る力のつく楽しい授業を増やします、というところでありま

す。小学校では、今年度から道徳が教科化となり進めていると

ころです。また新学習指導要領の方ですが、小学校では平成3

2年度、中学校では平成33年度には完全実施となります。今そ

の移行期間として取り組んでいます。具体的には今小学校で5、

6年生で行っていた外国語活動が3、4年生から実施ということ

もありますし、小学校ではプログラミング学習の必須だという

こともありますので、今そちらの事業も推進して展開しておる

ところであります。 

また教員の研修につきましては、経験年数等に合わせて、

キャリアステージに応じた研修計画をもとに現在計画的に研



 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修を進めております。また各 小中学校における校内での現職

教育を進めております。そういった各学校の計画を全小中学校

で共有化し、案内を配布することで、互いに研修会に参加しや

すくなるという形を進めております。 

続きまして14ページ15ページ作成6になります。 ICT 環境を

整備し新たな学びを創造します、というところです。 ICT機器

を有効に活用し、児童生徒のより深い学びにつながることが大

切だと考えております。そのためにどのような ICT 機器を整

備していくか、そういう必要があるのか、ということを考えて

いくことが大切だと考えております。そこで今年度につきまし

ては平成31年度から5年間にわたる学校ICT機器整備計画を策

定していく予定であります。 

また小学校におけるプログラミング教育の推進といたしま

して講師を各学校に派遣したしまして、教員研修を実施した

り、また学生による出前授業を展開しているところです。 

また市内にあります中部ロボットセンターにもご協力をい

ただいて、校外学習で小学生にも見学をさせていただく、そう

した機会を提供しているところです。 

続きまして16ページ17ページ作成7、生きた英語に触れる外

国語学習を充実させます、というところです。昨年度までは小

学校における外国語活動は5、6年生が年間35時間実施していま

したが、今年度に入って新学指導要領の移行期間ということで

行っていますが、新学習指導要領では、小学校3、4年生では年

間35時間、5、先生は年間70時間実施することになります。現

在その移行期間ということで5、6年生につきましては年間で5

0時間、3、4年生につきましては年間15時間実施しております。

また本市におきましては、3、4年生の外国語活動にスムーズに

つなげていくために1年生では年間3時間、2年生では年間5時間

の活動を実施しております。これら外国語活動の時間につきま

しては、担任だけではなく ALT 及び外国語活動対応非常勤講

師とともに指導行い、全ての時間チームティーチングの体制を

整えていることころであります。来年度以降につきましても外

国語活動の時間を増やしていく予定にしておりまして、今年度

と同様にすべての時間を担任と ALTや外国語活動非常勤講師

と共に授業を進めていけるようにしていきたいと思っていま

す。また外国語活動につきましては、英語教育推進リーダーに

よる授業公開、ALT による研修を設けて、教師の外国語活動の

指導における技能を高めているところであります。 

続きまして作成8、18ページ19ページ、子供の心を育てる教

育を大切にします、のところです。小学校では本年度から道徳

の教科化が始まりました。中学校では来年度から教科となって

おりますが、その指導方法や評価の在り方について現在協議を

進めております。具体的には、各小中学校には道徳教育推進教

師がおりますので、その先生方を対象とした研修会を実施した

り、各校で実施している道徳の授業研究を全小中学校で開催日

を共有して、お互いに研修に参加できるという形をとっており

ます。 

また三好ヶ丘中学校区では平成28年度から3年間かけての人

権教育推進地域事業として研究を進めております。今年度最終
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年度となっております。1月にサンアートで予定しております

新年教育研究大会でその成果を発表する予定で進めています。 

続きまして作戦9、20ページ21ページになります。たくまし

く健康な子供を市全体で育てます、のところです。平成29年度

に各学校へはウォーミングアップドリルや運動遊び集という

ものを配布しています。そこには走ったり飛んだりする運動、

投げる力を高めるための運動、体の柔らかさ巧みな動き、力強

い動きを持続するための能力高めるための運動の参考例が記

載されており、関係するタイプの授業の単元ですとか、または

運動会、体力テストの前に取り組むことができるようになって

おります。今後は実際に取り組んでいく状況を見て、この資料

の見直しや更なるの充実を図っていく予定です。 

続きまして作成10、22ページ23ページ、個別の支援が必要な

子どもを応援します、というところです。個別の支援が必要と

する児童生徒、日本語指導が必要な児童生徒、不登校の児童生

徒に対しまして個別の支援、個別の指導計画を作成していま

す。これらの計画につきましては、子どもへの指導に活用して

いますが、子供は常に成長していますので、この計画の見直し

を随時おこなっています。子供の進級時はもちろんですが、今

後の計画につきましては園から小学校、小学校から中学校、中

学校から高等学校へ進学する際には、この支援児童計画はきち

んと引き継がれるようにし、子供のよりよい就学につなげてい

きたいと考えております。 

続きまして作戦11、24ページ25ページ、一人一人の良さを発

揮できる学校づくりをします、のところであります。現在中学

校では全学年、小学校では1年生から3年生までを35人学級で実

施をしております。平成31年度に小学校4年生から6年生までを

35人学級に拡充していく予定です。そのために必要な人員、教

室 、備品等、教育環境整備を整えていきたいと考えておりま

す。以上です。 

作戦12、26ページ27ページ、安心安全快適な学校環境づくり

を進めます、というところになります。市内の小中学校につき

ましてはすべて耐震化対策が済んでおりまして 大きな地震に

も耐えることができるようになっております。しかし建設後3

0年40年経っている学校もありますので、老朽化などの問題が

あります。これに対応するために大規模改修による学校施設の

整備ということで行っています。既に大規模改修が終わってい

るところもありますが、まだ終わってないところにつきまして

は順次大規模改修をおこなっていくということになります。3

0年度につきましては北中学校の大規模改修工事を行っており

ます。今後三吉小学校の大規模改修工事を行っていく予定をし

ております。これ以外にも照明施設をLED化やトイレの洋式化

等も含めて、学校での環境など児童生徒が楽しく学べるような

学校環境づくりを進めております。これ以外にも児童生徒数増

加によって改修が必要になりましたらそちらも対応していく

ことを考えております。以上です。 

作戦13、12校がチームみよしとなりパワーアップします、と

いうところです。先ほども話ししましたが三好丘中学校区では

人権教育推進地域事業を行っております。そこでは各学校区に
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おいて小中連携、小小連携が進められております。実際に小学

生と中学生合同のあいさつ運動を行ったり部活動交流を行っ

てきました。ひとつ成果としまして、こちらのアンケートに

載っていたものですが 、小学校を卒業した後中学校に上がる

のが不安か、という質問がありましたが、小学生において、と

ても不安、という回答は26年度の数値と29年度の数値を比較す

ると減少しています。逆に、あまり不安ではない、という回答

をした数値の方が上昇しておりました。 成果として現れてお

りますので三好丘中学校だけでなく、三好中学校区でも小中連

携の方は継続して進めているところでありますが、こうした連

携をさらに広げていきたいと考えています。以上です。 

生涯学習推進課岡田です。資料30 、31ページをご覧くださ

い。作戦14、サンライブで色々なことが学べるようにします、

です。図書館機能をもったサンライブが平成28年7月にオープ

ンしました。多くの市民がサンライブに来ていただくことによ

り生涯学習に取り掛かるきっかけ作りになるよう、また生涯学

習に関する交流の拠点となるよう、悠学カレッジ事業としてさ

まざまな生涯学習講座を開催します。平成30年度の行動予定で

すが、悠学カレッジ講座・公開講座2講座、生活創造講座97講

座、国際理解講座33講座、情報通信講座60講座、計192講座を

見込んでおります。講座は春・夏・秋・冬・新春の3期に分け

て3回開催いたします。参加しやすくするために夜間や土曜日、

日曜日に講座を開催する予定です。現時点の状況ですが、先程

申しましたが悠学カレッジ講座は3期に分けて実施しておりま

す。５月から７月に開催する春夏講座において55講座、回数と

して242回、定員784人に対し877人の応募がありました。あと2

9年度の確定講座の概略でありますが生涯学習講座を135講座

開催したしました。内訳は公開講座2講座、生活創造講座84講

座、国際理解講座37講座、情報通信講座60講座でございます。

もう一点が、夜間や土曜日に合わせて45講座を開催してお仕事

 されている方にも極力受講されやすいようにと考えておりま

す。 

次に32、3ページをご覧ください。作戦15は、市民が発信す

る生涯学習活動を応援します、です。市内には生涯学習活動を

行っている団体がいくつかございます。これらの団体が継続的

に活動ができるよう支援するための補助金の助成や、その成果

を発表する機会を設けるなどし、生涯活動学習活動の活性化に

つなげていくものです。平成30年度の行事予定ですが生涯学習

活動事業として生涯学習を推進する行政区や地区コミュニ

ティ協議会、新たに生涯学習活動を始める団体に補助金を交付

することによりその活動を支援していきます。もう一点です

が、生涯学習発表会として生涯学習に取り組む団体等に活動成

果を発表する機会を提供します。今年度平成31年度2月20日か

ら3月3日にかけて開催する予定です。現時点での状況ですが、

東山行政区から申請がございました。29年度の達成状況の概略

ですが、7行政区への補助金を交付し延べ受講者は956人ござい

ました。また芸能発表会につきましては11団体117人の出演展

示発表予定として16団体369点の展示がありました。以上です。 

スポーツ課の深谷です。作戦16、市民が色々なスポーツに親
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しめるようにします。現状と課題ですが、全国的に子供の体力

は低下にあり、そしてスポーツをする子、しない子の二極化が

多く見られます。またみよし市が行っている スポーツに対す

る実態調査の結果におきましても、スポーツ習慣の低い成人の

率はすでに50%を超えている状況です。これらを克服するため

に本市では地域全体でスポーツに親しめる環境整備を推し進

めてまいります。それに係りまして重点施策ですが、総合型地

域スポーツクラブの育成としておりまして、平成28年度をもっ

てすでに市内3地区、なかよし・みなよし・きたよしの3地区に

総合型地域スポーツクラブを発足させていただいております。

成果指標にあります総合型地域スポーツクラブで活動した人

の数は、平成29年度では51815人と平成28年度に引き続き目標

をクリアしております。 

38ページになりますが、すでに目標値をクリアしている状況

ではありますが、さらに増加を図ることを目標にし、市のレク

リエーションフェスタスポーツフェスタ開催地に一部のエリ

アを各クラブの運営を任せることによって、市事業への大型ス

ポーツクラブの協働と各クラブのPRの場にすることを計画し

ております。以上です。 

資料館長の林です。36ページ37ページ作戦17、みよし市の歴

史や文化を広く市民に発信します。資料館の平成30年度行動予

定を説明させて頂きます。企画展3回、特別展1回を開催します。

夏季企画展は色から見たみよしの焼き物と題して7月21日から

9月27日開催します。県内施設１８館が参加して、愛知焼き物

ヒストリーと題してスタンプラリーを開催します。秋季特別展

は世界のいろいろな仮面を展示する予定です。開催日時は未定

です。冬季企画展は36回雛人形展です。江戸時代から現在の雛

人形の数々を展示します。1月19日から3月19日まで開催する予

定です。開催イベントは夏休み期間中に土器作り、石器作り、

土器型クッキー作りを開催します。秋に歴史指定文化財黒笹2

7号釜を含む市内文化財めぐりを実施する予定です。また3月ま

でには常設展示で新たに昔の道具に関連したテーマ展示を実

施する予定です。現時点の状況として、春季企画展は猿投古窯

の復元と継承をテーマとして3人の現役陶芸家の作品を4月28

日から6月24日まで展示しました。以上です。 

生涯学習推進課主幹兼図書館長の村山です。38ページ39ペー

ジをごらんください。作戦18、読書好きな市民が増えるような

環境作りをします。重点施策はサンライブでの充実した図書館

サービスの推進です。今年度の行事予定は、図書館の蔵書冊数

を25万冊以上にすることで、主に生活に関する一般図書を重点

的に購入して参ります。今年度から学校支援図書を購入し、

セットとして各学校の調べもの学習などに提供できるように

整備してまいります。昨年度から開始しました各学校への図書

館の本を配本する配本事業を引き続き実施してまいります。4

月現在の図書館の蔵書冊数は243800冊、5月末現在は245000冊

です。以上です。 

作戦19、みよしのことが大好きになる学習をします。ふるさ

と学習の推進を掲げ、副読本「みよし」の活用した授業を小学

3・4年生の方で実施しています。今年度は新規採用教員にも配
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布いたしまして本市の良さを知ってもらうというふうに進め

ております。また地域に根ざした学習といたしまして、愛知用

水の認識を高めていけるような授業、学習、または小学校では

校外学習等を行っておりますので、その行程の中に民族資料館

ですとか石川家住宅の見学を取り入れることを学校の方に推

奨しております。 

つづきまして作戦20、42・43ページになります。地域の人と

一緒に学ぶ学校づくりをします、というところです。現在、市

内の小中学校には多くの学生を含めて学生支援ボランティア

の方に協力して頂いております。広報みよしを活用し学校支援

ボランティア募集をかけているところで、登録者のデータベー

スを作成して、それを小中学校に提供しております。今後も多

くの方にボランティア登録をしていただけるよう広報活動を

積極的に展開していきたいと思っています。また 地域未来塾

といたしまして三好未来塾と言いますが、学習できる場の提供

といたしまして中高生を対象に本年度も実施をしていく予定

です。夏休みに関しましては8日間、冬休みでは三日間予定し

ています2箇所を会場として考えています。また地域の方がと

ともに学校づくりを進めていくコミュニティスクールという

ものがありますが、それを実現していくために、来年度以降に

なりますが地域と学校をつなぐ役割を果たす地域コーディ

ネーターを配置し、より学校と地域が連携して学校運営等を進

めていけるように考えていきたいと思っています。以上です。 
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ありがとうございました。 

20の作成についてすべてご説明頂きました。それではグループ

のところでもう少し深めたい質問等あればよろしくお願いい

たします。それではグループでの協議の時間に入りたいと思い

ますので、進め方について事務局の方でお願いいたします。 

各課の課長等の皆様におかれましては、お手元の割り振りに

従ってグループへの移動をお願い致します。各グループには学

校教育課指導主事、課長も入りますので、司会と必要であれば

お申し付けください。質問等も積極的にいただき、理解を深め

ていただいた上でご助言いただければと思います。時間は30

分と予定しております。10時25分を目安にということでよろし

くお願いいたします。それでは移動お願いいたします。 

それではよろしくお願いします。30分グループ討議の後全体

でのグループの発表もして頂きますので、どなたに発表してい

ただけるかということもグループの中でお考えください。よろ

しくお願いします。 

 

グループでの協議 

 

大村委員長 

 

 

事務局指導主事 

 

それでは、グループの代表のどなたかがグループでの話し合

いの状況、特にどのような意見が出たかを２分程度で紹介して

ください。では、Aグループからお願いします。 

Aグループの方も色々な話が出てきましたが、大きく二つにま

とまってきました。一つ目が家庭での話、家庭から色々悩み事
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ですとかお子さんからも色々な悩みなど、しっかりと学校など

聞く場を設けて、そういう声を吸い上げることが十分できてい

ないでないかということが出ました。その事についてはまずは

いろんな意見があるかと思いますが、聞くことで、聞くことか

ら始まる。要望に対して全て対応できるというわけではないん

ですが、まずは話を聞くことは相手の保護者や子どもの理解を

得たり信頼関係を作ることにつながるのではないかという話

が出ました。 

もう一つは情報発信です。今日も色々な資料が示されていた

り、市の取り組みがたくさん行われているわけですが、そう

いったことが市民に十分伝わっていないのではないかと。学校

のレベルで言うと学校評価やいろんなことをしていますが、ま

た教育委員会で言うと教育支援センターや学びの森を昨年か

ら立ち上げて動いているわけですが、そういった情報について

もまだこちらからは発信しているつもりですけれど、市民の方

や保護者の方には十分伝わっていないのではないかというこ

とがアンケート結果からも出ておりますし、そういったところ

についてさらに周知を進めていくことで活用していくという

ことが大事ではないかということ話が出ました。 

ありがとうございました。では、Bグループお願いします。 

 作戦15のところで生涯学習活動登録団体が指標として挙げ

られているのだけれども、それは別にサンライブの施設の登録

団体というのも別にあり、そこが指標として上がっていないの

で、今後中間見直し に向けて、中間見直しの時は指標をはっ

きりとさせる。どんな登録団体があるのかということが、ここ

に挙げられている学習活動登録団体だけだと、まだ他にも活動

している団体がたくさんあるのに、というところで示して行く

と良いのではないかということ。 

それから今回も資料として出させて頂いている左側のページ

に現状と課題というページがあるのですが、これは２７年策定

の時のもので、本冊子に載っているのと同じページが載ってい

ます。こうやって毎年見直しをしていく中で、27年の現状と課

題がそのままここに載っているという状態では変化がなかな

か掴みにくいということをご指摘いただきましたので、次回資

料のどこかに、変わってきた現状と課題の部分を欄を作って入

れていける工夫をということでご提案いただいてます。 

市民ボランティアという視点で図書館の方でボランティア団

体、ボランティアとして活動されている方、それから石川家住

宅で講師の方が活動されているのですが、図書館の方はサンラ

イブのお話の部屋で読み聞かせをされている団体があり、そち

らの方の来館者と言いますか、参加する子供の数や、小さい子

向けの内容が多くなってしまうのだけど、小学生を対象とした

読み聞かせも考えて行った方がいいじゃないかということが

現状と課題であるという話でした。 

また小学校、中学校の方に読み聞かせに行っていただいている

というボランティアの方もいらっしゃいますので、実際小中学

校を回られていて、学校の様子の違いですとか、好評を得てい

ることが話題として上がってきました。 

石川家住宅の講座とか参加された方は、ものすごい良かったと



 

 

 

 

 

 

 

感想を言われるのだけど、なかなか個人でじゃあ行ってみよう

かとならないので、いきいきクラブとぁ団体ごとに市内の施設

を体験で回れるような機会があると、知る機会として得ること

ができるんだけれど、なかなか個人にまで、そこまで広がって

いかないというのが課題のひとつです。これも話題で出てきた

ことです。以上です。 
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ありがとうございました。 

今二つのグループの報告を聞きました。参加させて頂いた感

じだと、まだもっといろいろあるだろうな、議論することはま

だあるだろうなと思いましたが、今回は全体協議があるという

ことですので、そちらで出していただければと思います。協議

題については事務局でおまとめして頂いてますでしょうか。全

体でどう進めていくかについてご説明お願いします。 

次第の方に示させて頂いてありますが、今Aグループ、 B 

グループそれぞれ出てきた課題、それぞれで話し合ったことで

ありますが、全体の場でもし関わってあれば、B グループの方

もAグループの方の話題等を聞いて、ということもあると思い

ますし、そういう視点が一つということ。二つ目が今日協議

テーマを絞ってそれぞれグループでお話をしていたわけです

が、もう少し広く、全施策もしくはみよしの教育全体を見て頂

いた時に、今取り組んでいるこの施策はもう少しスピードアッ

プして進めていかないといけないのではないか、とか、みよし

の教育はここの分野が弱いんじゃないか、ということや、この

分野の施策を新たに取り組んでいくという、これは32年の中間

見直しに向けてということになると思いますが、そういった次

の先を見越したご意見等もいただけると大変ありがたいなと

思いますお願いいたします。 

ありがとうございます。それでは今もお話があったように 、

グループでお話があった事については全体で少しご意見を一

通りお聞きしたいと思います。その後、今まで出てきていない

けれども、今後取り組むべき課題、施策等、ご意見を頂きたい

と思います。よろしいでしょうか。 

それではまず A グループで、2点出てきました、一つ目は家

庭での悩み、子供からの悩みを現状でどのくらい吸い上げられ

てるのか、それをまず聞くことから始める必要があるという報

告がありましたが、これについてはご意見がある方いらっしゃ

いますか。 

保護者の意見の前に、家庭の支援だけがクローズアップされ

ているけども、乳幼児からの子どもの教育が全く見えないのが

すごく問題ではないかなと思います。子供がいて保護者がい

て、 保護者だけだと子供が見えなくなっていってしまうと言

う。小学校からの教育という考え方を、公的な中にも、生まれ

た時から子供は育つ落としている。私たちが履き違えている、

覚えるとか、できるできないとかいうのが教育ではないとい

う。子供は育とうとしている、自らそらそうとする力を私たち

大人はちゃんと理解して、支えていくのが教育だと私は思いま

す。だから幼稚園も保育園も、乳児も、いないいないばあをし

ながら笑うということがどんなに子供にとって、次の時代を明
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るくするかということを、生活の中でやっていることそこが大

事なものなので、そういうことを大事にしていきたい、そこ私

たちが自治体や学校や保育園、幼稚園が持っていて、そういう

姿勢がないのに保護者の意見だけを聞くのは危険なところが

ある。だから先ほど私がお願いしたのは、学びの森というのは

とてもいいなと思いながらも、果たして本当にそこに助けてほ

しい、または自分が 悩んでた時にきちんと受けてもらえるの

かな、そこにどんな経験、そして専門性、どういう人材が何人

いらっしゃるのか、しっかりとした体制がないのに、やるとき

は一緒に作りましょうの形だと思うのですが、それもなんか曖

昧に見えてくる、だから保護者の意見も単に聞くという、聞か

なければ始まらないけれども、その前に私たちが子どもをどう

捉えるか、共有したものを持っていないと。子供の姿、乳幼児

も保育とか育ちとかいうのをもう少し大切に入れて欲しいな

と思います。 

はいありがとうございました。 

この教育振興基本計画というのは、教育委員会の計画である

ということがある意味福祉との隙間部分、そこにどう光を当て

るのかということでは、今おっしゃった通りかなと思います。

おそらくそういう隙間ができないにするためには、教育分野に

光を当てる、福祉分野にも光を当て、両方から光を当てる部分

には何ら問題がないわけですから、そこでも議論をしていく、

あるいは施策化していくということは考えてもいいかもしれ

ません。今の乳幼児の子供の姿、育ちの問題も施策化して支え

ていくというご意見は新しい政策にもなるかもしれませんが、

これに関連して何かありましたらお願いします。 

私の方から一つご検討いただきたいことがあります。子ども

の貧困の問題なんです。国ベースの相対的な子どもの貧困率で

は13%台ということで7人に1人が貧困家庭で育っているという

結果が出てきていますが、県ベースの調査が6月くらいに出て、

愛知県では5.9パーセントくらいだったかと思うのです。 です

から全国的に比べると愛知県は貧困が少ないんだと、短絡的思

われるのですが。国ベースの調査では全ての子供が育った家庭

を対象としている。しかし愛知県の調査は小学生、中学生のい

る家庭を対象に調査をしている。ですからもう少し言うと、 

乳幼児の子供しかいない家庭の貧困率については対象に入っ

ていない、調べていない。 だから数値としては低いんです 。

一般的な貧困率の調査でも、20代の人が非常に高いですね。小

さいお子さんのいる家庭の貧困率は本当は高いんではないか

ということが想定されるんですが、今回小中学生がいる家庭の

貧困率が出ましたので、そうすると全体の貧困率が低く出てま

すので、これに乳幼児を育てている家庭の貧困率は 数倍の、

一般的な13.9よりも高いはるかに高い数値が予想されます。で

すから幼稚園、保育園、小中に通っている子供たちについては

補足されていて、自治体も支援が行き届いてるのではないかと

思われるのですが、そこに入っていない子供たち、未就園の子

どもたちについては、より目を行き届かせていく必要があり、

それを学びの森や子育て支援センターに来てくれるのを待つ

だけでなくってこちらから行ってアウトリーチして特別支援
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学校教育課長 

の課題はないか、どういう支援が必要なのか補足していく必要

があるのではないかと思います。この乳幼児期にそれぞれの子

ども、家庭の課題や支援の必要性を補足しておけば、それが幼

稚園、小学校に上がる段階できちんと繋がっていくようにな

る。これはまさに教育委員会が医療、健康保険課、福祉分野の

行政担当課と連携してやっていただけると一番いいと思いま

す。また是非検討いただければと思います 。 

A グループの二つ目、情報発信、学びの森等、新しい施策が

始まっているけれども、なかなかそれが周知されないというこ

とについては、これについてはご意見いかがでしょう。 

今の件で、学びの森ができたよ、こういうところになりまし

たというものは一回は広報かなんかで発信はされてますよね。

でも広報読まない人が最近多くて、まだ知らない人がいっぱい

いる。しかもあの場所は通りからは見えないし、池に行く人だ

けはここだろうなくらいに見ますけど、周知されてないんじゃ

ないかなという気がします。だか。だからもっともっと子供を

通じながら強制的にでも文書で通達、こういうところがありま

すよということを広報でも相談のページはたくさんあります

けど、よっぽど困っている人でもほぼ行かないんじゃないかな

という気がしていて。私は中学校の相談員をやっていたという

ことで今ちょうど子育てをやっている子達がまだ連絡が入っ

てくるので、話を聞いてあげるくらいですが。やっぱりこうい

う時に困った時にはこうだよという過剰なくらいに発信して

もいいじゃないかなと思ってます。 

例えば PTA とか、父母の会で学びの森の見学ツアーとか、

やられてないでしょうかね。やはりニーズがなければ敷居の高

い施設というふうに思われてしまうことがあるので、保護者が

知る機会がもっと多面的にあるといいかなということを聞い

ていて思いました。新しい施設ができたよ、これはどういう機

能があるのかということをいっぺん皆で見に行こう というの

を各学校、各園、保育所で企画していただければ、もっと浸透

していくのかなと思います。 受け入れていただければ検討し

ていただければと思います。 

学びの森には保護者が本当に困った時にはいらっしゃると

思うんですが、その時に学校支援の充実とか、学校と繋がって

行く、そういう権限とかそういう何かが出来てるんですか。3

1年で専門相談員が配置となっていますが、どういう方をどう

設置するご予定なのか。今はどういう専門の方がいらっしゃる

のか。本当に私が心配なのは、あそこいいよって言われて行っ

たけれども、結局学校に行くところまで行かなかったとか、根

気よく最後までやるのかどうか、どのようなプログラムを予定

していらっしゃるのか。その本気が見えなければ、ただ見学く

らいは行けても、私たちも紹介する限りはその本気さを認知さ

せてもらいたい。どういう方々がそこにいるのか。特に学校に

行ってから不登校になるという子供のいる保護者の方は毎日

悩んでらっしゃると思うので、学校との連携はどうなっている

のかということを教えていただきたい。 

質問ですのでお願いします。 

学びの森ですが平成29年度からスタートしていますが、実際
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相談活動については今現在、専門相談員として臨床心理士が相

談活動を行っています。その窓口につなげるために、例えば、

保護者の方から学校へちょっとこんなことで相談したいとい

うことがあれば、こちらの方に連絡を頂いて、臨床心理士の方

に時間のセッティングをしながら、一回だけでなく継続的に相

談にかかれるような形を進めているところであります。それと

合わせて不登校の関係では、ふれあい教室という適応指導教室

があり、ここでは教員免許を持った方が常時二人いるという形

で指導しています。それとは別にそれを総括するスクールソー

シャルワーカーの方が2人いて、ふれあい教室に通っている子

供の学校に出向いたり家庭に出向いたりして子供と学校、学校

と家庭を繋げるような指導を進めているところであります。 

そういうようにちゃんとできるというのはすごく良い事だ

と思います。担任と第三者を交えたということ。はい、ありが

とうございます。 

それではよろしいでしょうか。 

B グループでの話題についてご意見を頂きたいと思います。

いくつかありましたが、 生涯学習課の登録団体の制度、サン

ライブの利用団体、新しく作られたこともあって計画の評価指

標に反映されていない、あるいは市全体として生涯学習を支援

していくということであれば、そういったことを含めて全体と

して考えていく必要があるのではないかということを話され

ていました。読み聞かせについてどのように展開されているか

という報告もありました。どうでしょうか、ご意見ありますか。 

私の方から先ほどグループでも質問させていただきました

が、市民ボランティアの養成であるとか、活動の支援というの

が、市民とともに教育を受けて行こう視点がとても大切だとい

うことで、計画の指標にそうしたボランティアの方を養成する

とか、活動支援するということに評価項目がない。これ中間見

直しに向けて、こうした視点を入れていくべきだし、現状と課

題をそうした市民と一緒に取り組んでいるということを視点

として入れていただけるとありがたいなと思います。先ほど歴

史資料館については、講師の方が6名ほどいらっしゃる石川家

住宅のことご報告を頂きましたけど、10周年に向けての準備が

おそらく来年から始まるということもありますので、これもや

はり市民と一緒に十周年に向けての準備をどうするか、そう

いったことを考えていただけるといいんではないかと思いま

した。またその場合の市民というのは小学生や中学生、高校生

が入ってもいいと思いますので、そうしたことを考えていただ

けるといいのではないかということで質問させていただきま

した。 

Bグループの生涯学習関係について、皆さんからご意見 、B 

グループの方でのご意見があれば。 

学校図書館の蔵書の充実というのは16ページにあるのです

が、蔵書率100%達成というのは目標であげられているんです

ね。数値で蔵書率100%達成というのは中身のことは一切書かれ

ていないんですけど、数だけ書かれているんですが、果たして

それでいいのか。というのは、図書館で読み聞かせのボラン

ティアをさせて頂いてますが、学校図書室で待機している時に
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学校の本を見させてもらうと、古い本が埃をかぶって平然と置

いてあるのを見てきましたので、そういう本を含めて100%とい

うのであれば見直しが必要なのではないかと思いました。特に

今図書館の方で新しく授業で使う本は図書館から学校へとい

う体制ができているのは素晴らしいと思いましたが、それ以外

にも子供たちは学校図書館が開いてる時に、自分が興味を持っ

ていることを調べたいと思った時に、個人の思いで調べ学習を

したいと思った時に、学校図書館にある資料が古かったらどう

しようもないですね。やる気なくしたりとか、結局パソコンで

調べればわかるわ、みたいな。本の文化がそこで断ち切れてし

まう恐れがあるなと思うので。本で調べたらこんな新しいこと

が分かったっていう喜びを学校でも味わって、自主的に調べる

時にも味わってほしいということでは、蔵書率100%って言うだ

けとの数字で終わるんではなくって、内容が確かに新しい本

で、調べ学習の時に正しい知識がそこで得られるという状況、

環境を考えていていただきたいと思いました。 

ちょっと教えていただきたいのですが、蔵書率100%というの

はどこに書いてありましたか。 

全施策の16ページ、かっこ3本の好きな子の育成、203番学校

図書館の蔵書充実のところです。 

これってつまり本棚が埋まればいい というそういうことで

しょうか。 

蔵書率につきましてはその学校の児童生徒数に応じた本の

冊数が備わっているかどうかという数値と、実際に本の冊数が

それを上回っていれば100%ととらえているものであります。先

ほどご指摘がありましたように今は100%なんですけれども、古

い本が学校にあるというのは現実です。本年度各学校に調査を

して古い本がどれだけあるかというのを調べさせていただき

ました。今の実情を基に、古い本は廃棄の手続きをして、それ

に合わせて新規購入を進めています。ただ量的なものは確保し

ていかないと100%、要するに必要な本の冊数が満たされないと

いうことは避けなければなりませんので、一度に全てをという

のは難しいですが、段階的に古い本から子供のニーズに合わせ

て、教職員がこういう本を読ませたいというのを含めて、計画

的に本の入れ替えを進めていきたいと考えています。 

古い本でも価値ある本はたくさんありますので、それをどな

たが見極めるかということが大事にしていただきたいと思い

ます。他よろしいでしょうか。 

12ページの151番、サンアート大規模改修工事について、今

年度大規模改修工事実施に向けて設計を進めますということ

になっております。これは、市民のニーズに応えて言葉がどこ

かにあったと思いますが、現在使わせていただいている人の意

見を反映させていただきたいと思い発言させていただきます。

サンライブの建設の時は、3年くらい建設設計の時に各使って

いる団体を集めて、会議を何回か行って、岡崎の図書館まで見

学に行って、私たちの要望としてギャラリーも作って欲しいと

いうことで、ギャラリーは作って頂いたのですが。サンアート

でもギャラリーは作っていただいたのですが、レールがあって

飾られるというだけでキャプションが付けれません。なぜかと
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言うと後ろがコンクリートの壁なので、ピンは入りませんし、

テープだと壁が汚れるので、結局名前なし、題名なしでほとん

ど飾っていたり、例えば絵画の場合だと額の後ろが和紙である

ところに、後ろに名前を貼り付けろと言われてやったのです

が、結局額の和紙がテープで破れてしまって額が使い物になら

なくなってしまうので、それなら名前なしでやろうということ

でほとんど名前なしで展示しています。全くギャラリーを研究

しない人があそこを設定して、形だけ整えられたという気がし

てなりませんので、今回サンアートの大規模改修でレセプショ

ンホールを文化協会で使わせていただいてありがたいと思っ

ていますが、現在、春の文化祭で何百万というお金を業者に

払って展示パネルを入れたりしてすごい無駄遣い、年間相当な

無駄遣いをしていますので、それをなくすためにも、レールの

ない部分もあったりしますので。あそこはシャンデリアです

が、シャンデリアはパーティー用にあそこを作られたと思うん

ですが、脇の飾り板も展示にはとても邪魔で、特に書道では目

を塞ぐので、書道の部分だけ業者さんに白い壁面にしてもらっ

て飾らしてもらってとう状態なのですが。市の方から委託金で

やってもらって、本当に申し訳ないなと思っていますので。や

はり市民がどう思ってるかということを聞いていただく機会

が欲しいなと思います。もう一つサンライブで言うと、美術室

にすごい高い机が入っているんですが、どういう発注であれが

入ったのか分かりませんが、結局一年経った後で、コンパネを

上から貼ってもらいました。それでやっと、絵を描く場合でも

紙を広げてできるようになりました。二重の費用を使っている

ので、市にとっても損失だと思いますので、せっかくなので後

で後悔しない建物にしていただきたいなという希望がありま

すのでよろしくお願いいたします。 

今のご意見で事務局の方いかがでしょうか。 

サンアートについては、利用者の意見を指定管理者が集約し

ていますので、そちらの方を参考にしながら進めていきたいな

ということでやっていきます。利用者の方から色々な声があり

ましたということを聞いていますの、そちらを含めてやってい

きたいと考えております。サンアートにつきましては基本的に

は、改修となっていますが、老朽化に伴う機能の復旧、落ちて

いる機能を再度戻すという形で進めていきたいと考えており

ますのでよろしくお願いします。 

復旧ということはパーティー会場にするということですか。 

今そこのところは設計を行っていますので、全体としては耐

震の関係を含めて、ホールの改修とかを行いますが、基本的に

は復旧ということで機能回復ということを中心に行いますと

いうことですのでよろしくお願いします。 

設計については市民の意見を聞くという場はないのですか。 

新築ではなくて、機能回復ですのでレセプションホールとい

う名前の部屋を老朽化した部分を元に戻すという工事が主に

なります。全てどの部屋もそうなんですけど、設備が20年経っ

ていると今の時代に合わない設備になっていますのでそれを

回復させる、そういうのが目的になりますので。新たに作る部

屋はないものですから、現在の使い方の中でこういうものがあ
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るといいよというお話は聞いておりますので、仮設で行くとい

うのは可能であるように考えております。部屋を完全に模様替

えしてしまうということはないんですね。 

意見として指定管理者の方へ申し出ておけばいいというこ

とですか。 

指定管理者の方から私どもの方へご意見がありましたとい

うことが逐一参りますので。 

サンアートの方へ申し出て、こういう希望がありますという

ことを言えばいいんですか。館長さんが変わられましたが、そ

の新しい館長さんに言えばいいですか。 

そうですね。 

例えば市民からの要望をどこが受け止めてくれるかという

のを分かるような形で示していただけるといいのかもしれま

せんね。改修はどこまでの改修かというのもご説明があれば、

それに向けての意見を出すということもできると思いますの

で、最初にどういう形で改修を進めますよとアナウンスがある

と意見を出しやすくなるということになるかと思います。また

ご検討いただければと思います。 

それでは時間がありませんので、他に全体を通して新しい施

策についてのご意見等はいかがでしょうか。 

全施策の８ページに、インクルーシブ教育システム構築のた

めの特別支援教育の推進とありますけれど、特別支援教育の本

質を形成していくようなものになってほしいと思います。その

人たちがいて当たり前の社会なのに、どういう意識でこの文章

を考えていらっしゃるのか。言葉の使い方として、アプローチ

カリキュラムもスタートカリキュラムもつながりシートで繋

いでいくっていうのは、言葉の使い方が誤っているのではない

かと思います。アプローチカリキュラムというのは全体の子ど

もとして示す。小学校は入学した子どもを含めてスタートカリ

キュラムをやっていただいていると思います。つながりシート

は、保護者が心配な保護者が申し出て子どものことを申し送

る。これは希望である、それから担任が書き出すのは保護者と

一緒に書き出すので、現場としては、本当に書きたいことが書

けないというケースがありますということ。だから、これが短

絡的にアプローチカリキュラム、スタートカリキュラムに繋が

るのではなくって、その一部にはなりますが、でも全体をとら

えた指導をしてほしいのと、言葉の使い方と、みよしの本質が

問われる部分ではないかと思いますので、これが小学校に行

く、幼稚園から小学校への連携のとても大きな意味をもってい

ますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 

事務局として何かありますでしょうか。 

ご意見として検討していきます。 

他いかがでしょうか。 

私の方から一点。作戦の20番、コミュニティスクール運用を

めざしての地域コーディネータの配置が来年度からというこ

とでした。そういう形で進められるのはいいことだと思ってい

るのですが、そのためには今年度くらいからそれぞれの学校や

地域でそういったことの議論が始まっていないといけないの

かなという気がします。来年からいきなりモデルでここへとい
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う形では立ち上がらないと思いますので、ぜひ今年度からそう

した従事期間として大事に使っていただきたいと思います。例

えば、先ほど出ていた学校図書室の整備なども、こうしたコ

ミュニティスクールやあるいは地域学校協働本部などは、住民

が入って行ってよりよくしていくということが、おそらくみよ

し市でも可能であると思います。こういったことができるって

いうことをいろいろイメージふくらませながら、それぞれの地

域や学校でお考えいただけるような、そういった感じで作って

いただければなと思います。これも要望としてお伝えしたいと

思います。 

それでは時間が少しオーバーしてしまいましたが、今日話し

合われた取組が第2回の委員会でご報告いただければなと思い

ます。それでは進行を事務局に戻します。 

ありがとうございました。それでは、今後の予定について連

絡をお願いします。 

 

＜事務連絡＞ 

・２月の第２回会議について 

・委員への謝金支払い・債権者登録について 

 

それでは、以上をもちまして、第１回の教育振興基本計画推進

委員会を終わります。ありがとうございました。 

 


