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会議開催記録 
会議名 平成 30年度 第２回 菊川市総合教育会議 

日 時 平成 31 年３月１日（金）13：30～14：50 

場 所 菊川市中央公民館 ２階 視聴覚室 

出席者 太田順一市長 松本嘉男教育長 

松下彰教育委員 赤堀加世子教育委員 笹瀬昌子委員 岡本直彦教育委員 

事務局（総務部及び教育文化部職員）13名 

内 容 １ 開会 

（１）市長挨拶 

（２）教育長挨拶 

２ 協議事項 

（１）平成 31年度施政方針について 資料 1-1,1-2,1-3 

（２）平成 31年度教育文化部の運営方針について 資料２ 

（３）こども未来部の新設について 資料３ 

３ 閉会 

１ 開 会 

・互礼 

（１）市長挨拶（太田市長） 

皆さんこんにちは、３月に入りましたけれども大変お忙しい中を今日は御出席いただきまし

てありがとうございます。本日の総合教育会議は、今年度２度目になりますけれども、第１回

定例会において説明しました施政方針とその予算の内容についてお話をさせていただいて、皆

様からいろいろな御意見をいただきたいと思っております。特に31年につきましては、市制15

周年という年であります。それともう一つは、教育委員会の皆様に直接関係する「こども未来

部」の創設についてもお話をさせていただき、教育文化部の運営方針についてもご協議をいた

だきたいと思っております。貴重な時間でありますので、以上申し上げて冒頭のあいさつとさ

せていただきます。よろしくお願いします。 

 

（２）教育長挨拶（松本教育長） 

あらためましてこんにちは、太田市長並びに教育委員の皆様におかれましては、本日、お忙

しい中、第２回総合教育会議に御出席ありがとうございます。 

さて、この会議の位置づけですけれども、市長と教育委員会が十分な意志疎通を図り、菊川

市の教育の課題やあるべき姿を共有しながら、市民の声を反映した教育行政を推進するために

協議を行う場とされております。しかしながらまだ、始まったばかりの会議ですので、これか

ら段々とこれが良い会議になって行くのではないかと思っておりますのと同時に、私の方もそ

うした形でまだまだ学びながら、より良き物を求めて行きたいと思っております。 

本日は、市長さんのお話にもありましたけれども、最初に市長さんからお話をいただきなが

ら、その後、教育委員会サイドとしては、来年度に向けて教育文化部長より平成31年度の教育

文化部の運営方針並びに基本方針そして各部署が取り組んでおります現状と課題、重点的に取

り組む施策事業について説明をさせていただきます。また、先程もお話が市長からもありまし

たとおりこども未来部が創設されたとういことで、教育委員会から幼児教育課が市長部局に移
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るということで、また違った形での連携の取り方にはなると思いますけど、そういった部分も

皆様方から色々な御意見を今後もいただきながら、より良い形で進めて行けたらなあと考えて

おります。 

本日は、31年度、来年度に向けての話ですので、是非、私もそうですけれどもお互いに夢を

持ち合いながら進んで行けたらと思っておりますので、委員の皆様には忌憚の無き御意見をい

ただければ幸いに存じます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

２ 協議事項 

（１）平成 31年度施政方針について 

市 長： 私の方で15分から20分ほど時間をいただきまして、施政方針についてお話をさせても

らいます。 

 ちょうど１年前のこの総合教育会議において、施政方針をお話させていただきました

が、今年度も同じように第１回定例議会が２月14日にスタートいたしました。その中で

私の方から議員の皆さんに対して、予算概要あるいは施政方針についてお話させていた

だきましたので、その一部になりますけれども教育委員の皆様方にお話をさせていただ

いて、意見交換をさせていただければ大変ありがたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

 それでは、今日、皆様のお手元に資料1-1と1-2、1-3と３部いっていると思いますので、

最初に1-1、これが平成31年度の菊川市の進むまちづくりの方針になります。 

 １頁を御覧いただきたいと思いますが、この内容につきましては、先程申し上げまし

たように、２月14日に私が議員の皆様に、このような形でまちづくりを進めて行きたい

ということで説明したものでありますが、１頁の特に今年度で教育委員会の関係するも

のといたしまして、上から７行目程になりますけれども、平成30年度は、小笠東地区、

小笠南地区の認定こども園化に伴う施設整備支援、また旧内田保育園を活用した小規模

保育施設の整備、また菊川市立病院への在宅医療の支援とか農業とかあるいは観光、ま

た公共交通機関の策定などこういった事に取り組んできた１年であったと思います。そ

して、私がどの会議に行きましてもお話しますのが、本市の人口でありますが、この４

年間で菊川市はお蔭様で増加傾向にありまして、まあ自然増は減っているものの社会増

が増えているという中で、比較的安定した人口増となっております。しかし、2025年問

題とか2040年を考えた場合には、やはりこの人口というものは減少してくことが間違い

ございませんので、これからこの人口施策につきましては、きちっと菊川市としても将

来を見据えて取り組んでいきたいという様な事をこの施政方針の中でお話をさせていた

だいております。そして、２の時代認識の上の４行でありますが、先程申し上げました

ように、本年度は市制15周年を向かえる節目の年でもあります。まちの魅力や地域の資

源を再認識すると共に、故郷に愛着を感じ未来に向かって夢と希望にあふれたまちを引

き続き繋いでいくというまちづくりを平成31年度は考えておりまして、その中で、第２

次総合計画が３年目に入りますので、５つの基本目標をきちっと計画どおり進めていき

たいというように考えております。 

 さて、この施政方針の２頁以降につきましては、只今私が申し上げました５つの基本
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目標についての取り組みが書いてありますが、少し具体的にそして教育委員会に関係す

るものについて抜粋してありますので、それをお話させていただきたいと思います。 

 資料1-2を御覧いただきたいと思います。これは今私が申し上げました施政方針におけ

る主要な取り組みでありまして、５つの基本目標について予算を計上し、新規あるいは

継続、そして戦略あるいは15周年記念事業と、幾つかの分類に分けてありますけれども、

今日は、教育委員会に関係するものについて少しお話をさせていただきます。最初に、

１頁のこどもがいきいき育つまちを御覧いただきたいと思います。また、後ほど担当の

方から御説明申し上げますが、こども未来部の新設をこの31年度から進めてまいります。

これは、この２年間、内部で協議をする中でこども未来部の新設を進めたわけでありま

すが、これは、子育てする皆さんの目線にあった対応ということで、利便性の向上に繋

がって行くことを目的としましてこども未来部を新設いたします。次に、家庭児童相談

事業とかあるいは子育て支援事業、健康診査事業、予防接種事業、これは継続事業であ

りまして、その右に書いてあります数字が31年度の予算となってまいります。そして、

２頁を御覧いただきたいと思いますが、子ども・子育て支援事業計画の策定これは新規

事業になりますが、次期子ども・子育て支援事業計画の策定事業を進めてまいります。

そして、その次に、待機児童の解消に向けた対策でありますが、これは、教育委員会が

大変苦労しておりますし、私も教育委員会に対して待機児童の解消に向けた対策を講じ

るようにということで指示をしてまいった重点事業の一つでありまして、一つは、小笠

地域の園舎再編整備事業でありますが、こちらは小笠南地区の幼稚園と保育園の再編に

おける南こども園の園舎完成に伴い小笠南幼稚園の園舎解体と駐車場の整備を行いま

す。これは、５千７百万円余の予算を計上してございます。そして、待機児童対策であ

りますが、小規模保育施設開設支援事業としまして、市内の法人による小規模保育所の

開設による施設整備に対し支援をしてまいります。これが２千万円でありまして、そし

て、放課後児童クラブにおきましては、これは堀之内小学校、加茂小学校そして六郷小

学校が定員増となることから、堀之内小学校と加茂小学校には専用の施設を新築し、六

郷小学校には、内部を改築することによりまして、児童クラブの対応をしてまいりたい

と思っております。次に、子育て支援でありますが、第３子以降の保育料無償化、これ

は継続事業でありまして、その次の総合戦略での新生児出産祝い金事業につきましても

これは継続事業となっております。また、その頁につきましては、継続事業であります

が、特に再下段のこども医療費助成のこども医療費助成事業、これも継続でありますが、

予算額が２億円余ということで、非常に大きな数字になってきております。 

 次の頁を御覧いただきたいと思います。３頁でありますが、これは前教育長が大変力

を入れて取り組んでいたものでありますが、総合戦略・ICT教育推進事業でありまして、

これも継続して進めてまいります。そして、児童生徒の発達に合った学びにつきまして

は、小中一貫・連携教育推進事業につきましてもこれから進めてまいりまして、今年度

は、岳洋中と学舎運営協議会を設置いたしまして、この制度を進めていきたいと考えて

おります。次に、昨年、大変話題となりましたエアコンの施設整備でありますけれども、

これは30年度繰越事業になりすが、６月末までには全小中学校の普通教室にはエアコン

の設置をする計画であります。これが５億円余の予算ということで、非常に大きな予算
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規模となっております。次に加茂小学校の南校舎増築でありますが、児童数の急激な増

加によりまして、５億５千万余の予算を計上させていただきまして加茂小学校の増築事

業となります。そして、最近、非常に話題になっておりますのが、次代を担う人材の育

成と人材還流の仕組みでありますが、中学生のふるさと未来塾事業、これも数年前から

行っておりますが、大変、県下でも話題となり評価をいただいております。また、総合

戦略としまして、高校生ふるさとセミナーということで小笠高校と菊川高校がエントリ

ーしていただきまして、２年実施をしております。これが、目標の１つ目の子どもがい

きいき育つまちの主要な新規の事業の抜粋でございます。あと、少し飛びますけれども、

５頁を御覧いただきたいと思います。今度はスポーツ関係になりますけれども、体育協

会、指定管理をしておりますけれども、体育協会やスポーツ推進委員の皆様と連携をと

りながらスポーツ振興に取り組んでまいりますし、そして生涯スポーツ推進事業におき

ましても健康づくりということで、今年度も継続事業として進めてまいります。そして、

ずっと飛びまして、20頁を御覧いただきたいと思います。市制15周年記念事業を数多く

取り組みますが、その中で、教育委員会に関係していると思われますものを少し抜粋し

てお話をさせていただきたいとおもいます。最初の31年度事業でありますが、小谷村と

の友好交流事業でありますが、小谷村からは、小学生が菊川に夏に参りまして、こちら

からは、12月にスキー教室で行っております。今年度は、残念ながら雪が無くて、スキ

ーに行けなかったのですけれども、こういった交流事業を進めながら大人の方にも参加

をしていただいております。そして、市役所・図書館での市制15周年のあゆみの展示、

これはもう図書館の方で計画をしております。次に21頁を御覧いただきたいと思います

が、上から４つ目、全国田んぼアートサミットｉｎ菊川市でありますが、こちらは今年

市制15周年を記念いたしまして、菊川市で全国の田んぼアートを行っている団体が集ま

りまして、菊川市で全国田んぼアートサミットを開催する予定でございます。そして、

一番下段になりますが、ＮＨＫ全国放送公開番組の公開収録でありますが、10日程前に

ＮＨＫの静岡支局長がお見えになりまして、９月の７日と８日にのど自慢が正式に決定

いたしました。まだ、発表しておりませんが、正式に決定いたしましたので、今日、御

報告をさせていただきます。次に22頁を御覧いただきたいと思います。上から３段目で

ありますが、こちらは初代県知事が郷土の偉人であるということで、関口隆吉氏の顕彰

事業を行ってまいります。これも教育委員会としていろいろな事業を企画する中で、来

年の１月17日に銅像を建立したいということで、今、31年度予算を議会で御審議をいた

だくということで、私どもの方で提案をしております。 

 次に1-3を御覧いただきたいと思います。これは予算になりますので少し固い話になり

ますが、１頁を御覧いただけますか、こちらは、昨年と同じ話になりますが、一般会計

が194億円、前年から比べまして4.5ポイントの増。国保、後期高齢、介護保険、土地取

得など特別会計が85億９千万円、こちらはマイナス1.5ポイント。そして、企業会計、病

院とか水道とか下水になりますが、こちらが95億6600万円で2.5ポイントの増と、そして

この総合計が375億6,500万ということで、これがこの１年間の菊川市の当初予算という

金額になります。 

 それでは、一般会計について、教育委員の皆さんにお話をさせていただきます。４頁



5 

を御覧いただきたいと思います。その予算がどのようなところに使われているのかとい

うことが目的別歳出になりまして、31年度の欄を御覧いただきたいと思います。上から

議会費、総務費、民生費、衛生費、ずっといきまして、教育費という項目が御覧いただ

けますが、御覧いただきまして非常に大きな数字というのは民生費、194億円のうちの53

億円がこの民生費になります。こちらは、教育委員会でどういうところに大きく使われ

ているかと申しますと、放課後児童クラブとかそういったものが民生費の中から出るわ

けでありまして、そして総務費の26億円余につきましては、今年は、庁舎東館の建築費、

六郷地区センターのものが大きな金額となっております。そして衛生費の26億５千万円

余につきましては、菊川病院の繰り出し金とかゴミ処理の一部事務組合への負担金など

がこの大きな金額となっております。そして、下へまいりまして教育費26億4,300万円、

昨年が22億9,100万円でありますので、率にしますと15.4ポイントと非常に大きく伸びて

おりますが、これは、先程申し上げましたとおり下段の枠の中にありますとおり、加茂

小学校南校舎増築工事によりまして、30年度と比較して約３億5,200万円14.4パーセント

の増額となっております。このように、その年に突出して伸びる場合など波があります

けれども、特にこの31年度につきましては、今もうしあげましたように、総務費あるい

は教育費、というのが特殊事業によりまして数字が伸びているということがお分かりい

ただけると思います。以上が、私からの説明でありますが、また意見交換の中で御質問

がありましたら私の方でお答えさせていただきますので、少しそちらの時間も取らせて

いただきたいと思います。 

 

【質疑応答】 

教育委員： 15周年にあたりまして、県知事のことについて、市民のかたに広報なさっているこ

とを含めて教えていただきたい。 

 

事務局 ： 関口隆吉氏の顕彰事業でございますが、一番メインなのは、菊川駅前広場に銅像を

建立する予算が一番大きくなっております。そして、その前後に例えば講演会であり

ますとか、市民向けのパンフレットを作って啓発をしたり、あるいは４月にはアエル

で幕末の関係の劇を行いますが、そういったもので周知を図っていきたいとそんな風

に思っております。そして、今年度のこの事業を機に、次年度からは、小学校で社会

科副読本というものを３年生から使っているのですけれども、その改訂が来年度から

行われます。その副読本の中に、この関口さんの功績を称える頁を少し拡張いたしま

して市内の小学生にはこの授業を受けてもらうと、こんなことを今後続けて今回の事

業を後世に伝えていくとそんなことを今考えているところでございます。 

 

教育委員： 銅像は何処に建立されるのでしょうか。 

 

事務局 ： 場所ですが、駅を降りまして右側にバスとかタクシーのロータリーがありますけれ

ども、その真ん中に植え込みがありまして、今、そこを予定しております。まだ、決

定ではありませんけれども、そこに銅像を建ててその手前の歩道側にその説明の看板
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といいますかそういったものを設置したいと、こんな風に考えているところでござい

ます。 

 駅を降りますと、左側には銀色の茶の実がありまして、右側には関口さんの銅像が

あると、そんな風景になるのかと思います。 

 

（2）平成 31年度教育文化部の運営方針について 

事務局 ： はじめに基本方針でございますが、学校教育と社会教育の２つに分けて方針を示し

てございます。 

 学校教育では、教育大綱に掲げました確かな学力と思いやりに満ちた学校づくりを

目指し、ＩＣＴ環境を生かした授業の推進と、義務教育９年間を通じた小中一貫教育

の研究・検討、また、学校施設の適正な維持管理、耐震性の確保に努めてまいります。 

 次に、社会教育でございます。市民一人ひとりが心豊かで、充実した人生を送るこ

とができる社会の実現を目指しまして、生涯学習活動の推進・支援、また読書機会の

提供と読書活動の啓発、更には、スポーツが盛んなまちづくりを目指しスポーツ機会

の創出とスポーツ団体や活動の支援を行ってまいります。 

 次に、現状と課題でありますが、第２次総合計画の主要施策の中から、所管する課

が特に課題と感じております７項目についてこちらに記載しております。それぞれの

内容につきましては、一部重点施策の中でも触れさせていただきますが、時間の都合

もありますのでお読み取りいただきまして個別の説明は省略させていただきます。 

 次に、裏面を見ていただきまして、重点的に取り組む施策・事業について、こちら

も抜粋して説明をさせていただきます。 

 始めに、一つ目、小中一貫教育の推進です。取り組み内容は、平成30年度に策定い

たしました「菊川市小中一貫教育の考え方」に基づき、中学校区を核とした学びの環

境づくり「学びの庭」構想を推進してまいります。31年度の取り組みといたしまして

は、新たに地域学校共同活動推進員、こちらを１名雇用し、岳洋中学区の地域学校共

同本部の立ち上げを進め、地域と共にある学校を目指し、学校を核とした地域づくり

を進めてまいります。 

 次に、二つ目、ＩＣＴ環境を生かした魅力ある授業づくりです。こちらの取り組み

内容は、こどもの学力向上を目指し更なるＩＣＴ機器の活用に向けた実践研究等を実

施し、「きくがわ21世紀型授業」を推進してまいります。31年度もＩＣＴ研究指定校を

定め、積極的な授業改善を行うためのツールとして、ＩＣＴ機器が活用できるよう研

究と実践を進めてまいります。31年度の研究指定校は、六郷小学校、横地小学校の２

校を予定しています。 

 一つ跳びまして４番になります。小・中学校特別教室への空調機器設置の検討であ

ります。取組内容は、現在、整備を進めております小中学校の普通教室への空調機器

設置に引き続きまして、特別教室への設置に向けて、事業手法や整備スケジュールな

どの検討を進めてまいります。なお、現在、工事を進めているわけでございますが、

こちらの普通教室へのエアコン設置工事の中に、特別教室の設置に合わせた受電設備

の増設や配線工事、こういったものを含めて進めているところでございます。 
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 次に６つ目の関口隆吉氏顕彰事業です。取組内容は、市制15周年記念事業として、

初代静岡県知事関口隆吉氏の銅像制作及び除幕式、講演会を実施し、関口氏の功績に

対する顕彰を行ってまいります。来年、菊川駅開駅130周年また関口隆吉氏没後130年

更に菊川市合併15周年に当たるための記念事業として取り組んでまいります。この取

り組みを機に関口氏の功績を広く市民に啓発するため、パンフレットの配布、小学校

社会科副読本への掲載、また、菊川駅前の銅像から月岡の屋敷跡までを歩くウォーキ

ングイベントこういったものを計画してまいります。 

 最後になりますが、９番、小・中学校等の読書活動の推進です。取り組み内容は、

子どもの読書活動を推進するために、学校や幼児施設と連携し、読み聞かせボランテ

ィア・子ども司書の育成や学校図書館の充実を図ってまいります。現在４名の図書館

司書が市内の小中学校を回り、図書館ボランティアを共同で学校司書巡回事業を実施

しております。31年度は、この事業を更に拡充するために、例えば、季節やテーマ学

習に合わせた本の展示ですとか、書架の整理により、探しやすい、見やすい、そうい

った工夫、また季節や行事に合わせた学校図書館でのイベントなど、児童、生徒が学

校図書館に親しみや本の良さを感じる、こういった取り組みを進めてまいります。 

 以上で、教育文化部の運営方針の説明とさせていただきます。 

 

【質疑応答】 

教育委員： 重点的に取り組む施策・事業のところの３番ですけれども、外国人への就学支援の

充実。ここに書かれている就学支援というのは、学校に入ってからのことを指すのか、

小学校に入る前の虹の架け橋で半年位で小学校、中学校へ行かれる訳ですが、この両方

を含んでいるのか、両方とも学校教育課の管轄だろうとは思うのですが、両方というこ

との理解でよろしいかということが１点。 

 ２点目は、部長さんあるいは学校教育課長さんとも話しをしたのですが、菊川21世紀

型授業というのは、言葉では書かれるけれどもこれはいったいなんだろうなあというこ

とで、私は理解不足で、この前、小笠東小学校の授業を見せていただいて、北小の教頭

先生とか教務主任さんと話をした時に、現場の小学校の先生方も若干不安な要素が残る、

はっきりこれだという事が難しいだろうという感じをうけました。それで、私は授業案

をもらってきたのですが、この授業案の中で何処が21世紀型の授業になっているかとい

うことを教えてください、という話をしてこういう資料を貰って来ました。これを見る

限りは、導入、展開、まとめになるのですが、丁度真ん中辺に対話の必然性がある魅力

的な学習問題の工夫ということが書いてあります。簡単に言うと、子どもたちが隣のＡ

君とかＢ君と色々な事で対話をする事が、より問題意識を深めていく。まあ、そこは私

もそうだろうなあと分かるのですよね。ではそうなるために、教師が何が必要かとうい

ことはなんとなくよく分からない。だから、これを具体的に菊川市の21世紀型の授業で

定着して広げていくためには、教師が相当勉強しないと、これは上手く転がっていかな

いのではないかなあと少し感じがしています。授業を見ていたたら、各国別の新聞みた

いなものを作っていたのですよね、全部で５班くらいに分かれて５人位で、回っていっ

たらみんな同じブラジルと韓国とアメリカと何処そこってみんな同じ新聞を作ってい
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る。なんでみんな一緒か聞いても、子どもたちから私の何故かという質問に答えが返っ

てこない。というのは、それが当たり前になっている。これは、いかがなものかという

事で課長さんにお聞きしたら、これだと21世紀型の対話型の授業になってないという話

になった。では、東小の先生が、それが分かっていて授業をやられているのか、わかっ

ているのだったら、そこで教育委員会の視察で入っているのだから変えなければおかし

い。対話型の21世紀型の授業をやりますという形で出しているのであれば、やはり我々

が訪問して授業を見せていただく時に、そういう形の授業を見せてもらわないと困ると

私は思った。ということは、まだまだ現場の方が言葉では21世紀型授業というけれども、

実際はそんなに簡単にはいかないだろうなあという感じがしました。対話をする事によ

って、より問題意識を持って学習意欲を高めていくということは非常に良いことです。

だけどまだそこまで行けない部分も残っているのかなと、だから、これからの課題だと

感じています。非常に良いことだと思うものですから、これを広げる努力を、教育委員

会としても、学校教育課としても、各小学校の先生方に御指導いただいて学力を高めて

いただきたい。 

 ついでにもう一つすいません。確かな学力を付けたいということで、毎年、言葉では

出ます。では、学力を高めるために何を菊川市はするのか、具体的に、その具体をもう

少し詰めた方が良いのかな。良い悪いは別として、袋井市の教育委員会では、「小学校３

年生から５年生全員に漢字と算数の検定をやります」と学校で新聞に載っている。良い

悪いは別です、この方法がベストだとは私も思いません。でも、何か菊川市は学力を高

めるために何をしますか、と問われた時にどう答えるのか。非常に難しい問題だとは思

うのですが、学力とは何かということは捉え方は皆違うから分かるのですが、何か一般

の菊川市民にわかるように、菊川市は学力を高めたい、教育委員会としても、ではいっ

たい何をしてくれるのと保護者から聞かれたときに、こういう形のものの方が分かり易

いことは分かり易い。ぜひまた、御検討いただければと思います。 

 

事務局 ： 学校教育課長です。外国人就学支援は、就学支援という言葉だけ取ると、学校に入

るための就学ということになりますので、この言葉自体は、入るまでの支援ことを指

しますが、その向こうには当然入ってからの支援のことも入ってきますが、就学とい

うところを見ると、虹の架け橋から転入までが中心的な取り組みになります。 

 

事務局 ： 菊川21世紀型授業ですが、確かに、私たちも本当になかなか浸透は難しいという事

を感じて、現実、教育委員の皆様と学校訪問をした時に、この通りの授業が進んでい

るなという教室は、一つか二つくらいの状態でした。三つ目の学力向上にも関係する

のですけれども、私たちは、この授業改善が上手く進めば学力は上がると思っていま

す。なので、とにかく授業を変えたいということです。なので、来年度具体的な取り

組みとしては、出来るだけ校内研修に学校教育課の指導主事が入っていくということ

を今年以上に考えていきます。授業案を一緒に見て、改善していくという具体例を、

この授業ならばこう変えれば21世紀型授業に変わる、という具体例を指導主事が指導

していくという時間をとにかく取りたい。そのために、課内の業務改変をしないとい
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けないのですけれども、そこを来年度、力を入れていきたいと思っております。 

 

教育委員： 今の関連でもう一つ良いですか。今、課長さんから話がございました外国人の件で

すけれども、国も県も多文化共生ということで、外国人労働者が菊川市も増えてくる

だろうなあということで、それに附随して受け入れていく、育てていく外国人の子ど

もが増えるだろうなあと。それで、虹の架け橋というところがあるのですけれども、

私も週１回ボランティアに行って、今もちょっと寄ってきたのですが、この前就業式

が終わって、新たな小学校、中学校に２月から入った子どもが、１日でだめになった

と。受け入れの小学校の先生方からすると、非常に準備を重ねてやってきても、本人

が１日でもう嫌になったというか続かないというか、ブラジル人が経営する学校に行

ってしまったという。私も実態が分からなかったものですから、週１回ボランティア

に行ってみて感じることは、先生方が精一杯フル回転してくれているのですけれども、

やっぱり半年で小学校の授業、中学校の授業についていける力を付けられるのかとい

いうと非常に難しい。それと、送り出した小学校、中学校とその後連絡が取れるのか

というと、授業だけでいっぱいですね。さっき少し寄ってきて、４月以降また１年生

が15人位希望者がいて、全部で22人位希望者がいるという事ですけれども、送り出し

た先の受け入れの小学校、中学校と今どんな風になっているか、上手くいっているの

か、上手くいってないのかという、連絡に関わろうかなあと思っているのですが。是

非考えていただきたいのは、今はこれしか無いからこういう形の虹の架け橋で外国籍

の子共も教育しているのですが、もう少し先生方の人数を増やしていただくとか、あ

るいはボランティアの人の数を増やせないかなあと行ってみて思います。10人位の生

徒を１人の先生が日本語のあいうえおとかカタカナとか漢字を教えているのですけれ

ども、来る子供にすごい能力差がある。本当に全く分からない子と、多少は会話でき

る子と、それを１人の先生がみんな面倒を見て、一日、日本語を勉強したりするのだ

けれど、それでもやっぱり追いつかない。それで、半年経ったら自動的にあなたは小

学校、中学校へ行きましょうという形で送り出されている。頑張ってやるけれどもな

かなかついていけない現実があるものですから、なにか良い方法があれば良いのかな

あと思うのですけれども、またどこかで御検討いただければという風に思います。大

人を中心とした菊川市の多文化共生の推進行動指針がありますが、これは地域支援課

が中心で、外国籍の大人の方、働いている方を青葉台のコミュニティセンターで日本

語を皆で学びましょうということで私も少し行ってきたのですが、全部で20人位来ま

して、そこもやっぱりボランティアの方が足りない。マンツーマンでやらないと、な

かなか日本語は覚えられないものですから。多文化共生社会になることになって、じ

ゃあ菊川市はこういう風な行動指針ができているけれども、現実はどうなのかという

受け止め。できれば地域支援課の方も青葉台のコミュニティセンターに来ていただい

て、現実を見ていただいて何か良い方法が無いのかと。一生懸命勉強しようという気

持ちは伝わってきます。悲しいかな指導する人の人数が少ないものだから、昨日、雨

が降っても自転車でみんな、ベトナムの人、フィリピンの人が来るのですけれど、多

文化共生のあり方をどういう風に菊川市は具体的に何かもう少し一歩踏み出して行け
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る様な、多文化共生サポーター制度というものができて私も登録してあるものですか

ら、目標は５人位と書いてありますが、５人で良いのかという、もう少し多くても良

いのかなあと感じがしますけれども。 

 

事務局 ： 総務部長でございます。今、地域支援課の御紹介がありましたけれども、多文化共

生の言葉の問題とか、そういうことについてはボランティアなどに頼っているのが現

状であります。今、御紹介のありましたサポーター制度につきましては、まだまだ登

録の数が追いつかないし、本年度の実態についてもなかなか活動が少なかったという

報告も聞いておりますので、そういう部分については、もっと広げていけるようにし

ていかなければならないと思っております。今、早速、青葉台の事も御紹介がありま

したので、そういう部分についてはまた状況を把握していきたいと思っております。 

 

事務局 ： 学校教育課長です。確かに虹の架け橋にいくと人であふれていて、一人ひとりの子

供に目が届いていないのは御覧になったとおりだと思います。せっかく菊川市、掛川

市、御前崎市と３市で共同で出資をしているものですから、また２市にも働き掛けを

しながら、ボランティアの募集であるとか、そんな事も提案をしていきたいと思って

います。１日でやめた子供のことは、本当に残念だったですけれども、残念ながら中

には本当に日本の学校で学ぶ覚悟が本当にあったかという事で、そういうケースも実

はあって、実は外国人学校に入ると凄くお金がかかるものですから、とりあえず日本

の学校を目指すというそういうケースもあって、本当にその子供の将来はどうかとい

うそういう事ももう少し丁寧に学校教育課のほうで面接して聞き取りをして、どうい

う支援がその子に良いかという入口の時点でも少し手を厚くしていかなければいけな

いなという事を今回のケースで学びました。 

 

市 長 ： 虹の架け橋は、３年前に県の補助金をカットされたものです。それで、教育委員会

としては、虹の架け橋はどうしても確保したいということで、掛川と菊川と御前崎で

協議をしていま運営をしているのです。どこの地区も外国人は非常に増えてきて、県

の方に市長会としましてもこの制度を継続的にやっていかないと、当初は県が補助金

を付けて実施して、時限で３年はみてこれで終わりですよということでしたので、市

の方としては、この制度を継続しようということでやっていますので、中東園から西

部地区というのは外国人は非常に増えているものですから、その辺りを県とかに話を

して、人材とか経済的に支援ができるように話をしておりますので、また引き続き取

り組んでまいります。最近、企業の方と話をしますとベトナムの方が増えているよう

です。今までブラジルでポルトガル語だったですけれども、いま中国が増えてきてベ

トナムが増えているので、どこの企業がベトナムの人を使っているのかということは

分かっておりますので、前に話をしたらボランティアで話せる子をそういったところ

に派遣しても良いとそういう話もあるものですから、地域支援課の方と話をして、少

しでも民間の人の人材を活用してやっていくのも一つの方法と思っておりますので、

また委員から話があったものですから地域支援課の方には繋いでおきます。 
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教育委員： 私は、２箇所くらいであっても良い感じもするのです。外国籍の方に日本語を勉強

しましょうと、今は青葉台のコミュニティセンターしかないのですよね、平川にある

のですか。大人で、ブラジルの方が、ブラジル人の方を集めて日本語を勉強しましょ

うというようなところが。 

 

事務局 ： 平川会館で、イベント的に行っているのは記憶にありますが、定時開催していたか

どうかは分からないです。 

 

教育委員： 小笠の河東とかに住んでいる人からすると、青葉台コミュニティセンターは遠いで

す。旧の小笠と旧の菊川で１箇所ずつくらいあれば、もう少し外国籍の方に日本語を

勉強してもらえる。 

 

市 長 ： 国際交流ではやっていないのか。 

 

事務局 ： 国際交流協会自体は活動をしていますけれども、日本語教室を定期的に開催してい

るかどうかは少し分かりません。 

 

教育委員： 国際交流協会の中に、イベントをやったりホームステイをやったり日本語をやった

りというそういう活動はあるでしょう。 

 本当は、国際交流協会が音頭を取って、こういう風な形でやりましょうという風に

作って、それが下りてきて日本語教室が開催されれば一番良いのだけれど。今は、単

独でやっているのだね、日本語教室の方はボランティアで。 

 

教育委員： 先程、委員からもありましたが、去年この場で菊川21世紀型授業という１枚のプリ

ントが配られて、分かるかね、分からないねというような話をしていて、自分なりに

あれを解釈して、やっぱり東小を見に行った時も出来ているのかなというのを確認す

るのですけれども、その理解が合っているのかという話なのですけれども。ＩＣＴを

利用した対話型授業で、対話というのが自分の中ですっきりしていなくて、対話とい

うのが、教師と生徒の対話と生徒と生徒の対話と生徒自身の自分自身との対話という

３つだというのを資料で解釈して、昔の授業だとここはこうだよね、ここはこうだよ

ね分かったか、ではこれは何だ･･･正解で終わっていた。それを、ここはこうなるけど、

ここに関してどう思うとか、途中で質問を投げかけたり、答えが出てではその答えは

なんでそう思ったのか、と教師と生徒の対話がみられるかという点では、いま何処の

小学校でも凄くその形は増えてきていると思います。それで、生徒同士の対話という

のも増えていて、そして生徒が自分自身とその日のまとめ、振り返りというもので自

分が今日どういう風に考えて自分自身が勉強したかという自分との対話で、結構、形

としてやれているなという実感はあるのです。それをＩＣＴを使うことによって、話

題のねたを提供しながら、一方的にはならずに対話が進みやすくなっているという意
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味で、菊川ではＩＣＴを使った対話型ということですけれども、これでよろしいので

しょうか。そこをプラスαとか間違っている点があればお教えいただきたい。 

 

事務局 ： ありがとうございます。やはり、対話と会話の違いということが時々話題になるの

ですけれども、我々もそうですけれども、人と話をしていくと、自分の考えを整理し

たり、自分は実は何が分からないかが分かってきたり、ということが良くあると思い

ます。人とコミュニケーションを取って情報交換をしていく中で、自分の考えでどこ

が一番よく分かっていないかということが分かるということ。そして、今度、人の意

見を聞くと、そういう事かという事がはっきりする。より良い対話というのは、分か

るとか分からないとかを行ったり来たりする様な思考活動が、より良い対話ではない

かというイメージがあります。だから、教師側がその授業の中で、提示するテーマ、

学習問題みたいなことを言われることがあるのですけれども、そのテーマが良ければ

良いほど、その子供同士の対話が分かったり分からなかったりを行ったり来たりする

様な思考活動を促すようなテーマが教師側からいかに投げかけられるかということ

が、前半の大きな山場だと思っています。 

 菊川21世紀型授業というのは、ゴールの姿からずっとプランニングをしていくのが

21世紀型授業の作り方としてやっている訳ですけれども、こんな子供にしたいために、

こんな思考活動を伴う対話をした方がきっとこういうゴールになるだろう、そのため

にはどんなテーマを子供に考えさせればそういう面白い対話が生まれるだろう、とい

う風に逆算しながら考えていく。そして、そのためには単にこどもだけの頭の中だけ

での情報交換だけだと限界がありますので、そこに、対話を促進するための考える材

料としてＩＣＴの情報が入ってくる、という様なイメージが21世紀型授業の我々がイ

メージしている一時間の授業です。 

 

教育委員： それはもう小・中の先生方はみんな共通理解がされているのですね。 

 

事務局 ： まだです。まだ漠然としています。 

 

教育委員： 授業を見せていただくと、先生達がそういうところに向かって、対話の授業が進め

られてるなって、そういう意識をもっていらっしゃる授業も結構見たりして、確かな

学力というものは、数値化できない先生達がいろいろ工夫されてやってやろうという

力とか、子供通しの共感とか、いろんな創造力を膨らませるとか、そういうものをベ

ースにしたものが確かな学力に結びつくものであるのではないかなと思うので、今、

一生懸命やっていらっしゃることが、段々そっちの方向に向かって行っているのかな

と感じました。 

 

教育委員： なかなか先生方が、いろいろな先生方がいるので、より良い対話とか、対話と会話

の違いを教員がみんな共通理解して、それで初めて21世紀型授業ができるのであって、

その辺りは相当検証しないと難しい感じはあるなあという風に思います。 
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事務局 ： ただやっぱり、漠然と良い授業とか何となく教員は分かっていると思います。とこ

ろが、これだけ教えなくてはならないと、学習内容を、明日の授業をどうしようと思

った瞬間に、この理想的な授業がなかなか繋がっていかない。それを新しい授業スタ

イルに、教科書で教えたいことを組み込むためには、やっぱり相当な研修が必要だな

と思いますし、やっぱり助言が必要かなと思いますし、良い授業を沢山見たほうが良

いかなという風に思っています。 

 

教育委員： 少なくとも菊川市の教育委員として、菊川の21世紀型授業は何ですかと言われて、

そこをスパッと気持ちよく説明出来ないと。一番肝心なところだと思いますので30秒

くらいでそこがあればと思います。 

 

（2）こども未来部の新設について 

事務局 ： 総務課長でございます。よろしくお願いいたします。資料３に基づきまして、こど

も未来部の新設につきまして御説明と御報告を申し上げます。なお、本件につきまし

ては、昨年11月に開催されました定例の教育委員会におきましても御協議いただいた

内容だという風に承知をしております。また、一部御説明の内容が重なる部分がござ

いますことを御了承いただきたいと思います。 

 それでは、１こども未来部の新設の目的についてでございます。現在、就学前の子

どもに関する事務は、その内容によりまして、健康福祉部、これは福祉課、健康づく

り課でございます、と教育文化部、幼児教育課に所管が分かれており、また、施設的

にも「けやき」と「中央公民館」に分かれている状況でございます、両部において、

連携を取りながら、市民の皆様へのサービスに努めておりますが、場合によっては、

「時間」と「手間」をお掛けしているのが現状でございます。これは、一例を申し上

げますと、乳幼児がいらっしゃる世帯の方が転入してきますと、例えば児童手当であ

るとか、こども医療費の申請などはけやきで行っていただき、そしてその足で子供園、

幼稚園、保育園の入園に関する手続を中央公民館にお運びいただいているというよう

なことが挙げられると思います。 

 こうした状況を踏まえ、平成31年度から、乳幼児教育と児童福祉の業務を一元的に

所管する「こども未来部」を市長部局、けやき内に新設することといたしました。 

 これによりまして、妊娠・出産・育児まで切れ目のない支援をより充実させるとと

もに、就学前の子どもに関する事務のワンストップ化を図り、市民の皆様の利便性向

上につなげてまいりたいと考えております。併せまして、子ども・子育てに関する総

合的・横断的な施策の立案機能を高めるとともに、円滑な行政内の意思決定を図り、

喫緊の課題等に、よりスピード感をもって対応してまいります。これは２つの部に分

かれていたものが、一つの部で所管する事によりまして、意思決定をスピーディーに

行っていきたいというものでございます。 

 つづきまして、２のこども未来部の組織についてでございますが、１部２課７係体

制を考えてございます。平成30年度が左側、平成31年度が右側でございますが、御覧
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のとおり、健康福祉部の福祉課児童福祉係、健康づくり課育児応援係・発達支援係、

そして教育文化部は、幼児教育課、これはこども園・幼稚園を含めてでございますが、

その全体が右側のこども未来部の方に移ると、色分けをしてございますのでそうした

イメージでございます。一部、係の名称が変わってございますが、概ねこうした業務

の繋がりになると考えてございます。 

 裏面を御覧ください。こども未来部の主な分掌事務についてでございますが、先程

申し上げましたとおり、２課７係体制でございますが、特に先程申し上げましたこど

も子育てに関します総合的な施策の立案機能を高めるということで、こども政策課の

こども政策係におきまして、こども子育て会議であるとかそうした横断的な施策の立

案機能をここで所管をさせていきたいと考えております。また、一番右側の業務の内

容につきましては、お読み取りいただきたいと存じますが、これは行政組織規則によ

ります分類でございますので、実際にはもっと細かい事務分掌をもっているところで

ございます。 

 つづきまして、４番の関係条例の改正でございます。こども未来部の新設につきま

しては、議会の皆様に条例の改正をお認めいただく必要がございますので、平成30年

の第４回定例会、12月議会におきまして記載の２本の条例の改正を可決いただきまし

た。１本目が菊川市行政組織条例。現行の６部体制にこども未来部を加えました７部

体制とする改正でございます。２点目が菊川市子ども・子育て会議条例。これは現在

健康福祉部福祉課が所管しております菊川市子ども・子育て会議の庶務担当部をこど

も未来部こども政策課に改める改正というものをお認めいただいたところでございま

す。 

 次に、ここが本日の一番のポイントでございますが、教育委員会の皆様とこども未

来部の連携についてでございます。①幼稚園に関する事務は、教育委員会から市長部

局への補助執行という形で協議がされまして、こども未来部の職員が当該事務を補助

執行することとなりました。この補助執行でございますが、下段に補助執行とはとい

うように書いてございますが、地方自治法の第180条の７の規定に基づきまして権限自

体は法令等で規定されました組織に位置付けられたままで、事務の執行を補助執行先

に行わせるというものでございますので、今回に関しましては、「幼稚園に関すること」

の権限の所在は教育委員会に残ったまま、事務の執行を市長部局の職員が執行すると

いうようなものでございます。なお、教育委員会の皆様が定例教育委員会において協

議いただきまして、教育長から市長宛に、補助執行の協議について協議書をいただい

たところでございます。これは学校教育法の第22条、23条、24条の規定によります幼

稚園に関すること第１号から第４号まででございますが、こうしたものの権限は教育

委員会に残りながら事務については市長部局に移行するという法的な位置づけでござ

います。 

 次に②に移っていただきますが、学校教育との連携体制を維持するため、定例教育

委員会には、こども未来部長等が出席させていただきまして、幼稚園に関する必要な

事項は教育委員会の皆様にお諮りしたり、重要な事項等についても必要な御報告をさ

せていただいたりとかということを当然とってまいります。この部分が組織が分かれ
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ることによって教育委員会の皆様との連携が薄くなるようなことがあってはならない

という風に考えてございますので、この部分につきましては、またこれから組織がで

きて人の関係も決まってまいりますが、この部分はちゃんとしてまいりたいという風

に考えております。なお、幼稚園に関する重要な事項の例としまして、一番下段に掲

げさせていただいておりますので御覧をいただきたいと思います。 

 次に③でございますが、教育委員の皆様は、市立認定こども園であるとか、市立幼

稚園を御訪問いただいたり、研修会に御出席いただきまして、意見を頂戴することが

できる。また、④では、教育長は、市立認定こども園であるとか、市立幼稚園の職員

研修会等に出席して指導することができるというような事でございます。 

 以上、この５番の部分は、本日、４月を１ヶ月ほど先にひかえておりますので、今

後、31年度におきましても、こども未来部が新設した暁には、教育委員会の皆様と情

報共有をしながら、就学前の子供さんの教育の部分については御指導を引き続きいた

だくというものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。簡単でござい

ますが説明は以上でございます。 

 

事務局 ： それでは、全体を通じまして教育委員の皆様から御発言があれば頂戴する時間にし

たいと思います。本日の議事でございますとか、それ以外のことでも結構ですので、

御意見等ございましたらお願いしたいと思います。 

 

教育委員： 今日の内容とは違いますが、市長にお聞きしたいのですが。近隣の市で大きくアウ

トレットとかリゾート施設とかを計画されていらっしゃるところがありますが、そう

いったところで働く人達を出来ればこの菊川市に住んでいただきたいとか思いますけ

ど、どうすれば若い人たちが増えていくのかと思いますが、そういう人たちがここに

住むに当たって、行政サービスはもちろんですけれども子供の教育とかこども子育て

に関してアピールしていくには、どういう様なことをアピールして、なにか他の市は

やっていない、外国人を生の英語でとか、何か計画的に人を呼び込むような計画はあ

りますか。 

 

市 長 ： これをやれば必ず人が増えるというそういったものは、まだ私の経験からは無いで

すね。やはり、地道にそれぞれの行政とか子育て支援とかそういったものをきちっと

やっていけば、そうすれば市外の皆さんとか市民の皆さんが安心して定住・移住して

いただけるということですので、やはりそういったブレの無い行政をやっていくのが

人口を確保する一つの手法だと思います。したがって、これをやれば絶対に人が増え

るではなくて、これをやらないと、これから人口がどんどん減っていってしまうとい

うような事が県下のいろいろな自治体でありますので、やはり菊川市の身の丈にあっ

たいろいろな施策をやっていくということが今は一番必要だと思います。ですから、

前々から私が言っておりますように、菊川市は当初から子育て支援と教育を充実させ

るということでやってきておりますので、20代、30代の人たちが非常に菊川市に移住・

定住している方が多いというのは、そこら辺の一つは評価があるのではないかと思い
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ますし、もう一つは、数年前に主婦が幸せに暮らせるまちランキングというもので、

東海４県で一番良い評価をいただいたり、住みよさランキングでもこの数年間は、常

に２位、３位ぐらいにありますから、そういった一つの外部の人たちの評価っていう

のが、非常にポイントを稼いでいると思います。ですから、それは市がきちっとやれ

ばそれに対して市民の皆さんも理解していただけると思いますし、市外の皆さんもそ

れをよく見ていてくださっていると思いますので、そうすれば、菊川市の人口は、あ

る程度は、確保できていくのではないかと思います。これから人口が減少していくと

いう中で、維持するというのは非常に至難の業ですよね。何をやって、何をこれから

見直していくかということが非常に難しいことだと思います。 

 

教育委員： 今日の中には出て来ないことですいません。子供がいて部活真っ盛りなので一つ。

部活の指導員という扱いが誕生して、掛川は取り入れているのではないかというのが

あるのですけれども、自分自身賛成であるかというとどちらでも良く、外部指導員と

いう形で協力される方がいればそれでも十分機能すると思うのですけれども、顧問の

先生が、朝、三重県まで行って、そこで少しあいさつして、戻ってきて別の学年の対

戦を見るという形で、顧問がかなりお忙しい状態なんですけれども、顧問の先生がい

ないと、何処に行っても成り立たないというのがやはり現状で、部活の指導員がいれ

ば、顧問の先生の引率無しで変わりにその方の引率で行くことが出来る。結論的に部

活の指導員が、良いか悪いかは別として、菊川市では今やっていない理由があるので

あればその理由と、今後はどうしていく方向なのかお伺いしたい。 

 

事務局 ： 部活の指導員は、確かに検討したのですが、来年度に向けても雇用の予定はありま

せん。一番大きな理由は、人数がとても限定されていて、県で配置しているのはほん

の僅かな人数です。その部活の指導員は、仮に適任者がいた場合に、校内で部活動指

導員として働く方と、外部指導員として働く方が混在する形になります。片方は、報

酬が出る、片方は報酬が出ない、という混在する形になります。それは、本当にそれ

で良いかどうかということも迷ったものですから、先ずは先進地域が、部活動指導員

を取り入れてどんな成果と課題があったかということを見てからにしようということ

で、少し見送っているところでございます。平成31年度には、もう少し情報収集を進

めて、効果があるかどうか見極めながら検討を進めていくことを考えています。 

 

教育委員： 人数制限がある、人数が決められているということですか。 

 

事務局 ： 人数は、掛川でも数人だったと思います。勿論、市で全額負担すれば何人でも雇用

は出来るのですが、なかなかそうもいかないものですから。検討はしていきます。 

 

３ 閉会 

以上 

 

 


