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平成３０年度第１回高浜市総合教育会議 会議録 

 

学校経営ＧＬ   只今より平成３０年度第１回高浜市総合教育会議を開催させていただきたいと思

います。最初に会議の主宰者であります吉岡市長よりご挨拶をお願いします。 

 

市 長   みなさんこんにちは。天候が夏のように暑い日が続いたと思えば、今日昨日

のように風が吹いて寒いというような季節の変わりが激しい中ですが、本日は

教育委員の皆さま方をはじめとする総合教育会議のメンバーの方にお忙しい中

ご参集いただきましてありがとうございます。また、今日は都合によって教育

委員会と時間を入れ替えさせていただいております。お礼申し上げたいと思い

ます。本日は３件について議題を出しておりますが、今年度の会議の予定につ

きましては後ほど説明をさせていただきますが、総合教育会議の中でどんな議

題を扱っていったらいいのかというようなご意見を求めながら進めさせていた

だきたいと思います。また、翼・港両小学校の校長先生には、学校の経営方針

ということでそれぞれの学校の特徴をご説明していただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。３点目の大綱につきましては、いよいよ大綱を決め

ていくという中で今日みなさんのご議決をいただくことになっておりますので

限られた時間ではございますが、それぞれご討議いただきますようよろしくお

願い申し上げまして、あいさつに代えさせていただきます。 

 

学校経営ＧＬ   それでは議題に移りたいと思います。これより、議事進行を主宰者でありま

す市長さんにお願いしたいと思います。 

 

市 長   それでは進行させていただきます。議題（１）「今年度の会議予定」というこ

とで学校経営グループのほうから説明をお願いします。 

 

学校経営ＧＬ   今年度の会議予定につきまして、資料１をお願いいたします。今年度も昨年

度と同様に定例会といたしましては年３回の開催を予定しております。本日の

第１回は次第の通り、（１）「今年度の会議予定について」（２）「学校の経営方

針について（翼小学校と港小学校）」（３）「高浜市教育大綱の改訂」を議題と

いたします。第２回では、（１）「執行事務の現状と課題について」（２）「平成

３１年度予算編成の状況について」第３回では（１）「学校の経営方針に基づ

く取組結果について」（２）「平成３１年度教育委員会予算（案）について」の

ご報告をさせていただく予定です。なお、記載しておりませんが、総合教育会

議を立ち上げるきっかけとなりました「いじめ・不登校の現状や取り組みにつ

いて」は継続して年１回は議題としてとりあげていくことを予定しています。

また、本日は、年度のスタートとなりますので、今後の議題として取り上げる

テーマについてご議論していただければと思います。 
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市 長   今説明をさせていただきましたが、会の回数、スケジュール等でご意見ご質

問等はないでしょうか。また、ここにあげてある議題以外にもこういうことも

話したほうがいいというようなことがあれば、皆さんのほうから出していただ

いて、この議題に限らず必要であれば開催の回数も増やすようなこともあると

思います。とりわけ直面している事件や大問題ということがないですから、あ

ればその都度検討していくということになると思います。皆さんのほうから何

かあればお伺いしたいと思います。 

 

磯貝毅委員   現場のほうで一番話題になっているのはどんなことでしょうか。これについ

てよく話が出るねということがあればお伺いしたい。 

 

市 長   たまたま両学校は外国人の生徒が増えてきておる学校でして、そういうこと

も含めて先生たちのほうで話題になっていることがあればお願いします。 

 

港小学校長   外国人の児童増加もそうなんですが、私は４年目になりますが、約４０名増

えています。もう教室がハード面で大丈夫かなというところに直面していて、

あと、先生の質の確保。この両面で子どもの数が増えれば学級増となり、そこ

に人を充てていかなくてはいけない。そのあたりが高浜市だけではなく、愛知

県大変人口が増えているところでなかなか厳しい状況にあります。今年度はう

ちの学校でいうと１年生が７０名でスタートしました。あと１人増えると３学

級でした。用意していただいた教室が一つ余っていたのですけど、本当空き教

室がない状況で、例えば学芸会をやる場合でもハード面で厳しいし、その時に

先生が実際にいないという状況があり、１年生の担任や子どもにとっては、３

学級編制のほうがいいということでしたが、どういう先生が来るかわからない

というところでした。実は７１人いたのが、３月２６日に翼小へ行きました。

それで２学級となりよかったのかどうかというところが難しいところです。子

どもの増加に伴うハード面と人的なソフト面のところがこれからも課題になっ

ていくのではないかと思います。 

 

市 長   実は予算委員会をやると教室の増改築の話が出ます。高中で教室が足りない

とか。そういう中で議員さんのほうから想定がつかないのかと言われますが、

生まれる予定でいくならいいのですが、外国人の方が子どもさんを連れて入っ

てくる。その数までは想定外になる。ぎりぎりで、しかも３５人学級がありま

すので、吉浜と港が危ないと思います。 

 

港小学校長   今年度中に１人転入が来れば２年生の時に３学級になるのですね。来年度の

１年生も３学級編制で明らかに２学級教室が不足するところなのですね。翼も

同じような状況かと思います。 
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翼小学校長   今年は学級数が増えて、普通教室の空き教室が全くない状態になっています。 

 

市 長   特別教室を改装しながら一部普通教室に変えてしのいでいます。人口動態か

らするとどんどん増えていくわけではないのです。ただ地域的に非常に大きな

変動があって想定を超える。一番多いのは今言った吉浜小、翼小、高中、港小。

港小がこんなに増えるという予測をしていませんでした。 

 

教 育 長   開校時は５０１人で、当時は４５人学級でした。 

 

港小学校長   当時は学区が今と違ってました。平成８年くらいで３町になってそれで減っ

たのです。 

 

教 育 長   ３００人を一時割るかという時代もありました。 

 

市 長   １クラス２４、５というのもありましたね。少人数学級どころではなかった。 

 

教 育 長   ほとんどが３０人以下の学級でした。 

 

港小学校長   港小は２０何人でいいなというのがありました。 

 

教 育 長   特別支援の学級が増えたというのもあります。 

 

市 長   そうですね。特別支援学級が増えて障がいの種別に分かれなければいけない

ようになって、人数に関係なく部屋がいることになっています。当然そのスペ

ースをつくらなきゃいけない。このあたりは毎年小学校中学校の施設改修を含

めて、グループのほうでどうしていこうかという想定をしながら進めていくし

かないと思っています。これも教育の環境整備ですが、途中で増えると増改築

プラス教員の問題も大変ですよね。 

 

教 育 長   先生の数はぎりぎりなんとかおさまっています。他の市町は足らないところ

がたくさんあります。欠員で年度が始まったとかという話を聞いています。高

浜はなんとか担当や主幹が頑張ってくれて、確かに質うんぬんは難しいなとい

うのはあります。 

 

市 長   一度年度内にどういうふうに学級を編成されていくのか、想定はどうなのか

というのも議題に上げて対応は大丈夫かと。当然予算を組む時にその辺はやり

ますので。他に私どものほうからもＩＣＴ教育を推進していく上の教育基金を

ＩＣＴだけではないのですけど創設していこうということについて進捗に合わ
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せて議題に出していってはどうかとか。それから外国人の方の問題だとかいく

つか出してありますので、委員の皆さんのほうから何かこんなことがというの

がありましたら１年の間ですので入れることができますので出していただけれ

ばと思います。 

他になければ資料１のとおりということで進めさせていただいて、必要があれ

ば、議題についても皆さんのほうからご提案があれば加えていきたいと思いま

す。 

それでは、２番目の「学校経営方針について」これは報告案件ですので両校の

取り組みの報告をいただくということで、翼小学校のほうから報告をよろしく

お願いします。 

 

翼小学校長   翼小学校の亀島です。よろしくお願いします。資料をもとにお話をさせてい

ただきたいと思っております。翼小学校の学校経営方針、本校の教育目標であ

りますが、「心豊かで進んで行動できる子どもを育てる」「明るく、たくましく、

よく学ぶ」で、教育目標は職員の共通理解のもとで子どもの主体性を育む、そ

ういうことを大切にしております。本校の阻害的要因、支援的要因を見てみま

すと、支援的で強みと感じるところはＰＴＡの協力性が高い、職員の研修、地

域行事への高い参加意識、各分野へのリーダー的な職員の存在がある。学校施

設設備が充実している。阻害的要因を見てみますと、外国籍児童への多言語化

の対応が困難なところがある。価値観の多様化がある。職員の多忙感、そして

児童数の急激な増加等への対応があります。本年度の重点目標としまして、一

つ、これは４年目になるわけですけど、「あいさつ」「返事」「思いやり」。そし

て今年は「みんなをおうえん」という言葉を合言葉に子どもたちと進めており

ます。自己肯定感、社会性を身につけるというところを大切にしております。

二つ目は、行事や児童会活動などで目的をはっきりさせて、子どもたちが達成

感、自信を持つ工夫をしております。三つめは、「めざす子ども像」や「育てた

い学習の力や心の力」これを職員の共通理解を深めて、その上で子どもの意欲

を高めていくということを進めております。四番目としては、教職員の多忙化

解消への努力をしております。これが主な重点目標であります。次に、２ペー

ジ、昨年来毎年同じことを伝え続けているわけですけど、子どもの意欲を引き

出す工夫です。中学校で何年か勤務していて中学生でも職場体験の中でなかな

か言葉がうまく発せられなくて、職場の人にひんしゅくをかってしまうことも

多くありました。これはやはり小学生のうちにあいさつとか人前で声を出す経

験をたくさんさせて人との関わり方を勉強することが絶対大事だなと感じてい

ます。小学校の先生にお願いをして授業中とか１日のうちに１回は自分がだれ

かの前で声を出す。そして、人に話しかけてもらうこと。「朝の会とか授業の中

で１回は自分が話す、そして誰かに聞いてもらう」そういうことが「自分はこ

のクラスで大事にされているんだ」という気持ちを育むことにつながると思い
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ます。中学生や大人になった時に人前に出て社会性を身につけていける基本を

身につけることをめざして先生方に強くお願いをしているところであります。

それをもとに授業の工夫をしております。３ページ目をお願いしたいと思いま

す。年度のはじめに今年の４月の３日の最初の職員会議で先生方にお願いした

ことであります。学校の世界、他の世界もそうであるかもしれませんけれども、

金言としまして「黄金の３日間」という言葉があります。「一番最初の出会いが

大事」ということであります。最初の３日間で多くが決まるということだと思

います。その中で、福沢諭吉を持ってきまして「怨望の心」を紹介しました。

怨望というのは他人に害を与えて自分を満足させる、他を引き下げて自分と平

等にしようとする心です。百害あって一利なしの心であり、まさにいじめとイ

コールであろうと考えます。これに対するものは、愛の反対が無関心であると

いうようなことと同じように、怨望に対するものは「みんなを応援」というこ

とが小学生にはわかりやすいではないかと思いまして、ずっと抱き続けて、今

年私最後ですので「これを職員の皆さんみんなでやっていきましょう」という

ことを訴えてお願いしました。そして、次の第２回の職員会議で「みんなを応

援」と言うのは何なのかということを話しました。私が考えるのは拍手が起こ

ることです。「よかったね、頑張ったね」とクラスの仲間が拍手をしてくれたり

したら、これは自信がつきます。これまで自分もいろんな場面で拍手を臆する

ことがありました。これではダメだよねと言って校長会の中でも話をしました。

「大人の世界も拍手をしたり、いろんなところで激励をして大人がうれしかっ

たら子どももうれしくなるよね」と、具体性を持って拍手が起こるそんな学校

にしていけたらいいですねと伝えました。４ページをお願いします。先生方は

どのような学校にしたいですか。どんな子どもが育てたいですか。共通理解、

共通意識を持つということで４０人いる職員全員に発言してもらいました。先

ほどの子どもが１日１回発言すると同じです。職員会議の中で全員が一言発す

ることを大人の中でもやりました。その一部をここに載せさせていただきまし

た。こんなことを職員は考えていますということを保護者にも学校だより等で

お伝えをしております。４月の立ち上がりで何を大事にしていこうか、みんな

で共通理解をすることは何だろうかということを進めてもう 1 か月が過ぎてお

ります。これから先が楽しみです。４番の翼小文化をつくるというところであ

りますが、翼小は開校１７年であります。文化というのはそう簡単には培える

ものではないと思いますが、おじぎであいさつをする、これは自慢です。チャ

イム前行動、チャイムがなくてももうじき時間だから、放課が終わるから教室

に戻ろうというふうで自分たちで運動場から教室のほうへ走ってきてるところ

の図です。ペア掃除、異学年交流で一緒になって掃除をする。一緒にお弁当、

給食を食べたりする。一緒に遊ぶ。そういうことをたくさん行っております。

そして、まちづくり協議会の協力を得て、e デーのチャレンジマートで子ども

たちが考えたお店でたくさんのお客さんを呼んでお金を儲けながら喜んでいた
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だく。喜んでいただくところが子どもたちの自信とかやる気につながると思っ

ております。学校は勉強するところでありますが、「教育とは教えるとこれと同

じくらい育つ育てるというところを大切にしていきたいね」と職員たちに伝え

ながら、それを学校教育方針の柱としております。どろんこまつりとか地域と

の田植えとか稲刈り、もちつきの写真を持ってきました。これ校長室に飾って

います。翼小学校にお越しいただくことがあったらこういう写真がありますの

で見に来ていただけたらと思います。地域の方がよくしてくださって樹木をわ

ざわざ剪定してくださる。また、楽器をお金を出して寄付してくださる方、木

工技術で、木があればテーブルでも何でもつくってあげるから言ってよという

申し出をしてくださる方。また、今年から２年間碧南警察からの申し入れがあ

りまして防犯少年団といいまして地域に防犯を呼びかけるというふうな活動も

させていただくことになりましたので、そういうところを上手に一緒にやって

進めていきたいなと思っております。ＰＴＡ活動も朝のアルミ缶回収というこ

とで毎月ＰＴＡの方が立ってアルミ缶の回収もやっています。大勢の方の力、

支えをいただきながら、職員も共通理解を図りながら健全な子どもたちを育て

ていきたいと思っています。２月にこんな子どもが育ちましたということをた

くさんお伝えできたらと考えております。以上です。ありがとうございました。 

 

市 長  引き続き、港小のほうからもお願いします。 

 

港小学校長   よろしくお願いします。今年度で４年目を迎えました港小の神谷です。よろ

しくお願いいたます。資料には書いてありませんけれど、今年度立ち上がりの

状況の話をさせていただきたいと思います。今年度７名の教職員が去り、８名

を新たに迎えました。そのうち小学校で初めて担任をする職員が２名。経験５

年未満という職員が９名。全体の３５％ということになります。児童数は４年

目で４０名弱増え、２学級増となり、来年度も最大２学級増のところまでは増

えていくのではないかという予想であります。４月からの子どもたちの様子は、

特に学年が変わり、担任も変わりましたが、大体出席率が９８．８％、１日あ

たりの欠席が約５名です。大変順調な滑り出しで４月は子どもたちも緊張して

いるのでそこそこいくのかなと思ってました。その後、５月５連休がありまし

た。その後どうかなと見ていたところ、初日連休明けが雨でしたね。雨になる

と外国籍の児童はなかなか来ないこともあり、１１名欠席しました。この４日

間の平均でいうと９８．３％、昨日は３人、今日は６人ということで連休明け

も今のところ子どもたちの出席状況は、かなりよいところであります。それか

ら、昨年度不登校というわけではないのですが、病気や家庭の事情で休みがち

であった子も４月大変いいスタートがきれています。先ほど出席率の中でお話

をさせていただいたとおりであります。昨年度港小学校は「元気・本気・勇気」

で特に子どもたちに言ったのは勇気の部分、心の部分のことを訴えていったわ
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けで、その現れとしてあいさつを頑張っていこうねという話をしました。３月

の終わりの修了式の時に私と生活指導主任で劇をやり、こんなあいさつができ

るといいねということを働きかけました。園の卒園式等に行っても話をしまし

た。そしたらこの 4 月から押せば子どもたち返ってくるのだなということを実

感できるよいあいさつが返ってくるようになりました。ただ、まだ来校者の方

には子どもたちは気が小さいのか、この人だあれという感じで引いてしまうと

ころもあります。それから、教職員のほうですけど、特に４月というのは大変

立ち上がり忙しいところで、在校時間の記録、出校して退校するまでどれくら

い勤務したかというところでみると平均６０時間超えています。そのうち過労

死ラインという８０時間を超えた職員が２７％の７人であります。実際に面談

で呼んでそれぞれ話をすると、もっと多いのではというと「実は多いです」と

いうのがあって、今度の職員会ではちゃんと正直に伝えること、このことが大

事なことだよということを伝えています。異動してきた先生も休むことなく元

気にゴールデンウィーク明けも働いているところが大変助かっております。私

も３年経過をしてみて、港小学校の強みや弱み、そのあたりをもとに重点目標

を考えていけたらいいなということで、お配りした資料２枚目のところに港小

学校の強み、弱みをお示ししてあります。それぞれ強みは伸ばしていきたいと

ころであるし、弱みは改善をしていきたいという、そこのことをやっていけば

港が少しでもレベルアップしていけるのかなというところであります。大きく

観点としては、学校・地域のところ、まず、強みとしては、おやじの会、港キ

ッズクラブ、南部まち協さんをはじめとして、本当に多くの学校支援をしてい

ただく団体があり、これが大きな支えになっております。また、いろんなイベ

ント等をやっていただいているわけですけど、最近ちょっと子どもの参加等が

以前に比べて下がっているので、積極的に情報発信をしていこうというところ

が改善点であります。例えば、今日お手元にお配りしました「らんどせる」こ

れ大体１週間に１回私が出しているものなのですけど、ここには出来事を書く

し、お願い事も入れこんでいきます。例えば、欠席連絡・お問い合わせについ

ての記事では、働き方改革のことが問題になっているので、このあたりやんわ

りと保護者の方に訴えています。今日も早速眼科検診が始まり、一番最後のと

ころにありますけれど、これから治療勧告等を出していく関係で、そうなった

場合は早めにという部分で、お伝えしていきます。あるいはイベントがあった

ことをお伝えしながら、呼びかけていくというところを積極的に行っていける

と、参加していない保護者の方もああこんなこともやられておるのだなという

ことで、より地域で子育てをしていこうと思っていただけるのではないかなと。

次に、弱みとしては、これはどうしようもないところでありますけれど建築後

４３年ということで至る所に老朽化が進んでおります。また、立地的に大きな

地震が来た時に大変危険度が高いところに立地的しているというところで、学

校として何を一番に考えていくかというと、子どもの命や安全を守ることに重
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点を置くということであります。だから、毎日四役を中心に校内を巡視して早

め早めに手を打っています。あるいは、関係機関に働きかけて、例えばまちづ

くり協議会の方がプールのトイレや体育館のトイレやクロスなどをいろんなと

ころを修繕していただいております。正門もすごくきれいになったのですが、

これは子どもと地域の人と職員とまち協の人できれいにしました。こんな風に

古いものなんだけど手をいれていけばまだ十分使っていけるし、安全に使って

いけるよというところの確認をしているところです。このことが１枚目の重点

目標のオ、地域から信頼される学校をつくるというところの教育環境を整え、

安心安全な学校をつくるというところに繋がっております。二つ目の観点の２、

子どもに関わるところですけど、強みというのは、与えられたこと、言われた

ことは確実にやり、当番活動は責任をもってやります。伸ばしていきたいとこ

ろは自主的に取り組んでいくとこ。このあたりが弱い。このためにも周りの人

と関わらせて切磋琢磨して成長させる機会をもたせたい。例えば、授業のとこ

ろでは、１枚目のウのところになります「本気で勉強する子どもを育てる」。主

体的・対話的で深い学びを重視した単元構想を工夫する。人の考えを受けて、

自らの考えを深めることができる授業を実践していく。こういうところに繋げ

ていきたいなと思っております。それから、弱みではないのですけど、子ども

の実態としては、特別に支援をする児童が大変多いということであります。実

際に教育支援計画を持っている児童が３８人。８．８％です。それから、特別

支援学級が１６人在籍の３学級で、これは５小学校の中で２番目に多い数なん

です。一番多い学校で１８人の翼小学校なのです。率でいうとなかなか率が高

いのかなと。それから、先ほども話の出ました外国籍児童、重国籍児童が４８

人、これは１１．２％です。重国籍とはお父さんが外国籍か、お母さんが外国

籍の方。お父さんが日本語ができてお母さんが現地の方だと、まず言葉がうま

く教えられないようですね。家へ帰ると母国語で全部話していくということで、

確認したところ、これだけの数になりました。そういう部分で今困っているの

が担任が電話したら、突然４月からは学校行かないよという子がいたり、４月

に電話をしたらもう私学校に行きませんと返事がいる子がいたりしました。そ

のあたりがとってもつかみどころがないという状況が実際あります。特に、転

入があった折には学校でも日本の文化に合わせていただくように話しています。

あと子どもたちでいうと、先ほど翼小学校でもありましたけど、自己有用感だ

とか自己肯定感の低い子、僕、できない、やれないという子どもが多く、また、

辛抱強く取り組むという、そのあたりが弱いかなと。低学年の子はすぐあきら

めてしまう傾向にあります。だから、その点を考え、個に応じた対応をチーム

で行っていく。必要に応じて外部機関の支援を得る。そのために、大事なこと

は学級経営というところでこのあたり観点２にあたるところすべて重点目標の

アからオに関わる内容になっております。それから、観点３の教職員のところ

でいきますと、年配の先生、学年主任の先生が平均４８歳くらいです。もう１
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人のペアで組んでる先生は若手で経験の少ない先生ということで、どうしても

若手の先生に仕事がいきがちになります。私が考えていくことはミドルリーダ

ーを育てていくこと。それから、まじめに勤務する先生が過労で倒れないよう

にということで、特に私はあと２年という部分でありますので、自分の使命と

して人を育てていくこと。次の四役とか次の管理職を育てていくことです。あ

わせてここ３年間で４名の講師が全員採用になっております。今年も２人先生

が講師として教員採用試験を受けますので、是非採用されて即戦力として使え

る先生にしていきたいなという思いがあります。ただ、弱みとしては教員の数

が少ないということは、考え方の引き出しが少ないということですね。２人で

学芸会を考えなくてはいけない、運動会を考えなくてはいけない。そのあたり

で考え方の多面性が弱いなというところです。先生の授業力を高めるという観

点からも外に出向いて行っていろんな研修をしてくる。そういうことで力量を

高めていきたいと考えております。それと合わせてこの紙面にはありませんが、

最後に港小版働き方改革に取り組むということであります。先ほどの港小学校

の６０時間というのは決して多いほうではないのですね。でもそれをよしとせ

ずに、働き方改革を積極的に進めていくということで港小では大きく４点あり

ます。取り組む内容が行事の簡素化、会議の計画的な時間の簡略化、校務の効

率化、各種事務の軽減。具体的にそれを今職員会で提案していくところであり

ます。昨日の定例校長会でもお話しました。昨年度年休１０日の取得率が７５％

でした。１５日になると４０％しかありませんので今年度の目標としては年１

５日の年休をなんとか計画的にとりましょうと。普段授業があるところではと

れないものですから、長期休暇中を中心にというところであります。この弱み

や強みを受けて今年度の重点目標アからオまで挙げております。２月に結果等

をお話ししていきたいと思います。最後に資料の１枚目を配っています。保護

者宛てに開いたところに書かれているこんなところに力を入れていきますよと

いうところをもう少し簡単に、言葉を省いて書いたものであります。これをＰ

ＴＡ総会等で話をするなど機会あるごとに話していきたいなと思っております。

以上です。 

 

市 長   両校長先生からお話をしていただきました。何か皆さんからなかなかない機

会ですので何かありましたらご意見等お願いしたいと思います。 

 

副 市 長   １件よろしいですか。少し話が変わりますけど、新潟の事件を受けて何か動

きみたいなものはありますか。 

 

港小学校長   保護者のほうからは特に話はないですが、早速同じ５月７日に用水路に流さ

れるという事件がありました。滋賀で。その日夜またあったものですから翌日

の職員朝礼のところで、最後一人になる場面は必ずあるわけなので、学年の実
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態に応じてそのあたりしっかり担任から指導してほしいということは伝えまし

た。保護者からの問い合わせは特に今のところありません。 

 

市 長   翼小は。 

 

翼小学校長   ないですね。 

 

学校経営主幹   特に事件を取り上げての発言ではなかったのですが、教育委員会には一昨日、

昨日と集団登校していない学校についてのご意見を市民から受けました。それ

ぞれの学校の実情、保護者の考え方がありますので学校ごとに判断されており

ますと伝えました。具体的なご意見ありましたら、一度学校にも具体的にどう

したらいいのかということを問い合わせていただければということをお話し

しました。特に苦情ということではなく、安全面配慮していただきたいという

ことでした。 

 

港小学校長   子どもたちに呼びかけているのが７時半から８時に正門を通過できるように

ということです。あまり遅いのも人目につかないし、早すぎても困るので、登

校時間についてのお願いとか下校時間についてのお願いということで出してお

ります。７時半から８時まで正門に立っているから様子もつかめるし、今日様

子がおかしかったよという話も担任のほうにもできるのでそのあたり大きいか

なと思います。定点観測ではないですが、そこの時間帯で通らない子はちょっ

と心配なのでなるべくそこで通ってもらうようにという話をしています。 

 

岩 月 委 員   登下校は一斉の時間の範囲内で帰ったり行ったりすると思いますが、学童と

か放課後預かりのお子さんたちは帰りというのは何時くらいにどういうふうに

して帰られますか。 

 

港小学校長   今だと５時４５分ですね、居場所のほうが。児童クラブのほうは親御さんが

迎えに来るのでいいのですが、居場所のほうが実は心配なところがあります。

帰宅する人数が減ってきて、その中でばらばらと低学年の子が帰っていく様子

もあり、低学年の親御さんは結構迎えに来るのです。５時４５分になって子ど

もたち１人２人と少ない中で帰っていく、そちらのほうが心配。普段はそこに

行かない子は居残り学習はしてないから、授業が終わったら速やかに帰りなさ

いと指導しています。１年生であれば５時間ですので３時には帰す。あとの学

年は６時間であれば４時ぐらいには帰す。それ以外に金管やってる子は４時半

に帰すという部分でそれよりも遅い子たちというのが居場所の子たちです。 

 

岩 月 委 員   昨日も６時くらいに低学年の子が帰るのを見かけたのでどういうふうかなと
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思いまして。 

 

市 長   これなかなかきりがない話です。われわれ子どもの頃は「暗くなるまでに帰

っておいでよ」といって、ばらばらもいいところで、それこそ好き勝手にやっ

ていたわけなんです。今は時代がそれを許さなくなってきている。だから、集

団登校も、今先生がおっしゃったように「この時間に学校に入りなさいよ」と

言うのと同じように通学路をまとまって来ます。吉浜小はずっと長い列が、集

団登校ではないですけど出来ていますし、港でも大体同じような時間に同じよ

うに来るので、それが定着すればなんとかなります。居場所だとか学童に関し

てもですけど、お母さんたちのご都合があることなのでなんとも言えないんで

すが、やはりその辺は子どもさんを親御さんが「暗くなるまでに帰りなさいよ」

とか指導していく必要があると思います。 

 

教 育 長   ゼロの日の交通安全パトロール。碧南署の方とパトカーに乗って新潟のこと

があるから通学路の集団登校の話が出ました。この課長さんだったか、小さい

頃から集団登校で過ごした方でした。今日のパトロールは北でした。翼小はき

ちんと集団登校で吉浜小に来ると集団登校ではない。しかし、「吉浜小は時間を

区切ってますから、集団登校と同じように見えますよね」という話をしました。

だから、全然自分としては集団登校した覚えがないので何も違和感がありませ

ん。集団登校にはメリット、デメリットがあります。集団登校でかえって子ど

もに責任負わせてもらっても困るという親御さんもみえますし、いろんな方が

みえます。いじめのことだとか、わざわざ集合場所に集まるためにあの子はい

つも遅いとかぶつぶつ言われながら、そういうこともあるという話をしました。

実際、吉浜小学校が歩道をみんなひっきりなしに来るので、なんとも思わなさ

そうですねという話をされて、誰でも気づくんですけど、翼の子は一列に並ん

で来ます。吉浜の子は歩道をわりと広がって来ます。その差はありますが、こ

れもまた楽しみながら、友達とお話ししながら、「広がって歩ける歩道があると

いうのはうれしいですね」ということを言いました。考え方で、いいという考

え方と悪いという考え方とどちらにもあると思います。 

 

市 長   新潟の話もね。なかなか難しいことで、一緒にいた子どもさんは話を聞いた

けど、そこから伝わらなかったというのは、とりようによってはつらい思いを

するのではとか。あれが集団登下校でしたら、一緒に帰っていってお別れした

後で、なかなかきりがない話です。ある方が学校施設の中でのいろんなことで

も、何万回に１回でもあったらどうするとか。誰が責任をとるとか言いだせば、

生活ができないです。万が一、そうならないように最善の努力はするけど、そ

れ以上、交通事故でもそうですけど、交通安全でも皆さん事故にあわないよう

にも注意していますし、健康でもそうです。ところが問題が起きると、万が一
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あったらどうするのだという話をされるので難しいと思います。 

 

副 市 長   今回は早い時点で親御さんが心配されて動いて見えるんですよね。今、子ど

もの位置情報がとれるものもいろいろ考えていきたいという中で、もしそれが

あったらあの辺にいるという情報があればもう少し早くね。 

 

港小学校長   ＩＣＴ推進グループリーダーが、実証実験として効果があればそういう部分

のことはないかなと言っていました。位置がわかりますので。 

 

市 長   最終的に実験的にやるときはその範囲でやりますけど、最後はどういう形で

やっていくのか決まっていませんが、全部に広げるときには一定の負担をして

いただくだとか、通信料はもっていただくようになると思います。今の想定の

中では何百円かの通信料と本体もせいぜい３，０００円から５，０００円くら

いという話です。実験は無償でやりますが、まだ詳細は決定しておりません。 

 

港小学校長   外国籍の児童が多いと、ほとんど送り迎えが中心になるのです。月曜日の資

源回収やっているときに、雨降りだと駐車場が大変渋滞し事故で危ないという

のが今の状況。本当は反対の空き地のほうに資源回収を替わっていただけると

若干車の出入りが楽になります。外国の方は自分たちが送り迎えで生活してき

たので、日本の文化で歩いてきてよと伝えながら、登下校は親御さんの責任な

ので、こちらは強くは言えない面もある。正門前を抜ける車は、高架が出来て

若干減ったのですけど、送迎の車は相変わらず変わらない。 

 

市 長   時代で変わるのですね。これは答えの出る話ではないですし、それぞれの経

営方針ですから。他に何かお気づきのこと、わからないことがありましたらお

願いします。よろしいでしょうか。なければ３番目の議題に移りたいと思いま

す。高浜市教育大綱の改訂について、説明を学校経営グループからお願いしま

す。 

 

学校経営ＧＬ   資料４をお願いします。高浜市教育大綱の改訂については、３月の総合教育

会議で協議いただきました素案をもとに４月１６日から４月３０日まで２週間

のパブリックコメントを実施しました。市民の皆さんからの意見はございませ

んでした。本来であれば、当初案のとおりご議決いただくというところですが、

口頭にて大綱案に対するご意見をいただき、その内容を検討した結果、一部修

正をしております。修正個所は大綱案資料５の３ページをお願いしたいと思い

ます。「２高浜カリキュラム推進」の一番下、「高浜版プログラミング教育の全

体構想の作成及び実践、検証」としていますが、変更前は「全体構想の作成」

となっていました。ご意見の中では４年間で全体構想の作成だけかということ
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でしたので、修正させていただきました。アクションプランにおいても、実践

検証をするということは書かれていますので、ここに改めて記載したほうが市

民の皆さんにわかりやすいということで実践、検証という言葉を付け加えさせ

ていただきました。また、表紙でございますが、前回までは表紙がございませ

んでしたが、今回は表紙を作成いたしましたのでこれをつけて大綱ということ

で改訂を考えております。説明は以上でございます。 

 

市 長   今説明をさせていただいたように３ページを若干変更。本文中には実践とい

う言葉が出ていると思いますが、・（ぽつ）を付けて書き出したそこの部分を若

干変えるということです。あとは従前より皆さんにお目どうしをいただいてい

るものになります。今日ご議決をいただく予定でありますが、この段階でさら

に皆さんのほうから何かあればお伺いしたいと思います。特にないようでした

ら、採決をさせていただきたいと思います。賛成の方の挙手をお願いしたいと

思います。 

 

全 員   （挙手） 

 

市 長   挙手全員ということで原案通り可決をさせていただきました。以上で議事は

終了ということでありますが、みなさんのほうから先ほどの校長先生からの発

表、また出てきた話題、さらには大綱等を通じて何かございましたら、せっか

くの機会でございますのでご意見等を伺いたいと思います。 

とくに、総合教育会議の議題については、それぞれ皆さんのほうにもという

ことを申し上げておりますので、お気づきの点がありました、言っていただい

て中に入れ込んでいきたいと思います。ないようでしたら、全議題を終了させ

ていただきたいと思います。ありがとうございました。 


