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平成２９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 

 

日 時 

 

場 所 

 

出 席 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明のため出席した職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

傍 聴 者 

 

欠 席 者 

 

 

平成２９年７月６日（木）午前１０時開議 

 

市役所６階６０１・６０２会議室    

 

委 員 長：大村  惠 

副委員長：太田 予一 

委   員：冨樫 佐智子 柘植 久子 

鬼頭 浩子  岡本 幸子   

藤嶋 典弘  久野 元典     

鈴木 睦子  天野 博通 

横山 真生  今井 友則 

三井 敬子 

             

事 務 局：今瀬良江教育長   柴田教育部部長    

 吉澤教育部参事   鈴木教育部次長 

       久野資料館長 

     新美学校教育課長  渋田給食センター所長   

山﨑生涯学習推進課長 

     深谷スポーツ課長  冨田子育て支援課長   

     鈴木誠副主幹    中林副主幹   

吉川副主幹     （計２７名）       

 

なし 

 

渡邊 祥子 

 

 

学校教育課長・新美 

 

 

 

 

 

 

本日は、ご多用の中ご出席いただきありがとうございます。定刻になりましたので、た

だ今より「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。

初めに礼の交換をします。みなさまご起立ください。 

一同 礼 ありがとうございました。ご着席ください。 

なお、みよし市私立幼稚園協会の渡辺祥子様から、欠席の連絡をいただいており

ます。また、子育て支援課長については、他の公務のため、会の途中で中座をさせ

ていただきますので、ご承知おきをお願いします。 

学校教育課長・新美 はじめに、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。委員を代表して愛知教育大学の大村惠様、ご起立をお願い

します。 

 

※教育長より、手渡しする。 
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大変恐縮ではございますが、時間の都合により、他の委員のみなさまには、机上

に委嘱状を置かせていただいております。お名前をご確認ください。 

学校教育課長・新美  それでは、主催者を代表して教育長よりあいさつを申し上げます 

 

教育長あいさつ 

 

 ありがとうございました。 

学校教育課長・新美 

 

 

天野委員 

 

 

学校教育課長・新美 

 

 

 

会に入る前に、本委員会の委員長・副委員長を決めたいと思います。どなたか立候

補される方はお見えになりますか。 

どなたか、委員長・副委員長にご推薦いただけますか。 

本計画の策定委員会の会長、並びに昨年度も会長を務めていただいた、愛知教育

大学・副学長の大村惠先生に委員長を、小中学校校長会の代表である中部小学校長・

太田予一先生に副委員長をお願いすることを提案します。 

 ただいま、天野様より提案がありましたが、いかがでしょうか。ご賛同いただける方は、

拍手で承認をお願いいたします。 

ありがとうございました。それでは、委員長を愛知教育大学の大村惠先生に、副委員

長を小中学校校長会の代表である太田予一先生にお願いします。大村先生、一度委

員長の席にご移動ください。大村惠先生、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大村先生に会の進行をお願い

します。 

大村委員長 

 

 

 

 

大村委員長 

それでは、はじめに一人ずつ自己紹介をお願いします。要綱の１ページに名簿があ

りますので、その順でお願いします。 

 

各委員の自己紹介 

 

ありがとうございました。それでは、要綱に沿って進めていきます。今日は第１回の集

まりですので、本委員会の趣旨と、教育プランの全体像について改めて理解を深めて

いただくことを第一の目的としています。事務局に順に説明をしてもらいますが、疑問

点があればその都度質問をしていただいて構いません。 

それでは、要綱の２ページ、「計画の概略」から、「計画推進の流れ」まで事務局の説

明をお願いいたします。 

事務局 新しい委員のみなさまの机上には、「みよし市教育プラン」という少し太い冊子を置か

せていただきました。継続の委員の方には概要版のみの配布となっておりますので、

ぜひお時間のある時に目を通してください。本委員会は今ここにご用意した、みよしの

教育プランについてその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２

８年から１０年間の計画ということで作りましたが、先程教育長の話にも合った通り、教育

を巡る状況というのは刻一刻と変わってまいりますので、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が必要かと思ってお

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あるということです。 

教育というと各小中学校・高校だけとい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１ページの道を歩いていくイメージにもある通り、子どもが生ま

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です。市としては小中の

ボリュームがむ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。  

要項２ページに戻り、去年からの改善点について少しだけお話をします。要項２ペー

ジの５番です。去年の推進委員会から五つ改善をしました。 
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まず一つ目は、グループ討議のメンバー構成を変更しました。今年は、奥から社会

教育的なグル―プ、年少者の教育プラス図書館・スポーツというグループ、小中高校の

教育というふうにグループ構成を変更しました。 

２番目は、今までは１時間３０分で詰め込んで会議をしておりましたが、全ての年代に

わたる教育についての審議を１時間３０分で行うのは難しいということで、今回からしっ

かりと時間を取らせていただきました。 

３番目は、評価についてです。昨年度末の評価は、市民のみなさまにもわかりやすく

なるよう、見える化を目指し、達成度を１００％・８０％・１２０％というように数値による表現

を行いましたが、数字で表すと数字が独り歩きしてしまうのではないかという懸念をいた

だきましたので、今年度は言葉で多面的に評価をすることとしました。 

４番目は、重点施策である「２０の作戦」だけでなく、他の全施策にもふれたいというこ

とです。 

最後に５番目は、今後のこととなりますが、教育に関する市民アンケートを行うというこ

とです。 

続けて３ページです。計画の推進の流れをご覧ください。今年度は、７月の本日今ま

さに推進委員会を行っております。その後ですが、１１月に市民アンケートを行い、そし

て２月に今年度の成果について話し合います。会としては７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、毎年小改定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お

ります。積極的なご意見をお願いいたします。 

全体の説明は以上です。 

大村委員長 

 

 

 

 

 

 

 

大村委員長 

 

大村委員長 

事務局 

 

大村委員長 

 

今、次第の３・４・５・６のご説明をいただきました。それでは、ご質問をお伺いしたいと

ころでありますが、今、今井委員さんが到着されましたので、自己紹介をお願いいたし

たいと思います。 

 

自己紹介（今井委員） 

 

 ありがとうございます。保護者の立場からぜひ、計画について御意見いただきたいと

思います。 

 では、先程の３・４・５・６の説明につきまして、ご質問がありましたらお願いいたしま

す。 

 すいません。アンケートについては２年ごとにとるということでよろしいのでしょうか。 

 はい。アンケートについては、毎年取るともちろんいいのですが、事務量のこともあり

ますので、隔年と考えています。 

 ありがとうございます。通常は計画の中間見直し時期にやるだけですので、隔年で取

るというのは非常に丁寧な意見集約だと思います。また、後程ご意見いただきたいと思

います。 

大村委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、次に協議事項に入ります。協議事項の（１）平成２９年度における「２０の作

戦」における取組についてですが、協議の進め方について事務局お願いいたします。 

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。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、
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大村委員長 

 

 

事務局 

 

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、１４・１５・１７・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、１・２・３・４・１６・１８、C グループは、５・６・７・８・９・１

０・１１・１２・１３ということです。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ことについては、手元に配ったワークシートをご

覧ください。まず一つは担当する２０の作戦を中心に、２９年度の計画について質問や

改善への提案をいただきたいです。二つ目は、３０年度以降に特に重点的に取り組ん

でほしいこと、これについて御意見をいただきたいです。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

らないことや意見をメモしていただきたいです。 

ありがとうございました。今の説明について確認したいことはありますか。グループに

ついてもよろしいでしょうか。それでは、各グループでの協議のために事務局から２０の

作戦について御説明をいただきます。 

その前に一点補足ですが、先程協議の観点を二つに分けましたが、なぜ観点を二

つに分けたかと申しますと、２９年度についてはもう予算が確定しておりますので、残念

ながら今から大幅な事業変更はできません。大筋についてはこれで行き、創意工夫で

改善できる点については変えていきます。しかし、３０年度以降については、これから

計画を作っていきますので、もっと柔軟に対応できるということで、観点として二つに分

けたということであります。 

それでは作戦１から各課の課長が説明をさせていただきます。 

子育て支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育行政課長 

 

失礼します、子育て支援課です。お手元の資料の４・５ページをご覧ください。作戦１

「子どもをもつ市民の子育て不安を和らげます」です。ここには、仮称となっています

が、現在は子育て総合支援センターとして、今年四月に中央図書館を改装してオープ

ンをしました。活動内容としましては、「保育コンシェルジュ」という専門の職員を配置さ

せていただきまして、子育てに関する総合的な相談を受けております。専門的な相談

については、関連する機関と連携し、つなげるということを行っております。 

また、子育てふれあい広場というものが三好丘のカリヨンハウスの中にありますが、親

子でふれあい活動ができる広場と、団体としてボランティア活動をする交流室を設けて

活動をしていただいております。また、昨年度までイオンの中にありましたファミリーサ

ポートセンターの事務局もこちらの方に移しました。また明知保育園でやっておりまし

たふたばもこちらのほうに移して、総合的な子育て支援活動を実施しております。来年

以降につきましては、利用者アンケートを取りまして活動の更なる充実に取り組んでま

いります。 

続けて、２番「働きながら子育てをする市民を応援します」。本市においては保育園

の待機児童も発生している状況ではありますが、放課後児童クラブによる子育て支援と

いう施策です。本年度につきましては、天王児童クラブの専用施設を建築しているとこ

ろであります。契約はすでに終わり、建築が始まっています。併せて中部小学校での中

部児童クラブの専用施設を、来年度の建築に向けて設計を進めております。 

また、本年度につきましては、夏休みの期間に開所している第２児童クラブも利用者

の需要が大変高いため、三吉小学校の方に今年度第２児童クラブを増設という形で進

めております。いずれにつきましても、教育委員会や小学校の方と調整をしながら進め

ていく事業であります。今後につきましては、全ての小学校で第２クラブができるように

調整を進めていきたいと考えております。 

作戦３「子育てに役立つ情報をたくさん発信します

よろしくお願いします。こちらでは、子育てに役立つ情報をたくさん発信します、というこ
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

とで重点施策として家庭の教育力向上のための啓発活動の推進に取り組んでいます。

今年度につきましては、家庭教育だよりを平成３０年度に発行するということでその前段

階の整備に取り組みます。 

具体的に申しますと、子育てに関する情報、あるいは相談先といったようなものを、小

中学生を持つ保護者の方、あるいそれが必要と思われる家庭へ、家庭教育や思春期

に関する様々な情報を、どのようにして届けるかということを検討してまいります。また、

伝達手段としては広報みよしのような紙にするのがいいのか、電子にするのか、あるい

はどの程度の間隔で発信するのか、そういったものも検討していきたいと思います。 

また、学校にも協力をいただきながら、ふれあいトライアングル事業というものをこれ

までは１校で行っていたわけですが、今年から全８校に拡大しました。広く展開すること

で少しずつですが、みなさんに関心を持っていただけるように進めていきます。 

もう一つは、「みよし未来塾」です。これは、経済的に困難な方や、学習に関心が十

分持てないようなお子さんを集めて、夏休み・冬休みに開催している勉強をする機会を

生み出していくという事業ですが、こちらについては関係機関にお願いをして、学びた

いと考えている生徒を集めているところです。こうした家庭教育の事業をどうやって組み

立てていくかというのを、平成３０年度以降、「たより」をみなさんに提供していきながら

体系化していきたいと考えています。 

学校教育課長の新美です。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」です。１１ページの重点施策として、個別支援の充実を掲げています。この４月より

教育センター「学びの森」を開所いたしました。そのセンター機能の整備充実を予定し

ております。特にこちらの方では、なかなか学校に足が向かない不登校の児童生徒に

対しての支援ということで「ふれあい教室」という適応指導教室を運営したり、新たに配

置した常駐の臨床心理による相談活動を行ったりしながら、学校支援を更に充実してい

きたいと考えています。ふれあい教室には教育主任サポーターとして、SSW 的な人材

も配置しておりますので、そうした方を活用しながら家庭・保護者に対しても支援を充実

していきたいと考えています。 

続きまして１２・１３ページ作戦５です。「自ら考える力のつく、楽しい授業を増やしま

す」。こちらに関しましては、教職員の資質向上への取り組みということです。学校現場

では、教員の資質向上は欠かせないものとなっております。キャリアステージに応じた

教職員の研修計画を立てております。若手の教員・中堅教員・ベテラン教員、それぞれ

の立場に応じた研修を計画的に進めて行こうと考えています。その中でも、自主応募研

修というのを今年度設定しているところであります。具体的に言いますと、それぞれの専

門分野に長けている教員もおりますので、もっと専門分野について自分で学びたいと

いうものを募り、スキルを磨いていこうという形で現在研修計画を策定中であります。 

続きまして１４・１５ページ「ICT環境を整備し、新たな学びを創造します」で、ICT環境

を整えていくという事業であります。今年度は、特にタブレット端末を小学校・中学校の

各１校に、１０台ずつ配置をいたしております。こちらの抽出校で３月までに、タブレット

を活用した授業研究を一つの学校につき２実践以上行っていただきます。そして、それ

らの授業実践を検証したうえで、タブレット端末の有効性を見極め、その推進を進めて

いきたいと考えています。これらの情報機器に関しては、社会全体の進み具合も考え

ながら、教員もスキルを磨き、推進する必要があると感じています。 

続きまして、作戦７、１６・１７ページ「生きた英語に触れる外国語学習を充実させま

す」です。最近、新聞やニュースでも話が出ていますが、外国語活動につきましては、

小学校では平成３２年度からは３・４年生で３５時間実施、５・６年生では７０時間の実施と

いうことになっています。その移行期間として、平成３０・３１年度につきましては、３・４年

生では年間１５時間、５・６年生では現状３５時間にプラス１５時間という計画で進められ

ているところです。それに合わせて、ALT や外国語活動対応非常勤講師によるサポー

トは欠かせないものと思っておりますので、こうしたALTや外国語活動対応非常勤講師

の方々と共に英語活動の充実を図る必要があると感じております。そうした件に関する
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検討会議を、今年度４回ほど予定しています。 

続きまして、作戦８、１８・１９ページ「子どもの心を育てる教育を大切にします」です。

これは、具体的に言いますと道徳教育の研究推進でございます。こちらの方もニュース

でも話題となっておりますが、道徳の教科化ということです。平成３０年度から小学校で

の完全実施ということでありますので、英語と同じように検討会議を開催し、評価や教育

課程のあり方について、研究を進めていきたいと考えています。 

また、それと同時に今年度２年目となりますが、三好丘中学校校区（三好丘小・黒笹

小・三好丘中）で小中連携の人権教育推進事業が進められております。 

続きまして作戦９、「たくましく健康な子どもを市全体で育てます」です。これは体力向

上計画の推進でございます。こちらは、毎年小中でスポーツテストを実施しています

が、体力向上カードというものを基にして、子どもたちの体力向上に取り組みたいと思っ

ております。このカードを活用することで、みよし市の子どもたちの体力の向上につい

てどこに力を入れていくべきなのかが見えてくると思いますので、それを基に指導を焦

点化させていきたいと思っております。体育主任者会等も年に何回か予定されておりま

すので、そういったところで話題にして市内で力を入れていきたいと思っています。 

続きまして作戦１０、２２・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

ことです。個別支援を必要とする子どもは市内にたくさんいます。先程、学びの森の話

をしましたが、不登校の児童生徒はもちろん、日本語指導が必要なものもたくさんおり

ます。こちらにつきましても、先ほど申し上げた学びの森でのふれあい教室とは別に、

「初期指導教室」というものも設置しております。そこでは、日本語が十分に話せない生

徒を個別に日本語の指導をするという体制をとっております。また、相談活動のために

ハートケア教育主任サポーターや常駐の心理相談員などもおりますので、窓口を広くし

て、学校・家庭との連携を進めていきたいと考えています。 

続きまして作戦１１です。「一人一人が良さを発揮できる学校づくりをします」です。こ

れまでにもお話しましたが、少人数学級体制の拡大ということで、現段階では小学校で

は小学校３年生まで、中学校では全学年で３５人学級を実施しています。残りは小学校

４・５・６年となっているのですが、少人数指導にはメリットがありますので、それを具体的

にまとめていき、残りの４・５・６年の拡大に向けて検討を進めて行きたいと考えていま

す。 

作戦１２「安心・安全・快適な学校環境づくりを進めます」ということで、大規模改修に

よる学校施設の整備、これは今までのようなソフト事業ではなく、建物・設備に関するハ

ード事業です。こちらは大規模改修計画に基づき事業を進めていくという形になりま

す。本年度については、北中学校の３か年計画、２８・２９・３０年の中間年ということで、

北舎の普通教室と技術科教室と体育館を整備します。また、３０年度に施行するプー

ル、外構のための実施設計も現在続けています。 

来年度以降は、北中学校が終わると三吉小学校に入り、こちらも３か年での実施を考

えています。３年のうち２年は校舎の関係、１年はプール、外構というのが大きな括りと

なります。場合によっては三吉小学校のように手当てが先に必要なプールから取り掛か

るというようなこともございます。 

作戦１３「１２校がチームみよしとなりパワーアップします」です。市内には小中あわせ

て１２校ありますので、そのスケールメリットを生かして１２校連携を大切にしたいと考え

ております。具体的に言いますと、これまでのところ三好中学校区で小学校・中学校の

連携に取り組んでいます。中学校の先生が小学校の授業を見に行ったり、小学校の先

生が中学校を訪れたり、また、児童生徒間でも中学校の生徒が小学校に行ってあいさ

つ運動を進めるなどの活動を現在も進めています。併せて、先ほど人権の関係でもお

話ししたように、三好丘中学校区でも人権というキーワードを軸に小中の連携が進んで

います。こういった活動を行うことで、小学校から中学校に進む子どもの中一ギャップを

和らげることにつながると考えています。    

また教員の研修に関しては、学びの森のライブラリに教員が勉強するための書籍・研
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究物を集約し、常に教員が研修を積むことのできる環境づくりを進めてまいります。各

学校では、学校評価を行っており、市の共通質問項目として「学校が楽しいですか」と

いった内容を含んでいますので、その評価の結果から小中の連携の様子、市全体の状

況の把握ができると考えています。それをもとに次年度以降も改善を重ねながら取り組

みを進めてまいります。 

作戦１４は「サンライブでいろいろなことが学べるようにします」です。サンライブにつ

きましては、昨年７月２日にオープンいたしまして、平日については午前９時から午後９

時まで、土日については午前９時から午後６時まで開館しており、夜間や土日なども講

座を開催しています。今年度については、生涯学習講座として生活・総合講座を９５講

座、国際理解講座を３２講座、情報通信講座を６０講座、合計１８７講座を開催していく予

定です。また、夜間や土日などにも積極的に実施する事で、生涯学習を活発化させて

いきます。 

 作戦１５「市民が発信する生涯学習活動を応援します」です。重点施策地域やサー

クルなど生涯学習団体が継続して活動できるように支援をしたり、生涯学習活動を積極

的に推進する地区や団体などに活動費などを助成したりするものであります。今年度に

関しては、生涯学習活動を積極的に推進する団体、又は新たに活動を始める団体に費

用を助成することで活動の活性化を図ります。 

 作戦１６「市民がいろいろなスポーツに親しめるようにします」です。この背景にはスポ

ーツの実施率の二極化が顕著なために、活動する機会や場所となる総合型スポーツク

ラブの育成をしていくというものです。既に市内には三つの総合型スポーツクラブがあ

ります。２９年度の行動予定としては、現在のスポーツクラブの活動の拡大を検討し、更

に中学校の部活動等の支援に対して連絡調整を行っていきたいというものです。もう一

点が、総合型スポーツクラブの円滑な運営を支えていくということです。 

作戦１７「みよしの歴史や文化を広く市民に発信します」です。資料館では郷土の歴

史・民俗・文化に関わる資料の収集・整理・展示公開を行っております。昨年度末に、昭

和５７年度の開館以来、初めての展示の全面改装をしましたので、リニューアルオープ

ン記念事業といたしまして記念講演会や灰釉陶器づくり体験イベントなどを開催してま

いります。来年度以降は、企画展・常設展について来館者からアンケートを取りまして、

要望に沿った展示内容としていきます。 

作戦１８「読書好きな市民が増えるような環境づくりをします」ということで、新図書館が

サンライブとして７月２日にオープンをしています。旧図書館では、開館時間が午前９時

から午後５時まででありましたが、新図書館では月曜から土曜までが午前９時から午後

７時まで、日曜に関しましては午前９時から午後６時までと開館時間を延長しておりま

す。蔵書につきましても１万冊を目標に整備していきます。 

昨年度につきましては、第３次みよし市子ども読書活動推進計画を策定しまして、そ

れに基づいて今年度は学校への貸し出し事業というものを試行的に開催していく予定

でおります。 

またサンライブ開館により増加した利用者の要望に応えるため、各種資料を整備して

いきたいと考えております。 

作戦１９「みよしのことが大好きになる学習をします」ということで、ふるさと学習の推進

に取り組んでいきたいと思っています。みよしは「かき・なし・ぶどう」や、カヌーなど多く

の魅力にあふれた町であると思っております。そうした部分をいかに子どもたちに伝え

られるかということでございます。今年度は「副読本みよし」を新しくしており、そこでは

市内の企業の方などにインタビューしたり写真を撮らしていただいたりして、魅力ある副

読本ができました。その副読本を活用して、小中学校では授業を展開していきます。ま

た校外学習でも、みよし市の有名なところを児童が見学するというようなことも多くの学

校で取り組まれています。みよしのことをよく知ってもらって、もっともっとみよしのことを

好きになってもらうことを目指していきたいと思っています。 

それに併せて、教員にもみよしのことをあまり知らない先生方がみえますので、特に
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初任者研修などで市内の見学などを充実させていきたいと考えています。 

続きまして、作戦２０「地域の人と一緒に学ぶ学校づくりをします」です。現在でもすで

に多くの方に学校は支えられています。学校ボランティアということで学生さん・地域の

方々に助けていただいています。小中学校の活動としては、例えば図書の読み聞かせ

ボランティアや小学校の外国語活動のボランティア、図書館の司書の補助、授業のボラ

ンティアなど、たくさんの場面で助けていただいています。こうした取り組みを継続させ

ていきたいと思っています。年間を通じてボランティアの募集を続けていきたいと思っ

ています。市教委の方でこういった情報をデータベース化し、人材の情報を随時発信

することで学校との連携を図りたいと考えています。 

大村委員長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

大村委員長 

それでは、いろいろご質問等もあろうかと思いますが、それぞれのグループに事務

局も入っていただけるということですので、グループの方でそれぞれの施策に質問が

あれば質問をし、議論を深めていただきたいと思います。それでは、今からグループで

の協議に入りますが、事務局から進め方について何かありますか。 

それでは、これからグループに分かれますが、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します。各テーブルには学

校教育課の指導主事もおりますので、もし司会等が必要なら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。 

ありがとうございました。それでは話し合いを始めてください。 

 

グループでの協議 

 

大村委員長 

 

冨樫委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大村委員長 

三井委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

はい、Aグループでは、１４・１５・１７・１９・２０の各作戦について検討しました。１４・１５

の関連の生涯学習講座について、文化協会のやっている講座・クラブとうまく連携をさ

せていただきたいという意見が出ました。講座一回で活動が終わるのではなく、もっと

学びたい人には文化協会の活動などを紹介していただき、活動がつながっていくこと

で生涯学習が広がっていくのではないかという話をしました。 

夜間講座については、現在は週６回実施されているということでしたが、以前は、働

いている青少年のために青少年ホームで行われていた講座だったのですが、うまくつ

ながっていない部分もあり、今までやってみえた青少年の方々がどこに消えてしまった

のだろうという感じが見受けられますので、夜間講座には、勤労青少年の方が学びたい

と思うような講座を開催していかないといけないのではないかという話が出ました。 

そして最後に資料館のことですが、みよしを好きになる作戦との関連で、やれる範囲

の中でリニューアルを立派にしていただいたので、これを子どもたちから大人へも広

げ、みよしのことをよく知る人を増やしていく必要があります。資料館も頑張っていただ

けると思いますし、みんなで応援していかなくてはならないという意見が出ました。 

ありがとうございました。では、Bグループお願いします。 

 まず保育園の関係で言うと、ショートステイとかそういった制度があるのですが、あまり

周知がしっかりされていないのではないか、お母さん方は多くの情報を求めているの

だけど、なかなか情報に触れられていない。アプリなどで発信するという話もあるけれ

ども、コンピュータを使ったら使ったでウイルスなども心配という声もありますので、「広

報みよし」での伝え方なども工夫しながら周知を図っていく必要があるという意見が出ま

した。 

また、親御さんの中には働いているということもあり、ちょっと一息つくために子どもと

離れる時間も欲しいという方もみえるので、母親がホッとできる場所を作ったり、何を母

親たちが求めているかということをきちんと拾ったりしていく必要があるという意見が出ま

した。 
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大村委員長 

学校教育課長 

また、保育の面に限らず、みよしには南・なか・北とがあり、地域性は確かに違うの

で、それぞれの地域でどのようなものが求められているのか、「市民」と一括りに捉える

のではなく、地域性を考えて施策を考えていって欲しいという意見が出ました。 

スポーツの分野においては、さんさんスポーツクラブから代表の方に出ていただい

ておりますが、さんさんスポーツクラブにおいては、指導者も地域の中から出ていると

いうことです。スポーツクラブで学んだ子が、今度は指導者となって戻ってくるというサ

イクルが出来つつあるということなので、とても楽しみです。北の方については、大学と

の連携ということでまた別の地域の良さを生かした手法で取り組みが行われております

ので、先程の「地域性」ということで申しますと、地域の良さを生かしながらスポーツの分

野でも動き始めたのかなということが話題となりました。 

図書の分野においては、内容の充実ということなのですが、それ以前の問題として、

「自分の足で図書館に行けない」という問題も大きいのではないかということも話題にな

りました。教育の問題とは少し離れた、市全体の大きい問題ではありますが、交通手段

の充実ということも大切という意見が出ました。 

また、話し合いの全体を通じて、情報発信の方法の見直しということが重要なのだと

いうことを改めて感じました。市としてはいろいろな施策を実行しているのですが、伝え

る力にまだまだ課題があるということを感想として感じました。 

ありがとうございました。では、Cグループお願いします。 

順番にそれぞれの作戦について話し合っていったのですが、例えば作戦６では ICT

の関連でタブレットの話をしました。この ICTについては、作戦５「自ら考える力のつく、

楽しい授業」とも関わっているので、作戦としては別々だけれど、検証としては一緒に考

えていく必要があるのではないかという意見が出ました。他にも日本語指導が必要な子

への対応や、不登校児童生徒への対応などについても、作戦としては分かれていても

「学びの森」で一緒に行っている取り組みなので、併せて検証していく必要があるという

意見をいただきました。 

また、それぞれのお立場からご意見をいただきましたが、保護者の代表の方からは、

作戦２０の学校ボランティアについての意見をいただきました。先程も話題となっていた

ように、この学校ボランティアについても、「発信」ということがこれからの課題であるとい

うような話が出ました。 

最後、３０年度に向けてということになってきますが、２０の作戦はどれも重要なものば

かりなのですが、様々な立場の人たちの意見を聞きながら、特にその中でもどの施策

を進めて行くべきなのかを明確にしていく必要があるという意見をいただきました。 

大村委員長 

事務局 

大村委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい、ありがとうございました。それでは、全体の議論は何時くらいまでよいですか。 

はい、全体での議論は１１時１０分ぐらいまでと考えています。 

それでは、グループから出た意見の中で、全体で議論した方が良い点について、深

めていきたいと思います。 

A グループでは、施設が新しくなる中、新しい事業をする上で、その施設をどう生か

していくのかというのが共通して話題となっていたと思いますが、特に市民の活動につ

なげていくということがポイントだと思いました。施設は新しくなった、事業も新たに展開

するというなかで、それがどう市民に広がっていくか、市民のニーズにどのように合って

いくかというところで検証も必要でしょうし、例えば新しいサークル・団体を育てる事業に

なっているのかというような点も論点になっていくのではないかと思いました。 

B グループの話をお聞きすると、情報発信というのが大きな課題となっているというこ

とでありましたし、もう一つ、地域性にどう配慮していくのか、地域のニーズをどう大切に

していくのかということも議論が必要なのかもしれません。 

それから Cグループでは、環境整備がどのような効果を生んでいるのかという、検証

の問題もあるのかもしれません。ICT教育の環境、外国語教育の環境、個別の子どもへ

の支援―「学びの森」での支援―が実際にどのような効果を生んでいるのか、現在の

生徒・先生方・保護者の意見もあるけれども、検証の方法はどうするのかというのも大事
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な点なのかもしれません。今年度実施するアンケートに向けて、来年の３０年度に向け

てというのもあるのかもしれませんが、みなさんから「こんなことを考えたい」という意見も

もらいたいと思いますが、進め方について事務局の方からはいかがでしょうか。 

時間の方も２０分弱と限られておりますが、今、委員長にまとめていただいた地域性

をどう乗り越えるかとか、情報発信に対するご意見、また、検証に関するご意見等々を

いただきたいと思います。また、もう一つぜひ考えていただきたいのは、一番最初に見

ていただいた、赤ちゃんからお年寄りまでという本計画の図ですけれども、みよしの教

育全体を見た時に、「みよしの教育ってこの分野が弱いからもう少し頑張った方がいい

のではないかな」とか、「この年代に関する施策が少ないように感じるけどどうですか」と

いうように、全体を俯瞰したようなご意見も頂けるとありがたいです。 

まあ、今の話をお聞きすると、自由にどこからでも、というような形でありますが、どな

たからでも結構なのでいかがでしょうか。 

では、保護者の方からの意見をぜひお聞きしたいので、横山委員さん、丹羽委員さ

んには少しご意見をいただきたいと思いますが、どうでしょうか。横山委員さん、どうで

すか。 

なかなか、全体を見てということは今までなかったのですが、たまたまこのグループ

に入って地域によって違いがあるだとか、地域のニーズに合わせた取組が必要なので

はというような話をお聞きして、今まであまり意識したことがなかったので、そういった違

いについては市民として知っておきたいですし、市としてどのように考えているのかと

いうことも知りたいなということを感じました。 

なるほど、自分の地域のことはわかるけれど、全体を見てというのは今まではあまりピ

ンとこないというわけですね。 

そうですね。保育園とか、学校とかについても自分の身の回りのことしかわからない

ので、北の方がどうなのかとかも知ることは大切なことだなと思いました。 

なるほど、それは「ふるさと学」とも関わるのだと思いますね。自分たちの町をどう認識

していけるかということですよね。 

丹羽委員さんいかがですか。 

子どもが幼いうちから、いろいろな教育の場に触れさせれば大きくなった時の問題、

中１ギャップとか書いてありましたけれど、そういったものにもなりにくいと思いますが、

小さいに内にどういった教育をするとよいのかという情報については、お母さんたちは

自分で学んでいくと思いますが、個人差もあり、情報の仕入れ方も違いますので、特に

小さいころには皆に情報が行き届くような支援があると、その後も大きな問題にならず

に行けるのかなと思いました。 

ありがとうございます。初めて子育てをする世代に情報が特に大切だという話ですよ

ね。先程グループの方からも情報発信の必要性については出てきましたので、この点

について、みなさんからご意見いただいてもよろしいでしょうか。情報発信について

は、これまでもいろいろな提案があるわけですが、このように改善したらよいというような

ご意見はありませんか。 

保育園、幼稚園っていうのは義務ではないですよね。この５歳くらいまでの大切な時

期を、ただ仕事したいからっていうだけの理由でただ預けるだけなのか、幼稚園に入

れて教育してもらうかっていうのか・・・義務にはできないでしょうけど、親として、ある幼

稚園ではすごい教育をしていて、ああいいなあって思ったりしますので、小学校・中学

校ってなっていくと自分で何かしようと思うことが多くなって、小さいうちにそういう環境

に一緒に入れたらいいと、まあ、それは親ががんばらなくてはいけないのですが。 

乳幼児期にどういった教育的環境に置いていくのか、もちろん、保育園や小学校に

入ることでそこの教育に触れるっていうこともありますけれど、もちろん幼稚園などは義

務ではないし、入った園によって内容が違うというようなことはありますね。また違った育

ちを支えるような社会教育であるとか、地域的な取組であるとかそういったものがあって

もいいというようなことでしょうかね。 
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幼少期のことについては、B グループの方で話し合っていただきましたが、何かござ

いますか。幼少期の教育について、もっとこういうことがあるというようなことはございまし

たか。 

違うところから話を進めてしまったので申し訳なかったのですが、例えば病児保育に

ついてはどうなっているのかということや、ファミリーサポートを使いたいときに本当に使

えるのかという情報がもっと身近にあるといいですね。例えば広報の何ページを見ると

書いてあります、とかじゃなくていつも裏表紙に子育てに関することを知りたければ○

○を、というようなことがあると、困った時にすぐに相談することができると思います。先

程いただいた資料もそうですが、子育てに忙しいお母さん方にとって、たくさんの資料

の中から必要な情報を探すというのは大変難しいことだと思います。 

また、まったく違った立場で、「おばあちゃん」という立場からすると、おばあちゃん向

けの情報と言いますか、私の住んでいる地域は働く女性も多く、おばあちゃん世代でも

働いている方も多いので、短時間に必要な情報を得られる手段はないのかという話は

出ました。分厚い冊子の中から情報を探すという形ではなく、さっと手に入れられる方

法が必要だと思います。また、先程の資料にもあったように、赤ちゃんのことで困ったら

○○施設、みたいなポスターがバーンとあるというように、一目でわかるような工夫があ

るといいなと思います。今、活字離れも進んでいますので、絵とかで伝えて、とりあえず

対応してもらえる電話番号だけはわかるというような工夫をしてもらえるとありがたいで

す。 

もう一つ、生涯学習でいうと４０代から５０代くらいの方がいろいろなことに関われない

時期なんですね。仕事で目いっぱいで情報も得られない。今、生涯学習をやっておら

れる方は、元気いっぱいの６０を過ぎた方だと思いますが、情報を捕まえるのが上手な

女性に比べて、男性はそういったことが上手ではないので、いきなりそういったところに

入れるのかなという不安があります。 

ありがとうございます。地域によっても必要な情報は違うんだということがでましたが、

今回の作戦の中にも、保育コンシェルジュを設置して総合相談―そこに行けば何かが

分かるというのがありますが、これについては、利用状況はいかがですか。 

すみません、担当が今現在いないので、なんともですが、場所としてはずいぶん人

が集まっているとは聞いていますが、コンシェルジュの状況については正確にお答え

ができません。 

なるほど、文字情報も大事ですけど、フェイストゥーフェイスで得られる情報は非常に

信頼できる情報なので生きてくると思います。そういった横断的な場所があることは大

切なことですが、当然、そういった場所があるということが伝わっているかということも問

題ですよね。だから例えば、「お試しで子育て総合支援センターにみんなで行ってみよ

う」というように、保育所・PTA などでみんなで行ってみるというような取り組みがあったり

すると、相談しやすくなりますよね。もちろん広報などの文字情報で伝えていくことも大

切ですけれども、人と人とをつなげてその情報が生きてくるようにする仕掛けがあるとい

いのかなと思いながら、聞いていました。先程、副読本のみよしも新しくなっておもしろ

そうだということをお聞きしたのですが、３・４年生に配るだけではなく、大人も読むこと

が大事なのではないかと思ったんですよね。「副読本みよしを読んで大人も学んでみよ

う」などという講座があると、地域を知るのにもいいし、歴史民俗資料館で進んでいる古

窯の研究などにもアクセスができるし、一つの取り組みがいろいろなところに広がって

いくような事業をうっていただけると、一つ一つの事業が生きてくると思います。 

また、先程上がった地域別のニーズの話ですが、例えば生涯学習講座も地域を対象

とした地域別の講座もあってもいいのかなという気がします。みよし市全体の人に向け

た講座でなくても時にはいいのではないかと思いますね。それぞれの地域のニーズに

応じた展開というのも考えてもよいのではないかと思います。そういった人と人とが結び

ついていくような事業と、文字情報での情報発信と、学校・保育所・資料館などの教育機

関がつながっていくような、人が動く仕掛けができるといいなと思いました。 
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 すみません、もう少し皆さんの意見をお聞きできるとよかったですが、時間もまいって

おりますので、全体の話し合いに切りをつけたいと思います。何か、全体の場でもう少

し、というようなことはありますか。 

ありがとうございます。では、全体での話し合いを終え、事務局に進行をお返ししま

す。 

学校教育課長 ありがとうございました。それでは、事務連絡を数点お願いします。 

 

＜事務連絡＞ 

・市民アンケートの実施について 

・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２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。 

 


