
- 1 -

平成２９年度第１回渋川市総合教育会議 議事録

Ⅰ 開催日時

平成２９年 ５月２９日（月）午後３時開会 午後４時４０分閉会

Ⅱ 開催場所

渋川市役所本庁舎大会議室

Ⅲ 出席者

【構 成 員】阿久津貞司市長、池田由美子教育委員長、高橋秀和教育委員長職務代理

者、新井光久教育委員、高橋秀樹教育委員、後藤晃教育長

【市長部局】田中副市長、愛敬総務部長、加藤企画部長、諸田保健福祉部長、石田社

会福祉課長、橋爪こども課長、儘田企画課長、後藤スポーツ課長、事務

局職員２名

【教育委員会】石北教育部長、藤岡教育総務課長、名塚学校教育課長、綿貫学校給食

課長、小林文化財保護課長、萩原生涯学習課長、担当職員２名

【傍聴者】 ６名

Ⅳ 会議の概要

１ 開 会

企画課長 皆様こんにちは。本日はお忙しいところご出席いただきまして、ありが

とうございます。

定刻になりましたので、ただいまから平成２９年度第１回渋川市総合教

育会議を開催いたします。私は、司会を務めさせていただきます企画課長

の儘田と申します。

よろしくお願いいたします。

はじめに、阿久津市長からごあいさつを申し上げます。

２ 市長あいさつ

阿久津市長 皆様こんにちは。渋川市長の阿久津でございます。

平成２９年度第１回渋川市総合教育会議を開催したところ、教育委員の

皆様におかれましては、お忙しい中ご出席を賜り誠にありがとうございま

す。今回は、池田新教育委員長、また、新たに高橋秀樹委員をお迎えして

の新しいスタートとなります。今後ともよろしくお願いします。

渋川市においては、平成２７年度から総合教育会議を開催させていただ

いておりまして、行政と教育委員さんとの連携が大変強化されたと評価し

ているところであります。

特に渋川市におきましては、子育てについて本格的に取り組んでおり、

本年度の一般会計当初予算は、３３３億１千２百万円でございますが、そ

の中で今年の目玉になりますのが、小中学校の学校給食費の完全無料化で

ございます。これについては、色々な方法がありまして、人口減少、少子

化対策、地産地消の農業振興を含めて、地域の安全な野菜を子ども達に食

べていただこうということも含めての完全無料化でございます。また、生
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阿久津市長 活困窮者が増えている中で、子ども達の支援になるのでは、と期待をして

おります。

それと併せて、渋川総合病院の跡地を子ども達のキッズランド。これは、

室内遊戯施設と併せて、子育てコンシェルジュを開設させていただきまし

た。非常に利用度が高く、１日１００人前後の方々が利用していると言う

ことで、心強く思っておりますし、教育、子育ては大変重要ですので、し

っかりと取り組んでいきたいと思っております。

それと併せて、小学校のスポーツ指導員として、群馬大学の教育学部の

学生さんに来てもらい指導していただき、また、中学の部活動の外部指導

員として、日本体育協会の資格を３９名の方にとっていただき、部活動支

援を行うこととなっております。これも校長先生の理解をいただいて受入

体制が整っております。

スポーツは指導が非常に難しく、一歩間違えると子ども達の成長に問題

が出たり、怪我をさせたり、体を壊すという心配があるので、しっかりし

た指導をしていきたいと思いますし、スポーツを通じて文武両道というよ

うに勉強も両立していただいて、心身共に立派な社会人に育て上げたいと

いうことで、ご指導いただきたいと思います。

これからの教育は大変難しい部分があり、格差社会の差をどう縮めるか、

どう支援していくかというのは大変重要であります。将来ある子ども達が、

貧困家庭、グレーゾーンに生まれてきてしまったことは、子ども達には一

切責任は無いことで、市としては、できる限り支援をしていきたいと思っ

ております。今後も、教育委員さんのご意見を伺いながら連携して事業を

進めて参りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げましてごあいさ

つとさせていただきます。

企画課長 続きまして、教育委員会池田教育委員長から、ごあいさつをお願いいた

します。

３ 教育委員長あいさつ

池田教育 皆様こんにちは。私は５月の定例教育委員会で、教育委員長に就任いた

委員長 しました池田でございます。よろしくお願いいたします。

平成２９年度第１回渋川市総合教育会議の開催にあたり、教育委員会を

代表してごあいさつさせていただきます。

本市の教育におきましては、これまで渋川市総合計画を基本に学校、家

庭、地域の三者連携のもと様々な課題に対応して参りました。また、今日

的課題においても、これまで市長部局と連携協力しながら取り組んで参り

ました。特に平成２７年度に設置された総合教育会議により、それまで以

上に市長部局との連携が図られるようになり、大変大きな成果を上げるこ

とができました。

平成２８年度の総合教育会議では、いじめ対策、貧困家庭対策、小中学

校の再編に関する課題等について協議することができました。

このうち、いじめ対策では、本市におけるいじめ問題の現状を踏まえて

今日的ないじめ問題やその対応を協議し、いじめ防止の方針や取り組みに

ついて共通理解がなされ、教育政策に反映することができました。

また、貧困家庭対策では、家庭における環境整備の充実と教育支援につ

いて協議し、貧困家庭支援の方策も話し合うことができました。
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池田教育 さらに、小中学校の再編に関する課題については、再編の長期的方針に

委員長 基づく取り組みについて協議されました。

このように、昨年度の総合教育会議においても、本市の教育に関する様

々な課題について熱心に協議され、市長部局と教育委員会との連携や調整

が図られたことは、大変喜ばしいことと感じております。

今年度につきましても、総合教育会議を通して阿久津市長と私たち教育

委員が、渋川市の教育全般について協議し、連携、調整できることを強く

望んでいます。今後も渋川市の教育行政の更なる充実、発展のために、こ

の総合教育会議が意義あるものとなるよう祈念して、教育委員会を代表し

てのあいさつに代えさせていただきます。本日はよろしくお願いいたしま

す。

４ 委員等の紹介

企画課長 本日は、今年度初めての会議でありますので、自己紹介をお願いいたし

ます。

マイクをお使いいただき、委員の皆さま方から、委員名簿の番号順に自

己紹介をお願いいたします。

【委員自己紹介】

企画課長 ありがとうございました。

続きまして、職員の自己紹介を市長部局、教育委員会事務局の順にさせ

ていただきます。

副市長から、出席者名簿に基づき、名簿順に自己紹介をお願いいたしま

す。

【職員自己紹介】

５ 議 題

（１）平成２９年度新規・主要事業について

企画課長 それでは、議題に入らせていただきます。

渋川市総合教育会議設置要綱の規定によりまして、このあとの進行につ

きましては市長にお願いいたします。

阿久津市長 それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきますので、よろし

くお願いします。次第５の「議題」に入ります。議題（１）「平成２９年度

新規・主要事業について」事務局から説明をお願いします。

●【企画部長説明】 【資料№１－１及び№１－２】

阿久津市長 事務局の説明が終わりました。

昨年度の第４回総合教育会議におきまして、本年度予算内示の議題でご

説明させていただいておりますが、新年度の新しい体制のなかで、特に教

育関連事業を中心に改めてご説明させていただきました。

それでは、ご質問やご意見をお伺いしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。
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池田教育委 私からは、新規の主要事業である渋川すこやかプラザのことについてお

員長 話ししたいと思います。今年度の子育て支援の新規、拡充事業では、渋川

すこやかプラザ管理事業、学校給食費の完全無料化、貧困家庭における子

どもの学習支援、これらのことが大きくマスコミ等でも報じられました。

いずれも子育てに視点を置いた施策であり、教育委員会としても大変うれ

しく思っております。実際に４月１日に、子育て支援を主体とする多世代

交流施設として渋川すこやかプラザが開設され、本市の子育て支援の拠点

としてスタートしました。

先週実際に、私も見学させていただき、小林所長の案内で、館内施設や

利用状況を見させていただきました。一日平均５０組、１００人程度の利

用があるということで大変盛んに機能していると思っています。

屋内遊具がたくさんあって、年齢に応じた様々な遊びができるキッズラ

ンド、屋外では屋外遊具や砂場以外に小動物の飼育小屋や畑があったりす

る園庭など、乳幼児が五感をとおして様々な体験ができる施設で本当に素

晴らしいと思いました。親子が安心して遊べる施設であり、利用している

子ども同士、親同士の交流もでき、まさに育ちあえる施設だと思います。

それから、そういった子ども達の遊び場だけでなく、施設内では情報交換、

情報提供、相談ブースなども設置されていて、子育て世代に心強い施設と

思っています。

さらにプラザ内に併設されている福祉専門学校も見学させていただきま

した。校長先生とも少しお話しをしましたが、介護福祉科と保育科の２学

科があって大変多くの若い学生が学んでおり、介護体験学習として、お年

寄りの体の様子を実際に重しをつけて体験したり、車いすに乗って介護の

様子を体験するなど、活気のある学習場面を見学させていただきました。

現在、介護福祉科では、１６名も留学生が学んでいて国際色豊かである

とも感じました。

渋川すこやかプラザと福祉専門学校が併設されているということは、地

の利を活かした学習や体験ができるのではと思います。まだまだ、二つの

施設同士が共有し合うことが、始まったばかりで難しいという話しもあり、

ぜひ、情報交換を密にして話し合いを十分にとり、より深い連携した事業

展開が、今後さらに深められるように期待したいと思います。以上です。

こども課長 早速に、池田教育委員長、高橋職務代理がすこやかプラザを見学いただ

いたと、所長から報告を受けております。ありがとうございます。

本年度から、すこやかプラザ内には、交流人口の拡大や少子化対策とし

まして、親子を対象にしました子育て支援総合センター、若者の学びの場

である福祉専門学校、また、高齢者の支援を行う拠点としての多目的ホー

ルもございます。

先ほどご指摘のありました、併設する福祉専門学校のメリットを最大限

に活かせるように、専門学校との協議を進めております。具体的には、講

師の派遣や専門学生の学習成果の発表、連携の方法について協議をしてお

ります。内容的には、子育て支援総合センターで子育て相談をするコンシ

ェルジュの職員研修としての講師派遣をお願いしております。コンシェル

ジュ講師においては、支援センター職員だけでなく、幼稚園、保育所の臨

時職員の資質向上も含めた研修をお願いしています。

また、本年度から発達に特性のある幼児の早期発見、学校での学習環境



- 5 -

こども課長 への適応のために、幼稚園、保育所の先生方の研修も行いますが、そうい

った講師についてもお願いをしています。専門学校からは、生徒の成果を

発表する場を設けたり、作品を展示するなど要望があり、イベント等の協

力をお願いし連携を図る調整をしておるところであります。

今後においても、保健福祉部内に、高齢福祉、子育て支援の部署など各

課ございますので、福祉専門学校との情報交換をしながら、併設のメリッ

トを最大限に活かすような、定期的な協議を行いたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

池田教育 ありがとうございました。ぜひ、併設しているというメリットを最大限

委員長 に活かした教育を進めていただければと思っておりますので、よろしくお

願いします。

阿久津市長 ありがとうございました。ほかにありますか。

高橋職務 先ほどのこども課長の話にもありましたが、資料№１－１の２ページ、

代理 発達障害児支援について、保育士、幼稚園教諭向けに研修を行う講師を派

遣するということですが、もう少しお教え願います。学校教育法の改正に

より、今から１０年前に特殊教育から特別支援教育に改められ、今後も益

々、個性を持った子の対応はしていかなければならないと思うので、よろ

しくお願いします。

こども課長 ただいまご質問のありました子ども子育て推進事業につきましては、本

年度は、発達に特性のある幼児を早期発見し、学校での学習環境へ対応で

きるように支援を行うということで、保育士や幼稚園教諭を対象にした研

修を行うものであります。平成３０年度に支援をするために、発達特性の

あるお子様のアンケートを行い、対象を拾い上げまして、発達相談、発達

教室を実施し、就学前の状況を把握し教育部局と連携して、学校への入学

をスムーズにできるようにするものであります。よろしくお願いいたしま

す。

高橋職務 この研修は、保育士と幼稚園教諭が対象とありますが、市の公立保育所、

代理 幼稚園が対象なのか、私立も対象となるのか。また、小中学校の先生も早

い段階で、どう対応しているか分かると参考になると思うので、小中学校

の先生方が研修を受けられる枠はあるか、そのあたりをお教え願います。

こども課長 ただいまの研修ですが、公立私立の保育所と幼稚園の先生を対象として、

本年度は３回を予定しております。１回の研修で、二つの日程を考えてお

ります。すこやかプラザの相談員室、多目的ホールを会場と考えておりま

すので、３０人から４０人が受講できる体制を整えており、１回目の研修

を６月１４日、２０日に行います。事業の目的が、学校教育にスムーズに

繋げることであることから、小中学校の先生についても、会場の範囲内で

お受けすることはできると考えております。以上です。

高橋職務 ありがとうございました。親御さんは、自分の家の子どものことで一生

代理 懸命勉強しているので、特別支援も先生よりも専門的な知識や対応をして
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高橋職務 いる方がいるかもしれません。ぜひ、親御さんにもご理解・ご協力いただ

代理 けるように、こども課も学校教育課もしっかり対応していかねばならない

と考えお話ししました。

阿久津市長 ありがとうございました。ほかにありますか。

後藤教育長 前回の総合教育会議でも若干触れさせていただきましたが、学校給食完

全無料化の意義について、改めて考えてみたいと思います。学校給食無料

化は、子育て世代に対する経済的支援という位置づけがされていますが、

このことは、現在の学校給食が、法令で食材費の保護者負担を求めている

ことから、子育て世代に経済的な負担を生じさせているものと思っており

ます。

しかし、そもそも学校給食には、単なる３食の内の１食ではない食育の

観点があると思っています。義務教育期の子どもにとって、バランスのと

れた栄養の摂取は、生涯に渡って健康かつ強固な体を保持していく上で、

極めて重要であり、単に個人としての健康促進の観点だけで無く、国家社

会の形成者を育成するという基本目的に照らしても、学校給食の公益性は

極めて強く、食育推進の観点からも公費負担の意義は大きいと考えていま

す。また、児童や生徒が学校、家庭生活の中で、骨折するケースが多く見

受けられますが、不規則な食生活が影響していると指摘する声があります。

現在、小中学校に対して、学校経営の改善充実を図る総合訪問を実施中

ですが、各校に対しましては、多額の公費が投じられていることから、給

食の無料化を機に、健康教育の推進を図るほか、生活習慣改善の一環とし

て、食事の重要性について、家庭と連携を図っていただくよう先生にお願

いしているところであります。

なお、ここ数年、本市をはじめとして全国的に学校給食を無料化、また

は負担軽減を図る動きが出てきていますが、国の公的財政負担の早期実現

を期待したいと思うとともに、学校と連携して健康教育をアピールできる

ような展開が、本市においてできればと考えております。以上です。

阿久津市長 ご意見と言うことで良いですね。ほかにありますか。

池田教育 後藤教育長から給食の無料化について、食育の面からも力を入れていき

委員長 たいという話がありました。私のほうからは、世界の中には、飢餓に苦し

む国もあることから、給食無料化の推進と併せて、食品ロスの観点から、

給食の残さを少なくする手立てを、今後はさらに深めていけたらと思いま

す。

学校給食

課長 池田教育委員長がおっしゃられるように給食残さがあります。そんな中

で、食育をとおして、食事の重要性、喜び、楽しさの理解、食物の大切さ、

生産者への感謝の心を含めた食育推進を、学校と連携して進めていきたい

と考えています。よろしくお願いします。

阿久津市長

よろしいでしょうか。ほかにありますか。

新井委員

経済的支援の部分で、資料№１－１の２ページ、３ページから現役の子
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新井委員 育て世代の立場から申し上げたいと思います。先ほどの学校給食の無料化

も継続してお願いしますが、渋川スカイランドパークの無料優待券につい

て、どのくらいの効果というか、利用状況がなされているのか教えていた

だければと思います。

保健福祉 スカイランドパークにつきましては、中学生以下を対象に優待券を配布

部長 しております。同行者も無料となっており、昨年度実績では９，００９人

が招待券で無料となっております。

新井委員 ありがとうございます。現役の子育て世代といたしましては、近くに遊

園地があって、子ども達が気軽に遊びに行けるということは、渋川市にと

って、郷土愛を育む点からも教育的視点からも良いことと考えるので、ぜ

ひ継続していただくようお願いいたします。

阿久津市長 よろしいでしょうか。ほかにありますか。

高橋委員 資料№１－１の３ページ、学力体力向上支援ということで、具体的な施

策として、子どもの学習支援事業に注目したいと思います。質問や疑問で

はないのですが、方式がユニークだなと感じました。生活保護世帯の中学

１年生から３年生まで、児童扶養手当受給者世帯は中学３年生が主な対象

と言うことですが、生活が苦しい中でなかなか教育が行き届かず、置きざ

りにされてしまっている子どもの芽を伸ばすことに有効だと思います。

また、学校の補習形式ではなく、家庭に派遣してマンツーマンで授業を

するということは、非常に踏み込んだ斬新的なやり方だと思います。他で

も実施しているところがあるかもしれませんが、先進的な手法を取り入れ

て、既に９人くらいの希望者があるということで、ぜひ実現をして定着し

てほしいと思っています。

格差社会の原因は教育にあると言われていることもあり、生活が苦しい

と、しつけや学校教育も行き届かない面がでて、勉強が滞って高等教育に

進めなくなり、就職の選択の幅が狭められて職に就けず貧困を迎えるとい

う負の連鎖が、教育にも起因していると報道にもあります。

それから、最近の傾向として、教育無償化を憲法の条文に書き込んだら

どうかという提案が出るくらい、是非はともかく注目が集まっております。

４兆円くらい係ると言われていますが。

しぶかわスポーツクラブの設立趣旨には、スポーツのできる子と、スポ

ーツが苦手で遠ざかってしまう子の二極化を解消しようとありますが、勉

強にも普通にどんどん勉強している子と、全然手に付かない子の二極化が

あります。そういったことに救いの手を伸ばしていただき、保健福祉部の

事業が中心ですが、子どもに学習の癖をつけさせるというか、勉強の習慣

を定着させるという手法は面白いと思います。

勉強もできると面白くなるので、そのきっかけづくりにマンツーマンな

らばやりやすいと思うので、ぜひ実施していただきたいと思います。

ただ、学習支援員の先生を集めにくい状況も多少あることや、事業が始

まったばかりで予算が１５３万円と少ないので、これから希望者が増えれ

ば、また考えていただけると思うので、希望者の実態をよく把握して、誰

でも手を挙げやすいやり方を考えることをお願いいたします。
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社会福祉 学習支援事業については、昨年度から対象者を募集したところ、９人の

課長 中学生が対象者となり、同時に支援員も募集いたしました。新聞の報道に

もありましたが、学校の先生の退職者を中心に１８人にお声掛けをしまし

た。最終的には支援員１名、対象者９名で、本日の夕方から学習支援が始

まります。これは、生活困窮者自立支援法が基にあり、特に教育による貧

困の連鎖が叫ばれております。ある統計では、生活困窮世帯の２５．１％

が生活保護世帯出身という調査結果も出ています。今後、この事業は、支

援員の確保を重点に置きながら、より多くの中学生が参加できる仕組みを

作って参りたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

阿久津市長 この事業については、もっと応募があると思ったのですが、手が挙がり

ませんでした。新聞にも掲載されましたが、市外からも意欲のある先生を

募集したいと考えています。なぜ、この手法にしたかというと、子どもの

貧困者食堂などがありますが、そう言う人を集めることが差別であるとい

うことから、市としてはそういうことはしたくなかったんです。教育だけ

なら大学生で良かったのですが、そうではなく、家庭の相談や将来の相談

も含めて行っていただくため、学校の先生ならば、三十数年先生をしてい

る中で、色々な相談も受けられると、保護者の方が熟知していないことを

助言していただければ、素晴らしい能力を発揮するかもしれませんし、そ

ういう人が１人でも多くなれば、負の連鎖が無くなるわけで、市として支

援したいと思います。

貧困家庭に生まれたのは本人の責任ではないので、行政としてしっかり

支援し、立派な社会人に育てていくことが基本となりますので、今後とも

よろしくお願いします。

阿久津市長 ほかに何かありますか。

池田教育 先ほど、格差社会是正のためのメスを入れると言うことで、高橋委員と

委員長 同じ考えなんですが、学習支援と合わせて、報道にもありましたが、家庭

状況も把握できることが、派遣型の家庭訪問による支援活動の良さだと思

います。家庭状況が分かることによって、早めに生活支援に繋げられるこ

とは、メリットがあると思います。ただ、中学生になると国語、数学、英

語の学力差の出る教科は、免許を持っていないと中学生に教えるのは難し

く、支援員の確保は難しいと思います。本市だけで無く、市外においても

呼びかけていただければと思います。

やはりやってみて色々な課題が出ることもあるので、改善できる所は改

善して、事業が拡大して成功すればと願っておりますし、学習指導という

ことで、学校サイドからの連携も必要と思うので、支援員の先生との連絡

調整も頭に入れながら進めていただければと思います。

阿久津市長 これと併せて指示していますが、フードバンクを考えています。家庭に

行くので、その家庭状況がわかるので、月末はカップ麺だったということ

がわかれば、そこで栄養バランスが崩れるので、周りの人にわからず、お

米や缶詰などそっと支援できると良いと思っています。

阿久津市長 ほかに何かありますか。
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新井委員 資料№１－１の３ページの学力向上支援のスポーツ指導者派遣事業につ

いて、専門知識を有する指導者の派遣や、教職員の負担軽減はもっともだ

と思いますし、ぜひと思いますが、派遣される方の人としての資質はどう

かということが、子どもを持つ親としては気になるところです。

もちろんスポーツなので、勝ち負けはついてきますが、そこに固執し、

勝負至上主義に陥ってしまうと、子どものスポーツを通して人間を育てる

とか、スポーツって良かったなと楽しい思いをさせるとか、といったとこ

ろが欠落しがちになりかねないので、選考基準を厳しくしていただきたい

と思いますし、派遣をとおして子ども達がスポーツを好きになって、渋川

市はこういう風にスポーツを手助けしてくれてありがたいな、という思い

が活かされるような派遣事業にして欲しいと思いますので、そういったと

ころで何かご意見がありましたら伺いたいと思います。

スポーツ ただ今のスポーツ指導者派遣事業につきましては、指導者の資質向上を

課長 目的に、平成２８年度から日本体育協会公認資格であるスポーツリーダー

資格を本市で取得できる仕組みを構築し実施しているところであります。

体育協会では、公認資格を有している者の中から、専門部いわゆる野球、

バスケット、バレー、ソフトテニスなどの各専門部の部長さんが推薦する

指導者を派遣いたします。今後も、さらに指導者の向上を図れるよう研修

等を行っていきいと考えております。

新井委員 ありがとうございます。少し前に読んだ本に、子どもは褒られた経験が

多いほど、へこたれない大人に成長するという統計が出ていたので、その

実践ができる渋川市で、励ましを目的としたスポーツ派遣事業になって欲

しいと思いますので、よろしくお願いいたします。

阿久津市長 この派遣事業は退職した人が多くなると思うので、高齢者の生き甲斐づ

くりにもなると思います。６０歳以上になりますと自分の孫に教えるよう

に、丁寧に褒めながら指導するのではないかと思います。

市内で、ビニールハウスがつぶれたときに、おじいさんは辞めようと思

ったところ、孫が後継者になったそうです。おじいさんは、孫はかわいい

ので丁寧に教えてうまくいっているそうです。この事業も、おじいさんが

孫に教えるように丁寧に教えて成果が上がればと考えています。

高橋委員 先ほどの新井委員さんの意見に私も同感なんですが、小学校体育授業ス

ポーツコーディネーター派遣事業についても、統一的な理念が共有されて

いないと、体育の先生と部活の先生では、言っていることが違うというこ

とになりかねないので心配です。

もちろん勝つため、優勝するために皆で頑張る、やり遂げる達成感を目

標にするのは、もっともなんですが、そういった人材の研修には留意して

いただきたいと思います。

また、市長が言ったように世代間の交流について、地域のおじさん、お

ばさんが、悪いことをした子どもたちを注意できない感覚になっています。

スポーツを通すと、そういったことが自然と身につくので、根性、忍耐を

培うのも良いのですが、子ども達の心を傷つけないやり方で進めていただ

くようお願いいたします。
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スポーツ スポーツ指導者派遣事業と小学校体育授業スポーツコーディネーター派

課長 遣事業を絡めてお話しさせていただきますが、スポーツコーディネーター

は小学校に群馬大学の学生、または大学院生を群大の協力のもと派遣し、

中学校には、日本体育協会公認資格を有している指導者を体育協会専門部

を通じて派遣してるところであります。現行では、あくまで教員の補助と

いう役どころで外部指導員が主ではありません。指導方法については、教

員とよく打合せをするようお願いしているところであります。また、小学

校のスポーツコーディネーター派遣時も、担任や体育の先生と打ち合わせ

て指導要領に則った補助をして欲しいとお願いしています。また、それぞ

れの指導者の意見交換の場として、指導者バンクというものを設置してお

ります。そのなかで指導者の交流や資質の向上を図って行きたいと考えま

すので、よろしくお願いいたします。

阿久津市長 渋川市は、スポーツドクターを５名任命しております。成長期なので、

体とか怪我とかの指導はスポーツドクター。それから、上武大学、群馬大

学と組んでいるので、指導者の指導も大学から提示していただいて取り組

んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

高橋職務 資料№１－２の５節、地域文化の振興についてですが、自治会の歴史冊

代理 子や文化財の看板を作る際に、文化財保護課や歴史資料館にお世話になっ

ていますが、丁寧に説明をしていただき有り難いと思っております。歴史

的な文化財や資料は減ることはなくて、今後も益々増えると思います。資

料館をみると、保存する場所も狭くなって大変だと感じるので、ぜひ今後

も、ご支援とご理解をいただいて、地域の人が使いたいときに、いつでも

利用できるように進めていただきたいと思います。利用することで、地域

への愛着も育ってくると思いますので、よろしくお願いします。

文化財保護 ありがとうございます。引き続きご活用いただけるように、今後も進め

課長 ていきますので、よろしくお願いいたします。

阿久津市長 ほかにありますか。

無いようでありますので、次の議題に移らせていただきます。

（２）しぶかわスポーツクラブの設立について

阿久津市長 それでは、議題（２）「しぶかわスポーツクラブの設立について」に入り

ます。事務局から、説明をお願いします。

●【企画部長説明】 【資料№２】

阿久津市長 事務局の説明が終わりました。

しぶかわスポーツクラブについて、ご質問がありましたらよろしくお願

いいたします。

池田教育 質問ということではなく、期待という形で意見を述べさせていただきま

委員長 す。企画部長の説明にあったように、しぶかわスポーツクラブは、少子高
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池田教育 齢化の様々な問題の解決のために取り組んできた「一市民、一スポーツ」、

委員長 長い間スローガンとして掲げてきましたが、それを組織として推進してい

くためのクラブであることがよく分かりました。私は、設立趣意書につい

て、興味深く読ませていただきました。特に課題としての①の健康寿命の

延伸、②の幼児、児童のスポーツに対する二極化、③中学校における運動

部活動支援は、渋川市だけでなく日本全体の喫緊の課題であると考えてい

ます。その解決を目指す上でも、このクラブの設立は意義が大きいと思い

ます。このクラブの設立によって、スポーツを通してまず市民の健康づく

り、青少年の健全育成、地域の活性化が組織化することで期待できると思

います。２ページと３ページの役員、評議員は、かなりの人数が選出され

ていて、体育協会をはじめ各自治体、市職員、スポーツドクター、スポー

ツ団体など市全体でクラブ運営に係わる組織となっていて、スポーツ振興

の底上げにも期待できると思います。中学校の運動部活動の支援について

は、学校教育にも大きく関わっていますし、教育委員会としても学校教育

への貢献度もあって、クラブの活性化を強く願っております。以上です。

スポーツ 大変貴重なご意見ありがとうございました。しぶかわスポーツクラブに

課長 おきましては、設立趣意書のとおり、市民の健康づくり、児童のスポーツ

に対する二極化の解消を図ることが大きな目的でございます。体育協会の

役割、スポーツクラブの役割を明確にして、スポーツクラブでは運動して

いない子どもを、運動に目を向けさせる取り組みをしていきたいと思いま

す。７月からは、ちびっ子スポーツクラブということで、様々なスポーツ

を体験させていく取り組みや、一般市民向け、先日オープニングイベント

を行いましたが、一般市民の方から、スポーツクラブができることがきっ

かけで、初めてハイキングに参加したが、山は大嫌いだったのに、皆さん

と一緒に歩いたことが非常に楽しかったとご意見をいただきました。その

ような中で、一人一人スポーツに目を向けていただいて、ご自分の楽しみ

や二極化の解消を図っていきたいと考えます。以上です。

後藤教育長 私の見解なのでご答弁は結構ですが、しぶかわスポーツクラブの設立に

関連しまして、現在、教育委員会が抱えている課題について少し発言させ

ていただきたいと思います。それは、３点ありまして、体力の向上、事故

防止、教職員多忙化解消についてであります。本市では、児童、生徒の体

力向上のために、毎年度体力テストを実施していまして、ここ数年の状況

を見ると、走る、跳ぶ、投げる能力について特にテストを行っております

が、テストの結果は全国平均を若干下回っていますが改善傾向にあります。

また、肥満傾向児の出現率についても、近年改善が見られる状況にあり

ます。さらに、運動やスポーツをすることが好きかという本市独自のアン

ケートでも小学生、中学生とも好きと答えている児童、生徒の割合が上昇

傾向にあります。こうした傾向の正確な分析は困難でありますが、平成２

３年度から続けている小学校へのスポーツコーディネーター派遣、中学校

部活動への指導員派遣、さらにスポーツ少年団活動も活発に行われており

まして、こうしたことも無縁ではないと思います。

しぶかわスポーツクラブが本年５月１６日に設立されましたが、クラブ

におきましては、中学校に対する部活動支援、また幼児、児童に軽スポー

ツ等の体験教室が計画されております。より多くの幼児、児童、生徒が多
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後藤教育長 種多様なスポーツ体験を通じて、生涯にわたって健康で有り続けるための

基礎体力を身につけてもらう上で、また、運動好きの子ども育成の上でも

これからのクラブの活動に期待をしております。

一方で、ここ数年、部活動等において、生徒の生命に関わる重大事故の

発生が報じられており、県内でも複数発生しております。それは、例えば

中学校の部活動で顧問の先生もいらっしゃいますが、必ずしも専門性の無

いケースもあります。そういった中で、重大事故が起こるケースがありま

すが、本市では、重大事故に至らないまでも骨折事故等が発生している状

況があります。専門的な知識と経験、資格を有する指導員による適切な指

導が受けられるとすれば幸いでありまして、支援を受ける方法等も検討し

ていきたいと考えています。

また、中学校の部活ですけれども、国では教員の多忙化解消の一環とし

て、顧問教員に代わる外部指導員の位置づけを制度化するなど新たな改革

に舵を切る動きがあります。将来的には、しぶかわスポーツクラブが行う

部活支援の取り入れの可能性について、国の動きへの注視と併せて考えて

いきたいと思います。以上です。

阿久津市長 ほかに何か、しぶかわスポーツクラブについてご質問がありますか。

阿久津市長 今年スタートしたばかりですから、色々問題が出たり、改善したりしな

がら充実していくということになると思います。どちらかというと、渋川

市が文科省より進んでいるという状況でございます。

中学の部活指導は、文科省でも相当議論しているようですが、学校の先

生への負担が大きく授業にも支障が出ているという問題があり、渋川市と

して、先生の本来の仕事を支援できる一つの方法となります。スポーツク

ラブは、全国でも珍しい手法で、健康寿命というのは全国どこでも喫緊の

課題なので、いち早く取り組んだということと、子どもは渋川市の宝で、

子どもの教育は日本中共通のことなので、家庭、学校だけでなく、市をあ

げて取り組むと言うのが一般的で、これを実践しただけのことですから、

これからもしっかり取り組んで参りたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。

阿久津市長 ほかにありますか。よろしいですか。それでは続きまして「その他」に

移らせていただきます。

６ その他

（１） 渋川市青少年センターについて

阿久津市長 続きまして、次第の６「その他」に入ります。「渋川市青少年センターに

ついて」事務局から説明をお願いします。

●【教育部長説明】 【資料№３】

阿久津市長 事務局の説明が終わりました。

これについて、ご質問やご意見をお伺いしたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。
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後藤教育長 青少年センターについてですが、民間の人材から、青少年育成推進員、

補導員、電話面接相談員等にご協力いただいているところです。渋川警察

署からの情報提供では、ここ数年、市内の青少年犯罪は減少傾向でありま

すが、全国的に見ると、無慈悲な殺人や傷害事件が散見される状況です。

これらにつきましては、色々原因はあると思いますが、少年犯罪が減少

傾向にあるのは、青少年の生活態度、あまり外で遊ばなくなったとか価値

観の変化、いわゆる草食化傾向が影響していることが挙げられます。また、

ゲーム等の仮想空間での過激体験が影響して、人の痛みに鈍感になる傾向

があり、全国的に見た場合には、時として、それが凶悪犯罪の発生につな

がる状況になるのではと考えます。

そして、携帯電話、ゲーム機、スマホ等の情報ツールで、親や周りに見

えにくいところで情報通信がされており、対処が難しくなっている状況が

あります。こうした中で、青少年育成推進員を中心として情報ツールの適

正使用の啓発を行っていただいております。補導員は、見回り、声かけ活

動を行っていただいておりますが、統一ウェアを着て見回りをしていただ

いていることは、非行少年等への抑止力になっていると思います。

また、相談活動につきましても、電話やメールのやりとりで、ストレス

から解放されるケースも考えられますし、地道ではありますが、継続的に

取り組んでいく重要性を多くの関係者との間で共有し、一朝一夕には解決

できないが地道にやることで、大きな事件が起こらないように抑止してい

きたいと思っております。以上です。

阿久津市長 ほかに何かありますか。

高橋職務代 これは意見ですが、地域や自治会の協力を得て活動していますので、地

理 域に戻った際に、こういう活動を伝えて、地域で子どもを守る、子どもに

働きかけるという雰囲気を作れるように話をしていただいて、より一層活

動が充実するようにして行ければよいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

阿久津市長 大変ありがたいことで、指導員さんとか、相談員さんとか、ご協力して

いただけるので心強く思っており、うれしく思っております。これからも

良く連携しながら、また、この活動を市民に周知することで活動しやすく

なるということでありますので、担当のほうから、いろいろな機会に周知

をして活動を広めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

阿久津市長 ほかにありますか。

無いようですので、本日の会議は全て終了させていただきます。事務局

からは何かありますか。

企画課長 事務局からは特にございません。

阿久津市長 委員の皆さんから何かありますか。

（各委員からは「特になし」）

阿久津市長 では、以上をもちまして、本日の協議事項については、全て終了いたし
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阿久津市長 ました。

これで議長の座を降ろさせていただきます。

ご協力ありがとうございました。

７ 閉 会

企画課長 以上をもちまして、平成２９年度第１回渋川市総合教育会議を閉会とさ

せていただきます。

長時間にわたり、熱心にご審議いただきありがとうございました。


