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平成２８年度  第１回芦別市総合教育会議 【議事録】 

 

 

○日 時  平成２８年４月２６日（火）  午後４時から午後５時まで 

 

○場 所  市役所 ３階第１会議室 

 

○出席者 

（市  長） 

  今 野    宏 

（教育委員） 

教 育 長  福 島  修 史    教育長職務代理者  石 黒  政 司  

教育委員  水 上  博 樹    教育委員      山 本  融 聡 

教育委員  兼 好  哲 哉 

（事 務 局） 

岩花総務部長、高橋企画政策課長、藤田学務課長、本間生涯学習課長、長谷山百年記念館長、

長野体育振興課長、事務局職員２名 

 

１ 開 会 

（岩花総務部長） 

定刻となりましたので、ただいまから平成２８年度第１回芦別市総合教育会議を開催いたし

ます。４月１日付けで総務部長となりました岩花と申します。次第４の芦別市総合教育会議設

置要綱の改正についてまでは、私の方で司会を務めさせていただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。なお、この会議は、個人の秘密を保つ必要がある案件や公益上必要がある

案件などを除き、原則公開ということになっておりますので、会議録を作成の上、後日、市の

公式ホームページを活用し公開をさせていただきます。会議録を作成後、皆様方に確認をいた

だいた上で、公開をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

 

２ 市長挨拶 

 （岩花総務部長） 

  開催にあたりまして、今野市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

 （今野市長） 

 本日は、お忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。平成２８年度第１回

総合教育会議の開催に当たり一言ご挨拶を申し上げます。 

さて、昨年度は、１１月１９日に第１回目の総合教育会議を開催し、法律で策定することが

義務付けられています教育に関する「大綱」についてご協議をいただき、「芦別市教育大綱」を

策定させていただいたところでございます。今回の総合教育会議では、児童生徒の学力向上を

テーマとして、私の想いを述べさせていただき、意見交換をさせていただきたいと考えており

ます。教育委員の皆さまからの忌憚のないご意見をいただきますようお願い申し上げまして、

簡単ではございますが、総合教育会議開催にあたっての挨拶とさせていただきます。本日はど

うぞよろしくお願いいたします。 
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３ 出席者紹介 

 （岩花総務部長） 

   それでは、次第に沿って会議を進めさせていただきますが、ここで前回の総合教育会議から

構成員が変更となっておりますので、変更となった方のみご紹介をさせていただき、一言ずつ

ご挨拶をいただきたいと思います。はじめに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改

正により、昨年４月から、教育委員長と教育長の一本化が行われ、新教育長の設置が規定され

たところでありますが、今年４月１日付けで新教育長として就任いたしました福島教育長でご

ざいます。 

 

（福島教育長） 

 この度、４月１日付けで教育長となりました福島です。よろしくお願いいたします。 

 

（岩花総務部長） 

 続きまして、新たに教育長職務代理者となられました、石黒教育長職務代理者でございます。 

 

（石黒教育長職務代理者） 

   教育長職務代理者の石黒です。よろしくお願いいたします。 

 

（岩花総務部長） 

構成員の変更があった方々については以上となりますが、事務局側においても４月１日付け

の人事異動により変更があった者について、私の方から紹介のみさせていただきます。 

 はじめに、生涯学習課長兼図書館長となりました本間課長でございます。次に、体育振興課

長となりました長野課長でございます。以上で、出席者の紹介を終わらせていただきます。 

 

４ 芦別市総合教育会議設置要綱の改正について 

（岩花総務部長） 

  それでは、次第の４になりますが、芦別市総合教育会議設置要綱の改正について、事務局よ

り説明いたします。 

 

（高橋企画政策課長） 

  総務部企画政策課長の高橋と申します。よろしくお願いいたします。お手元にある資料１を

ご覧ください。 

  この設置要綱につきましては、昨年１１月１９日開催の総合教育会議で説明させていただき

ましたが、その際に、兼好教育委員の方から、資料１ページ目の所掌事務、第２条の第１号か

ら第３号のほか、幅広い会議とするために、第４号として総合教育会議の目的を達成するため

に必要な事項を入れてはどうかとのご意見をいただき、了承されておりましたので、前回の総

合教育会議終了後、ただちに設置要綱の改正手続きを行いましたので、ご報告いたします。 

  なお、その他の項目については、変更等はございませんので、今後もこの設置要綱に基づき、

総合教育会議を運営していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいいたします。 

 

（岩花総務部長） 

  ただいま説明がありました要綱につきまして、何かご質問等はございませんでしょうか。 
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  （一同なしとの声あり） 

 

（岩花総務部長） 

  それでは、設置要綱のとおり、今後もこの総合教育会議を運営させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  次の意見交換からは、市長が進行を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 

５ 意見交換 

 （今野市長） 

それでは、次第５の意見交換に入ります。 

   本日の意見交換については、大きなテーマとして「児童生徒の学力向上について」とさせて

いただきました。 

   まずは、私の想いの一端を述べさせていただき、その後、事務局から、現状行っている学力

向上に向けた具体的な取組みについて説明をしていただき、意見交換させていただければと思

います。 

   芦別市の児童生徒の学力は、全国学力・学習状況調査の結果を見ますと、一部、全国平均や

全道平均正答率と同様の結果となっている部分もありますが、全体的には全国全道平均よりも

低い傾向にあるところです。また、芦別市の年間の出生者数は、平成２６年度の実数では６７

人となっており、人口減少の進行とともに少子化も急速に進んでいます。 

このため、昨年策定いたしました、芦別市版総合戦略では、合計特殊出生率を現状の 1.21

から、平成３１年度には 1.28 まで上昇することを目指すことを掲げ、若い世代の結婚・出産・

子育ての希望をかなえるため、医療費の無料化を中学生にまで拡大する、不妊治療支援を行う

などの施策を展開していくこととしており、これらの子育て支援策を行いながら、年少人口の

減少に歯止めをかけ、次代を担う子ども達の育成を図っていきたいと考えています。 

子ども達の学力を向上させることは、芦別の魅力アップにもつながるものと捉えており、児

童生徒の学力を底上げできれば、芦別高校の学力が底上げされ、進学校として市外からの生徒

増加や、間口の確保にもつながることが期待されますし、卒業した生徒達が将来、郷土芦別に

戻り、地域を担う人材として市内企業等へ就職することにより、定住促進にもつながるものと

考えております。このことから、児童生徒の学力の向上を、まずは全国学力・学習状況調査を

全道平均まで引き上げることなどを含めて、意見交換をさせていただければと思います。 

   それでは、事務局から、現状行っている学力向上に向けた具体的な取組みについて、資料２

に基づき説明をお願いいたします。 

 

（藤田学務課長） 

学務課長の藤田です。それでは、資料 2 の「芦別市における学校教育（学力向上）の位置付

け」についてご説明させていただきます。 

本市の学校教育につきましては、左の図にありますとおり、総合計画及び芦別市教育大綱で

位置付けしており、その実施にあたっては毎年度作成する芦別市学校教育推進計画に沿って行

われております。 

学力向上については、実施計画である芦別市学校教育推進計画の中で、学ぶ力の育成として

重点項目となっております。資料の右には、重点項目である学ぶ力の育成について、子ども一

人ひとりに自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら問題を解決する資質や能力等の「学ぶ力」の育

成を図る。そのため、わかる・できる・楽しい授業づくりを進め、学ぶ意欲を高め、各教科に
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おける基礎的・基本的な知識・技能の習得と、思考力、判断力、表現力等をバランスよくはぐ

くむ教育を推進する。と記載しているところでございます。 

取組の方向性や、各学校における主な取組、学力向上に向けた具体な取組については、記載

のとおりとなっております。 

これら記載の取組を進めることによりまして、児童生徒の学力の定着、教職員の指導力の向

上を図っているところでございます。以上簡単ではございますが説明とさせていただきます。 

 

（今野市長） 

ただいま事務局から芦別市における学校教育、学力向上の位置付けに係る説明がありました。 

現状におきましても、様々な取組が行われている訳ですが、私の想いである、次世代を担う

子ども達の育成などにつながる児童生徒の学力向上対策について、教育委員さんからのご意見

をいただければと思います。いかがでしょうか。 

 

（水上教育委員） 

国の教員加配制度もありますが、児童数が減って、上芦別小学校も加配がなくなると聞いて

おり、現在、市費でサポート教員を入れているところですが、現在ある４校の小中学校のうち、

各校 1 人体制くらいにまでにサポート教員を増員していくことが理想と考えます。 

小学校でつまずいてしまうと、具体的には、掛け算、割り算でつまずいた小学生は、中学校

では数学の授業についていけなくなります。まずは小学校でつまずかないこと。4 年生でつま

ずいてしまうとかなり厳しいと思います。小学校で分数等を理解できていないと、中学校で数

学になると時既に遅しとなり、今後、英語教育なども国の方から小学校も教科化されてきます

から、それにも向けての教員の加配措置などをしていくことが、やはり学力向上には直結する

のではないかと思います。 

 

（山本教育委員） 

私もサポート教員の配置については同感であります。 

学校だけでなく、例えば、地域社会の中でも子ども達の学習のサポートを考えていくという

のも一つかなと思っています。 

都市部では、塾に通っているお子さんが多いと聞きます。芦別は塾も少なくなりましたし、

滝川の塾に通わせている保護者の方もいると聞いており、時間的なことや経済的なことを考え

ますと、皆さんが可能なことではないと思います。 

このような中で、最近報道で地域の中で子ども達の学習を支援したり、非常に低料金で子ど

もの勉強を見るというようなことが報道されていますけれども、そういった形で地域社会の中

で子ども達の勉強をサポートしていくという方策があれば良いと考えています。 

 

（福島教育長） 

子ども達をボランティア的な要素も含めながら、地域が支えて、勉強を見てあげるという話

がありましたが、私もその通りだと思っています。市、教育委員会が塾を支援するということ

は方法論としてはあろうかとは思いますが、しかし、例えばどこかの場所を地域に提供して、

そこに子ども達が集まってくれるような仕組みを作った時に、そこに実際に教えるボランティ

アの方がいらっしゃってもいいですし、特段教えなくてもいいかもしれません。そこに子ども

達が集まってきて、場作りの中でお互いに刺激しあいながら自主学習に取り組むだとか、その

ようなことも考えていく必要があると、山本委員の話を聞いて私も理解したところですが、地
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域をあげて子ども達をサポートするという観点は大事なことであると感じたところであります。 

 

（石黒教育委員） 

私も今言っていた話、全く同感で、ずっと思っていたことであります。 

場所については、どこかの家庭でという話にはならないと思いますので、提供しなければな

りませんが、そこには、定年退職された方、キャリアの方が地域に相当いると思うので、そう

いう方々を活用する、できる場所の提供というのが大事なことだと思います。 

そこで、私の方から、子どもの学力アップ、いくら勉強しなさいと言っても、やはり教える

ほうの立場の先生方の指導力アップというのが何よりも必要ではないかなと考えます。 

現在も指導主事による授業研究会など、結構芦別は回数を多くやっていますが、もっともっ

と多くなければいけない。たまたま私の友人が校長先生をやっておられて、芦別から出た後に、

南空知の方での話を伺ったところ、非常に優秀な先生方が多いということで、ぜひ芦別に優秀

な先生を送ってくださいと話をしましたが、なかなかそういう優秀な先生が、芦別は空知の一

番端にあるので行きたがらないという話を伺い、具体的な理由は伺っていませんが、非常にそ

の部分が残念でありました。 

指導力の高い先生を招へいし、学校のムード作りを高め、子ども達への指導力アップを図る、

これが何よりではないかと、すぐ来年に招へいするのは無理だとは思いますが、そういう先生

方をピックアップしたりするのも管理職をなされた方、また定年になった方もおられるので、

そういう人材を活用し、ここの先生は小学校の算数を教えるのが素晴らしいだとか、そういう

要になる先生がいると他の先生方もきっとアップするのではないかと、それによって、結果的

に子どもの学力も上がるのではないかと考えています。 

 

（兼好教育委員） 

私の方からは、先ほど市長がお話になった小中学生の学力の底上げ、底上げという言葉です

が、ではどの部分を底上げするのかということで、レベル下位層、中位層、上位層、これらす

べてをレベルアップしないとレベルアップにはならないと思います。100 点と 0 点取った人が

いるとすれば平均点は 50 点であります。50 点と 50 点をとった人がいれば、これも平均点は

50 点となります。平均点だけ見て５０点と言っても、その固まりは千差万別です。ですから、

このレベル層をきちんと見ないと、もちろん下位層を上げるということも大事ですけれども、

中位層が上位層、上位層がもっとレベルアップ、この三つのレベルアップが整って初めて学力

向上だろうと私は思っています。 

それと、先ほど市長がお話になりました、学力を向上し、その子ども達が芦別高等学校に進

学し、ここが進学校になるということですが、現状は、芦別の上位層の子ども達が芦別高校を

選んでおらず、子ども達の学力向上が芦別高校に行く、進学校になるというのは、子ども達の

学力向上をすることだけで可能とはなりません。では、どうするかということですが、芦別高

校が変わらなければならない。子ども達に選ばれる芦別高校でなければならないということは、

例えば、3 間口あるうち、１間口だけ特別進学コースを作るとか、そういう発想をしていかな

いと、どんどん上位層の子は他に流れていきます。今、石黒委員からもお話がありましたが、

先生のレベルもそうでしょう。ただ、下位層、中位層、上位層の三つのレベルをレベルアップ

するなんてことはなかなか難しいです。 

数年前に横浜にある星槎の学校を石黒委員と水上委員と私が訪問しましたが、習熟度別授業

というのをやっていました。同じクラスの人が、次の授業が理科や算数だといっても同じクラ

スに行かずに、私は数学はできる、だから出来るクラスに行く。ですが、その子がずっと出来
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るクラスにいくかというと、理科になると自分は理科が不得意だからあまり出来ない子のクラ

スに行くというのをやっていました。習熟度別授業だそうです。やはり色んな手を考えていか

ないと、レベルアップというのは、先生を呼ぶ、何をするといってもなかなか難しいと思いま

す。山本委員が言ったとおり、地域の人達の中で場所を提供して、地域の人達が無償で教えて

くれる、それも大事だと思います。お金がかからなくても出来る方法はいっぱいあると私は思

います。 

 

（今野市長） 

ありがとうございます。学力のレベルアップ、底上げというのは、いわゆるつまづき感のあ

る子ども達をなくす教室を作っていただきたいというのが私の想いであります。たしかに色々

あってクラスが優秀な子どもを育てようとしても、教室の先生としては、つまづき感のある子

から理解できている子どもも、みんな一緒の教室に居られる中での授業の展開をしていかなけ

ればならない。こういうことからすれば、やはり授業内容も色々と先生方が考えなければなら

ないと思います。やはり、全体的につまづき感のない子を生まないような方式でいく、上の子

には上の子の授業の内容にしながら、それでサポート教員もうまく使っていただければと思っ

ています。 

芦別高校での習熟度教室ということに関しては、道立高校ですので、市費で賄うには、いろ

んな難しさもあると思います。 

私としては、国公立の医学部から 3 人くらい故郷に戻ってきてほしいと、そういう願いもあ

りますが、8 年後、10 年後にならないとお医者さんとしては戻ってきてはもらえないことを承

知していますが、今はそういうことも一生懸命やっていかなければならないと思っております。 

 

（兼好教育委員） 

習熟度別に関しては、なかなか高校でも難しいと思います。 

そこでお願いになりますが、今現在、漢字検定に関して 1 回しか助成が受けられないという

限定が付いていますが、私費で検定を受けている方が１割程度います。ぜひ、そういう 1 回だ

けという限定ではなくて、手を挙げた子どもには、2 回、3 回、毎回でも受けることができる

ように、検定を受けたいという子どもには、受験をさせてほしい。そういう子ども達には「何

度でもやりなさい」と背中を押してあげたい。 

 

（今野市長） 

確かに、子どもにチャンスをあげるのは行政だとは思いますが、その前に親がチャンスを与

えるべきだと思っています。ですから、行政が 1 回のチャンスは良いでしょう。頑張ってくだ

さいとそういう部分では良いと思います。 

 

（福島教育長） 

今、検定の話が兼好委員の方からありました。 

これについては、平成 27 年度からの新しい制度ということでございます。それで大事なこ

とだと思いますのは、まずそういった検定等々に対して、市として、あるいは教育委員会とし

てこういうような制度を持ち合わせているというところと、それを十分活用していただくとい

うところを含めて、私の立場でより各学校の先生方にその辺の理解を、制度の内容をしっかり

お伝えをするというところを、改めて私としては進めていきたいと思っています。 

もしかすると、平成 27 年度は、最初の年で教育委員会として周知不足の部分があったとし
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たら、せっかく教育委員の皆さんからご提案をいただいた制度がしっかり機能していないとい

うことも言えるものですから、まずは私の立場で、各学校の校長等々とお話をさせていただき

ながら、進めていきたいと思っています。その上で、兼好委員からお話がありましたように、

やはり自ら希望していろんなことにチャレンジしていきたいという子どもの意欲は大事にしな

ければならないと思っておりますので、今日いただいたご意見を私なりに踏まえまして、各学

校の校長とも忌憚のない話をしながら、制度の拡充を含めて、私どもなりに検証しながら、本

来あるべき姿や望むべき姿を色々考えていきたいと、私の立場で申し上げておきます。 

 

（今野市長） 

他に今のことに対してどなたかご意見はありませんか。 

 

（福島教育長） 

学力向上対策に対しまして、各委員の皆さんから多様な意見がございました。 

先程、学力の底上げという部分について、残念ながら学力が下位の子ども達は、まずは目標

は中位にすべきだ、また、中位のレベルの子供達が上位を目指すようにやるべきだと、そして

今上位にある子ども達が、さらに高みを目指すといったような形で、それぞれ状況に応じた学

力の向上対策というのはまさに求められているというのを、兼好委員のお話を聞かせていただ

いて、私としても再確認をさせていただいたところでございます。 

そういった中にあって、その辺の手法については、いろんな手法を講じなければいけないな

と思っているところであり、先程習熟度別授業の展開と言う話もありましたが、まさにそこの

ところが、前段、水上委員から話があったような市費によるサポート教員の拡充といったよう

な展開をしながら習熟度別展開に近づけるような、そのような手法もあるのかと思いました。 

したがって、やはり最終的に、子ども達全体のレベルアップだと思ってございますので、こ

れにつきましても学校の先生、校長などの意見も十分に聞きながら、それぞれのレベルに応じ

た学力向上対策というのを引き続き考えていかなければならないと感じています。 

その半面、私としては、残念ながら学力の低い子ども達をどういう形で一定程度のレベルま

で引き上げるのかということを、優先とは言いませんが、考えていきたいと思ってございます。 

ややもしますと、学力が低い子どもというのは、その結果で自己評価してしまいがちなのか

なという気がします。つまり、学力が低いので自分はダメな人間ではないかとか、そのような

ことで自信喪失に結果的につながるような懸念をどうしても感じるものですから、したがって、

そのような懸念を発生させないためにも、しかるべき対応は必要だと思っています。 

何を言いたいかと申しますと、「学力低い＝能力低い」といったようなことはないと思ってお

りますので、何とかそういった意味での底上げというのを一つ重点的に必要なのかなと思って

おります。ある程度の学力の向上なり、定着なりが図られることによって、おそらくその子ど

もは少し自信を取り戻して、そしてまた次なる目標に向けて、元気が出ると申しましょうか、

目標を持って活動ができるのではと思っております。それが結果的に、その子どもの色んな可

能性だとか、選択肢の幅というものを広げるような形になってくると思いますので、私として

は、全体のレベルアップは当然ですが、その中でも、現状の芦別の子ども達におきましては、

そういった学力の低い子ども達をある程度の段階までレベルを引き上げるような取り組みをし

っかり図っていく思いを持ちながら、進めていきたいと思っているところでございます。 

 

（今野市長） 

検定については、前回の時も兼好委員から、やはり子どものことを考えるのであれば、2 教
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科、3 教科と挑戦している子どもがいるというお話も伺ったところでございますので、どうす

るかという部分では少し頭をひねらせていただきたい。 

私は教育のレベルアップ、底上げということでは、環境作りは行政の仕事だと思ってござい

ます。ですから、個々に対する助成という部分は、親が出来ない部分の環境は行政がやります。 

しかしながら、子どもの能力を伸ばす、何か好きな道を選ぶ、その手助けをするというのは、

やはり親子で話し合うものだと私は思っていますので、行政というのは、どちらに力を入れて

いくものなのかということは考えさせていただいております。 

そのようなことからすれば、どの分野、どの部分までが行政がやるのか、どこまでが家庭の

方で頑張ってもらうのかという部分でも、結論が出ているのかと言ったらそういうことではあ

りませんし、これからまだまだ子ども達が少なくなっていく、クラスの人数も少なくなってい

く、先生方の指導も行き渡る状況にあれば、それをサポートする行政側の仕事とは何かという

ことを考えて、教育行政の部分を進めたいと思っています。 

ですから、委員さん方から意見や教育長のお話もきかせていただきましたが、「いや市長そう

ではない」、「もっと全体でこういった方法もあるのではないか」といったご意見もいただけれ

ば、それらに対して総合的に考えていくというものを持ってございますので、さらにご意見を

いただきたいと思います。 

    

（水上教育委員） 

別な方向になりますが、勉強、学習時間ということで、今、携帯電話からスマートフォンに

なり、スマートフォンはインターネットもできて学習の補助にもなりますが、高校生くらいに

なるとラインをいつまでも夜中まで続けており、中学生でもある程度やっている状況です。 

例えば、小学生は 8 時、中学生は 9 時に、スマートフォンを茶の間において、保護者の元に

置く、とりあえず子どもをスマートフォンから離すようなルールを市教委で作ってはどうかと、

一年程前から申し上げていますが、学校長と話をすると是非決めてほしいとのことです。「8 時

になったら、これは約束事であり、メールはしない」ということを、ぜひやってほしいという

親御さんや子どももいます。一方で、「それは部活動だとか少年団の連絡をラインでやりとりし

ているので、それを取り上げられるのは困る」という意見もあるのは承知しています。 

それから、ゲームについてですが、教育委員会でアンケート調査をしても、一日毎日 4 時間

以上ゲームをしているというお子さんも小中学生もいる訳です。やはり、学校から帰ってきて 1

日 4 時間以上ゲームやっている、さらにテレビも見るといったら、勉強する暇なんてないだろ

うというのもありますので、小学生は 8 時、中学生は 9 時で、居間において保護者に預けると

いうルールを早く決めたいと感じています。その方が学力向上にもつながり易い、案外繋がる

のではと思っています。親御さんと一緒になって熱中している、親もゲームにはまっているの

で、一緒になってやっているというのも伺いますので、それでは学力は低下することとなり、

その辺も一つの策であると思っております。 

昔であれば、居間のテレビをつけてゲームをしていると、テレビが見れないからゲームをや

めなさいなど、ある程度のガードがありましたが、今は個々の携帯ゲーム機となっていますの

で、何時になったらスマートフォン、携帯は親に預けるという、各校じゃなく、芦別市、全市

の取り決めルールを作った方が良いのではないかと思います。 

 

 

（今野市長） 

私の経験からすると、ＰＴＡの皆さん方が会員同士の意見交換の中で、教育委員会や行政が
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これをやると、今おっしゃったように少年団の連絡網が使えなくなるなどのことになりますが、

ＰＴＡ自らが自分達の子どもを守るということからすれば、ＰＴＡがやっていただくと親御さ

んの理解も得られやすいのかなというような気がします。ＰＴＡでこのような話が出ていない

のでしょうか。ＰＴＡの総会には教育委員会は参加していないのでしょうか。 

 

（福島教育長） 

今週の木曜日にＰＴＡ連合会の総会があります。そこには私も出席させていただきますので、

教育委員会としては、ＰＴＡの取組みに対し、教育委員会の立場でサポートできるような体制

でいきたいと思っています。 

 

（今野市長） 

もし、そのような意見があれば、教育委員会、行政もお手伝いできればと思います。行政が

やると浸透すると思うので、ＰＴＡが盛り上がって連携をとっていただければと思います。 

 

（兼好教育委員） 

先程、水上委員が言ったのは、仕組みを作ってもらって、仲間はずれになってしまった子、

例えば、5 人の仲間がいて「どうしてあなただけ返さないの」かと。仲間はずれになった時に、

この子が「実はそうゆう決めがあったから、携帯をお母さんに取り上げられてラインが返送で

きなかった」という言い訳になるということです。 

 

（今野市長） 

仲間はずれにはならないということですね。 

 

（兼好教育委員） 

「どうして仲間で一生懸命やっているのにあなたは返ってこないの」といった時に、「父母が

私の携帯を９時になったら取り上げてしまうので、私に連絡来ても９時以降は返信できないか

ら」という言い訳に使えるので、そういう子ども達には決まりがあった方がいいと彼は言って

いるのです。 

ぜひ、ＰＴＡ総会で教育長がそういう意見を発言していただければと思います。 

 

（今野市長） 

それは必要なことだと思います。大人の社会でも高校生でも「すぐ返ってこないのはどう

いう訳だ」と大変な思いを子ども達の中ですることが、たまたま暴力にまで発展するという

ことをニュースで見たことがあるので、そういう機運が起こってくれば、子ども達も安心し

て勉強が終われば、夜９時、10 時に寝ることもできるし、必死に返事をしなくても良いこと

になります。その辺をまた色々と研究をさせていただきたいと思います。 

それでは、学力向上に対してはある程度意見交換させていただきましたので、その他で何

かございますでしょうか。 

 

（一同なしとの声あり） 

 

（今野市長） 

その他の案件として事務局から何かございますか。 
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    （なしとの声あり） 

 

（今野市長） 

  それでは、本日は色々な意見・アイデアなどもいただいたところですが、いただいた意見

等を私なりに十分に研究、検討などを行い、また、今月１９日に実施されました全国学力テ

ストの結果なども踏まえ、次回以降の総合教育会議の中で再度、議論できればと思います。

貴重なご意見等をいただき、大変ありがとうございました。 

  次回以降のテーマなどについて、ご意見等があれば事務局までお知らせいただきまして、

また議論させていただければ、そういう会議にしていきたいと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

６ 今後の日程について 

 

 （今野市長） 

事務局から今後の日程等があればお願いします。 

 

（高橋企画政策課長） 

前回の総合教育会議におきまして、１年に２回程度の定期的な開催を予定しており、また、

個別に協議が必要となる案件が生じた場合に、その都度開催したいと伝えておりましたが、先

ほど市長が申し上げましたとおり、とりあげたいテーマなどがあれば、ぜひお知らせをいただ

き、必要に応じて総合教育会議を開催するよう調整をしたいと思います。 

   また、定例として考えている次回の会議につきましては、秋頃をめどに改めて日程調整させ 

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

７ 閉会 

 

  （今野市長） 

   それでは、以上をもちまして、平成２８年度第１回総合教育会議を終了いたします。 

   本日は誠にありがとうございました。 

 


