
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度第 2 回東温市総合教育会議会議録 
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開会の日時及び場所   平成 30年 11月 22日（木）午後 1時 30分 

            東温市庁舎  4階  405会議室 

 

議事に出席した委員   東温市長        加藤 章 

            教育長         池川 仁志 

教育委員        菅原 正夫 

            教育委員        遠富 英子 

            教育委員        本田 隆彦 

            教育委員        水岡 明美 

 

議事に出席した職員   総務部長        加藤 厚志 

   総務課長        佃 一彦 

保育幼稚園課長     山本 健吾 

生涯学習課長      近藤 照雄 

給食センター所長    菅野 美香 

事務局長               渡部 祐二 

学校教育課長           池田 隆太 

                        学校教育課長補佐       松本 則一 

            学校教育指導主事    橋本 英樹 

            学校教育課主査     長曽我部 憲一郎 

 

傍聴人                  なし 

 

１  開会宣言（午後 1時 30分） 

 

渡部局長   （開会を宣す。） 

 

２  市長あいさつ 

 

加藤市長   私が議長を務めさせていただきます。なお、本日は傍聴の希望はない

というとこですので冒頭で報告させていただきます。開会にあたりまし

て一言挨拶申し上げます。みなさまこんにちは。本日は大変ご多忙の中

第２回総合教育会議にご出席いただきまして誠にありがとうございます。

また、日ごろから本市の教育行政推進について各委員さん格別のご支援

ご指導をいただいており、厚くお礼を申し上げる次第です。1 点だけの
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ご報告になりますが、昨日臨時議会が開催されました。この昨日の臨時

議会におきまして保育所、幼稚園、それから小中学校に関し、普通教室

並びに特別教室へのエアコンの導入、それから各施設のブロック塀の危

険個所の対応ということで、エアコンについても５億 2770 万 9000円の

予算を始め、ブロック塀と合わせますと６億 2900万円の経費が通ってお

ります。ご案内によりエアコンの方は暑くなる時期が限られております

ので、いち早い着手を各担当課の方にも指示しようかと考えております。

予算が国の３分の１の補助金、また起債関係で合併特例債等々を充てた、

そういった財政面での裏付けもできましたので本日付でご報告を申し上

げておきます。 

そして今日、尐子高齢化や高度情報化、また厳しい経済情景、格差の

存在など背景といたしましてご案内のような教育を取り巻く背景が様々

に変化しておりまして、学力学習意欲や規範意識、また、体力運動能力

などに関する様々な課題が出ておるのはご案内のとおりです。こうした

中でこれらの教育につきましては個々の課題について適切に対応、今ま

でもしておりましたが、更に子どもたちから高齢者までの人の成長を見

据えながら学校家庭地域並びに行政などが社会を挙げて教育に取り組む

ことがこれまで以上に必要とされているのもご案内のとおりです。東温

市としましても総合計画の政策目標の一つですが、こころ豊かに学びあ

う文化創造のまち、を掲げまして、子どもたちの生きる力を育み、また、

人間性豊かな大人へと成長できる教育環境が望ましいものという風に考

えております。それらにつきまして、改めまして本日の議題ですが、教

育行政の現状と課題について協議を進めてまいりたいと思います。教育

委員の皆様方からは従来同様、忌憚のないご意見を頂けたらと思いまし

てよろしくお願いを申し上げまして開会の挨拶といたします。本日はよ

ろしくお願いいたします。 

早速協議題の方に入らせていただきます。協議第１号として、東温市

の教育行政の現状と課題としまして、各担当課事務局からそれぞれの説

明を申し上げたのちに１項目ずつご意見を頂戴したらと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。それでは始めに、学校教育からお願いします。 

３ 議題 

（１）東温市の教育行政の現状と課題について 

池田課長   （児童生徒の体力向上について資料に基づき説明） 

山本課長   （市立幼稚園一時預かりの拡充について資料に基づき説明） 

近藤課長   （学校家庭地域連携推進事業について資料に基づき説明） 
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菅野所長   （学校給食の充実と食育の推進について資料に基づき説明） 

加藤市長   ご意見ご質問等についてはぞれぞれ順番に進めたいと思います。まず、

１番目の児童生徒の体力向上についてご意見等お願いいたします。 

菅原委員   まず、最初に市長から話があった空調の件ですが、相当の金額がいる

わけですが、これによって色んな幅をもって学校の授業活動ができるの

ではないかと思っております。厚く御礼を申し上げます。子どもの体力

について思っておりますのは、男子学生が特に大きく下回っているとい

う話なんですが、確かに 29年度の結果見ますと、中学校の男子ほとんど

劣っておりますが、私が気になっておるのは女子の方です。28 年度も、

それ以前も中学校の女子の運動能力というのはこういう状況が続いて。

直接因果関係はないんですが、体格、体重、身長。中学生比較的いいん

ですが、女子の方が身長は１センチ低いけれども体重は全国並み。特徴

としてはちょっとずんぐりめというかたちで、そう心配はないんです。

小学生から見ても平均並みか以下で、全国平均より優れておるというも

のではないと思う。そこを考えますと、学校教育の中だけで体力云々と

いうのも大事ですが、やはり小さい時からの生活習慣あるいは早寝早起

き朝ごはん、これが生活の基本ですから、これらをしっかりとやってい

く。トータルで体力向上増進にしていく必要があろうかと思います。小

学校中学校もかなり教育委員会の中で体力増進を捉えておると思うので

すが、今年の結果と合わせてどういう風にして体力向上を図っていかな

いといけないか。考えていかないといけないと思います。昔は放ってお

いても子どもは外で遊んで体力はそれなりにつけている。特にこの自然

環境の良い東温市では子どもたちはどんどん外で遊んで体力をつけてい

た。今は優先するのが塾であったり他であったりでなかなかできるもの

ではないんですけれども、そこらを学校もしっかりと対応していく必要

があるのではないかと思います。学力テストは非常に良い。それは素晴

らしいんですけれども、学力は良くても体力がつかないとやはり社会に

出てしっかりとやっていくとこが出来ないんじゃないかと思います。 

遠富委員   この結果見ますと、小中学生共に運動や体力についての意識は割合

揃っているけれども、実際の体力が伴っていない。平均ですからそれを

見てみますと、スポーツ尐年団に出たり、部活で頑張ったりしてものす

ごく熱心にやっている生徒とやらない生徒の極端な差があるのではない

かと想像するのですが、ではあまり運動、スポーツになじまない生徒た

ちをどうするかということが問題だと思います。小さい時からの自主的

な楽しい自由な、子どもだったら遊び。生徒だったらスポーツ。そうい
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うところをもうちょっと増やすのが大事じゃないかと思っています。け

れども実際に今小学校の下校の様子を聞くと、集団下校が毎日だと。我々

の頃は自主的に遊んでいたわけですから。そういう実態であるからこそ

放課後、今日は思い切り遊ぶ日とか、そういう機会を作って、ある程度

自由遊び、主体的な遊びを確保することをしてあげないといけないとい

うことが１つと、保護者さんがあまり体力運動についての意識が高くな

いんじゃないか。どちらかというと、学力学力という風に思っていらっ

しゃるのではないかと想像しますので、保護者さんにも、実は生きて行

く上でも体力は非常に大事であるということを啓発することも大事では

ないかと考えます。 

本田委員   子どもが毎年違いますので、年毎の多尐の変動というのは気にするこ

とは無いと思うんですが、ただ、昔の子どもに比べて今の子どもたちは

体力が劣っているのははっきりしていることで、かなり以前より低いと

思います。そういった面では重要な課題があるし、多様な対策が必要に

なってくるのではないかなと思います。学校評価ということで、小中の

をあげていただいているんですが、小学校入学までの運動体験というの

はかなり重要だと思います。運動機能あるいは調整力といったものは幼

稚園保育所のあたりで良く育ってきますし、それ以後の体力の伸びにも

影響が大きいと思いますので、幼稚園保育所でも遊びを中心とした身体

活動を十分に行っていただくよう幼保との連携も必要になってこようか

と思います。体育の授業を取り上げていただいておりますが、一部の熱

心な先生方は体育の授業も一生懸命考えていただいているのでしょうが、

他の教科に比べて先生方の関心というのはあまりないのかなと思います。

特に小学校の体育は教科書がないんです。教科書がないままどのように

先生方が授業を組みたてて実践をされているのかというのがちょっと気

になるところです。今の学校の状態がどうなのかというのが聞いてみた

いです。誰もがそれを見て子どもたちの体力、運動能力を高められるよ

うな、そういったものが教科書がないのであれば必要ではないかなと思

います。 

菅原委員   スポーツのルールというのはどうしているんですか。 

本田委員   それぞれが調べなければ。学習指導要領には大まかなものが載ってい

ますが、あれでは指導の内容までは捉えられない。だから、できること

なら副読本的な物を子どもたちに毎年与えてやっていただくと。子ども

たちもそれを見て自分たちで実践ができると思いますので違うのかなと

思います。また、昔の学校と違うのは、昔はどの学校でも業間体育とい
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うのを続けてやっていたと思うんです。ただ、今の流れで毎日毎日業間

体育を行うというのは賛否両論あろうかと思います。そういった部分も

やはり家庭や地域社会に補っていく方法を考えて行かなければならない

と思います。この調査にも、スポーツが嫌いになっている子どもほとん

どおりません。ごくごく尐数です。完全な遊ぶ場所があれば子どもたち

も本気で遊べるんじゃないか。他の原因で遊べない子もいますけれども、

場所がなくて困っている子はそのあたりでできるのじゃないかなと思い

ます。田窪団地集会所を建て替えまして、以前はちょっと遊び場が変形

なんで子どもたちが十分遊べなかったんですが、建物も場所を変えてい

ただいてスペースに余裕を取っていただいたんですが、今毎日のように

子どもたちが遊んでいる様子を見かけますので、ああいった目の届く場

所で子どもたちが安全に遊ぶ場所が確保できればなと思います。それと

もう１つは、やはりゲームの問題もあるのかなと思います。なんとか子

どもたちがゲームではなくスポーツが楽しいと思えるようなイベントを

是非たくさん開催していただいて。先日ママさんバレーの素晴らしい過

去の選手が来て見ましたけれども、ああいう機会があれば子どもたちも

スポーツに取り組んでみたいと思っていただけると思います。それとも

う１点。保護者への啓発なんですが、やはり危機的な状況であるという

のをしっかりと伝えて行く必要があると思います。運動していない子ど

もたちが気力や意欲が落ちますので。勉強の学んだ結果も伸びないん

じゃないかと思います。しっかりそのあたりお伝えして親子で日々運動

に取り組んでいただけるようになるといいと思いました。 

遠富委員   幼稚園の運動場、小学校中学校の運動場、それから公園も比較的子ど

もが安全に運動できるスペースなんですが、今そこで自由に遊ぶとか自

由にスポーツをするというのがほとんどできていないですよね。部活や

スポーツ尐年団などにほぼ毎日その方々が活動されていて、放課後遊び

に来ようとはなっていない。それが自由遊び、自由運動の場所がないと

いうことにもなっているんじゃないかと思います。 

本田委員   多分放課後の時間帯は使えるようになっています。子どもたちが遊ぶ

ような時間からは貸し出ししていない。だから子どもが授業が終わって

遊んで帰ろうと思ったら帰らないことはないんです。けど遊ばない。 

加藤市長   様々なご意見いただきましたが、先に学習指導要領、それから学校の

体育の教育内容的なもので何かありましたらお願いしたいと思います。 

池川教育長  学習指導要領の内容、詳しくは体育の方は把握していないんですけれ

ども、体育の授業の基本は、今までは体力をつける、スポーツの技能を
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高めるというのが一番の目的だったんですが、今は生涯にわたって体を

動かしたりスポーツをしたりする、やっていこうという気持ちを育てる

のが一番の目的です。その原点は、保育園や幼稚園を訪問させていただ

くと、子どもたち元気はつらつで運動場をかけまわっております。そう

いう気持ちをずっと大きくなっても持ち続けるような学校教育ができた

らいいなあと思っております。けれども、ベネッセの調査が内外教育に

出ておったんですが、幼稚園保育所、そして小学校１年２年３年になる

につれて、体を動かす機会が非常に減尐してきている。それはスポーツ

が嫌い、嫌いだから体を動かさないのではなく、体を動かして気分転換

もしたいという気持ちはあるけれども、勉強や他の要因によってそうい

う時間が十分とれない。ということと、大きなスポーツ施設はあったと

しても、自分の家の近くで自由にボールをけったり遊んだりするような

場所が確保できていない。というような要因が非常に大きいんじゃなか

ろうかなと思っております。そして、われわれ学校だけが精一杯頑張っ

て行こうという時代は終わっておりますので、保護者と地域の方々とど

ういう連携の場を設定することができるか。この点でこの解決に尐しで

も近づけることができたらと思っております。 

池田課長   手引書は。というご意見あったと思いますので、他の市町のも参考に

しながら作成を今後検討してみたいと思います。また、体育の授業の中

でも定期的に体力テストの結果を記録するなども取り組みの中に入れて

いくことも考えてみたいと思います。保護者の意識というところで、屋

内外を問わず子どもが体を動かして遊ぶ時間が十分か。というところで、

全くそう思わない、あまり思わない、が全体では 48％で、半分近くを示

す勢いがあるというデータが確認できております。そして、遊び場です

が、これも平日スポ尐などの活動以外の、いわゆる外遊び、これはやは

り公園が昔と比べて減ってきているというところが大きなところで、逆

に自宅、室内でその分遊ぶ。その場合の遊びとなるとゲーム機器、スマー

トフォンやそういったアプリを用いた、体を室内で動かしながらの遊び、

そういったものも増えているということが分かっております。また、い

ただきましたご意見を参考に事業の改善などで取り組みを進めて行きた

いと思います。 

加藤市長   スポーツ尐年団など、地域で教えている子どもたちへの指導について

は、ルール覚えと特定の種目、スポーツに関する練習はもちろんですが、

中学校に上がった時にどの種目の部活に行っても通用するような体力と

スピードと俊敏性。こういったものは教えて中学校へあげる。これは剣
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道や柔道など含めても、指導者の方はそういった主眼を置いて指導はさ

れておるんじゃなかろうかと思います。 

水岡委員   保護者の方の調査結果でも分かるように、「家の人からの運動の勧めが

良くある」とか、「時々ある」が、全国から見ても低いのが気になりまし

た。保護者の中にはスポーツの重要性より学力重視の考えを持つ方が多

いのではと感じ取れます。昔は不審者がそんなにいなかったので遊ぶ時

でも遠くでも一人で遊びに行っていたんですが、不審者情報もよくでて

いるので、今の保護者さんたちはそんなに遠くに行かせないですし、ス

ポーツ尐年団などに入っても送り迎えをしないといけないので、迎えに

行ける親御さんは良いんですが、そういう親御さんばかりではないので、

それで運動できる家庭と運動できない家庭があるのかなと思いますし、

街灯があるところは良いんですが、街灯もないところの地域の方はやは

り子どもを遠くへは昔と違って遊ばせれないのかなあと感じました。保

健の体育の授業ですが、小学校のアンケートを見ると、授業が楽しい。

が平均なんですが、中学校に行くと、増えているので、学校の先生方が

中学校で工夫しているのかなあと感じました。 

加藤市長   今まで出していただきましたご意見等でまた事務局お願いいたします。

それでは次に移らさせていただきます。市立幼稚園一時預かり保育事業

についてご意見をお願いしたいと思います。 

遠富委員   預かり保育が延長されるということは保護者さんにとってもうれしい

ことだと思いますが、先生方の負担は増えて行くだろうということで、

人員を確保するということが大変大事なことだと思います。保育教育、

そして安全の質を高めることは人員確保がますます大切なことだと思い

ます。しかし、去年度もその前の年も幼稚園の先生は定員割れのまま保

育が行われていて、数値的な意味ではいいかもしれないけれども、それ

は解消していただきたいと思います。そして実際に採用した先生方の中

にも辞めていく方もいるんですが、そこのところも定員割れしないよう

に採用して、大事に先生方を育てて教育保育の質の向上のためにもその

点をよろしくお願いしたいと思います。 

菅原委員   来年度以降保育の無償化というのが実際現実化しているわけで、以前

には幼稚園に行っていたけれども保育園に流れる方が相当数増えて行く

と思うんです。そこを頭において、現実にはこういった預かり負担を増

やす。これは非常に保護者には喜ばれておると思うんですが、それに夏

休みも一時保育をやっていく。そこでますます負担になる。それと、大

きな課題としては、川内地区の幼稚園では満３歳児も預かっておる。旧
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重信地区にはこれがまだ色んな設備等の関係でできていないんですが、

これもいずれ早いうちにやっていかないといけないのは明白だと思いま

す。その中で今先生方のフォローを、例えば一時預かり保育の充実には

支援員さんを雇ってなんとかトータルの数字は合わせている。それが今

の現実だと思うんですが、定数を確保しようとしても先生が集まらない。

集まらない一方では若い先生が辞めていく。これは東温市だけではなく

公立保育園、幼稚園の現実の問題だと思うんですが、そこを改善してい

くために一番いいのは給料をどんどん上げればいいんですが、しかしそ

んなことは現実的にできない。先生の福利厚生や休憩室を確保する、支

援員さんも増やさないといけないんでしょうけれども、負担軽減を色ん

な形で図っていかないといけない。特に心配なのは、若い世代の先生が

中心になっているので、上の方との意識の違いがないか。そんな心配も

あります。それと１つ。東谷幼稚園。ここも一時預かりで生徒数が増え

る傾向にある。３歳児保育もあって定員が５人だったっと思うんですが、

今その分増えているんですが、正規の先生が１人しかいない。これはや

はり問題だと思う。東谷小学校の校長先生が兼務になっているので実質

は２名になるんでしょうけれども、現実的には１人ですから、これは負

担が多い。これを若い先生が見たらますますあそこへ行ったら大変だな

あ。そういう思いもするだろうし。いろんな角度から負担軽減は考えて

行かないといけないんじゃないかと思います。大変なんですが公立保育

園幼稚園を今後維持する上では避けて通れない話ですので、いろんな角

度から検討して行かないといけない。 

本田委員   全幼稚園の預かり保育を実施していただくというのは保護者にとって

はありがたいことだと思いますが、教職員の負担が増えて行かないかと

いうのが一番気になっているところです。幼稚園の教職員数を据え置く

という表現がありました。預かり保育を実施すること、保育園への転園

抑制を図る。ということなんですが、多くの保護者が転園しないでいい

んだと考えたり、または保育所の方が幼稚園、それまで幼稚園に行かそ

うかなあという方がおいでるかも知れない、そうなると幼稚園では園児

数は減らないで預かり保育の事業だけ加算されるということになりかね

ないので。そのあたりの見極めを十分していただきたいと思います。 

水岡委員   共働きの世帯が増えていますので、一時預かり保育事業は保護者さん

には本当にありがたい事業だと思っております。感謝はしていると思う

んですが、幼稚園の延長保育時間が 16時までが 18時までになると本当

に先生の負担は大きいなあと。中には毎日のように 18時まで簡単に預け
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る保護者さんも増えるのではないかと思います。夏休みの預かり保育で、

夏休みの１か月前から申請すると思うんですが、北吉井だったか、集中

してこの曜日は多くてこの曜日は尐ない。というのがあったんですが、

定員が 30名だったとしたら、夏休みの保育所の曜日によっては多くなる

時があると思うんです。そういう場合には市の方ではどんな対応をして

いるのでしょうか。 

山本課長   まず、マンパワーのほうですが、マンパワーの不足を解消するように、

というところで、今週 19 日と 20 日に東雲大学、東雲短期大学、それか

ら愛媛大学に訪問しました。幼稚園保育所ともにうちの現状をお伝えさ

せていただき、今後うちが目指す職員の育て方であるといったところの

説明をそれぞれの大学の就職の担当の先生、実習の担当の先生、幼稚園

と保育所の教諭の方々に説明させていただきました。当然東温市として

の保育所幼稚園の至らない点についてもご意見をいただきました。後日、

東雲の方から今後東温市が募集をかけた場合に、今年度については、今

後であれば試験の結果も出るので、松山市の試験で採用にならなかった

子なども紹介していただけるという風にお話しいただいております。今

後についても、定期的に大学の方には足を運ばさせていただいて、事務

局として人間関係を作っていきたいと考えております。それから、若い

先生方と年配の先生方と考え方が違うのではないかというご意見いただ

いたんですが、確かに大学の方でも今の若い子どもたちと園長、所長、

そういった方々との世代間のずれがあるというのをお聞きしました。そ

の点については先般所長園長会がありました時に、先生方の教え方につ

いて今までと同じようなやり方ではなく、若い子が職場に残れる教え方。

子どもを叱らないで褒めてという教育をするようになっていますので、

そういうところで育ってきた子どもたちに対して厳しい指摘をするので

はなく、まず褒めてそこから注意をするような形で入っていただけない

でしょうか、と申し上げております。今後については、若い先生方が残

れるような環境づくりをしていきたいというところで、園長所長の考え

方をまず変えていただいて、今いる中堅、上級職員についても、自分達

よりも年下の先生方を育てられるような環境を作っていきたいと考えて

おります。預かり保育の方ですが、夏休み１か月前から確かに希望を取っ

て、集中する時があったんだと思うんですが、定員オーバーになったと

いう話は実際のところ聞いておりません。ある程度の調整もさせていた

だいている部分もあると思っております。29年から北吉井の方も導入さ

せていただいていて、30年度から夏季だけではなく学期中もさせていた
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だいているんですけれども、北吉井について特に曜日が集中する時が夏

休み期間中であると思うんですが、その部分について全然人が足りない

という話は私の方には入っておりません。なお確認はしておきます。 

水岡委員   お母さん方から、掲示板に、曜日が集中しているので要望は出してい

るけれども調整をお願いします。という話が出ていると聞きましたので、

それでみなさん変えているのかなあと感じましたので言わせていただき

ました。 

山本課長   はい。 

池川教育長  この平日と長期休業の預かり保育の拡充ということで、マンパワーが

核をなすと同時に、このようなマンパワーを増やして拡充したとしても

保育所と比べるとやはり幼稚園の方が保護者にとっては魅力は尐ない状

況にあろうと思います。ですから、この拡充をしたとしても保育所の方

に希望がだいぶ出てくるというような状況もなかなか解決にはならない

と思うんですが、今後の方針として認定こども園等々のことも考えてい

く時代は目の前にあると思うんですが、そういうような取り組みも現在

行ってはおりますが、保育幼稚園課として今後の見通しとしてはどのよ

うな形で考えておられるのかお聞きしたい。 

山本課長   認定こども園については、子ども子育て会議で今年と来年において最

終的に検討していただいて認定こども園になる方向で前向きな検討をお

願いをしようかと考えております。また、実務者レベルになるんですが、

幼稚園、保育所の先生方については、先般 10月に西条の認定こども園に

研修に行っていただきました。今度砥部に認定こども園がございますの

で年が明けてから。宇和島にも認定こども園の話がありましたので、今

年度中に実務者レベルで見て行きたいと考えております。また、もし認

定こども園にするのであればどこの施設が良いのかというのも含めて、

検討を事務局サイド、そして子ども子育て会議で検討していけたらとい

う風に今まさに進めているところです。 

加藤市長   今の問題は一朝一夕には片付かない問題。それから当然ですが新採か

ら中堅の職員に育っていただくためにも現場での指導等も必要かと思い

ます。認定こども園は説明がありましたが、これから保育所幼稚園への

子どもたちの、いわば保護者の動向になろうかと思いますが、当然動向

に合わせたような形での市としては対応が必要かと考えるところです。

いずれにしてもこれも集まってくる子どもたちへの対応が必要となって

きますので、引き続き事務局の方でも対応を十分進めていただいたらと

思います。 
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山本課長   満３歳児の受け入れについては、市、重信地区の方ですが、また検討

させていただいたらと思います。 

本田委員   はい。 

菅原委員   無償化が決まったら一挙にそういう動きが出てくると思うので、その

対策は考えておかないと。 

加藤市長   ご存じのように消費税が８％から 10％になるのに合わせて、今全国の

市長会からもこの確実な実施とそれに伴う教育面の部分については政府

の方に全国の市長会を通して、また、地方公共団体を通しても強く要請

しているところです。詳細がまだこれからどうなるか見えにくい部分も

あるんですが、そのあたりで十分情報収集した上で事務局とも対応して

参りたいと思います。それでは次に参らせていただきます。３番目の学

校家庭地域連携推進事業についてご意見お願いします。 

菅原委員   放課後子ども教室、今北吉井小学校でわくわく教室、これが来年なく

なって川上小学校でわくわく教室をやるという話だったと思うんですが、

そうしたら北吉井のわくわく教室１年間だっただろうと思うんですが、

これについてはどういう形で残していくのか。せっかくやっているのに

これが消えてしまうのはおかしい話だと思う。それと、児童クラブとこ

の連携、児童クラブの子どもたちとこの事業の連携というか、児童クラ

ブの子どもたちとこの事業、この教室の子どもたちが一緒に地域の方々

のお世話になって時間を過ごす、勉強する。それが１つだと思うんで。

それがあってこの学校家庭地域推進事業が成り立ち、また、運営委員が

色んな発言、色んな意見を出し合って円滑に進むのではないか。そんな

思いがします。それと、わんぱく広場の方で小規模校の参加者が０。こ

れもまた非常に残念です。むしろ小規模校の子どもにとってこういう機

会に大きい学校の子どもたちと一緒に時間を過ごす。時を過ごす。遊ぶ。

そういう時間が必要なので、そこを是非考えていただきたいです。わく

わく教室も当初募集人数が 30名。これはどういうところから 30名が出

てきたのか。実際 60名。これに放課後児童クラブの子どもが入ると大変

な数字になる。そのためにやはりマンパワーが不足している。つまりボ

ランティアが不足している。となるんでしょうが、ボランティアは中学

生高校生ではだめなのでしょうか。そういう子どもを参加させるような

ことができたらいいかなあという思いもします。やはりスタッフさんが

おられなかったら事業が成り立たないと思います。これをどのくらいの

事業でマンパワー、ボランティアだけではなくて、お世話していただく

方の世話賃というか、日当というか、そういうのはないのでしょうか。
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事業の形だけ作ったってなかなか人は集まらないので。 

本田委員   今までの放課後子ども教室、他校へ拡充を考えておられるのは北吉井

を残して川内も行う。その次以降はもっと他の学校へももっとという方

向ですね。 

近藤課長   はい。発言よろしいでしょうか。今菅原委員さんが言われた、北吉井

は来年度辞めるのかについては、一応継続という形。 

菅原委員   ああ。継続はできるんですね。これはいつまでできるんですか。 

近藤課長   期限はございません。基本的にはニーズが高いということであれが全

地域的に広げていきたいというのが担当課の希望で、拡充の手がかりと

して来年度は満度の回数実施が他地区ではできない代わりに若干でも開

催してニーズや要望を把握したいと思っております。 

菅原委員   はい。わかりました。 

遠富委員   わんぱく広場で小規模校の参加が０ということで、これは物理的な問

題もあるんじゃないでしょうか。集合が川内公民館ですから。この川内

公民館に集合しにくい子どもさん。送り迎えが必要。とか、そういうこ

ともあって０なんじゃないかということが一つと、ずっと前にさくら児

童館を作りましょうという時に、東谷小学校区の保護者の方が、やはり

ああいうのもあると大変うれしいけれども、私たちが利用できないとこ

ろにできるのよね。というご意見でした。今はできましたけれども、放

課後児童クラブもできるのは後でした。だから、多いところに先に先に

できるから子どもたちが尐ないところはなかなか利用できにくい状況が

続いて、そのうちに楽しさが伝われば参加できるかと思いますので、ま

ずは１人でもいいから参加者を確保して、その地域の方に宣伝してもら

うというのはどうでしょうか。 

池川教育長  小規模校の参加者が０というのは、小規模校の子どもに大きな集団の

中で活動してもらう機会を提供してもらう場としては本当に価値あるも

のだと思っております。市で色んな行事をしてくれるということで、配

付冊子は色々頂くんだけど、中身がなかなかわかりにくいということで、

特に小規模校の小集団で友達がそれほどいない。同級生が６年生だと２、

３人しかいない。そういうところに子どもが川内とか重信だといって何

百人といって全然知らんところに行って活動するのは非常に不安なとこ

ろもあると思います。もしよかったら保護者等の参加している参観日の

時などにプレゼンを行って、こういうような活動をしてこういうような

楽しいことがある。とアピールしてもらったら子どもたちの不安な気持

ちは乗り越えることができるのではないかと思っております。それと、
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マンパワーが今後必要である。もっと補充をしないといけないというこ

とは、当然マンパワーを増やしていくというのは、学校家庭地域連携推

進事業の大きな目的だと思うんですが、そのボランティアというのが集

団の子どもたちをまとめて、そして指導していくというのは非常に危険

性があるし専門性が求められるというところで、簡単にボランティアを

やりましょう。と手を挙げてくれる人は、よほど自信が無いとできない

と思うんです。ですから募集をかける時に、ボランティアの役割はこれ

で、本来の正規のスタッフの役割はこれだけで。と、ボランティアが担

うところを明確にしておかなければやはり不安が先にたって手を挙げて

くれる人が尐ないというところもあると思いますので、そこも含めて募

集の方法を工夫していただけたら、本来のこの推進事業の主旨にあった

ものに広がっていくんじゃないかと思います。以上です。 

本田委員   今のボランティアの募集ですが、この行事だけではなくて、広くボラ

ンティアを募集しておくということがこれからのコミュニティスクール

に係る学校支援地域本部の立ち上げにも関わってくるのではないかと思

います。ですから、今回のこの事業に関してできる人、というのではな

くて、色んなボランティアなら参加していただけるか。ということで、

多くの人に一度登録していただいて、その中からこの行事において必要

な方に声をかけて行くということができれば、他の行事にも活用できる

のではないかと思いますし、補助的な部分でしたら、せっかく Jr．リー

ダーを養成しているんですから、その子たちも参加してもらいたいと思

います。また、市内にも教育 OB の会、教育会とか退職公務員の会とか、

そういうところもありますので、そちらに声をかけて行くのもいいと思

います。それと、土曜活動、小規模校の参加がないということですが、

今の段階では予想でしかないので、一度その子どもたちがなぜ参加でき

ないのかをしっかり調べた上で、色んな条件に合わせた対策。送り迎え

ができるのならしてやろうし。中には地域で十分な活動があるところが

あると思いますし、なぜなのか。ということでちょっと私らが想像して

も思いが行かない部分もありますので、是非一度アンケートなりの調査

をしていただけたらと思います。 

菅原委員   人的パワーがないとこの事業が完成しない。一方では、地域に普及さ

せる。地域でお友達を支える。その初段階としてこれをやりましょうと

いう主旨なので。災害ボランティアというのが日本中盛んになってきて

おりますが、これも最初はなかなか集まらなかったけれども、今は皆さ

んそういう認識が強くあります。これも地域で子どもたちをボランティ
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ア活動して育てて行こうとまだ根ざしていないんで、どういうとっかか

り、きっかけがいいのか。これはこの事業をしながら考えて行くべきな

んでしょうが、とにかく、補助事業になりますからやりにくい部分もあ

るでしょうが、できるだけ登録者を増やし、参加者を増やす。そういう

方向で考えて行っていただきたいと思います。 

水岡委員   わんぱく広場の小規模校の参加者が０ということですが、この事業の

存在を知らない保護者さんが多いと思います。我が子は４年生から参加

しているんですが、参加すると本当に素晴らしい事業で、３年間ずっと

参加しているんですが、分かっている人には素晴らしい事業だと分かっ

ているんですが、４月に紙は配られるんですが、目を通すだけで、わん

ぱく広場という言葉は知っていても内容を知らない保護者さんも今でも

います。どんな事業なの。と聞いてくる保護者さんもいますし、そうい

う小規模校の学校の生徒さん、周りに誰も参加者がいないと一歩踏み出

すのは難しいと思いますので教職員からでも誰でも構わないんですが、

この事業を何らかの方法で内容説明してもらって広めていってほしいと

思います。 

近藤課長   ご意見いただいた中で、放課後児童クラブとの連携については、当初

より目標とはしておりますが、実態が伴っていないというところについ

ては、実際は国の方から示されている新放課後子ども総合プランなどで

も地域の実情に応じて社会教育施設や児童館、小学校、様々な施設を有

効活用して事業実施する。その際に放課後児童クラブとの連携を図る。

とありますので、今年度１年目ということで、様々な問題が浮かび上がっ

ておりますので、それにつきましては放課後児童クラブを担当しておる

保育幼稚園課とも調整した上で今後に向けては連携できるような形を取

りたいと考えております。もう１つはマンパワーの問題です。マンパワー

の中で、地域の方々から募るボランティア、それ以外にも放課後子ども

教室と言えば、協働活動支援員というスタッフも、こちらについては費

用の支出ができるスタッフさんです。ですので、このあたりは事業の拡

充に向けての要因の各方についての検討も致したいと思いますし、ボラ

ンティアといっても、どこまでのことをしていただくかというあたりも

もっと明確化した上で募っていきたい。その際には、今重信地区川内地

区それぞれ１名ずつ雇用している地域コーディネーター２名おるんです

が、このコーディネーターについても、本来今年度から活動しておりま

すが、こういった地域の中に入り込んでそういった人材発掘まで至って

いないのが現状です。これについては来年度からにはなりますが、地域
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の中でそういった人材発掘に努めていきたいですし、この事業そのもの

の周知をそれぞれ市民の方に更に図ってまいりたいと思います。最後に、

特にわんぱく広場で、小規模校の参加児童がいない。ということについ

ても、今様々なご意見をいただきました。例えば参観日でも言う。場合

によっては学校訪問の中で事業の内容についての説明。特に小規模校に

対してはきめ細やかな PR 活動に来年度は取り組む必要があるのかなと。

もう１点。遠距離であるということ、送迎といった問題もご指摘いただ

きました。これについてもできるできないも含めて来年度に向けては検

討して行きたいと考えています。 

本田委員   参加していない子の意見を是非聞いて頂きたい。それが広報にもなる

と思いますので。 

近藤課長   はい。 

加藤市長   それも含めて今後の検討課題とさせていただきたいと思います。それ

では４番目に移ります。食物アレルギー、パン、飲用牛乳における代替

食の提供についてのご意見をお願いしたいと思います。 

遠富委員   来年度からパンがご飯に替わり、牛乳を飲めなかった子どもさんには

パックのお茶に替わることになって、一歩進んだと思うのですが、牛乳

とお茶の代替えについてなのですが、牛乳は成長期の子どもにとって大

変栄養豊富で必要な大事な食品の一つです。それが飲めないという子ど

もさんに対してその代替えにお茶というのは栄養の面から言ってどうな

のかと思います。栄養士さんのご意見はどうですか。例えば生のジュー

スとか、栄養機能食品が最近はありますよね。カルシウムに特化した飲

料あるいはビタミンに特化した飲料という風に、そういった機能食品も

ありますが、牛乳の代替え給食がお茶で良いのかと思いました。 

本田委員   私も全く同じです。やはり牛乳とお茶を比べるとカルシウムとタンパ

ク質について、栄養分がかなり違います。それが長期にわたってくると

やはり子供たちの成長にも影響することも考えられますので。その対策

が必要じゃないかと思います。もう１点。パンと牛乳以外のアレルギー

のお子さんも結構いると思いますが、そういう子どもたちも他の子ども

と一緒に給食を食べたいんじゃないかと思います。そういった子どもの

ための代替え給食についても将来的に、できれば早い時期に是非検討い

ただきたいと思います。 

菅原委員   保護者の方のご意見はどうですか。 

水岡委員   牛乳の代わりにパックのお茶ということですが、家から毎日お茶を

持っています。それにプラスお茶というのであれば、それだったら返金
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してもらいたい、という保護者さんも中にいると思います。 

菅野所長   まず栄養の対策はということですが、給食というのは１日の栄養を採

る食事ではないということ。１日のうちの１食ということです。給食で

決められている摂取カロリーというのがあるんですが、その日の献立で

決められた摂取カロリーをそれよりも採れない場合や高い場合というの

も当然あり得ることです。牛乳とお茶と比べたら、全く栄養が違うとい

うこと、それは当然のことだと思います。現状として、牛乳が飲めない

お子さんですが、おうちから栄養価の高い飲み物を持ってきている子ど

もとお茶で済ませている子どもと様々です。給食センターの対応として

は、近隣の市町で調べましたが、無調整の豆乳もしくはパックのお茶の

どちらかを出しているということでした。無調整の豆乳は栄養価は高い

です。ただ、大豆が食べられないというお子さんもいらっしゃいます。

ということは結局豆乳ではだめだということになります。誰もが飲んで

支障がない物といえば、やはりお茶になってしまうんです。それとコス

トの面。金額的にもお茶でしたら牛乳とほとんど変わりません。先ほど

ジュースという意見もあったんですが、反対に牛乳が嫌いなお子様とい

うのもいらっしゃいますので、アレルギーを持っているお子様には毎日

ジュースが出る。ということになると他の児童生徒のことも考えると

ジュースというのは嗜好品ですのでなかなか出すということは難しい。

ということで総合的に考えますとお茶のパックになってしまうというこ

とです。保護者さんの意見はどうですか。というお話があったと思いま

す。実際にそういう子どもを持っている方にこのご意見をお聞きしまし

た。そしたら、うちの子どもはパンが好きだから食べられるパンを持っ

て行っているからパンが良いです。そこのご家庭も栄養ドリンクを持っ

て行かせているのでお茶はなくてもいいかなあ。とおっしゃっていまし

た。ただし、お金を返してもらうために給食は自分ところで用意します。

とか、牛乳の代わりにお茶はいりません。というのはありません。子ど

ものことを考えて、命のことを考えた上で除去していただいているとい

うことですので、市の方針がそうなるんでしたらそれに従います。とい

うご回答はいただきました。それと、給食センターの運営委員会の中に

は当然ＰＴＡの方が委員になって来ていただいております。その方も保

護者さんのご意見というのをいつもお持ちいただいております。その委

員さんからも是非尐しでも何か対応をして欲しいというようなご意見も

いただいております。ということで、説明の中にもありましたが、全部

を一気にやるということは簡単にはできないものですので、第１段階で
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まずお子様の生命に一番影響がない主食と飲用牛乳からこういうような

対策で始めさせていただいたうえで、今後は除去食、また、代替食とい

うのを実施するために検討、準備を行っていく必要があるかと考えてお

ります。 

加藤市長   学校給食が、１日３食の中でメインになるのか、補完的なものになる

のか、そういったのも一つになると思います。それともう一つが小中学

校であれば 245 円、285 円の金額の中で運営している。これに加えてア

レルギー対応というのは、それぞれにものすごく個人差があり、また食

材食品の成分等々で対応が難しい部分があろうかと思います。その意味

での今の委員のご質問やご意見も参考にするところもございますし、今

給食センターの説明がありました部分も、ちょうどそれぞれの対応の一

つのカテゴリーというとちょっと違いますが、対応していく中での方法

論の問題であろうかと思いますが、それら含めてご意見ありましたらお

願いします。 

遠富委員   是非２歩目を、というのは、給食費を払って給食を食べるという子ど

もさん側の権利もありますし、幼稚園から中学校卒業までは 10年以上の

長い期間にわたってそれをする訳ですから、やはり嗜好品という考え方

ではなく、食事の一つとしての飲用、飲料を考えていただきたいと思い

ます。 

加藤市長   そうしましたら食物アレルギーの件も終わらせていただきます。それ

ぞれ１番から４番目までのご意見頂戴いたしましたが、マンパワーの問

題も含めて、これという絶対的な対応というのはまだ難しい部分があろ

うと思いますので、いただきましたご意見含めてまた事務局の方で検討

を進めさせていただいたらと思います。 

それではその他の件で何かありましたらお願いします。ないようです

ので、それでは総合教育会議を閉めたいと思います。本日も委員の皆様

からは本当に貴重なご意見頂戴いたしました。今後もよろしくお願い申

しまして進行を事務局にお返しいたします。 

４ 閉会 

渡部局長  （閉会を宣す。） 

（午後 3時 15分） 

 

 

 


