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平成３０年度勝山市総合教育会議 会議録

１ 日時 平成３１年２月１４日（木）

（１）開会時刻 午後３時００分

（２）閉会時刻 午後４時４５分

２ 場所 勝山市役所３階 第２・３会議室

３ 出席員の職氏名

勝山市長 山岸 正裕

教育長 梅田 幸重

教育長職務代理者 島田 さよ子

教育委員 若林 正三郎

教育委員 大久保 千恵

教育委員 今井 克己

４ 説明のため出席した者の職氏名

未来創造課長 竹生禎昭 教育部長兼スポーツ局長 平沢浩一郎

教育総務課長 鳥山健一 学校教育課長 鰐渕 茂 生涯学習課長 中村千鶴子

史蹟整備課長 山内千鶴代 スポーツ課長 竹生剛久 国体推進課長 谷出雅博

５ 協議事項

「教育に関する大綱」の中間評価について

６ 議事の大要

山岸市長 教育委員の皆様には、勝山市総合教育会議にご出席いただきありがとうござい

ます。

平成２７年１０月に策定いたしました「教育に関する大綱」に基づきまして、今、

勝山市では、さまざまな教育施策が進められています。

本日の内容は、その「教育大綱」の取組み、進捗状況について、中間評価をお願い

したいと思っております。

「教育に関する大綱」は、勝山市において求められる人材像を明確にして、「第５次

勝山市総合計画」との整合性を図りながら、学校教育、生涯学習、文化・歴史、スポー

ツの４分野における当面の重点課題への取組み方針を定めているところです。

本日は、これら重点課題への取組み状況について検証いたしまして、今後のさらな

る充実に向けて、率直な意見交換をさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

山岸市長 それでは、会議次第に従いまして、協議に入ります。事務局より説明願います。
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事務局 資料に基づき説明

○「教育に関する大綱」の概要

○基本方策の進捗状況について

（１） 学校教育

山岸市長 ただ今の事務局からの説明に対して、ご質問・ご意見があればお願いします。

大久保委員 社会問題になっていると言われているスマートフォンの使い方ですが、学校

教育の中で各学校が頑張って、講演会を開催してくださったり、スマートルールのお

便りが配られたりしていますが、なかなか徹底されていないというのが親としての実

感です。

３年ほどこの大綱に基づいてやってきていると思いますが、携帯電話を持つ子ども

が低年齢化し、持っている子どもの数も増えていると思います。学校教育だけではな

くて勝山市全体として、子どもを持つ親の世代が参加できるかどうかはわかりません

が、たとえば公民館学級や市民大学、あとはもっと小さいお子さんを持つ、福祉の関

連で赤ちゃん教室などをやっていると思いますが、そういう時にもっとお知らせして

いくといいのではないかと思いました。実際、赤ちゃんを持つ親は、すぐには携帯電

話を買い与えることはないと思いますが、小さいころからその姿を見て子どもが育っ

ていき、親が持っていて楽しそうにする物は、子どもは欲しくなるので、周りの子が

どんどん持ち始めれば「みんなが持っているから私もほしい」となるのが子どもの考

え方だと思います。小さい時から今こうやって子どもの前でしていることが、こうい

う結果になりますよというのを、学校教育だけに頼っても、まだ足りないと思ったの

で、もっと広めて、できるところでやっていくといいのではないかと思いました。

山岸市長 スマートフォンは私も持っていますが、使えるのは１００の機能があるとした

ら、１０か２０もいかないくらいです。しかし、世の中がどんどん進んでいって、うち

の孫は小学校２年生ですが、小学校に入った時から、自分のやりたいことがすぐにで

きるようになっていますから、私では、そういう世代の子どもたちに、対処の仕方な

どを伝える方策が思い浮かばない状態です。事務局の方で何か考えはありますか。

梅田教育長 スマートフォンを含めたＩＣＴ機器の進歩に伴う副作用というのは、子ども

の教育からすると３つの大きな問題があります。

１つは、夜遅くまでそういうことをやっていて、学力が低下する。これは間違いな

いです。どんな調査でもそれが実証されています。もう１つは、いじめのツールにな

る。もう１つは、本人が犯罪に巻き込まれる。

３つの大きな問題がこの中にはらんでいるので、これを何とかしたいと思っていま

す。何とかするには、本人の自覚プラス親しかないのではないかと思っています。今、

ゲームでも大人がやり始めると、すぐに夢中になってしまいます。いわゆる「ハマる」

ということですね。大人でもそんなだから、子どもに自制心を求めてもなかなかうま

くいかない。だから、決まり事、ルールをしっかりと作って守らせる。これしかない

のではないかと思っています。もちろん子どもにも言って聞かせればわかると思いま

す。そのあたりまではいいのだが、誘惑に負けてしまう。やはり、親世代だと思いま

す。親世代と言っても若い親が夢中になっていると、大久保委員の指摘のように、そ
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れを見て子どもが育つということなので、それを家庭や社会全体で運動をしていくに

は、どういう手立てがあるかということを考えていかないといけないと思います。

チラシぐらいでは、効果は見込めないでしょうか。

大久保委員 実際に子どもを持つ親がそのチラシをじっくり読める時間があるかというと、

家のこと、子どものこと、自分の仕事、となると、やはりそんな時間はなかなかないと

思います。意識が薄い人は、見ないという人もいると思います。

ただし、学校に戻さないといけないアンケートだとかで答える形だと、まだ少し、

今の自分の生活はどうか、子どものことはどうかなど考えることはあるのではないか

と思います。しかも、１回だけではなくて定期的にそういう機会があるといいのでは

ないかと思いました。

あとは、どこかで、待っている時間に、こういうことをするとこういう結果になり

ますよというようなチャート式のパンフレットのようなものがあれば、たとえば病院

の待ち時間とか電車の駅だとか、図書館とか、市の施設としても使えそうな場所や、

関係機関でもお願いしたらおいてもらえそうな場所にそういうものがあれば、忙しい

親世代でも、チャート式のような簡単な資料があるといいと思います。

山岸市長 大久保委員のお子さんは、もうスマートフォンを使っていますか。何歳くらい

ですか。

大久保委員 一番上が小学校５年生です。３年生と４歳もいますが、上の子は、携帯電話

は持っていませんが、ゲームをします。実際に友達の家へ行って、それぞれヘッドフ

ォンを付けて友達としゃべりながら、通信でゲームをするような世の中になっていま

す。その仕組みが私もわからないので、「どうなっているの？」と聞きますが、やはり

親が知らないと怖いことだなと思っています。本人は、知らない人とつながらないと

は言っていますが、友達の友達とはつながるそうです。

山岸市長 そうするとＳＮＳで知らない人と交信して、我々はちゃんとした人間関係があ

ってこその友達だけれども、そんなことが全くない形でつながった友達ができる可能

性もあると思いますが、そういう怖さというのは、まだそこまでは到達していないの

ですか。

大久保委員 うちの子に関してはないですが、周りでは携帯電話を持っている子どもさん、

最近の調査で、勝山市の小学校５、６年生でどれくらいの子が携帯電話を持っている

か出ていたと思いますが、どうですか。

事務局 携帯電話、スマートフォンの所持率は、勝山の中学生で半分くらいです。その３

年前くらいから比べると、倍になってきています。一気に変わってきています。

山岸市長 それは、規制されてはいないのですか。

事務局 学校に持ってきてはいけないことになっています。

ただ、持ってはいけないとは言えなくて、それは家庭の判断なので、ただ、学校に持

ってきてはいけないというようになっています。遠いところから通っていて、その後、

習い事などに行くので、条件付きで認めている子どもは一部あるかもしれません。

若林委員 スマートフォンというのは、楽しすぎるもので、日進月歩が激しくて、メーカ

ーやアプリの開発者などは、何とかして利益を上げるために、人を夢中にさせるため

に頑張っているわけで、今回もはっきりとしたルールを作って制限をした方がいいと

思うが、なかなか上手にいかない。北部中学校の校医をしているので、学校保健委員
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会に出席して養護教諭の発表を聞きましたが、北部中学校では、スマートフォンのル

ールが１日１時間までということで、常に周知しているようですが、実際にはなかな

か守れない。その守れない理由というのを全体的に考えてみますと、やはり子どもに

１時間ルールと言っても、家庭の中で１時間以上やっている方がたくさんいるわけで

す。昔は肥満指導なども、子どもにだけ、おやつや食事の制限を伝えても、家族全体で

取り組まないと効果は出ないと思いました。だから、教育委員会だけのレベルで言う

のではなくて、それぞれの家庭の生活自体を見直してもらわないと、なかなかスマー

トフォンの１時間ルールなどをきちんと守ることはできないと思います。

実際、最近子どもさんは学校での時間のほかにも、帰ってからのスケジュールも厳

しいですし、結構宿題も多かったり、塾に通ったり、スポーツをされている方も多い

ようなので、やはり、スマートフォンに時間をたくさん取られると、全部他にしわ寄

せがいって、最終的には睡眠時間を削るようになる。そうなると健康問題にもなりま

すし、教育長の指摘のように成績にもいい影響はありませんから、そういうところを

しっかり考えていかないといけないと思います。

山岸市長 今、現に障害が出ているという現象はありますか。

事務局 確かに一部、子どもさんの中には朝元気がなかったりとか、そういう子に尋ねる

と、中にはゲームに浸っているという子どもさんは実際にいます。

若林委員 近視、視力の問題もありますよね。

事務局 家庭で話し合ったり、本人と話し合ったりして対応はしますが、何か麻薬のよう

な感じで、小学校の中学年くらいの子どもさんは、まさにそれに入ってしまうと、な

かなか抜けきれない状況です。

ただ、その子が中学校へ行って部活動に目覚めると一気に変わります。

山岸市長 そういうことはよく聞きますね。ですから、スマートフォン以上にのめりこむ、

人間性豊かな趣味であったり、部活動であったりを教えてあげたいですね。

事務局 小学校の時、１日２時間以上、土日は５時間以上のめりこんでいた子どもがいま

したが、その子が中学校、高校に進んだら「釣り」にのめりこんでしまって、もうスマ

ートフォンをしなくなりました。むしろ、それをツールとして使って、調べ物をする

とかそんなふうになっている子も実際にいます。

その子のやりたいこととか目標がどこに行くかということによって、ずいぶん変わ

るということは、感じています。

山岸市長 だからスマートフォン以上に好きなものを作ればいいわけですね。

事務局 そのとおりだと思います。

梅田教育長 スマートルールというのを各学校で作っています。これは、学校からの一方

的な押し付けではなくて、保護者の皆さんと話し合いをして、それぞれの家庭で実践

できるかどうかということも確認しながら、家庭では夜の何時までとか、その機器は

鍵のかかる自分の部屋へは持って入らないとか、そういったことにしましょうという

こともありますが、それが、どこまで実践されているかということです。

いずれにしても、非常に難しい問題ですけれども、大久保委員から具体的な案も出

されましたし、さらにそれよりも、本人にとって魅力のある何かを見つけてもらえる

ように指導していくとか、そういったことも今後考えていく必要があるかもしれませ



5

ん。

今井委員 ２番目の「心身共に健全な将来世代を育む家庭・地域・学校の連携」ということ

で記載してあるが、標準的に考えると教育のことに関してそれに付随してしまうが、

学校偏重というか、学校に任せきりになっていると、私たち地域に住む人間が思って

いるのではないかと思っています。その中で学校サイドでは、学校だより、ブログなど

いろいろなことで、地域に発信していただいていて、私が住んでいる地域では、いまだ

に地域の住民がその学校にＰＴＡの賛助会員ということで、会費を払っているので意

識は高いと思うが、どうしてもそれ以外のお付き合いというか、もっと児童生徒を見

ようという気持ちに今までならなかった、一歩下がって見てしまうというのが現状だ

と思います。

特に今般の子どもの虐待の件は、もう少し地域で見ていられるところは見てあげる

べきだし、起こったところは都会ですが、ここがそれなりに人の目が行きつくところ

ですから、なおさらそういうことを大事にしないといけないということであれば、啓

蒙のやり方として、もっと地域で育てないといけませんよ、もっと皆さんに見ていた

だかないといけませんよということを、いろいろなチャンネルで、通知をして、広報

して呼びかけをもっとすればいいと思います。地域が学校のことに携わるのが、１つ

下がってしまっているのが、まだまだ改善するべきことかと、個人的に思っていると

ころです。

山岸市長 それは、ＰＴＡ活動に関係することですか、それともそれとは別に地域との関

わりということですか。

今井委員 ＰＴＡ活動は、家庭、保護者の段階から抜け出せないところがあるので、私が

思っているのは、この大綱にあるように、学校、地域、家庭ということであれば、地域

のことについては、もう少し踏み込んでいろいろなことをしてもいいのではないかと

思っているところです。

島田委員 野田市の女の子が亡くなってから、近所の人のインタビューなどで、「そういう

と鳴き声が聞こえた。」とか、そういう情報が出てきましたが、そういう情報がもっと

早くみんなに伝わって、何とかならなかったのかなと、思わざるを得ません。

この学校教育の基本方策の各項目を見ると、本当にいろいろなことが全て網羅され

ていて、だから、教員の多忙化につながる面もあるのではないかと思いますが、素晴

らしく網羅されていると思います。

ただ、今の児童虐待防止については、触れられているところがないので、できれば、

資料の４ページ、１－（２）－③にいじめのことが書いてあるが、この後に、児童虐

待防止に向けて関係機関との連携を密にしながら対応するというふうな文言が入って

いる方がいいのではないかと、最近よく取り上げられているニュースなので、そんな

ことを思いました。

学校は、家庭でできないところ、地域社会でなかなか難しいこととか、難しいこと

だけじゃなくて、いろいろな要望とか要請が結構学校に集まってくるのが多くて、こ

のスマートフォンのスマートルールができた時も、また学校かと思ったのですが、学

校で何でも受けなければならないという使命感を持った人が多いところなので、非常

に無理がかかるのではないかと思います。家庭でも指導できない、子どもは実際、ス



6

マートフォンを使う時は家庭で生活しているわけですから、家庭でできないことを学

校でやれとなってもそれはむずかしいでしょということを言いたいですけれども、こ

の中でも学校でできることは限られていると思うので、そのあたりを取捨選択して、

精選して、今叫ばれている教員の多忙化解消につなげていかなければいけないのでは

ないかと思います。

山岸市長 野田市の虐待死の事件については、今までの家庭、学校、地域の教育という通

常観念を完全に覆すものだと思っています。それは、家庭教育、つまり学校でできな

いことは家庭できちんとしつけなり教育をして、その子たちが学校へ入ってくる。だ

けど、今のあの事件は、全くそういうことが逆転してしまっているというか、家庭で

本来守らなければならないことが、守るどころか逆の方向で、あんな事件が起こって

しまっている。それに対応するのが、学校であるというようなことになると、本末転

倒している。だから、今まで私たちが経験してきた社会とは全く違うような状況が今

どんどん起こっているというようなことを感じました。

若林委員 地域の力とか、家庭の力というのは、昔とは変わってきていて、特に価値観自

体が変わっているのだと思いますが、国レベルで考えても、どうしても虐待なら虐待

の早期発見とか言っていますけれども、根本的なことをあまり考えていないような気

がします。なぜ虐待が増えているのかということをはっきり突き詰めて考えて、そこ

に対して対策をしないと、早期発見とか言って、早く見つけて児童相談所で保護する

とか、そういったことだけやっていてもよくはならないと思います。国の行政も及び

腰ですけれども、やはりそういうことを突き詰めて考えた時に、国は、結局はおおも

とのところで、自分たちに跳ね返ってくるのではないかということを考えているので

はないかという気がします。特に格差の問題とか、グローバル化とか、勝ち組、負け組

という考え方もあります。そういったところで、人の心に余裕がなくなってきている。

特に学校教育の現場で考えればたくさん目標はあると思いますが、大事なのは、ここ

にもあるように「確かな学力」と「健全な人間性の涵養」、この２つが大事なのではな

いかと私は思っていて、そこをしっかりやってほしいと思います。勝山は特に学力も

いいそうですし、大きな児童虐待事案も起きないので、ともかく、誇れるところです

けれども、この２点に関しては、どれだけ抜きん出てすばらしくてもいいわけなので、

そこのところで、ダントツになれるように努めていただきたいと思っています。

今井委員 いいか悪いかはわかりませんが、外国の例などを聞いて、私たちの考えも変え

ないといけないと思うのは、親の人権と子どもの人権があるということです。今まで

は、絶対的に親の言うことが正しくて、子どもの人権はないというようなところが日

本にあったとするなら、今、見直さないといけないのではないかと思います。

山岸市長 自信のない親が出てきていますよね。

今井委員 そういう怖さがあると思っています。そのあたりの指針を出すのが誰かという

こともあります。

山岸市長 いろいろな考え方があると思いますが、 体罰の禁止を条例で定めている自治

体もあるようです。

梅田教育長 この大綱に児童虐待のことを記載していないのは、基本的に家庭内のことな

ので、本来的には、むしろ福祉サイドの所管になります。もう１つは、その時点で、全

国的ないじめや不登校は、勝山市にも当然あるけれども、勝山では、虐待という課題
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についてはあまり認識がなかったということもあります。

しかし、今は、他人ごとではないという認識をしっかり持たないといけないという

ことです。

連携をしっかりとっていかないといけないということだと思いますが、若林委員の

指摘のように、根源的な問題、よく解説などでも言われているが、なぜ虐待するのか。

それは、自分が社会で受けるいろいろなストレスがたまって、それが弱い子どもに向

かう、あるいはＤＶという形で配偶者に向かう、弱い者に向かうということです。

山岸市長 自分が支配権を持っているものに対する行為ということですね。

梅田教育長 それは、ある意味自分の気持ちを抑えられない、それだけまた別のプレッシ

ャーをたくさんため込んで、そこがはけ口になっているという見方をしているような

解説もありますけれども、そうなってくると社会構造そのものというようなところへ

話がいってしまいますけれども、我々ができる範囲内でできるところは、やはり学校

で早期発見というか、そういった兆候がみられないかとか、休みがちになってきたと

か、表情が暗いとか、そういった学校にやれるとしたら、そこが糸口になると思いま

すし、その疑いがあれば当然児童相談所等との連携プレーというところにつないでい

くということになると思います。

いずれにしても他人ごとではない、根源的な大きな問題だと思っています。ここに

は書いていないが、学校では野田市の虐待事件などを踏まえて、当然市教育委員会か

ら校長会を通じていろいろとお願いもし、学校の中でもそういった対応をしっかりや

ろうと努めているところは間違いありません。

事務局 今、地域という話があって、そこは大事なことだと思いますが、学校には限界が

あって対応できない部分がある。

咋今は、生涯学習ということを重んじて、社会教育ということが弱くなってきてい

ると思っています。

昔は、子どもの教育は、社会教育、学校教育、家庭教育の３本立てで、３者でそれ

ぞれが取り組まないと子どもはきちんと育つことができないという考え方がありまし

た。それは地域で育つ子ども、そのベースはあくまでも家庭だということで、国の方

からもそういう意味でいろいろな補助事業もあって、行政も積極的にそういう事業を

やっていた時代もありました。ところが、最近は、大人の学習というのは、自ら進ん

で学ぶというように生涯学習という考え方に重点を置いていて、行政が大人の教育を

するというのは、弱くなってきている部分もあるのではないかと思っています。

ただ、先程から意見が出ているように、行政としても、福祉などいろいろな機関と

連携しながら、子どもや家庭に対してアクションを起こしていく、働きかけていくと

いうのが、それを社会教育と言えばそういうことだと思います。今ほどご意見をいた

だきましたので、福祉部門や、生涯学習担当とも連携しながら、大人にどうやって働

きかけていくか、啓発していくかということを改めて考えていきたいと思います。

山岸市長 それでは、また後でもご意見をいただくとして、次に進めます。

残りの３項目について事務局より説明願います。

事務局 資料に基づき説明
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○基本方策の進捗状況について

（２） 生涯学習

（３） 文化・歴史

（４） スポーツ

山岸市長 ただいまの後半部分の説明に対して、ご質問・ご意見があればお願いします。

今井委員 勝山城博物館との連携という項目があって、いいことだと思っているが、先方

の理解が得られるなら、連携というよりも勝山で唯一ある博物館ですし、より市民に

近い、市立博物館とまではいかないまでも、そのような位置づけで、市民の皆さんに

もっと近くに感じていただけるような方策があればいいのではないかと思っています。

山岸市長 それは、今の利用者の形態とかあり方はそのままにして、もっと連携を密にす

るということですか。

今井委員 そうです。それと、今、市民の方が勝山城博物館だと思っている姿が、より我々

市民に近い、市民が我が町の博物館だと思えるような、いろいろな文化的行事に活用

するような形を模索するといいのではないかと思っています。

山岸市長 今の深谷久枝館長とはよくお会いして話をお聞きしますが、今の指摘のような

意向は、深谷館長も持っていらっしゃいます。

もっと市民に親しんでいただきたいということで、大きなイベントとして、学芸員

が取り組んでいる勝山市の歴史に関する展示会を、とにかく年１回はやりたいという

ことで実施しています。

それと、その他にも最近提案があったのは、お茶会をやっているときに、お茶会だ

けでなくてそこを盛り上げるために、勝山のうまいもん祭りみたいな行事を一緒にや

ってもらえないかというような話があって、越前大仏でやっているような大規模なも

のはできませんが、そのようなイベントを実施したいと思っています。

今の質問のように、勝山城博物館自体は、いろいろやってみたいという意欲は旺盛

なので、勝山市としてもそういうイベントなりをあの会場でやらせていただくという

考え方は、これから持っていきたいと思っています。

勝山市には、市立の博物館はありません。せっかくあるのだから、今申しあげたよ

うな連携を強化しながら、そういう方向性に少しでも持っていきたいと思っています。

大久保委員 最近、気になっている取り組みの１つに、図書館の読書通帳というのが、他

の市町にあって、銀行の通帳みたいに、本を借りると、借りた本の名前、作者、本の値

段まで印字されるような市町もあるようです。自分がどんな本を借りているのかとい

うことを借りた時点で印字されるこのシステムが面白いと思って興味を持っています。

ただし、その機械を導入するのに１台５００万円必要だそうで、とても安い金額では

ないですが、子どもたちを読書に取り組む、夢中にさせる。先ほどのゲーム以外に何

か夢中になるものの１つに読書があってもいいのではないかと思っています。ゲーム

会社がたいへんな費用をかけて開発したゲームに夢中になるのは当たり前だと思いま

すが、子どもが本を読むためにそういう機械を入れて、もし本当に増えるのであれば、

データとして子どもたちが２倍本を読むようになったということもあるようなので、
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そういうこともいいと思っています。今までもノート型で、自分で書き込むものはあ

るんですが、実際本を借りたら子どもは読みたいので、それに書き込みたいのではな

くて読みたいので、書かないんです。結局何を借りたかわからなくなってしまうので、

貸し出し帳が残るのは面白いと思っています。

山岸市長 そういうシステムを導入すればいいわけですね。

大久保委員 今どれくらいの費用が必要か調べていませんが、最初は、山口県下関市が企

業と連携して始めたそうです。

山岸市長 事務局の方で何か考えはありますか。

事務局 読書通帳のことについては、図書館でも導入できないかという考えは持っていま

す。ただ、今の指摘のようにかなりの経費がかかるということもわかっています。

昨年、図書館に新しいシステムを入れて、もともとホームページで予約の状況など

見られるようになってはいましたが、新たに、もう１つマイページのような形でパス

ワードを入れると、自分で管理できる、自分が読んだ本の記録が付けられるページを

作りました。ただ、それを子どもにもということになると、パソコンを開いてそこま

でするというのは手間がかかるので、難しいかなと思いますが、今はそういうやり方

でやっているところです。なかなか知られていない部分があると思いますが、読書通

帳そのものではないですが、それに代わるものということでやっています。

山岸市長 システムをきちんと使えば、管理もよりうまくできるのではないかと思います。

大久保委員 いろいろな事業もあって予算的には大変だと思いますが、クラウドファンデ

ィングなども活用して、検討していただきたいと思います。

梅田教育長 研究してまいります。

若林委員 スポーツの分野では、もう終わりましたが、国体は非常に良かったと思ってい

ます。

特に勝山にとっては、ジオアリーナができて、これからもずっと残って、スポーツ

の拠点になってくれるというのはとてもよかったと実感していますし、恐竜博物館に

並ぶ非常に有益な施設になったと思います。

国体の時に市民もそうだが、市役所の職員がとても頑張っている姿を見て本当に感

激しました。勝山市のみならず福井県全体で頑張ったという意味でとてもよかったと

思っています。

山岸市長 特に山口茜選手のバドミントンは、大変な人気でした。

島田委員 私たちもパブリックビューイングで観戦しましたが、体育館に入れなくても、

たくさんの人がそこで見られて、そこで楽しめたのでよかったと思っています。

山岸市長 私たちは、５０年前の国体は経験していて、その時は結果的にバドミントンが

盛り上がったという形になっていますけれども、何かそういうような、小中学生、高

校生も含めて、子どもたちがどういう思いをしたのかというような、調査、アンケー

トなどはないですか。そういう記憶が新しいうちに記録しておいた方がいいのではな

いですか。

事務局 今のところ何も対応していませんが、ご指摘のとおりだと思います。本当はもっ

と早くアンケート調査をするとよかったのかもしれませんが、検討します。
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山岸市長 ほかに何か特別に言っておきたいようなことはありませんか。

梅田教育長 私から市長にお聞きしたいのは、この教育大綱は全編、市長のお考えによる

事業も多くありますし、教育委員会から相談させていただく中で、強力に実施するべ

きと指示があった事項もありました。その最たる例は、英語教育です。そういったも

のはたくさんありますが、市長の目から見て、これは物足りないなと思うようなとこ

ろはありませんか。

山岸市長 物足りないというよりも、先般、課長にも話をしたところですけど、「かつやま

っ子応援プラン」を平成２５年に作って、その改訂版を作っていますが、一番気にして

いるのは、今育っている子どもたちが、自分の育った勝山のことをどう思っているか。

私たちの期待としては、「勝山が好きだ」とか「誇りに思う」とかそういう気持ちがど

んどん醸成されて、そういう子どもたちが育っていって、そして、世界に自由に羽ばた

いて、いつかは勝山市のために何かしたいという気持ちがどんどん膨れ上がって、そ

ういう形になって帰ってくる。帰るというのは、物理的に帰るということもあるだろ

うし、精神的なものもあるだろうと思っているけれども、そういうふうなまちづくり、

また、子どもたちの教育をしたいと思っているわけです。

そういうような観点からいうと平成２５年に作ったときに、勝山市が好きだという

ように思っている子どもが、だいたい９０％近くいたわけですが、そういう思いが５

年経ってどういう変化をしているか、それまでの間にいろいろな手も打ってきたし、

子どもたちから見れば環境も変化している。その中でそういうことに力を入れてきた

という気持ちは持っているが、その結果どうなったかという実証がされていなかった

から、同じようなアンケートと同じような捉え方で、比較したいということで、課長

には指示しました。経年変化で同じ条件で一度比較してみてみたいというふうに思っ

ています。

山岸市長 本日は、これで終わりたいと思います。

どうもありがとうございました。


