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【別紙】 

平成２９年度第１回結城市総合教育会議 

 

○日  時   平成２９年１０月１０日（火曜日） 午後３時 

○場  所   結城市役所 第１会議室 

○出 席 者 

（構成員） 前場文夫 市長 

中村義明 委員長 

石川周三 委員長職務代理者 

北嶋節子 委員 

       岩﨑 勤 委員 

       小林 仁 教育長 

 （構成員以外の出席者） 

       市長公室長 大武英二 

        総務課長 飯田和美，総務係長 倉持卓之 

教育部長 鶴見俊之 

 参事兼生涯学習課長 田中真一 

学校教育課長 西村規利，課長補佐 佐山敦勇，学務係長 石井智之 

指導課長 渡辺昭登 

○傍聴者  ０人 

 

１ 議題（協議・調整事項） 

 

（１）生涯学習の推進について 
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午後３時 開 会 

○総務課総務係長 定刻となりましたので，ただいまから平成２９年度第１回結城市総合

教育会議を開会いたします。 

        最初に，前場市長よりご挨拶をお願いいたします。 

○市長     【市長あいさつ  省略】 

○総務課総務係長 前場市長，ありがとうございました。 

        続きまして，中村教育委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

○委員長    【委員長あいさつ  省略】 

○総務課総務係長 中村委員長，ありがとうございました。 

        本日が今年度最初の会議となりますので，自己紹介をお願いしたいと思

います。 

        まず，前場市長，中村教育委員長の順に順次お願いいたします。 

【前場市長，中村委員長，石川委員，北嶋委員，岩﨑委員，小林教育長

の順で自己紹介  省略】 

○総務課総務係長 ありがとうございました。 

        続きまして，事務局でございますが，市長公室，教育委員会の順にお願

いしたいと思います。 

        【事務局職員の自己紹介  省略】 

○総務課総務係長 ここで，会議に入る前に本日の資料の確認をさせていただきたいと思

います。 

        会議の次第Ａ４，１枚のもの。続きまして，出席されています会議委員

の皆様の名簿。続きまして，生涯学習課が作成した資料１と資料２の計４

点でございます。 

        不足ございませんでしょうか。 

        （「はい」と言う者あり） 

○総務課総務係長 それでは，早速会議に入りたいと思います。 

        議事の進行につきましては，結城市総合教育会議設置要項第４条の規定

により，議長である前場市長にお願いしたいと思います。 

        前場市長，よろしくお願いいたします。 

○市長     それでは，規定に基づきまして，議事の進行をさせていただきますので，

よろしくお願い申し上げます。 

        それでは，議事に入ります。 

        議題（１）生涯学習の推進について，事務局から説明をお願いいたしま

す。 

◎議題（１）生涯学習の推進について 

○参事兼生涯学習課長 それでは，生涯学習の推進についてということで，簡単に生涯学

習課の概要から説明をさせていただきたいと思います。 

        生涯学習課では，一人一人が自発的に自分に適した方法で行う学習，こ

れが生涯学習ということで，市における生涯学習を重点的，また包括的に

推進するための基本政策としまして，第５次総合計画に掲げる教育・文化
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の基本目標であります，未来を担う子どもと地域を支える市民を育むまち

づくりに基づきまして，生涯学習，生涯を通じてともに学べる環境づくり，

人権が尊重される社会づくり，個性豊かな芸術文化の創造をテーマに学習

事業を実施しているところでございます。 

        そういった中で，生涯学習課では，生涯学習係，文化係，公民館係の３

つの係がございます。 

生涯学習係では，「家庭教育支援事業」や「人権教育の推進事業」，ま

た，福井市と結城市を相互に訪問し，両市の小学校６年生同士が交流を行

う「友好都市交流事業」，昨年度から小山市との連携事業を企画して，８

月に広島市で開催されました平和祈念式典に，市内中学２年生の６名を派

遣する「広島平和記念式典中学生派遣事業」等を行っております。また，

本年度新規事業といたしまして，資料にもつけさせていただきました，中

学生の学力の向上を図るために，地域住民の協力を得ながら学習支援を行

う地域未来塾として，「地域の教育支援体制等の構築事業」，また，地域

の課題を解決できる知の拠点となる施設，生涯学習を支援する地域の教育

的・文化的基盤の環境整備として，「市民情報センター・ゆうき図書館管

理運営事業」を実施しているところでございます。 

        続いて，文化係になります。こちらにつきましては，「結城廃寺跡整備

事業」におきまして，国指定史跡結城廃寺跡の公有化，また，今後どのよ

うに整備・保存をするか，「結城廃寺跡整備事業」，そのほか，本市の文

化・芸術の拠点であります結城市民情報センターアクロスの管理運営を行

う「市民文化センターの管理運営事業」等を実施しております。 

        次に，公民館係ですが，市民の生涯学習の機会を提供するため，市民講

座等を開講する「公民館運営事業」，現在進めております「新公民館建設

事業」を実施しているところでございます。 

        それでは，早速お手持ちの資料１をご覧いただきたいと思います。 

        こちらは，スクールサポーター推進事業となっております。こちらにつ

きましては，平成２８年度より本市及び近隣地域に居住し，かつ，将来教

員を目指している白鴎大学生を，希望する市内の小中学校に派遣しまして，

さまざまな教育活動のサポートを行う「スクールサポート推進事業」を実

施しているところでございます。平成２８年度におきましては，初年度と

いうことで，モデル校を選出し，小学校では，結城小学校，城南小学校の

２校，中学校では，結城中学校の１校，適応指導教室「フレンドゆうの

木」で実施をしたところでございます。また，本年度は２年目ということ

で，小学校では結城小学校，城南小学校に加えまして，結城西小学校の３

校，中学校では，結城中学校，結城東中学校，結城南中学校の３校，適応

指導教室のフレンドゆうの木，合計で７カ所実施をしているところでござ

います。 

        このスクールサポーターの活動でございますが，１つとしまして，各教

科や総合的な学習の時間，特別支援教室等での授業サポートとなります。
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各教科の学習支援，基礎・基本的学習内容の個別支援，また，図工，家庭

科，体育，音楽等の実務指導の補助，特別支援学級における生活・学習支

援を行っているところでございます。 

        ２つ目になりますが，授業等での学習支援のほか，部活動の支援として，

陸上やバスケットボール，サッカー，テニスといった部活動のサポートを

しております。 

        ３つ目になります。そのほか派遣する学校におきまして，学校長の指示

する事項としまして，適応指導教室ゆうの木での学習支援，諸活動におけ

る補助，海外から来日したばかりの児童生徒への日本語指導や生活適応指

導等の活動を行っているところでございます。 

        このスクールサポーター事業を活用することによって，学校では，学校

教育の活性化であったり，サポーターの大学生と触れ合うことによって豊

かな心を育む，また，よりきめ細やかな支援を行えること，また，大学で

は，地域貢献，地域との連携だったり，地域貢献のための実現を目指して

いること，そのほか教員を目指す大学生の資質や能力の向上等が図れると

いうことで，非常によいメリットがあると考えております。 

        資料を開けていただきまして，２ページになります。 

        こちらにつきましては，今年度白鴎大学に出向きまして，学生サポータ

ーを募集したときのレジュメになっています。昨年度，白鴎大学の皆さん

のおかげで，各学校の先生方，子供たちからたくさんの喜びの声が聞き取

れたので，今年度はサポート校を３校増やして，学生たちの活動の場所，

活躍の場所を広げたということになっております。 

        続いて３ページですが，こちらは各学校からどういった教科や活動をサ

ポートしてほしいといったことでまとめてあります。 

        続いて４ページになります。 

        こちらは昨年度，スクールサポート，学生が活動した回数になります。

結城小学校，城南小学校，結城中学校，ゆうの木，全部で活動日数が延べ

３２６日余りになっております。 

        続きまして，５ページですが，本年度，スクールサポーターの学生の名

簿となっております。昨年は２４名でしたが，今年度若干増えまして，２

７名となっております。今年度は特に小学校を希望する学生たちが多いと

いうことで，小学校とゆうの木をかけ持ちしてくれる学生がおります。こ

ういった中で，特に２０番の学生ですが，城南小学校で学習サポートをし

たほかに，結城南中学校に行きまして，テスト前のサポートも行っていた

だきました。 

        続きまして，資料の２をごらんいただきたいと思います。 

        こちらは地域未来塾です。こちらにつきましては，本年度から新しく始

めた事業となります。地域未来塾の事業ですが，文部科学省より，地域の

特色を生かした事業を展開することで，地域全体で困難を抱えている生徒

が学び育つことを応援し，また，教育格差の解消と中学生の学力の向上，
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地域教育力の向上を図るため，地域の人たちの協力を得まして，中学生が

自ら学習する場を設けて，その学習を支援することで，地域の活性化を図

り，推進する事業ということでございます。 

        こちらにつきましては，対象となりますのが中学生になっております。

市内３中学校を会場に，毎月２回，土曜日の午後１時から５時までを開設

しまして，希望する中学生が参加して，基本的に自習をしている中で，分

からないところや難しい問題等があった場合には，教室にいる学習支援員，

教育活動サポーターの教えを受けることによって，学力の向上を図るとい

うことでございます。 

        また，学校関係者や地域の団体，地域住民によるボランティアや保護者

との連携，連絡調整役としての地域コーディネーターを，各中学校での教

室には会場責任者としまして，教員免許有資格者を配置し，教室全体を管

理していただくとともに，教育活動サポーターとの助言も行っていただい

ております。学習支援員としましては，退職校長会や退職公務員連盟にお

願いをしているところでございます。 

        また，子供たちからの質問等に答えて学習の支援を行うということで，

地元在住の白鴎大学の学生に依頼して，教育活動サポーターを配置してい

るところでございます。 

        続きまして，資料の２ページ目になります。 

        こちら地域未来塾を実施するに当たっての実施要項になっています。地

域での多様な関係者と連携しまして，結城市在住在学の中学生の学力の向

上と地域の教育力の向上を図る。また，そういったことを行うことによっ

て地域の活性化があり，子供たちが安心して暮らせる環境づくりになると

いうような形でございます。 

        続いて，資料を１枚めくっていただきまして，４ページ目になります。 

        こちらは，本年度から始めました地域未来塾の結城中学校，結城南中学

校，結城東中学校の名簿等になっております。結城中学校では１年生から

３年生の計３６名，結城南中学校では１年生から３年生の計４０名，結城

東中学校では若干少ないんですが，１年生と２年生の１３名になっていま

す。 

        また，この地域未来塾の指導者ということで，１２名おります。こちら

指導者につきましては，最後のページ，５ページ目になります。 

        学習支援員としまして，塚田先生，赤木先生，田邉先生，長瀬先生，鶴

見先生，古川先生に学習支援員をお願いしているところです。また，教育

活動サポーターとしまして，こちら全員が白鴎大学の学生になりますが，

中村さんを始め各中学校に２名ずつ６名の教育活動サポーターを派遣して

いるところでございます。 

        それと，先ほど地域コーディネーターということで，基本的には各学校，

子供たちとの連絡係になりますが，こちらにつきましては，私ども教育委

員会生涯学習課の社会教育主事であります，須藤先生が連絡等を取ってい
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るところでございます。 

        また参考に，本年度，未来塾を始めましたが，結城中学校では９月まで

７回ほど行いまして，１２６名の子供たちが参加しています。結城南中学

校では同じく７回で１０１名，結城東中学校では同じく７回で４０名ほど

が，この地域未来塾に参加をしているところでございます。引き続き今年

度もこの事業を行っていく予定となっております。 

        私からは以上です。 

○市長     今，説明がありました。スクールサポーター推進事業と地域未来塾につ

いてでございますが，この件について，皆様からご意見がありましたら発

言をお願いしたいと思います。 

○市長     どうぞ。 

○委員長    この事業ですけれども，子供たちのよりよい成長のためにということ，

大きな前提があるということです。そのために一番どうしたらいいかとい

うハウツーの部分が私は大事かなと思うんですね。こういうふうに一つの

事業体系を機能させるということが，やっぱり一つの成果を生むことにつ

いては一番目途としなければならないところだと思うんですよ。どれだけ

機能したかという，所期の目的に照らし合わせて，どれだけその成果が出

たかというのはこれからきっとチェック，いわゆるＰＤＣＡのマネジメン

トだと思うんです。 

        そういうときに，ここに関わってくるのが白鴎大学の学生さんとかが入

ってきます。これからの学習をしていく，研修していく，そして，自ら育

っていくという，そういう方たちへのサポートというのは，これもまた別

角度から必要になってきて，非常にこれ複雑だと思うんですね。そういう

中で，どういう方針でやっていくかということを早く見出して，的確な，

それぞれのポジションにいるサポーターが動けるような，そういう取り組

み，見きわめというのかな，必要だと思うんです。 

        例えば未来塾，子供たちの学習支援ですよね。そのときに，関わりが学

生さんと退職校長会からの支援員，サポーターとか書いていますけれども，

ここでのその関わり方というのはかなり難しいと思うんです。今自習とい

うふうな話がありましたけれども，せっかく来た子供たちにより良いアド

バイスをするためには，その子供のチェックポイントを何か押さえておか

ないときっとまずいと思うんですよね。 

        できればそういう方向を，かなりコーディネーターさんもいろいろとし

てもらうし，なかなかコーディネーターさんだけではうまく回らないと思

うんだけれども，もっともっと人との連携を進めて，ただ集めて何か子供

からヘルプの要請があればそれに関わるというだけじゃなくて，割と積極

的に入っていったほうがいいのかなという感じはしますし，気にしていく

必要があるのかなという感じはしました。 

        以上です。 

○市長     ありがとうございました。 
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○教育長    ただ今の件で。 

この地域未来塾，今年スタートしたところで，子供たちが主体的に自分

でやりたい勉強をやっている姿を拝見しているんですが，やはりより子供

たち，参加してよかったというような形になるのには，それぞれの学校の

状況など共有しながら，運営委員会というのをこれから計画しているとこ

ろですので，そういう中で，子供の学びにより効果的な，またニーズに応

えられるような，そんな事業になっていくようにしていく必要があるのか

なと。そういうところで，担当もこれから動いていくところかと思うんで

すが，今のご意見，大事にしながら，ぜひ子供たちの学んでいるところな

ども，オープンでやっていますので，もう教室の中で子供たちが自分の好

きな時間というか，来られる時間に来て，そこで一生懸命やっているとい

うような状況で，今取り組みが７回ほど実施されたというところですので，

貴重な意見を頂戴して，今後さらに運営委員会のほうでも練っていきたい，

早急にやっていく必要があるかなというところを感じています。ありがと

うございました。 

○市長     どうもありがとうございました。 

        そのほかにご意見がある方。 

○市長     どうぞ。 

○岩﨑委員   この地域未来塾の取り組みについては，非常にいい，子供たちの苦手な

ものを改善することということでいいと思うんですけれども，文科省で地

域未来塾の推進というのを打ち出した中で，この考えというか，そのやり

方というのは，どこかの地域か何かでそういうベースというか，見本にな

るようなものがあって，効果があったんだろうと思うんですね。それで，

こういうものを全国に推進していったらということになったんじゃないか

なという気がするんですが，そういう何かベースになった地域とかという

のは，文科省が，ここがこういうのがあってという話は出ているんですか

ね。 

○教育長    先進例ですね。これは，どこという部分は，自分も今把握していないん

ですけれども，そういう事例があって，文科省でこういう取り組みを全国

的に取り組んだらいいだろうという事業フレームになっていると思います。 

○岩﨑委員   そうですね。だから，そのベースというか，この発案の元の地域があれ

ば，それの事例を見ることで，こちらも運営しやすいと思いますし，そこ

の結果というか，その流れを見ていけば，最終的な結果がこんな感じにな

っていけばいいという，イメージが湧くと思うんですね。だから，そうい

うのが何か，その大元はどうなのかなと思いまして。もしわかればちょっ

と聞きたかったんですけれども。 

○市長     これは，全国的にこういう展開されている……。 

○教育長    全国的に手を挙げたところということで，全部の都道府県がやっている

のではなくて，また，全部の市町村がやっているのではないという状況で

す。 
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○市長     そうですよね。白鴎大学はお隣の市の関係で，非常にいい形で指導をい

ただけるというのはありがたいんじゃないかなという感じはしますけれど

も。まだまだスタートして間もない状況で。 

○教育長    白鴎大学と市長さんが締結して……。 

○市長     そうだね。 

○教育長    教育委員会も教育学部とも締結させていただいたので，そういう機会が

契機になって，こんな取り組みが進んでいます。 

○市長     白鴎大学の先生方にもね，いろんな形で結城に入ってもらって指導して

もらっていますからね。 

○市長     どうぞ。 

○岩﨑委員   結城市の小中学生もそうですけれども，この大学の学生の人たちも，教

員に将来なりたいという，そういう意欲的な気持ちになるような，その辺

の効果はどうだったんですかね。ちょっとまだスタートなんでしょうけれ

ども，その学生さんの反応というか，そういうところはどうでしょうか。 

○教育長    ウイン・ウインという状況なんですよね。教員を目指している学生さん

が子供たちと一緒に活動するということですのでね。そういう意味では，

学生にとっても，子供たちと一緒にかかわる機会を得ているという部分で

は。ただ，中学校のほうがなかなかね，数が，希望してくるのが小学校と

かそっちが多いもんですから，その辺を今後考えていかなければならない

かなと。でも，白鴎大学が非常に積極的に，市長さんのお話にありました

ように，協力いただいているという点があります。 

○市長     どうぞ。 

○指導課長   先ほど教員を目指すということでお話がありましたけれども，結城小学

校に昨年度スクールサポーターで来ていただいた白鴎大学の学生さんが，

今年度，結城小学校のほうで講師を継続してやっていただいて，茨城県の

採用試験に合格して，来年度から本採用としてということの例が１件ほど

ございます。 

○市長     どうぞ。 

○石川委員   地域未来塾も本当にいいことかなと。一人一人の学力をいろんな面で伸

ばしていくためのいいことかなと思います。また，スクールサポーターの

推進事業ということで，部活のサポートというのは，教員を目指している

学生さんが指導してくれるということだと思うんですけれども，ただ，そ

こに若い学生さんとなると，まず先生に対する態度とか，その辺も含めて

教育というか，学生さんにはちゃんと指導はいっているのか。こうやって

来てもらうのはいいですけれども，今度はそういうちょっとしたところか

らトラブルがないように，心配とかね，いろいろこう思うところがあるん

ですけれども，その辺はどういうふうになっているのか，ちょっと聞かせ

ていただければありがたいんですけれども。 

○市長     お願いします。 

○参事兼生涯学習課長  昨年度，このスクールサポーター事業の中には部活動のサポー
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トというのも入っています。そういった中で，女子の学生で自分がソフト

テニス経験者ということで，結城中学校だったと思いますが，そちらのテ

ニスの部活のサポートを部活の先生と一緒に行っているということでござ

います。 

        また，先生がすぐ近くにいますので，学生も子供たちと一緒にサポート

ができるということで，非常に喜んでおりました。 

○委員長    関連でいいですか，ちょっと。 

    それについて，これは学生が関わってくるわけですよね，このサポート

事業は。今のは部活関係です。学生が入ってくる前に，今，部によっては，

学校によっては，外部指導者さんがいますよね。この外部指導者のことは，

もうかなり熟練者が多いと思うんですが，学生さんは，顧問がいない，要

するに教員がいないと活動はできませんよね。これは恐らく学生さんを集

めて，例えば教育委員会の事務局でガイダンスするとかというのはしない

で，直接もう学校に配置しちゃうわけです。そうすると，学校任せになり

ますよね。そうすると，学校ではどういうふうな関わりを持つかというの

はきっと見えてこないと思うんです。その辺，学校のその教員がサポータ

ーをどういうふうに，どんな関わりを持って，先ほど石川委員からありま

したけれども，どういう関係で活動していただけるかというのがちょっと

気になるところなんです。学生さんとして配置した場合に，学校でどうい

うふうな動き方をその学生がされているのかというのを，もし分かったら，

生涯学習課でも指導課でも結構です。 

○参事兼生涯学習課長  このスクールサポーターの活動ですが，授業を当然サポートし

ますし，部活動のサポートも活動に入っています。そういう中で，昨年度，

女子の学生がテニスを行っていたということで，学校からいろいろ学生と

話をして，テニスをやっていた，じゃ，部活のサポートなんかもどうなん

ですかということで，簡単なことだったら，学生の子も経験していました

んでできますということで，サポートに入ったというところまでは分かっ

ておりますが，その後のやりとりについては，学校で部活の先生とサポー

ターが連携とりながら，子供たちにテニスを教えているというような形な

ので，実際の実績というか，どういった活動というのはちょっとまだ把握

はしておりません。 

○委員長    といいますのは，これもかなり教師の負担があると思うんですよね。Ｔ

Ｔに入ってくる人とまた全然違うと思うんです，学生は。例えばそういっ

た方を，ＴＴで一緒にやる。それだったら綿密な打ち合せがないと，なか

なか機能しないんですよ。学生なんていうのはもっともっと教員が気を遣

うし，その辺がどういうふうにこう関わってうまくやっていけるのか。今

その事業のスタートしている，評価をしつつあるところだと思うんですが，

そういうところをちょっと懸念するところがあったんで，今言ったわけで

す。 

○石川委員   今，委員長さんの教員と先生と学生さんの連携という話だったんですけ
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れども，事務局では，学生さんと連携をとりながらやっているという，そ

こしか大体把握はできないと思うんですよね。だから，そういうことであ

れば，学校に行って，どういう状況のどういう指導をしているのかなとか，

そういうことも足を運んで，その話を聞いてみるということも大事なのか

なと私は思うんですけれども，どうです，教育長，その辺。 

○教育長    実際には週一であったりとか，そういう部分と同時に，そのサポーター

はあくまでも，その本人が経験している運動であったり，そういうもので

一緒にパートナーとして，子供たちと同じような動きをしてもらって，何

かコーチをするのではなくてね。先輩として一緒にそのプレーをするとい

うような部分が一般的なのかな。彼らが子供たちに何か指導するという部

分で依頼してしまうと，ちょっと先ほどの，要は顧問と同じようなね，コ

ーチみたいな感じになるんで，そこはちょっと無理なのかなと。要は，子

供たちと接する中で，一緒にプレーして，それで，顧問もいるわけですか

ら，そういうところでどういう指導の仕方がいいんだと，そのお手本が，

顧問がいるわけですから。そういうところを学んでもらうんであって，子

供を何か強くするとかうまくするとか，そういう部分で余り期待してしま

うと……。そこは，やっぱり身近な年の近い学生が一緒にプレーするとい

うようなところでの意欲とかそういうものにつなげていければいいのかな。

あわせて，不適切な対応があれば，それは石川委員さんがおっしゃったよ

うに，不適切な部分については顧問がきちっと指導していかないと，結果

的にプラスにならないことに，本人にも生徒のほうにも，なっていきます

ので。そういうところは，しっかり確認をしながらやっていく必要がある

なというふうに。 

○市長     はい，どうでしょう。 

○委員長    今，教育長おっしゃるとおりで，そこは私本当に大事だと思います。恐

らく一緒に子供たちとやっている状態だとは思うんですね。ただ，現実的

には恐らくね，こういう場面が多々あると思うんですよ，部の顧問なり指

導者がいなくて，ちょっと頼む。その学生さんがよかれと思ったことが実

は余りよくないと。実はね，行き過ぎちゃって，子供に迷いを生じさせる

という，そういうこともあるんで。だから，そういったものも含めて，学

生さんが気持ちよくサポートできる体制というのは，これはしっかりやっ

ていかないと。 

        そういうようなものは，きちっとやっぱり体制づくりをしておかないと，

結構難しいなと私は思う。いいことだと思うんですけれどもね，学生にと

ってもいいし，子供にとってもいい。 

○市長     はい。 

○岩﨑委員   今，委員長さんとかも話した，学校をサポートする側と学校関係者，子

供たちも含めて学校関係者のつなぎ役，調整役というのが，この地域コー

ディネーターの役割になるんですけれども，これは，今，須藤先生も名前

があがっていましたけれども，それ以外でも地域のコーディネーターの方
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というのはいらっしゃるんですか。 

○参事兼生涯学習課長  地域未来塾の地域コーディネーターということですが，基本的

に学校と協力者等々との連絡調整役ということで，本来ですと，新たに地

域コーディネーターを探してお願いするのがいいんですが，本年度始めた

地域未来塾，始めたばかりということで，なかなかこの連絡調整役を買っ

て出ていただく人がいないということで，今現在は私ども生涯学習課の社

会教育主事であります須藤先生にお願いしているところなんですが，やは

り学校と学生，大学との連絡，また，子供たちの募集といったような，多

岐にわたって活動を地域コーディネーターはやっていますので，なかなか

やってもらえる人がいないということで，今現在では須藤先生１人でやっ

ているところでございます。 

○市長     どうぞ。 

○北嶋委員   スクールサポーターの質問なんですけれども，スクールサポートの活動

回数というところですけれども，それぞれ活動回数が違っているのは，サ

ポートを受ける側の生徒さんが支援してもらいたいかというのは，わから

ないところとか，そういうことは自分の中でクリアできたらそれはもう終

わりということなんですか。この２０回とか１４回というのは，このお子

さんはまだ自分でそこまで力がついていないと，わからなかったところの

理解ができていないときは何回も受けて，その前にも自分でここはもう自

分のものができたから，サポートされなくても大丈夫となった人は少ない

回数で終わりということなんですか。 

○参事兼生涯学習課長  こちらの活動回数ですが，個人的に一番多い学生で２４回ほど，

少ない学生は６回とかになっています。こちらにつきましては，各学校側

から要望があってこういった授業になりますので，出ていただきたいと依

頼する，それと学生側が合致したときに，スクールサポートとして行って

いただいていますので，学生もやはり本業の学業も学校でありますので，

その合間をもってスクールサポートに行っていただいています。学生によ

っては，その空いている時間，毎回のように各学校に通ったり，あとはま

た自分で本来の主旨であります勉強のほうに，その合間を縫って学校側に

行ったりしますので，やはり学生によってはこの活動日数が変わってくる

ところがございます。 

○教育長    スクールサポーターについては，小学校なんかは，もう休み時間とか，

そういうときに一緒に校庭で遊んでもらえれば，もうそれで子供たちが生

き生きするんだとか，会話をしたり何かする中で，もちろん教室で授業の

ときに一緒にいるということももちろんありますが，そういう機会を大事

にしていって，学校では好評なんですね。結城市は，市のＴＴであるとか

介助員であるとか，そういう部分は市の予算をいただいて各学校へ配置し

ていますので，かなり丁寧な関わりをしていただいています。このサポー

ターのほうは，もう学生が教員を目指していて，子供たちと一緒に普段過

ごす，そういう時間を大事にして，そこから，子供からも学ぶし，教員か
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らも学ぶ，そういうスタンスなので，あくまでも教員と同じことをやって

いるというスタンスでいっちゃうと，ちょっとサポーターに対して負担と

か，与えるものが多くなっちゃうから，あくまでもサポーターはそういう

場を子供と一緒に生活する中で，活動する中で学んでいく。そして，教員

からも学ぶ。教員のほうは，その学生さんの若さとかそういうエネルギー

を子供たちにいい形で関わってもらえるように，そんな活用ができればい

いのかなと。ただ，不適切な対応にならないような体制はとても大事であ

って。 

今，サポーターとか，外部からたくさん結城市は人材を入れていただい

ています。今後は部活動を，先ほどから話題になっているんですけれども，

外部指導者という方にしっかりした報酬を与えながらやっていくというの

が大きな国の施策で，流れようとしているわけです。今，結城市で部活動，

外部指導者で入っていただいている方，まるっきりボランティアというか，

無償のボランティアです。 

        これから外部指導者となったときには，国もそこへ予算付けして，当然

市町村で予算したところに補助を出すような形になっていくと思うんです。

今，調査研究で県のほうもやっていますんで，将来的に，今，教員の多忙

化とか部活動で休みがとれないと。教員も専門性がない中で部活も面倒見

たりしていますので，そういうところに専門性のある方に入ってもらうと

か。また，種目の専門性の高い，そのときに，やはり報酬をある程度きち

んと払ってやっていかなければならないというのが大きな流れなんですね。 

        今，外部指導者で石川委員さんがお骨折りをいただいているところです

が，結城市は今，無償のボランティア。本当に好意で忙しい時間をやりく

りして，学校の部活動の時間に来ていただいているというのが現状です。 

○市長     今そういう方々，何人ぐらいいらっしゃるんですか。 

○教育長    何人ぐらいいますか。 

○指導課長   ３中学校で１９名ほどおられると思います。 

○教育長    ３中学校。 

○市長     １９名いらしても，種目がね，みんな別でしょうからね。そんな広範囲

にやるの，みられないでしょうから。 

○委員長    スクールサポーター事業で，初年度はモデル事業で，結城小，城南小と

結城中と。２９年度は，小学校たくさんあるんだけれども，やっぱり各学

校に希望をとったんでしょうかね。そのときに結城西小さん，あと中学校

３つです。結城西小さんしか手を挙げてくれなかったということですか。

それとも今回は予算とかの関係で，こちらが指定して，結城西小さんとな

ったのかどうか。 

○市長     お願いします。 

○参事兼生涯学習課長  本年度につきましては，昨年度小学校２校，中学校１校，それ

とゆうの木で４校だったんですが，昨年度実績を踏まえて各小中学校にど

うでしょうということでお話はさせていただいております。そういった中
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で，まず中学校を，やっぱり３中学校ありますので，中学校にもまず声を

かけて。当然小学校のほうにも，各学校にどうでしょうということでかけ

させていただいたんですが，学生がサポートに行きますので，学校に行く

までの通勤というんですか，そのようなときを考えると，結城駅から自転

車で行けるところ。今回入っていますけれども，結城南中は地元に白鴎大

学に行っている学生がおりまして，車の免許等持っておりますので，そう

いった子が直接結城南中に行くということで。本来できるものならば，市

内の小中学校全校にサポート事業を拡げていきたいなというふうには考え

ておりますが，いかんせんその学校に行くまでの方法が，自転車では行け

ないといったところもありますので，そういったことがあって，市内全域

の小中学校へ行かせたいなと考えているんですが，一つの課題でもござい

ます。そういったところも今後，何回か行っていくうちに解決して，全域

でこのサポート事業が出来ればいいのかなと，考えているところです。 

○委員長    そこのところがちょっと心配だったんです。やっぱり行政サービスの公

平性というのがありますので。仕方ないことなんですよ，今はね。でも，

行く行くはそういうふうに公平なサービスに持っていかないと，結城市内

全部が大切な結城の子であるということにもつながる思うんで。それは，

天体教室やっていてもそのとおりなんですよ。来てもらうのが大変だった

んで，仕方ないことなんです。でも，チャーター便というか，バスをチャ

ーターしていただいて，今は全部の小学校から来て，大変喜ばれているわ

けです。行く行くはそういうふうにしていただければありがたいなと思い

ます。 

○市長     距離的に問題があるんだろうな。今の大学生は運転ができる人が多いん

じゃないの，違う。学校以外自動車じゃないの。 

○教育長    結構持っていないんですよね，車は。 

○市長     車を持っていないんだ。 

○委員長    最近は，学生さんはあまり車に乗らない。若い人はそういう傾向にある

みたいです。 

○市長     そうか。自転車は貸したりしているの。 

○参事兼生涯学習課長  はい。レンタサイクルを何台か確保しましたので，レンタサイ

クルを使用していただいて。 

○委員長    しようがないですね，今は。行く行くは。 

○教育長    駅からちょっと遠くまで足を延ばしてもらえるような何か手だてを考え

ていかなければならないかな。 

○市長     大変いろいろ忌憚のないご意見いただきました。ありがとうございまし

た。 

        この今提案した２件については，ここで，一応終了でよろしいですかね。 

○石川委員   ちょっといいですか。 

        スクールサポーターというよりも，さっきちょっと話で出た部活動の外

部指導者が１９名いるという，話があったんですけれども，この顧問と外
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部指導者との連携はうまくいっているのか，それともいろいろ問題がある

のか。その辺をちょっと聞きたいなと思っているんですけれども。 

外部指導者と顧問と副顧問と学生さん，その辺の連携というのは当然大

事なことであって，事務局が，課長がどこまで把握しているのかなという

ことをちょっと聞きたいなと思って。 

○市長     今，石川委員さんのご質問の中で，わかる範囲で。 

渡辺指導課長。 

○指導課長   全中学校の全部活動を把握しているのではありませんが，例えば学校に

よりますと，複数の学校で１年間におけるスパンの契約でございます。昨

年度から，学校長から委嘱状を出してお願いをしているという状況でござ

います。あくまでも中学校の中での部活動ですので，教育的部活動という

ことがまず第一，第二として安全面が大切になってくるかと思います。特

にある学校におきましては，部活動会議を開きまして，校長，教頭，全職

員で現在の外部指導者さんについていろいろな話し合いをした結果，来年

度切り替えていくとか，そういう形の方法をとっている学校もあるようで

ございます。 

        今のところ，指導課に顧問あるいは外部指導者の方からご注文等を受け

ている関係はございません。 

        以上です。 

○市長     ありがとうございました。 

        教育長。 

○教育長    外部指導者の件につきましては，年度年度で委嘱をしている。または，

学校によっては，新人戦から総体まで。要は３年生が終わったら，次の１

年生，２年生に新しくなりますので，その段階で切り替える。その二パタ

ーンがあるようです。ただ，顧問と外部指導者の人間関係であるとか，そ

の協力体制，連携というのは非常に大事ですので，そこが一番悩ましいと

ころです。やはり指導者同士の人間関係とか信頼関係とか，そこがうまく

いかないときには，次の年はやめていただくという状況も現実的に出てい

るところです。そういう部分で，１年を期にしているというのはあります。 

        ここが一番難しいところだと思います。ここが結構定期異動とか，そう

いう人事異動でも変わったりしていくもんですから，そういう部分での変

わった後での連携というか，そういう部分での難しさ，そういうのも実際

にあるところでございます。 

○市長     ありがとうございます。よろしいでしょうかね。 

○石川委員   はい。 

○市長     それでは，せっかくですので，この件のほかにですね，皆さんから常日

ごろ思っているようなこと，そういうものがありましたら，ぜひひとつ出

していただきたいなと思います。ただ，それができるものとは限りません

ので，それでも皆さんの意見をぜひね，できるだけやっていきたいと，そ

ういうふうな考えです。 
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○岩﨑委員   先ほどの外部指導者に関することなんですけれども，今のこの外部指導

者の依頼というか，そういう契約というか，そういうやりとりというのは，

それは各学校で独自にやっていて，統一された契約的な書面の内容という

のは，そういうのはあるんですか。統一されたものではないんですか。 

○市長     お願いします。 

○指導課長   委嘱状に関しましても，市内統一で，もちろん学校長名で出しています

が，市内統一。それから，部活動の外部指導者の規定というものも市内統

一で，先ほど教育長からありましたように，任期は１年とか，委嘱状は校

長がとか，技術指導等についての規定は市で作成しているものはございま

す。 

○岩﨑委員   もし差し支えなければ，今度ちょっと見せていただきたいと思うんです

が。 

○指導課長   はい。 

○委員長    せっかく市長さんがいるんだから，全く別な視点からの話でいいんでし

ょうけれども，やっぱり教育委員会の中の話みたくなっちゃいますけれど

も，結城廃寺の整備事業関係なんだけれども，あの地域の方々からいろん

な話を聞くんですね，今草ぼうぼうなんですね。将来的には，きっとあそ

こは公園化構想か何かになっているんでしょうけれども。当座どのように

あそこは整備されていくのかというのが知りたい。ずっとこのままいくの

かどうかという，そこをちょっと聞きたいんですけれども。 

○市長     お願いします。 

○参事兼生涯学習課長  結城廃寺の現在の状況ということなんですが，やはり結城廃寺

は，面積が相当広く，公有化しております。そういった中で公有化事業が

残り追加指定を入れまして，二筆になっております。この二筆につきまし

ては来年度公有化を進めたいということで考えております。 

        この様な中，面積も非常に広いということで，今年度から除草作業とし

て，委託を少ない予算の中から出しているわけなんですが，年３回ほど除

草をかける予定で，今年度２回ほど行いました。やはり草の伸びる時期と

かによると思いますが，なるべく伸びる前の時期に刈っていきたいなと考

えております。 

        また，跡地には建物が移転したところにまだ基礎が残っているところが

ありますので，そういったところは，手で刈っていかなくてはならないと

いうことで，そういったところも含めまして，今後年に３回から４回ほど

になるかと思いますが，除草作業のほうに入っていきたいというふうには

考えています。今年度もまだあと１回ほど除草作業を，この後行う予定に

なっています。 

○委員長    そうですね。ちょっと予算を増やしてもらって，きれいな状態を維持し

ていただけると。できるだけ本当に，予算を少しでも増やしてください。 

○市長     あれは，建築物の土台みたいなものは何で残してあるの。何か事情があ

るの。 
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○参事兼生涯学習課長  その基礎まで掘ってしまうと，基礎の下の遺構なんかも痛めつ

けちゃうのかなということです。 

○市長     そういうことか。 

○教育部長   今，移転した土台のことなんですが，移転は建物の所有者が民間の業者

にお願いするんですけれども，遺構を痛めちゃうというふうな懸念があり

ましたので，基礎を残したということです。市長おっしゃるように，基礎

が無いほうがいいというふうには考えています。来年度公有化が終わりま

すので，その時期を見計らって，基礎もなるべく早い時期に撤去できれば

なというふうには考えています。 

○石川委員   せっかく市長さんがいるんで，ちょっといろいろ聞きたいところがある

かなと思うんですけれども，この間，福岡のほうで動画が流れました。高

校だったんですけれども，教員に対して生徒が後ろから蹴ったり，胸ぐら

つかんだり，そういう動画が流れました。市長さんもそれを見られたかど

うかわからないですけれども，見られましたか。 

○市長     いや，見ていないです。 

○石川委員   見ていないですか。そうですか。先生に対して，やっぱりそれは何でか

といったら，タブレットか何かを持っていて，生徒がですね，それを注意

したらしいんですよね，その先生が。直しなさいと。それで，じゃ，預か

っておくからとか言ったのかな。そうしたら，その生徒が，今度は先生に

対して後ろから蹴りを入れたり，胸ぐらをつかんだり，そういう動画が流

れた。その動画を撮った生徒なんですけれども，それも何か笑いながら撮

っていたと。結局誰もとめようとしない。そういう動画が流れたんですけ

れども，そのことに関しての皆さんの意見，市長さんがあれを見ていたら

どういうふうに考えているのかなと思ったんですけれども，見ていないで

すか。 

○市長     動画が流れたのは，テレビか何かで。 

○石川委員   やったのは動画で，テレビで流れました。ニュースとかでも。 

○教育長    ニュースで流したんです。動画で最初はアップされたんですよね，ネッ

トのほうへ。授業をやっているときに教室で取り上げられたら，先生の背

中を蹴ったりとか。 

○委員長    何回か蹴っていましたね。 

○教育長    ２回ぐらい蹴っていましたね。 

○委員長    それを子供が笑いながら撮っている。 

○石川委員   そうそう，撮って，笑いながら。 

○委員長    それをネットに出しちゃったんですよ，これは問題。 

    私立ですよね，学校としては，私立。 

○石川委員   福岡県の私立の高校ですね。 

○市長     高校ですか。 

○石川委員   でも，中学生だって，もう本当にそういう先生に対する，叩けるんだっ

たら叩いてみろとかね，やっぱりいるんですよね，中学生にも。でも，手
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を出せない先生。本当にどうやって指導していっていいかわからない。だ

から，あの動画も見ていたら，市長さんのあれを聞きたいなと私はちょっ

と思ったんですけれども。 

○市長     なかなか難しいよな，難しいからね。先生もおっかなびっくりでいる方

が多いんじゃないですかね。 

 結城ではあまり聞かないですね，最近ね。そういう，その暴れるのは。 

○石川委員   いや，結城では，ないですよね。 

○教育長    ないですね，反対に学校へ出てこられなくなっちゃうようなケースがね，

不登校のほうがちょっと今多くなっているので，そっちを丁寧にやってい

かなければいけない。 

○市長     結城中学校でしたか，不登校が２０人，３０人いると言っていましたね。 

○教育長    今年かなり多い状況で，昨年と。 

○市長     指導者はいい指導者だったんだけれども，やっぱり難しいのかな。 

○委員長    そういうのを，この事業にもあったけれども，白鴎大学の学生さんがね。

ただ話を聞いてあげるという，そうするとこれはゆうの木の関わりになっ

てくるのかな。 

○教育長    ええ，ゆうの木。 

○委員長    こちらに来ていただいて。そういうのが非常に何かいいみたいですよ。

お姉さんにお話しするとか，お兄さんにお話しするとかいう感覚でお話し

できる。やっぱり相手が先生というのは構えちゃうところがある。それが

お兄さん，お姉さんだと言える。心が開けるという，そういうのもありま

すから，非常に有効だと思うんですよ，さっきのサポーター。 

○市長     そのほか何かございますか。 

        （発言する者なし） 

○市長     それでは，大変，皆さんからのご意見をたくさん頂戴しました。本当に

ありがとうございました。 

        本日いただきましたご意見，提言等につきましては，真摯に受けとめま

して，今後の教育行政のさらなる推進に努めてまいりたいと思います。 

        それでは，これからの進行は事務局にお願いします。 

○総務課総務係長 前場市長，ありがとうございました。 

         また，大変有意義な会議になりましたことを改めてお礼申し上げます。 

        次回の総合教育会議の開催でございますが，平成３０年の２月ごろを予

定しておりますけれども，開催時期につきましては，状況を見ながら皆様

と調整をして設定していきたいと考えております。 

        それでは，以上をもちまして，平成２９年度第１回結城市総合教育会議

を閉会いたします。 

        皆さん，大変お疲れさまでございました。 

 

午後４時３４分 閉 会 


