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者
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加藤子育て健康部次長兼子育て支援課長
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都築学校教育課長
甲村スポーツ課長
村山中央図書館長
林資料館長
渋田給食センター所長
鈴木克主幹
瀧元副主幹
中林主幹
（計２９名）
傍 聴 者：１名
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みよし市教育委員会学校教育課
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下 欄 に 掲 載 す る も の ・議事録全文

要約した理由

令和元年度第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・都築
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、ただいまより令和元年度第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・都築

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。
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・都築
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

みなさんお集まりいただきましてありがとうございます。
この教育振興基本計画が子供達だけでなく、大人までの豊か
な学びを創造するための基本計画であることは皆さんご存知
の通りです。平成28年に策定してから着々と様々な事業を展開
してきて目標値に近づいてきているということを実感してお
ります。本年度は、計画年度を早めて35人学級をスタートする
ことができました。目標値にはまだまだ届かないものもありま
すが、それぞれの部署においていろいろな事業展開がなされて
います。この基本計画をもとに大きなうねりが動き出している
ということをこの3年間で実感しております。
その事業の進行よりも更に社会の変容が大きく、来年度から
は小学校で新学習指導要領の完全実施、令和3年からは中学校
で始まります。また、文科省は次から次へ政策を打ち出してお
り、一人一台のタブレットとかSociety5.0ということも出てい
ます。そうした教育政策に追いついて行くことも大変だと思い
ますし、それと相まって色々な問題も複雑化しております。統
計を取ると数が増えているので、残念に思っているのが虐待問
題もそうですし、不登校も少し増加傾向にあります。また外国
にルーツを持つ子どもたちがたいへん多くなっています。市内
の全小中学校に在籍していますし、そういった子供たちへの対
応は待ったなしの状況です。
来年度が5年目の中間見直しですが、来年度だけではとても
見直しができないということで、本年度から皆さんから少しず
つ意見を頂きながら、20の作戦のカードの入れ替えとか、ある
いは25の作戦で行くのか、あるいはその事業展開の改善等ご意
見を頂きまして、中間見直しではありますが新たな計画を作る
くらいの勢いで進めていきたいと思っておりますので、様々な
ご意見を頂きながら計画の見直しを図っていきたいと率直に
思っております。
と言いましても、今までの取組の成果についてもご指導頂き
ながら、令和元年度の取組予定に対しましてもご意見を頂きた
いと思いますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。

学校教育課長・都築

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6 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
る方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。
日比野委員
本計画査定委員会の会長並びに昨年度も委員長を務めてい
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三好丘小学校校長の山内陽二先生に
副委員長お願いすることを提案します。
学校教育課長・都築
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 山内陽
二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

この計画の策定から参加させて頂きまして、その後もこの見
直しや、計画の進捗状況を、市民を含めて、行政と市民の共同
で確認してその改善を図っていくというこの委員会に参加さ
せて頂いてきました。
先程、教育長のお話がありましたが、社会の変化といいます
か、新しい教育政策が特にこの3年・4年の間に出されてきて、
大きな流れとしては間違っていないと言いますか、みよし市の
取組と合致していると思いますけれど、社会の変化というより
は地域の変化なのかなと思っています。地域に住む住民、子ど
もたちが今どうなっているのか、という事を大事にしながら、
この計画の中間見直しをやっていく事はとても大事なことだ
と思っています。
今年は特に来年へ向けての見直しをされるという事なので、
是非皆さんの身近な子どもの姿、保護者の姿からもっとこうし
た方がいい、あるいはこういう点が欠けているのではないかと
いう事もどんどん出して頂いて、来年へ向けての作業が出来れ
ばと思います。
微力ですけれども私も努力して皆さんと一緒に作っていき
たいと思っています。よろしくお願いいたします。

学校教育課長・都築

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
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冨樫さんからお願いいたしま
す。
各委員の自己紹介
大村委員長

ありがとうございました。それでは、要項に沿って進めてい

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きた
いと思います。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。
まずは、要項の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
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につきましては、そちらに書いてあ
るとおりでございますが、基本理念「学ぶ楽しさで、人と人と
をつなぐ」、目指す人間像「生涯にわたって自らを磨き続け、
仲間と共に「ふるさとみよし」を築き、より良い次代を創り出
す人」を掲げ、平成28年度から令和7年度までの10年間の計画
を作成し、現在、進めているところであります。
本委員会はこの、「みよし教育プラン」についてその進捗状
況を確認するという役割があります。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が、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
チェックや改善を行うことで、いわゆるPDCAサイクルを確立す
ることが、この委員会の役割ということになります。
このプランの対象は、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。施策としては小中のボ
リュームが大きいということはありますが、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思っておりま
す。
続いて、「平成30年度の推進委員会で協議された課題・提案
等について」です。昨年度、本委員会で協議された内容が引き
継がれるよう、平成30年度の委員の皆さまから出していただい
た意見や提言、および外部学識経験者からの意見・提言等をま
とめたものが資料Aとなります。昨年出た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
していただきたい、という部分と両方の意味合いで用意させて
いただきました。
また、昨年度の委員会では、主に来年度の教育振興基本計
画・中間見直しに向けての御意見が中心となっています。本年
度の委員会で出していただく御意見をさらに加えていき、中間
見直しの際の資料とさせていただきます。また、資料Aの中で、
本年度の取組で生かせる御意見等につきましては、のちほど各
課から本年度の取組予定について発表していただく際にふれ
ていただきます。
続けて3ページ「計画の推進の流れ」をご覧ください。今年
度は、6月の本日の推進委員会と2月にもう一度皆さまにお集ま
りいただきます。会としては6月と2月の2回を計画しています。
また、本年度は2年に一度行う、教育に関する市民アンケート
を11月を目処に実施します。このアンケートの結果と分析につ
いては、第2回の委員会で報告するとともに、来年度の中間見
直しの資料にもしていきたいと思っています。

説明は以上です。
大村委員長

事務局

大村委員長

ありがとうございました。只今の説明について質問等があり
ますでしょうか。よろしいでしょうか。
昨年度の委員会の中で出された課題については、この後の2
0の作戦の説明の中でふれるということでよろしかったです
ね。
では、続いて、4の「重点施策『20の作戦』の進捗状況と本
年度の取組予定」に入ります。各課から御説明いただけるとの
ことですが、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。
最初に、本日初めて参加された方もいらっしゃいますので、
簡単に「20の作戦」について説明させていただきます。
本市においては、資料2にありますように250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。これがすなわち「20
の作戦」で、資料1の各ページ左側中段には、「重点施策」とい
う見出しで施策名が記載してあります。
次に、資料1の見方ですが、例として7ページをご覧ください。
左上に作戦名「生きた外国語に触れる外国語学習を充実させま
す」とあり、その下に「現状と課題」とあって四角く囲って影
になっていると思います。本教育プランスタート時の平成28
年度から現状や課題が変わっている作戦につきましては、この
部分が影になっています。そして、7ページ右側に「進捗状況
と取組予定」とあり、「R1」の「行動予定」と「現時点の状況
（5月末）」が影になっています。
この後、作戦1から順に、20の作戦について、特にこの影に
なっている部分を中心に、各担当課の課長等から、それぞれ1
分程度で説明しますので、資料をご覧になり、必要に応じて、
メモなどしていただきながらお聞きください。
作戦20までの説明が終わってから、まとめて全体で質疑応答
の時間をとっていただきますのでよろしくお願いします。

ありがとうございました。それでは順番に説明に入っていた
だきたいと思います。
それでは作戦1からお願いします。
子育て支援課長
子育て支援課加藤です。
「作戦① 子どもを持つ市民の子育ての不安を和らげます」
重点施策 (仮称)子ども総合支援センターでの交流・相談活
動の推進」平成29年度に開設した「子育て総合支援センター」
で行っている子育て世代の交流と相談業務です。
今年度の取組み予定は、今年度末で現行「児童育成計画」の
計画期間が終了となるため、昨年行った「子ども・子育て支援
ニーズ調査」の結果を踏まえ、保育環境を取り巻く様々な状況
を分析した上で、今後5年間の保育の見込み量と確保の方策を
示した「児童育成計画」を策定してまいります。策定業務委託
については既に発注済みで、7月から3回の予定で審議会を開催
し、年度末には次期計画が策定されます。

また、ファミリーサポートセンターで行っている病児・病後
児の一時預かり事業の充実のため、スタッフとなる人材を、1
0月から12月にかけ講座を開催して、育成していきます。（定員
30人）
また、平成30年4月から運用開始しています子育て情報ナビ
「みよぴよ！」を活用し、子育て支援サービスや行事等の情報
発信を行っています。当初からのメニューに加え、昨年度は保
育園の空情報を掲載したり、アンケート機能を使い利用してい
る機能や使い勝手等を調査しました。今年度は施設の写真を追
加掲載するなど情報を充実させていきます。なお、アプリのイ
ンストール数は平成31年3月末現在で693件です。
子育て支援課長
「作戦② 働きながら子育てをする市民を応援します」
重点施策 放課後児童クラブによる子育て支援の拡充
昼間や夕方に就労等の理由で保護者が家庭にいない児童を
対象に、適切な遊びの指導及び放課後に安全に生活できる場所
を提供するため、通年及び夏休み期間中などに市内8小学校で
「放課後児童クラブ」を開設しています。
市内に8つある放課後児童クラブ中、昨年度に北部・天王・
三好丘・緑丘の4クラブを民間事業者に運営委託し、従来から2
教室化していた北部に加え、天王・三好丘・緑丘の3クラブも2
教室化し、この4クラブで対象学年を今までの4年生までから6
年生までに引き上げました。今年度は、中部・南部・三吉・黒
笹の計4クラブでも運営を民間委託し、8クラブ全てで2教室化、
対象児童も6年生までとしています。加えて開所時間をこれま
での午後6時30分までから午後7時までに延長しています。
なお、この時間延長に関連しまして、資料A1ページであげら
れている意見・提言では、「放課後児童クラブの開所時間が午
後7時まで延長されると、長時間子どもが預けられて保護者の
就労支援にはなるが、一方で、親子のふれあい時間が減り関係
が希薄になる」と懸念されていました。
この「開所時間午後7時まで」とは預かりの最長時間であっ
て、原則は午後6時までの預かりとし、就業証明等で午後6時以
降も就業とされた保護者に限り午後7時までの預かりを認めて
いるもので、利用は全体の1割強となっています。なお、毎月
各クラブで独自の通信を作成・配布し話題を提供したり、県内
他市町では行っているところもある土曜日の開所を、本市では
行なわなかったりするなど、土日は親子のふれあいに努めても
らえるようにしています。
教育行政課長

教育行政課長の山崎です。
作戦3「子育てに役立つたくさん発信します」です。
子育てに関する情報については、子育て支援課からも、作戦
1、作戦2で出ているわけですが、教育委員会からは、重点政策
に「家庭の教育力向上のための啓発活動の推進」とありますと
おり、家庭での教育力向上のために、こちらの方に重点を置い
て進めていくことになります。
今年度においては、三好中学校区、南中学校区で発行してい
る小中学校行事カレンダー、これは2か月ごとの発行になって
いますが、この中に、子どもが参加できる地域の行事を盛り込

み、子ども目線で活用できるカレンダーの作成準備を各学校の
担当者と連携して行います。
また、昨年度より掲載を始めた、広報みよしの「はぐくみ」
ページを、今年度も5月1日号から奇数月1日号に、2か月に1回
年6回確保し、「家庭で育てる基本的な生活習慣とマナー」「子
どもの自立心を育てるために」など、保護者に向けた子育ての
中で家庭教育の向上に繋がるヒントやポイントを掲載してい
きます。まもなく7月1日号も発行されますので、そちらにも掲
載しています。
教育カレンダー発行に向けて、関係機関への調査の内容につ
いて検討中です。
学校教育課長

学校教育課都築です。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。
教育支援センター機能として、令和元年度においても、学び
の森における不登校児童生徒が、体験活動や学習の補充等行う
適応指導教室の運営、専門相談員による相談活動、学校支援の
充実として、相談員や特別支援教育担当教員補助者、学校支援
ボランティア派遣を行っています。
今年度は、心理士の資格をもった市専門相談員3名を配置し、
週2日だった相談日を週3日として相談活動を実施しています。
また、年度初めの4月と大型連休前に、児童生徒及び保護者へ
相談活動についての周知を図るためのチラシを配布しました。
昨年度のご意見で、「相談機関については、案内を繰り返すと
よい」とのご意見をいただきましたので、今後も、夏休みや冬
休みの長期休業前にも案内を配布していきたいと思います。
学校教育課長
続きまして作戦5です。「自ら考える力のつく、楽しい授業を
増やします」
新学習指導要領が小学校では令和2年度から、中学校では令
和3年度に完全実施となります。大きくは、昨年度からスター
トした道徳の教科化、また、小学校において5、6年生で実施し
ていた外国語活動を3、4年生から実施すること、小学校におけ
るプログラミング学習の必修化の三つですが、今年度からはそ
の移行期間として、それらの推進に向けて事業を展開していき
ます。
一つは、みよし市教育課程および評価検討会議を中心とし
た、新学習指導要領に対応した評価規準の見直しです。また、
教師の力量向上のための研修においては、経験年数を考え、
キャリアステージに応じた研修計画をもとに、計画的に実施す
るとともに、各小中学校でも校内における現職教育を進めてお
り、その計画を全小中学校で共有化し、案内を配布することで、
互いの研修会に参加できるようにしています。
今年度は、若手教師を対象に、「単元構想づくり」「教育実践
の進め方」「学級づくり」をテーマとした、みよし市教師塾を
夏季休業中に実施する予定です。
こうした取組により、教師の指導力向上を図り、主体的・対
話的で、深い学びにつながる授業づくり、子どもたちが楽しい
と思える授業づくりを行っていきます。
学校教育課長
作戦6「ＩＣＴ環境を整備し、新たな学びを創造します」

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
がることが大切であると考えていますが、そのために、どのよ
うなＩＣＴ機器を整備していく必要があるのかなどを考えて
いくことが大切です。昨年度、令和元年度から5年間のＩＣＴ
機器整備計画を含む、教育情報化推進計画を策定しました。
今年度は、整備計画に沿って、ＩＣＴ環境を順次整備してい
きます。中部小、三好中、北中、南中に普通教室数の1／2の割
合まで大型提示装置、タブレット端末を中部小に40台、三好中、
北中、南中に20台ずつ配備し、ICTを活用した授業実践事例を
蓄積していきます。
また、小学校にマイクロビットを40台ずつ配備し、プログラ
ミング学習に活用していきます。小学校でプログラミングに関
する校内教員研修を各校で実施したり、大学生をメンターとし
た出前授業を実施したりします。
学校教育課長
作戦7です。「生きた英語に触れる外国語学習を充実させま
す」
令和2年度から完全実施となる新学習指導要領では、小学3、
4年生は年間35時間、小学1、2年生は年間70時間実施すること
になります。今年度は、昨年度に引き続き、5、6年生は年間7
0時間、3、4年生は年間35時間、学習指導要領で定められた時
間数を先行実施しています。すべての時間を担任たけでなく、
AＬＴ及び外国語活動対応非常勤講師とともに実施しており、
ネイティブな英語に親しむことができています。また、今年度
から市内で統一した年間指導計画、学習指導案の活用を開始し
ました。
今年7月、初めての事業でみよしイングリッシュキャンプを
開催します。希望者を集約したところ、定員40名に対して90
名の希望があり、AＬＴ派遣会社の協力により、AＬＴの人数を
増やし、場所を変更して希望者全員を対象に実施します。
また、AＬＴを講師とした、小中合同研修会を設けて、教師
の外国語活動の指導における技能を高めていきます。
学校教育課長
作戦8「子どもの心を育てる教育を大切にします」
小学校では昨年度から道徳が教科化となりました。中学校で
は今年度から教科化となっています。今年度は、指導方法や評
価のあり方について協議を進め、今までの先進校の実践をもと
に、市道徳教育推進プランを作成します。また、各小中学校に
は道徳教育推進教師がいますので、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科の授業研究の予
定を全小中学校で共有し、互いに参加し合えるようにしたりし
ていきます。
また、三好丘中学校区では、平成28年度から3年間かけて人
権教育推進地域事業として研究を進め、昨年度成果発表を行い
ました。今年度も、三好丘中学校区3小中学校連携による人権
教育推進地域事業を継続的に実施していきます。
学校教育課長
作戦9「たくましく健康な子どもを市全体で育てます」
平成29年度に配布した「ウォーミングアップドリルや運動遊
び集」の見直しや充実を図っていきます。「ウォーミングアッ
プドリルや運動遊び集」は、
「走ったり跳んだりする運動」「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、動きを持続するため能力を高めるための運動」の参
考例が掲載されており、関係する単元の授業の始めや、運動会
や体力テストの前などに取り組むことができるようにしてい
ます。今年度の見直しとして、特に器械運動の見直しを進めて
いきます。
4月に「ウォーミングアップドリルや運動遊び集」を再度学
校へ配付しました。8月には、器械運動のウォーミングアップ
ドリルや運動遊びに関する研修会を実施する予定です。
学校教育課長
作戦10「個別の支援が必要な子どもを応援します」
特別な支援が必要な児童生徒、日本語指導が必要な児童生
徒、不登校児童生徒に対して、「個別の支援・指導計画」を作
成しています。これらの計画を子どもへの指導に活用していま
す。子どもは常に成長していますので、これら計画の見直しを
随時行っていきます。子どもの進級時はもちろんですが、保育
園・幼稚園から小学校へは「つながりシート」、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、「教育支援・指
導計画」がきちんと引き継がれるようにし、子どものよりよい
就学につなげていきます。
ハートケア教育サポーターが保護者、学校、関係機関との
コーディネートを図りつつ、不登校児童生徒を随時支援してい
きます。また、学びの森には、日本語が難しい外国人児童生徒
を対象とした初期指導教室を設置し、日本語を学んでいくこと
ができるようにしています。
学校教育課長
作戦11「一人一人が良さを発揮できる学校づくりをします」
昨年度まで、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人学級で実施していましたが、今年度は、小学4年生
から6年生まで35人学級を拡充し、小中学校全学年で35人学級
を実施しています。少人数学級の利点を生かし、児童生徒に一
人一人に対するきめ細かい指導を行い、個に応じた効果的な指
導が行えるよう、必要な人員、教室、備品等、教育環境整備を
進めていきます。
教育行政課長

続いてお願いいたします。12ページとなります。作戦12「安
心・安全・快適な学校環境づくりを進めます」です。
重点政策は「大規模改修による学校施設の整備」で、学校施
設を計画的に3年間かけて、各校で実施しています。この計画
に従い、令和元年度は、三吉小学校大規模改修1期工事として
屋内運動場、プール、外溝 の改修工事と、令和2年度に大規模
改修2期工事として実施する南舎、管理棟ですが、改修工事の
ため設計業務委託を行っていきます。
本年度の状況ですが、すでに大規模改修1期、建築工事、大
規模改修1期の電気工事等を発注手続きを行い進めています。
この後、三吉小については来年度2期工事、再来年度3期工事と
進めていきます。また大規模改修を含めた学校施設の長寿命化
計画を昨年度策定しておりますので、これに基づいて今後小中
学校の大規模改修等を計画に進め、施設の長寿命化を図ってい
きます。

学校教育課長

作戦13「12校が「チームみよし」となりパワーアップします」
三好丘中学校区における人権教育推進地域事業のように、各
中学校区において、小中連携、小小連携が進んでいます。小学
生と中学生の合同あいさつ運動や部活動交流などを行ってき
ましたが、市内12校の教職員の連携強化による資質向上とし
て、校務支援システムのネットワークを再構築し、セキュリ
ティを高めるとともに、校務支援システムで共有された、各校
の授業実践の活用、各校の講師招聘現職研修計画を基にした研
修計画づくりをすすめていきます。また、夏休み期間中には、
教職員同士が得意分野を生かした自主研修「みよし市教師塾」
の開催を予定しています。

生涯学習推進課長

生涯学習推進課長竹谷です。作戦14「サンライブでいろいろ
なことが学べるようにします」重点施策は、サンライブの生涯
学習拠点化の推進です。
この施策は、サンライブを拠点に、幅広い分野にわたる生涯
学習講座を開催し、生涯にわたって学び続ける市民を応援する
取組です。平成30年度は、190講座を開催しました。
本年度の取組予定ですが、昨年度より10講座多い200講座を
開催したいと考えております。そのためには、夜間、土日講座
の拡充にあわせ、勤労者への生涯学習機会を増やす必要がある
と考えております。現在の講座体系は、「生活創造」「国際理
解」「情報通信」の3分野で、「春夏」「秋冬」「新春」の3期で
行っており、運営は、生涯学習推進員さんが中心で行っており
ます。この講座運営業務を含め、サンライブ全体の管理運営の
あり方について、今後検討してまいります。
なお、昨年度御意見をいただいた成果指標におきまして、計
画策定時に立てた、令和2年度の受講者数目標が高すぎるため、
今後検証の上、見直しの必要があると考えております。
生涯学習推進課長
続いて作戦15「市民が発信する生涯学習活動を応援します」
重点施策は、地域や自主的サークルによる生涯学習の推進で
す。
この施策は、地域市民の自主的な生涯学習への活動に対し、
助成を行い、また、発表の機会、場を提供することで、市民主
体の生涯学習活動を推進する取組です。
本年度の取組予定ですが、行政区や生涯学習支援団体が、自
主的な生涯学習講座等を開催した場合に、補助金を交付し、助
成を行います。また、広報誌等を利用し、生涯学習活動団体の
更なる普及、啓発に努めるとともに、生涯学習情報誌において、
活動団体を紹介します。そして、活動成果を発表できる機会「生
涯学習発表会」を開催し、市民が発信する生涯学習活動を応援
してまいります。なお、本年度から行政区への補助と地域の生
涯学習活動団体への補助を統合し、より効率的な運用ができる
ようにしております。
スポーツ課長

スポーツ課長の甲村です。
16ページの作戦16「市民がいろんなスポーツに親しめるよう
にします」についてです。
全国的に子供の体力低下傾向とスポーツをする子としない

子の二極化の傾向が見られます。また、本市の実態調査の結果
では運動習慣の低い成人の率は50％以上です。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む環境整備を推
し進めてまいります。
重点施策は、
「総合型地域スポーツクラブの育成」で、平成2
8年度に新しい総合型スポーツクラブができましたので、市内
に3つの総合型地域スポーツクラブが発足しています。
成果指標の「総合型地域スポーツクラブで活動した人の数」
ですが、平成30年度55,153人で29年度に引き続き目標をクリア
しております。成果目標数値をクリアした状態ではあります
が、市民の運動習慣を高めていくための環境整備に向け、今年
度は小中学校の屋外施設に照明設備を設置することについて
関係課と協議を行う計画としています。現在協議の日程調整を
しています。
歴史民俗資料館長

資料館長の林です。「作戦17 みよしの歴史や文化を広く市
民に発信します。」についてです。
令和元年の行動予定は、土器作り、石器作り、ドッキ―作り
の体験イベントの募集は締め切ましてすべて定員を上回る申
し込みがあり、現在開催に向けて準備しております。また、文
化財めぐりも、実施に向けて黒笹27号と福谷城、残るあと一つ
候補地を、現在相手方と交渉中です。
灰釉陶器づくりは、第1回は5月18日に、第2回は6月18日に開
催しました。石川家住宅夏まつりも、現在催しを準備中です。
資料Aをご覧ください。5ページ「生涯学習・みよしの歴史や
文化の発信」の下段にあります、平成30年度 推進委員会にお
ける各委員からの意見・提言から、石川家住宅の無料講座はボ
ランティアの講師を増やしては、という提言について、毎年新
たに、ボランティアが加わり新しい講座が生まれており、今年
度中に広報を通してボランティアの募集をしていく予定です。

生涯学習推進課主幹兼図書館長の村山です。18ページをご覧
中央図書館長 ください。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」です。
右側の今年度の行動予定ですが、ご覧のとおり、今年度は図
書館の管理運営方法を検討いたします。現在の中央図書館は、
平成28年7月2日みよし市図書館学習交流プラザ「サンライブ」
内に開館しました。窓口業務の形態は、旧図書館の臨時職員体
制からプロポーザルによる運営業務委託へと変更しました。契
約期間は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年契約
で、平成31年4月1日からは、プロポーザルによる令和3年3月3
1日までの2年契約の委託業務となっています。これは、サンラ
イブ開館から5年を経過した時点で図書館の窓口運営方法のあ
り方を検討することとなっていたからです。よって、今年度中
に委託化の効果を検証し、今後ともよりよいサービスを提供で
きるよう、図書館窓口の管理運営について、指定管理者制度の
導入を含めてどちらがふさわしいか決定するものです。
昨年度ご意見いただきました、おはなし会につきましても、
小学生でも楽しめるおはなし会の開催を心掛けているところ

であります。
作戦19「みよしのことが大好きになる学習をします」
学校教育課長
ふるさと学習の推進を掲げ、副読本「みよし」を活用した授
業を小学3、4年生で実施しています。今年度、初任者教職員及
び教職員の中の希望者を対象に、「みよしを知ろう」という研
修を実施します。
小学校では学年ごとに校外学習を実施していますが、その行
程の中に、歴史民俗資料館や石川家住宅、市役所の見学を取り
入れることを推奨したりしています。また、新学習指導要領に
対応した副読本「みよし」のR2年度に改訂を行っていきます。
作戦20「地域の人と一緒に学ぶ学校づくりをします」
学校教育課長
現在、市内小中学校には多くの学校支援ボランティアの方に
協力をしていただいています。広報みよしを活用し、学校支援
ボランティアの募集をかけ、登録者のデータベースを作成し、
それを各小中学校に提供しています。また、ボランティア保険
等の予算拡大に向けて取り組んでいきます。
地域の方々とともに学校づくりを進めていくコミュニティ
スクールを実現させていくために、来年度以降で、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」を配置してい
きたいと考えています。その地域コーディネーターによるボラ
ンティアの派遣モデルについても検討していきます。今後も多
くのボランティアの方に登録していただけるよう、広報活動を
積極的に展開していきます。
教育行政課長山崎です。教育行政課は作戦20で「みよし未来
教育行政課長 塾」を担当しています。
令和元年度は、夏休み12日間、冬休み3日間、市内在住・在
学中学生及び高校生を対象に市民活動センターとカリヨンハ
ウスの2会場での実施を予定しています。広報6月15日号で受講
者、講師、ボランティア講師について募集しています。
大村委員長

鈴木委員

ありがとうございました。どこからでも結構ですので質問等
あればお願いいたします。

作戦1の現時点の状況の中で幼児、病幼児預かりスタッフの
養成講座の開催が決定されておりますと説明がありました。受
けるのに、資格はいるのでしょうか？
子育て支援課長
受講に関しまして、資格は求めてはいません。保育資格、看
護資格があって、全24時間10日間の講座を修了して頂ければ、
ファミリーサポートの会員になって受けるのは可能になりま
す。
吉川委員
自分の知る限りでは、この計画が出来てから、施設が新しく
なったり、改修したのは、作戦1の子ども総合支援センター、
作戦14のサンライブ、作戦17の歴史民俗資料館、学びの森の改
修工事。その辺りの施設が新しくなったり新設したことによっ
て、すぐ数字は出ないとは思いますが、当時の見込と比べて利
用者数が予想通りの推移なのか、伸び悩んでいるのか。その辺
り分かる範囲でいいので教えてほしいです。
中央図書館長
サンライブ図書館について御説明させて頂きます。入館者に

資料館長

学校教育課長

子育て支援課長

渡邉委員

つきましては平成28年度21万9542人、29年度25万9235人。30
年度26万4767人。28年度につきましては、7月2日オープンとい
うことで単純に比較はできませんが、29年度と30年度を比較し
て102.1％増加しております。貸出者数につきまして、28年度8
万1187人。29年度11万2775人。30年度12万3242人。30年度の全
年対比109．3％。貸出冊数につきまして、28年度30万2786冊。
29年度42万3270冊。30年度45万9543冊。30年度の前年対比108．
2％。蔵書数につきましては、28年度22万5562冊。29年度24万2
546冊。30年度26万4855冊。30年度の前年対比109．2％という
ことで、全て毎年増加している傾向にあります。
資料館ですが、具体的な数字は今日は持ってきていません
が、平成29年4月に本館を増設いたしました。オープンしたこ
とによりまして、若干人数が増えておりますし、来た時のお客
様の反応として「随分変わったね」という反応を頂いています。
平成29年度に開所した学びの森ですが、不登校児童生徒の対
応、保護者や生徒の相談又、日本語教育を必要とする外国人生
徒の対応をしております。3年目に入りましたが、特に日本語
教育の指導を必要とする外国児童生徒数が非常に増えていま
す。今の学びの森の教室では午前と午後の二交代でやっている
わけですが、非常に増えております。指導が手いっぱいの状態
が続いており、新たな課題であると思っています。
作戦1です。平成29年度に開所した子育て総合支援センター
です。相談とふれ合いを主にやっています。相談につきまして
は子育てコンシェルジュを置きまして、常時子育ての相談を受
けております。ふれあい広場という親子の触れ合いの場、こち
らも毎日平均すると100人弱の親子が来ております。さらに言
うとサンネットにもふれあい広場を作ったのですが、そちらは
100人強の親子の方が毎日来てふれあい広場をご利用されてい
ます。詳しい数字は子育て支援課に来て頂ければ、きちんとし
た数字は出せると思います。
作戦11の一人一人の良さが発揮できる学校づくりという所
でとても気になるのが、35人学級になったことで一人一人が良
くなるという、そんな風に考える傾向が怖くて、具体的に何が
35人になるとできるのかとか、一人一人の教師が何ができるよ
うになるのか、どういう風にイメージしていけばいいのか分か
らない。どう変わっていくイメージができない。それから幼稚
園の卒園児が小学校に行って、2か月後に幼稚園で同窓会をし
ます。そしてどの子も話すことが二つあります。
「小学校の先
生はいっぱい話すけど、僕の言う事は全然聞かないよ。慣れた
けどね」
「学校の先生は遊ばないよ」1年生・2年生の子にとっ
て必要な事は、遊びを通して特に新学習指導要領改訂となりま
すが、ここが繋がってない気がします。幼稚園は遊びを通して
やりたくなる教育をやっているのですが、小学校ではどうして
も一方的に先生が教える。教えて分かった子はいいですが、分
からなかった子に対する配慮が本当に行き届いているのかな
と、非常に私はひっかかっています。子どもの言葉中で一番怖
かった事は、「もう慣れたけどね」とかその言葉が非常に怖い
と思います。一人一人を大切にするという事は35人になったか
ら、やれるのかという所が信用できないとうのが、幼稚園から

鈴木委員

大村委員長

学校教育課長

教育部参事

子どもを送った側からする小学校に対する本音の所です。そこ
をなんとか35人になったから、これはいけるかもしれないな、
と期待できるような文言が入ってほしいなと思います。現場で
は、35人の生徒を一人の先生ではやはり過酷だと思います。幼
稚園でいうならばもう一人付いています。「遊んでくれない」
という意見があるなら、1年生のクラスにはもう一人加配の誰
かがいて、担任の先生は授業を担当する、でももう一人の方が
授業中一緒に子どもを見てくれるという体制をつくってもら
いたいと思います。そうすれば、トイレに行って帰ってきた子
の表情が違うとか、そういう細やかな所を把握できる体制にな
るのではないでしょうか。ここまで一生懸命やって35人学級に
するのならば、もう一歩考えて頂きたい。二人体制の1年生の
クラスを作って頂きたいなと思います。非常勤の方でも構いま
せん。これから教育を学ぼうとしている大学の生徒さんでも構
わない。そういう方が教育現場に入るってことはできないので
しょうか。これが現場の先生も疲弊しないでなおかつ、一人一
人の子どもに目を行き届かせることにつながるのではないで
しょうか。又は、以前に幼稚園や小学生の先生の経験のある方
がもう一度戻って、正職員としては入れないけれど、非常勤で
も働きたいという方にお願いができないのでしょうか。そうい
う方が入らないと、ハードだけが整っても、それが本当なのか
なと私は思います。先生がこれで楽になるとは思えない。そこ
らへんをみよし独自で考えて頂きたいと思います。
関連してですが、小学生時代は1年生から6年生までほんとに
成長段階がまるで違う子ども達が来てる中で、ましてや幼稚園
から小学生に上がる時にそこでステップを間違えると大変こ
とになると思います。今まで35人・40人以下の学級に子どもが
いたお母さんが、黒笹小学校は今30人学級になっているクラス
があるのですが、「先生がよく見てくれるからいいよ」と、親
たちはすごくよろこんでいるのを耳にします。子どもたちは
色々な子どもがいます。すごくこだわる子ども達も多いと聞い
ています。渡邉先生が言われるように、低学年の35人学級はす
ごくいいのですが、サブの先生を付ける体制を考えた方がいい
と私も思います。
この話題については、この後のグループ協議でもまた議論し
て頂きたいと思いますが、これまでの質問について、事務局か
ら何かありますか。
学校現場の方からも人的配置の要望は毎年出ております。特
に幼稚園、保育園から小学1年生へ上がる大事な時に一人一人
本当によく寄り添っていけるよう、今、特別支援教育対応教員
補助者という方を市で雇用していますが、担任一人ではなく増
員に向けて考えていきたいと思っています。
遊びの中から学んでいく幼稚園・保育園の段階。小学校では
まるきり遊びというわけにはいきませんので、教育活動を通じ
て色々な事を学んでいく小・中。大きなギャップがあることを
感じています。幼・保の方は今日、出席されています子育て支
援課が作成しています児童育成計画。そちらの方に乳幼児につ
いても盛り込まれていくと思います。我々が今一番考えなくて
はいけないのは、幼・保の段階と小・中。ここがどうしても
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ギャップがあるので、そこを繋ぐにはどうしたらいいのかとい
うところで今日、沢山ご意見を頂けたらと思っています。
作戦10で特別支援が必要としている子ども達の話が出てい
ます。色々な日本語指導が必要な子や不登校の子、個別の支援
計画について。この辺りのことが出てきているのですが、大変
必要な事で、作っていかなくてはいけない事ですが、これを作
成する為に労力をかけてしまうのはすごく大変な事であって、
できるだけ現場の教員が作る為に力を注ぐのでなくて、それを
活かすところに力を注いでいくことが大事であると思います。
学校内で作って学校内にあればよしではなくて、学校内で作っ
たものを情報交換するとか専門機関に広げるとか、作って終わ
りにならないことが必要かと思います。それと作戦13で、人権
教育総合推進事業について 成果が出たと書いてあります。こ
の地区で引き続き続けてもらいながら、出た成果を他の学校で
も広げて活かせるといいなと思います。
個別の支援計画については、作って終わりではなく、計画を
活用すること、小学校から中学校、中学校から高校へと進学先
に繋げていく事が大切だと思って各学校で取り組んでいると
ころです。幼稚園から小学生へはつながりシートがあります。
それを基に就学相談会等で得られた情報等をつなげていくよ
うに取り組んでいるところです。人権教育については昨年1月
にみよし市研究大会で成果を発表して頂いて、是非他の学校で
も広げていけるところはどんどん同じような活動をしていき
たいと思っています。
作戦15の令和元年の現時点の状況という所で、生涯学習講座
について補助金として補助をしています。現時点で申請団体が
一団体と書いてありますが、どの団体か教えていただきたいで
す。もう一点、生涯学習活動団体の登録は19団体とありますが、
登録団体が19でしょうか。生涯学習団体の登録の区分けが分か
りにくいので、もう少し正確な数字を出してほしいです。
昨年度も議論になりましたが、登録団体は教育委員会の登録
制度があって、そこに登録しているのが16団体でそれが19に増
えたという事だと思いますが、施設の活動団体はもう少し多く
あると思います。成果指標は何を指標として用いるのが政策と
して良いのかということを議論されてきましたので、16や19
という数字は市民の活動の実態を反映していないのではない
かというご意見です。
登録は規約もあり厳しいです。それでも登録させていただい
ている団体がたくさんあるのに、そういうデータも集めている
はずなのに、間違ったデータは出さないでほしいです。
市民が中心に自主的に活動するという意味でこの計画がで
きている。生涯学習に登録している団体や文化協会は沢山ある
ので、成果指標がこれだと活動団体が少なくみえますので、計
画を見直す必要があるかなと思います。
作戦10に特別の支援が必要な子どもとありますが、成果指標
に日本語指導が必要な子、不登校の指導の子のﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞはあ
りますが、支援学級の支援児、障がいの子どもはここには入ら
ないのでしょうか。障がいの子どもはどの分野でサポートして
いくのかがよく分からない。あいまいで埋もれている。支援学
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級の個別計画を保護者と共有しているのか、共有化して学校と
三位一体とやると、もっと細かく子どもたちを支援していける
と思うのですが、これはここには入っていないのですか。
2行目にありますが、障がいがある子に対する個別の支援計
画をということで、障がいを持っている子ども達については作
るのが当たり前の事で、当時は障がいのある子は作っているの
だけれど、同じように個別の支援が必要な日本語が不自由な子
や不登校の子達には作っていなかったので、それも作ろうとい
う事になりました。今は、100％作っているし、なおかつ特別
支援学級に入っていなくて普通学級で障がいを抱えている子
についても今は作っています。
作ったものを保護者と共有してほしいと思っています。やっ
ていることが分からないという保護者が非常に多いです。
保護者と一緒に作成しています。日々の生活に組み込めるよ
うになっています。
その他よろしいでしょうか。
それでは、次第の5「グループ協議事項」に入りますが、そ
の前に、令和2年に教育振興基本計画の中間見直しを行うとい
うことで、教育委員会としては、見直しの方向性をどのように
考えているのか。これについては、教育長からお話いただける
と聞いておりますが、よろしいですか。
本日のグループ協議では、来年度に向けて皆さんの自由なご
意見をいただきたいということで、ブレインストーミング的に
どんどん意見を出して頂いて、言葉を書き出して共有化して行
こうと考えております。
その前に、今までのご意見の中で、「取り組んだことが共有
化されるのか」ということについて意見がありましたので、少
し補足しておきます。まず、人権教育についての共有化につい
て、大切な視点が二つあります。一つは、授業づくりの中で一
人ひとりを大切にしなければならないという授業づくりの視
点は共有化しなければならないということ。もう一つは、人権
教育についてどんな資質・能力が必要かということについて、
みよし市のものとして9年間を見通した一枚の系統表を作らせ
ていただいてます。これをもとに、これからさらに進めたいと
思っています。成果指標の見直しも必要だと思っています。何
をもって生涯学習が推進されたのかということも測らなけれ
ばなりませんので、成果指標の見直しは大切です。個別の支援
計画等についても、学校訪問に行きますと学校で作成している
支援計画を全てチェックしています。保護者の意見もきちんと
入っているか、というところまで見ています。そのくらい徹底
してやっています。そして、どう子どもの指導に生かしていく
かということは少しずつですが、進めているところです。シス
テムとしてはみよし市は動いています。これから中身の充実を
図っていくということが次の課題です。
教育振興基本計画は作るときに市長の教育大綱と連動する
ということでしたので、今回の見直しも市長のご意見も伺いな
がら進めていきますが、今日的な課題の中で外国籍の子が増え
ていること、子どもたちの心の問題や、家庭の問題も多いだろ

うと思っています。また、人生100年時代ですので、どう豊か
な人生を送ろうか、という点で生涯学習の視点も必要です。新
学習指導要領では、開かれた学校と言われていますので、学校
からも発信、地域からも発信するみよし型コミュニティスクー
ル的なものができるように、予算取りも頑張っていこうという
ところであります。 ＩＣＴ教育についても5年計画で学校教育
情報化推進計画を作成し、その中にＩＣＴ機器の整備計画も盛
り込みましたが、5年では文科省が示している指針に間に合わ
ないので3年間で進められるような予算が付くように、これか
ら財政当局と交渉していきます。子どもの心をどう育てていく
かという部分は議会からもご意見を頂き、0歳から18歳までの
一人の子どもが育っていくときに、どのような資質・能力が必
要であろうか、ということを整理して共有することが大事では
ないかと思っています。みよしでどんな子を育てるのかという
ことを教育現場や保育園、幼稚園だけが思っていても駄目じゃ
ないか。やはり地域や家庭がみよしの子はこういう子を育てて
いくんだということを共有しなければうまくいかないのでは
ないかというご意見も頂いています。
色々な視点で意見を出していただければと思います。こうい
う視点が必要、ここは見直しが必要とか、ここはこのまま続け
て欲しいとか、どんどん言っていただくことが次の見直しにつ
ながっていくと思います。言っていただいたことを計画に盛り
込むかどうかは分かりませんけども、新たな視点で、忌憚のな
いご意見をよろしくお願いします。
大村委員長

ただ今の説明も踏まえて、グループ協議に入っていきたいと
思います。
グループ協議の進め方について、事務局から説明をお願いし
ます。

事務局

協議テーマについては、次第に書かせていただいたとおり、
みよし教育プランの中間見直しに向けて「今後5年間に推進し
ていく施策に加えるとよい視点について」話し合っていただき
たいと思います。キーワードを上げていただくようなイメージ
でも構いません。
すでにグループに分かれて座っていただいていますが、グ
ループ分けは、要項のP1に示させていただいたとおりです。各
テーブルに、学校教育課の者が付きます。話し合いの内容をホ
ワイトボードにまとめていきますので、御承知おきください。
話し合いの取り回しは、Aグループは学校教育課長、Bグループ
は教育部参事が行います。また、各テーブルには、関係課の担
当者も同席しますので、疑問点等があればお尋ねください。3
0分を目処に話し合いをまとめていただき、話し合われた内容
の概略を、次第の「6協議内容の共有」の際に全体に向けて、
事務局から発表させていただきます。

大村委員長

ただ今の説明について、確認したいことはありますか。あり
がとうございました。それでは、話し合いを進めてください。
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＜Aグループでの主な意見＞
小学校プログラミング教育の視点から。実際に小学校へ行っ
ている。どこの学校も何をしてよいか分からない、予算も少な
いから教材もそろえられないという市町がある中で、みよし市
の計画を見せてもらって、けっこう工夫しているな、という印
象を受ける。大学からもメンター派遣を行って、研修などを
行っているが、みよしはよく考えられているという印象を受け
る。マイクロビットなど実際にどうやって授業に組み入れて進
めて行くか、大学でも考えているので、ぜひ大学に聞いてもら
えるとよい。
次の改訂で入れてほしいこと。「知」「徳」「体」と言われて
いるが、特に「体」の部分に課題があると感じている。考えて
いかないと、すごく子どもの体力が落ちていくという心配があ
る。それに伴って、先ほどスポーツから屋外照明のことがでて
いましたが、スポーツの分野では、やりたい人はいるが、施設
面では場所がないというのが現状。言い換えればスポーツの分
野はのびしろがある、ということ。今年、三好丘中学校ではス
ポーツ課の指導で中学1年生がカヌー体験を行っているが、子
どもたちはとても良い表情を見せている。このような取組を作
戦に入れていきたい。新しい課題として、外国籍児童生徒や引
きこもり、交通安全、アレルギー、いじめ・不登校問題への対
策は、プラン作成当初から状況が変わってきているので入れ込
みたい。スマホのことも大きい比重を占めているので入れても
良いと思う。
生涯学習の活性化が大切と考えている。三好丘中学校区から
すると市役所のほうまで来ることは、かなり遠いと感じてい
る。サンライブだけでなく、サンネットの利用実績が多いこと
からも、北地区でも生涯学習講座の拠点となる施設で開催して
活性化させないといけない。学びの森があるが、当初は建物が
あっても、利用があるか疑問があった。しかし、箱があって人
がいるとニーズが生まれ、仕事が生まれ、今では入りきれない
ほど活性化している。おそらく地域連携コーディネーターをお
くと、北地区でも施設があれば地域は活性化する。いきなりた
くさんの施設を作っても機能しないと思うので、実験的につ
くってみるとよい。
北地区におかよし交流館がオープンする。いろいろと活用が
できるのではないか。
たくましく健康な子どもを育てる」の成果指標で、運動能力
テストのことが示されているが、運動能力が高まるとはどのく
らいのスパンで考えているのか。実績を見る限り、下がってい
る。どのくらいのスパンで成果を測っていくのかを考え直すと
良い。
「子どもをもつ」、「子育て」、という言葉が出てくるが、
「子」の年齢層はそれぞれ違う。どのくらいの子を対象にして
このプランを作成しているのか。どの作戦がどの年齢層にス
ポットを当てた作戦なのか明確にすると分かりやすくなって
良いと思う。
子どものことに対しての作戦はたくさんあるが、子どもを育
てる親を支える作戦を積極的に取り組んでいかなければなら
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ない。子どもを育てる家族が健康であることが重要。そのこと
に対して、市が出来ることをやっていくと良いと思う。
子育てに悩んでいる親は多いが、予約をとって足を運んで相
談することがネックになっている人も多い。その辺にうまく
入っていける環境ができると良い。保育園の先生に就学相談を
勧められ、相談を行ってみた。ただ外部から言ってもらうこと
が嫌な親もいて、難しいところがある。抱えていることがある
保護者ほど、外に発信できないように感じる。これらの親への
ケアが必要。
子育て支援センターは地区によってあるが、基本は未就園の
子が相談の対象。子育て支援センターとしても感じているの
が、発信してきてくれる保護者はいいが、発信もできない保護
者にどう手を差し伸べていくと良いかが課題である。
小学校の放課後児童クラブについて小4から小6に拡大され
た。以前は4年生までの受け入れであったのは、4年生が留守番
ができるラインということを意味していたのか。保護者同士で
話題になったことがあるので、知りたい。
6年生まで拡大しても、子ども本人は部活があるから、留守
番できるから、ということで行かなかったり、また、放課後児
童クラブにいると、活動が決まってくるので自分のしたいこと
ができないので、必ずしも親と子のニーズが一致するわけでは
ない。親の支援は必要だが、いろいろなレベルがある。まった
く困っていない親もいれば、すごく困っている親もいる。それ
ぞれに支援が必要。「はぐくみ」のような情報提供は困ってな
い人にも必要な情報なのではないかと思う。今はスマホで情報
を入れられる時代で、興味のあることは調べようとするが、そ
うでないことは見向きもしない、という傾向にある。広報など
でこうした情報を発信していくことは親の底上げをする上で
も大切。また、本当は困っているけど、どうしてよいか分から
ないという人たちに何が出来るかを考えていくことが大切。ど
こをターゲットにするか、ということも検討する必要がある。
中学校であれば、発達障がいのチェックリストを提示すること
で、親が自然とチェックして「うちの子はそうかも」と意識付
けを図ることができると思う。
「みよしのことが大好きになる子を育てる」というのがある
が、子どもにとって歴史を学ぶことがみよしを好きになること
につながるのか。これからのみよしを考えさせること、未来の
みよしを見せることが必要ではないか。
ちょうど最近、三好丘中学校3年生の公民の授業で「ずっと
住みたいまち」から「ずっと住み続けたいまち」というテーマ
で、わったことをもとに、これからのみよしについて考える授
業を行いました。天王小学校では、市役所の人を呼んでこれか
らのみよし市の在り方について提言する、という授業を行っ
た。地域の教材を活用し、これからみよしのことについて考え
るという学習を行うことは大切だと思う。
みよし市の課題として、みよしの教員は近隣の市町に住んで
いる者が多い。先生自身がみよしのことを知らないから、愛着
がない。親もみよし出身者が少ないから、意図的に地域のこと
を学ぶ機会を設ける必要がある。自分自身このプラン作成に携

学校教育課長

林委員

大地委員

学校教育課長

吉川委員

内田委員

わった際、みよし市のいろいろな人と話をして、みよしのこと
が分かってくると、愛着が増した。絶対にこの市に住め、とい
う訳ではないが、自分が生活の場を考える時に、みよしが選択
肢の一つであってほしい。何をやるかは、検討の余地がある。
ふるさと学習は小学3年生の社会科、総合的な学習で地域の
教材を活かした学習などを通して、みよしの良さやこれからの
みよしを考えることなど、地域の方をゲストティーチャーとし
て招いたりしながら、みよし市のことを学んでいく機会をもて
るとよい。また、みよしが抱えている問題について、大人も子
どもも考えられるとよい。
先ほど体力面に課題があるという話があったが、市内の保育
園でもよく怪我をする、体力が低下している、ということが話
題になっている。体力向上をテーマとして取り組んでいる園も
多い。小学校でウォーミングアップドリルがあるということを
始めて知った。市内で連携して、このようなノウハウが幼･保･
小･中で共有して取り組んでいけると良いと思った。以前と比
べると、幼･保･小･中の連携はかなり進んでいるが、まだまだ
小学校に対して壁を感じている。おそらく小学校も園に対して
壁を感じていると思う。連携がスムーズにいく仕組みがあると
よいと思います。児童育成計画から、教育プランへのつなぎを
どうするかが課題であると思います。道徳を小中学校で取り組
んでいるが、園でも心の教育に取り組んでいる。心と体の教育
のつながりも大切だと感じています。
英語活動の評価について。特に3，4年生は少ない時間で活動
した様子を一人一人評価するのは現実的に大変で、難しい。そ
んなところに時間と労力を注ぐのも疑問である。教員が評価し
やすい視点を共有することが必要では。道徳でも教科化にな
り、これまで以上に力を入れて成果が上がっているが、評価を
行うので多忙化につながっている。保護者に分かりやすく、な
おかつ教員が疲弊しない評価方法が必要。評価の文例を選択で
きるようにするとか、評価の回数を減らすとか。精選を検討す
ることが必要。
評価のための授業でなく、子どもたちにとってためになる授
業でなければならない。外国語、道徳の他にプログラミング学
習などやるべきことは多い。小･中の連携は進んでいるが、幼･
保･小･中の交流会は定例化していても幼･保との連携はまだま
だであると感じる。
幼･保･小･中の交流会を行っているが、本当に参加させたい
教員を出せないことが多い。例えば、本当は中1の担任を小学
校に参加させたいが、人手が足りず、授業数が少ない教頭や教
務主任が行くことが多い。一か月単位で交流できたら、成果も
大きいと思うが、人員不足で実現はできない。多忙化解消も進
めているが限界はある。人を増やせばいい、という話もあるが、
実際には働いてくれる人が足りない。一人ひとりの技量を上げ
るしかない。コピーの複合機など便利な機材を入れて、仕事の
速度を上げるなど発想を変える必要がある。
高校生、大学生の世代に引きこもりが増えている。親はどこ
に相談して良いのか困っている。教育センターではこのような
子の相談を受けることはできるのか。

学校教育課長

渡邉委員

山内委員

渡邉委員

教育部参事

上田委員
教育部参事

鈴木委員

学びの森では高校生から不登校になった子の相談を受けて
いる。このような情報を周知することが必要である。ただし相
談員を増やしているが、予約でいっぱいなのが現状です。
＜Bグループでの主な意見＞
教育的支援が必要な子どもたちが多い中で、先生たちは大変
苦労されているかと思う。幼・保・小・中連携について参加を
させていただいているが、その内容は形式的なものであると感
じている。特別支援の子どもは、小学校5年までしっかりした
体制の中で育てる必要があるが、個別の支援計画が立てられ、
保護者の共有も図られているとの説明を受けたが、実際機能し
ているかどうか疑問に感じる。現在の個別の支援計画が完成の
ものとして通過されるのが心配。
支援が必要な子どもたちを見ていくには、保護者の理解が得
られるかどうかが鍵。みよし市は、県内市町村の中で一番人的
支援が厚いと思うが、それでも対応に追われてしまうのが現
状。いじめ、不登校、外国人、引きこもりが課題であると思う。
引きこもりの子については、福祉課や子育て支援課、くらし働
くとも協力して、卒業後の様子について追跡して保護者と話し
たり、本人と話したりして関係を保っていくことで減らせるの
ではないかと思っている。ただ、そうした体制を市で作ってい
くのはなかなか難しいのか、とも話している。幼・保・小・中
連携について、本校の近くにあるベル三好幼稚園に研修させて
いただいているが、現場での研修が何より有益であると感じて
いる。
引きこもりの子どもへの対応には“愛”が大事であると思う。
生きている意義を理解されることが必要。人間味のある教育が
必要。桃山幼稚園では発達支援の子どもへの対応として、独自
のプロジェクトチームを編成し対応している。対応の内容とし
ては、対象の子どもの園での様子をビデオで撮影し、先生の関
わり方を保護者へオープンにし、ありのままを伝えて、要望を
聞くことで保護者との信頼関係を築くよう努めている。
今のご意見で子どもたちにとの関わりを持つ時間を確保す
ることがいかに大事かが改めて実感できた。そうなってくると
子どもと遊ぶ時間を確保したり、自己有用感を生むような環境
を作ったりしていくためには、やはり人的配置が必要になって
くる。35人を上限としてさらに支援員を増やしていくような方
向で考えられたらと思う。小中連携についても形だけでなく、
具体的な現場での様子を学んでいくことをやっていきたいと
思う。
支援を必要とする子はどのような子なのかを教えてもらい
たい。
例えばアスペルガー症候群の子などはすごく高い能力を
もっていて、ある一つのことはとても集中できるけど、他のこ
とは難しい場合がある。また、音に敏感に反応してしまう子も
いる。そうしたお子さんでもしっかりと力を付けていけるよう
に支援に取り組んでいる。
支援を必要とする子どもたちはクラスに多くいる。そうする
とやはり多くの目で子どもたちを見られるように支援員はま

上田委員

前田委員

冨樫委員

山内委員

冨樫委員

鈴木委員

山内委員

富樫委員

だまだ必要。市の心理士が3人だと書いてあるが、それも少な
いと思う。こうした子どもたちに対応するためにも人的配置は
必要。
知っている子で自閉症の子がいたが、その子は感情が激しい
わけですが愛情も深い子であった。学校では支援が必要な子と
見られ、特別支援学級に在籍していたが、今は立派に働いてい
る。
発達の違いもいろいろあって、様々な子どもたちがいる中
で、35人学級編制にしてもやっていくのは難しいのではないか
と思い始めている。みんなと集団行動が取れないときに、本人
や保護者が希望すればフリースクールのような別の学びの環
境で教育を受けることで、その子が持つ才能を最大限伸ばせる
のではないか。35人の中でダメだという思いになって自己肯定
感がなくなっていくよりは、得意な面や能力を活かせるような
自由な学び方を選択できるようになるとよいと思う。
自分の実体験から、発達障がいをもつ子どもたちを正しい方
向に導くには、親が自分の子をしっかりと理解することが必要
である。でもそれを親にどうやって伝えていくのかが難しい。
放課後児童クラブに迎えにくる保護者が放課後児童クラブ
の指導員の方に相談することもある。放課後児童クラブさんは
とても親と近くて、放課後児童クラブを通じて学校に情報をい
ただくこともある。学校と親をつないでくださることもある。
そうした方がいてくださると、意見を聞いたり反省したりし
て、親も気付くことがあって、親も成長していかなければなら
ない。子どもによって親も成長できる。そうした対応には、地
域の力が必要。みんなで協力しないと、先生だけで35人みんな
を一人で見ていくのは大変。カリキュラムも変わり、先生自身
も勉強しなければならないことがたくさんある中で、先生自身
も心を磨いていかないといけない。周りの全員の力が必要と
なってくる。それをどうつなげていくかが課題ではないか。親
育て、親の支援の部分を充実させていかなければならない。
子どもたちの防災学習の中で、地域との関わりの要素を取り
入れてみてはどうか。実際に災害が起きたときに活動できるの
は母親と高学年の子、そして中学生だと思う。中学生はとても
力になると思う。
今回、本校で市の防災訓練が実施されるが、初めての試みと
してPＴA役員が参加して、災害時に避難所運営として教室の使
い方等を子どもたちと一緒に考えてみる取り組みを企画して
もらっている。
赤十字奉仕団で家まで双六を作っているので、訓練等で活用
できると思う。地域には子どもたちにみよしの良さを伝えるこ
とができる団体がたくさんあるので活用できればと思う。

事務局

時間になりましたので、協議を終えて、全体に戻させていた
だきます。

大村委員長

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。

鈴木主幹 Aグループの協議内容を発表
大村委員長

ありがとうございました。では、Bグループお願いします。

中林主幹 Bグループの協議内容を発表
大村委員長

はい、ありがとうございました。それでは、今それぞれのグ
ループで協議された内容について報告してもらいましたが、何
か質問や確認したいことがあれば、お聞きしたいと思います。
（質問・意見なし）
大村委員長
よろしいですか。
それでは、最後に私の方でまとめをさせていただきます。
先ほど幼稚園の子供が小学校に上がって先生は しゃべるん
だけれども僕の言うことは聞いてくれないということもが心
に残りました。子供の声を聞くっていうことがどれだけできて
いるか。これは小学校だけじゃなく全ての学校段階で必要だと
思いますので、本当に大事だなと思いました。
愛知教育大学では1年生の時にキャリアデザインという授業
があるのですがここでは全員で、「みんなの学校」という映画
を見ています。大阪市の大空小学校という学校の実践のドキュ
メンタリーです。この学校で実践しているのはフルインクルー
シブな教育と言っています。いわゆる特別支援の学級というも
のは作っていません。普通の学級の中に障がいのある子、発達
障がいのある子も一緒に学んでいます。当然ついていけないと
いう問題も出ます。その子が大変だと、自己主張をしてトラブ
ルを起こして、そして話を聞いてという具合です。例えば5年
生6年生の子が1年生の学級に入って、ここは自分にとって居心
地がいい、一緒に学びたいと言ったら、そこで学ぶのもオッ
ケーなのです。つまり一人ひとりの子がどこで過ごすのが一番
いいのかを学校の中でいろいろ試しながら、自分の学ぶ場所を
見つけていく。それが可能なのは教職員全体が子どもたち全体
のことを分かっているから。特に特別な支援が必要な子、ニー
ズのある子については全員が分かっているという中で、どこで
その子がうちのクラスに来ても対応ができる、一緒に学ぶこと
ができるという体制ができている。
ここでは地域の人と教師という枠組みで、地域の人で子供達
に関わりたいとか関心のある人は、みんな参加して良くて、そ
こでいろんな話をしながら、助けに入ったり、子供と触れ合う
ことを大事にしています。このフルインクルーシブというの
は、今東京大学と大空小学校が 共同研究をやっていて、次世
代の形として今研究されているところです。愛教大の学生も、
1年生がこのドキュメンタリーを見るのはこれで3年目です。愛
教大の卒業生は皆、「みんなの学校」を見て、しかも去年と今
年は、大空小学校の初代校長の木村泰子さんという方に来てい
ただいて、学生と一緒に議論して、そういう時間を作っていま
す。大学1年生なのでどれくらいわかるかなという思いもあり
ましたが、今年は映画を見て木村先生のお話や、やり取りをし
て、その後控え室で少し雑談をしていたら、学生が5、6人そこ

へ入ってきて、もっと話をしたいということで、木村先生とま
た話をしたということがありました。
一人ひとりの子どもを大事にするということは、みよしでは
それを追求されているわけですが、どういう形が大切にできる
ことなのかということについては、今日も議論がありました
が、35人学級にすればそれができたということではなく、その
中で何ができるだろうか、個別の指導計画をどう生かしていけ
ばいいのか、どう作ればそれが生きるのか、そういった中身作
りに入っていくのがこれからかなという気がしましたので、是
非またそうした議論をしていただきたいなという風に思いま
した。
いくつも課題がありますので、この委員会で、またいろんな
議論を出していただきたいと思います。私の専門は社会教育で
すから、社会教育、生涯学習の計画がどうなっていくのかとい
うことが随分気になっています。ひとこと言わせていただく
と、学校づくりと地域づくりを一緒に進めていくということが
今、文科省が出しているプランです。それはコミュニティス
クールであったり、地域学校協働本部を作るということでも
あったりするのですが。これはとても大切だなと思っていま
す。今日も保護者、親がどう育つかという話が出ましたが、若
い親たちが地域のことを知らないんですね。自然とか歴史のこ
とも知らないですけども、地域の中にどういう役割があって、
民生委員さんがいるとか、児童委員さんがいるとか保護司さん
がいるとか、色々な関わりの中で地域が動いているということ
自体を知らないので、学校であったり、その前の保育園であっ
たり幼稚園であったり、そういった子育てを通して社会と関
わっていく中で、どうやって親が育つのかということも、学校
任せではなく、社会教育の場でちゃんと受け止める必要がある
のではないかなと思っています。
今サンライブに指定管理の話があるということを聞いてい
ますが、他所からそういう人が来てやっていくのではなくっ
て、この際地域の課題をちゃんと一緒に考えていける、そうい
う管理者に是非、そこに座って欲しいです。地域の活動を一緒
に行っていただきたいと思いますので、学校教育と生涯学習は
別というのではなくて、それを一緒に考えられるような、そう
いった仕組みを是非作って行っていただきたいなと思ってい
ます。
以上が私が気付いたたことですので伝えておきたいと思い
ます。
それでは、今後の日程等については、事務局に司会をお返し
します。

学校教育課長

ありがとうございました。今後の予定とその他についてお願
いします。
事務局
本年度11月を予定に行う、市民アンケート等について、別閉
じの資料として、「平成29年度」に実施した市民、小中学生、
保護者、教職員に行うアンケートの質問紙を一覧でお配りして
おります。本年度行うアンケートの質問項目について、本委員
会の中で検討できればよいのですが、年2回の委員会ですので、
なかなか時間を取ることができません。委員の皆様にはたいへ
んお手数をおかけしますが、10月を目処に、本年度のアンケー
トの案を御自宅に送付しますので、御意見をいただきますよう
お願いいたします。郵送で御意見を返信していただく形とさせ
ていただきます。本日配付したものは、29年度実施のアンケー
ト内容を事前に見ておいていただきたいと思いお配りしまし
た。アンケートの質問内容は、策定時、29年度、本年度と経過
を比較するという点では、なかなか大きく変えるというのが難
しいかと思います。ですが、
「この施策の成果を測るには、こ
んな質問が必要ではないか」とか、「次の中間見直しに向けて、
こんなニーズを把握しておく必要があるのではないか。」と
いった視点は必要かと思っています。委員の皆様には御負担を
おかけしますが、御協力いただきますようお願いいたします。
以上をもちまして、「第1回みよし市教育振興基本計画推進
学校教育課長 委員会」を終了させていただきます。
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。

