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第２回勝山市総合教育会議 会議録 

 

 

１ 日時 平成３０年１月１８日（木） 

（１）開会時刻 午後２時３０分 

（２）閉会時刻 午後４時３０分 

 

２ 場所 勝山市役所３階 第１会議室 

 

３ 出席員の氏名 

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 その外の出席者の氏名 

未来創造課長 竹生禎昭 教育部長･史蹟整備課長事務取扱 平沢浩一郎  

スポーツ局長･スポーツ課長事務取扱 池田芳成 

教育総務課長 平野公子 学校教育課長 伹川隆治 生涯学習課長 中村千鶴子 

国体推進課主幹 木船栄士 同主査 林貴之   

 

 

５ 傍聴者  福井新聞 日刊県民福井 

 

６ 協議事項 

 ｢福井しあわせ元気」国体・大会への取組みについて 

 勝山市青少年健全育成計画 かつやまっ子応援プランについて 

 

７ 議事の大要

市長 

本年度第 2 回目の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「教育大綱」を策定し、現在、勝山市ではその教育大綱に基づいて、

さまざまな教育施策が進められているところです。

私は教育に対して深い思い入れを持っていて、こういう改革の前から教育長と折に触れ

話をいたしております。基本的には、週 1 回会議をもっていますのでそのなかでお話をし

ています。不定期にはそのつどいろいろな話題で話をしていますので、教育委員会部局と

の齟齬は何もないと思っております。 

本日の内容は、「福井しあわせ元気」国体・大会への取組みについてと、勝山市青少年健
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全育成計画かつやまっ子応援プランについてとなっております。 

国体の本大会までは、残り２５４日となりましたが、各種競技会においてプレ大会の経

験を活かし、万全の準備を進め、多くの市民がスポーツに親しむ気運を醸成し、市民が何

らかの形で関わっていける大会を目指しております。 

次に、勝山市青少年健全育成計画 かつやまっ子応援プランについて、現在の取組み状況

について報告させていただきます。 

本日は、教育委員のみなさまにざっくばらんなご意見をいただくとともに、私の考え方

を述べさせていただいて共通認識をもち、今後の教育行政に活かしていきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

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。 

事務局 資料に基づき説明

「福井しあわせ元気」国体・大会への取組みについて 

○国体の概要   

○各競技の実施要項について

○総合開会式について 

 

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。 

教育長 

 見通しでいうと、福井県は天皇杯をとれるのですか。東京都がオリンピックへ向けて選

手強化しているので、なかなか厳しいのではないのですか。また、勝山で行われるバドミ

ントンについてはどんな見通しですか。 

 

事務局 

 今年の愛媛国体で、福井県は初めて 1 桁台を取りまして、強化に関してはうまく進んで

いるのではないかと思っています。知事もおっしゃっていますが、天皇杯を取るというの

が目標であるということです。愛媛では、全種目に参加できていないのですが、福井国体

ではすべてフリー参加ということになっていますので、優勝に近い数字は出せるのではな

いかと思います。しかし、優勝となりますと東京都がかなり強いので、もう少し選手強化

が必要かと思います。 

 バドミントンについては、今年の愛媛では 4種別中、成年女子、少年男女の 3種別に出

場しましたが入賞はしていません。参加できなかった成年男子は、昨年、社会人のバドミ

ントン大会で優勝しているダブルスが 1つあり、シングルスでも 3位に入賞している選手

がいるので、福井国体では上位へ食い込めるのではないかと思います。成年女子の山口茜

選手は、今の時点で聞いていますのは、福井国体にぜひ参加したいということです。成年

女子についてもある程度の成績が残せるのではないかと思います｡ 

 

市長 

 出場できないことがあるとしたら、どういうことで出場できないのですか。 
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事務局 

 ケガだけだと思います。

 

市長 

 国際大会の影響とかはないのですか。 

 

事務局 

 国際大会はチームの方で調整をしてくださると思います。 

 

市長 

 勝山市において、バドミントンは一番人気のあるスポーツで、たくさんの市民が来たい

と思っていると思いますが、だれでも入れる状況にあるのですか。抽選でもするのですか。 

 

事務局

 入れるつもりですが、3,000人ぐらいしか入らないので、入りきらない状況が想定されま

す。特に山口選手が出場する試合の時に、外のビッグテントにモニターを用意し、全部の

コートが見ることができるようにつける予定です。入れない場合はそこで見ていただく形

になります。 

 

市長 

 当日までに国際大会でいい成績を上げると、福井県じゅうの人が見たいと思って来ると

思います。それから、デモンストレーション競技が各地でたくさんありますが、だれでも

参加できることを前提としていますか。勝山市ではウォーキングなどありますが、参加し

たい時はどうすればいいのですか。 

 

事務局 

 デモスポは県民の方が対象でだれでも参加できます。各市町に直接申し込んでいただく

ことになります。 

 

市長 

 クレー射撃は正式種目にもかかわらず、なぜ開会式の 13日ほど前に行うのですか｡ 

 

事務局 

水泳なども開会前に行いますが、クレー射撃は日照時間が関係しまして、夕方遅くなる

と薄暗くなってきます。どうしても 5時 6時頃になるので、なるべく早い時期にやりたい

ということと、もう一つは宿泊の関係で、会期中ですと個室がなかなか取れません。クレ

ー射撃の場合は、同じ県の選手でも、打つ時間帯が全部違います。3人いるのですが、3人

とも違います。そうすると大部屋で宿泊はできないということで、宿泊施設の関係で会期

前に開催したいと、勝山市の方から要請しました。
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今井委員 

 多くの選手が来られると思うのですが、市内で宿泊をするスペースがあるのですか。一

巡前は民宿に泊まられたという記憶があります。それから、勝山ならではのおもてなしを

考えられていますか。 

 

事務局 

 宿泊については、個室が少ないので、クレー射撃の選手の方は福井のほうでお願いして、

ニューホテルには役員の方の宿泊を予定しています。バドミントン競技の成年男子は市内

の町うちの施設、成年女子･少年男女についてはスキージャムエリアを予定しています。そ

れで、ほぼ入る予定です。若干足らない場合は、その日大野市で開催がありませんので、大

野の施設を利用する予定です。大野で開催の時も、勝山の施設を利用します。綱引きにつ

いても、ほぼ勝山の施設で足りると思います。公開競技の場合は実行委員会が対応せずに､

それぞれが手配することになるのですが、スキージャムエリアで十分対応できると思いま

す｡ 

市長 

 民宿は利用しないのですね。 

 

事務局 

 そうです。福井国体では民泊はどこもしていません。足りない場合は近隣市町の宿泊施

設を使うことになります。おもてなしについては後半でご説明いたします。

 

島田委員 

 バドミントンは、今年は全都道府県で成年男子は参加できるのですね。毎年変わるので

すか。それと、福井県は開催県ということで、4種目とも出ることができるのですか。普通

は北信越とかで代表が決まるのですか。少年女子は 32ですが、たとえば北信越とかで 2チ

ームの代表となるのですか。 

 

事務局 

 昨年は、少年男子が全都道府県が出ることができました。福井国体は成年男子の順番に

なっています。福井県はブロック的に言いますと、北信越ブロックで新潟･長野･富山･石川

のブロックに入っており、ここから成年女子は 2チーム、少年男子も 2チーム、少年女子

は 3 チームになっていまして、それ以外に福井県は開催県なので、別枠で出ることができ

ます。予選には参加しないということです。 

島田委員 

 先日、カヌー競技において事件がありましたが、クレー射撃を考えると、選手控所で常

に監視している人を配置するのですか。 

 

事務局 

 それは自己管理になると思います。ペットボトルの封をしてあるものしか飲まないとか、
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しっかり意識をされていると思います。こちらが監視をすることはないと思います。銃の

管理はしっかり行います。

 

大久保委員 

 クレー射撃の会場図の 15 番物産店・銃器･鉄砲店が一般の人が入れるエリアにあるので

すが、実際に使える銃を売るのですか。 

 

事務局 

メーカーに入ってもらうのですが、その場に銃を持ってくるようなことはありません。 

大久保委員 

 総合開会式の時に、勝山市の左義長が選ばれていて嬉しいのですが、勝山市に来られる

方にも左義長の何かできるといいと思います。行燈があったらいいし、宿泊施設で演奏が

あるといいと思います。 

事務局 

 バドミントンの場合は開会式のあとレセプションがあります。開会式の時も国体ダンス

など、そういったアトラクション的なことを行う予定なので、候補の一つにあると思いま

す。左義長保存会の方にやっていただく場としては、ニューホテルでレセプションをする

のですが、そういった場がいいと考えられます。ご意見を参考にしながら検討していきた

いと思います。 

 

若林委員 

天皇杯の話がありましたが、国体というと開催県が天皇杯をとるというような気がしま

すが、前回の福井国体では取ったような気がします。これまでの経過では開催県がずっと

取ってきているのですか。

事務局 

 今年の愛媛は東京都が天皇杯です。オリンピックの関係で優秀な選手が東京に集まって

います。前年の岩手もそうでした。全部の種目に参加できますので、参加点が大きく非常

に有利となっています。しかし、8位以上に入らないと点数が上乗せになりません。2月に

冬季国体がありますが、それが福井国体に加算されます。 

 

市長 

冬季国体も有力な選手がいるので頑張ってほしいと思います。

 ほかになければ、残りの 4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

 ○市民運動について 

○歓迎装飾について   

○ふるまい計画について 
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○炬火リレーについて

 

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。 

教育長 

おもてなしについても、選手にもそのほかの人にも思い出に残る大会にしたいのですが､

予算が伴いますのであれもこれもできないのですけれども、工夫しながらやっております。

教育委員さんのいいアイデアがありましたらお聞かせくださるとありがたいと思います。 

 

市長 

 次に、勝山市青少年健全育成計画 かつやまっ子応援プランについて、事務局より説明願

います。  

 

事務局 資料に基づき説明

 

市長 

 私は思い入れが強いので、少し説明させてください。28、29ページを見ていただくとよ

くわかるのですが、調査した時点で問題点を洗い出し、課題も把握し、この理念というも

のを作って、理念をどうしたら具体的に追求できるか、そのための行動はどういうものか

という図です。基本理念というのは第 3章に 3つのことが書いてあります。正義感・倫理

観・思いやりの心を育み、礼儀を重んじる大人になる。ふるさとを愛し、情緒豊かで人間性

溢れる大人になる。困難なことにも取り組む、たくましいチャレンジ精神を持った大人に

なる。ということを、次の 6 つのルールで実践していこうということです。右側に矢印で

ありますように、｢市民活動としての取組み｣｢行政を主体とした取組み｣、「勝山市全体を巻

き込んだ次世代の育成の実現へ」ということです。私は学校や教育委員会が入っていませ

んが当然それは入っているものという認識をしています。従ってそういうふうな教育を平

成 25年に理念とルールを定めたわけですから、実践されていると思っています。今後もこ

れに立ち返った形で、青少年育成という考え方を実践していただきたいと思います。加え

てちょうど 5 年が経って、果たしてこの計画の現状がどのような形で効果が出ているか、

もしくは効果が出ていないのであればなぜかといったことを検証するべきであると思って

います。そういうことについて何かご意見をいただけたらと思います。何年ごとに見直し

するとは書いてないのですか。 

 

事務局

 総合計画とあわせて平成 25年度から平成 32年度の 8年間とするとしています。 

 

市長 

 総合計画も 5年ごとに見直してやっているので、これもそろそろ 5年経ったので、計画

を作り直すということではなく、現状がどうなっているのかという確認の意味でも、たと

えばアンケートぐらいしてはどうか。 
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教育長 

 どの目標でも、途中でどれだけ進捗しているかということが数値でわかるように検証し

てみることが必要だと思います。これをもう一度全く同じ項目で子ども、保護者、その他

の方にアンケートを取るというやり方もありますし、これに類したアンケートを学校で定

期的にやっているものがありまして、そういったものを活用するという方法もあります。 

 

事務局 

学校では、学期ごとに外部評価、子どもたちの内部評価という形で取りまとめをしてお

ります。先生方の分りやすい授業か楽しい授業か、あいさつにつきましては、ほとんどの

学校が毎朝、自主的に、子どもたちの児童会・生徒会なり、委員会、部活動でやっておりま

して、それらを年間のまとめという形で行っています。学期ごとにありますので前回のも

のについては 1・2か月後に公表しています。 

教育長

 いずれにしてもこの冊子で紹介されている「勝山が好きか」とか「地域の行事等に参加

しているのかどうか」とかそういったものが数値で表れておりますので、こういう項目に

ついて何らかの形で 30年度中には整理してみたいと思います。学校でやれないものは生涯

学習の側面でできると思います。 

 

市長 

このとおりのアンケートは時代が変わっているので、たとえば携帯ではなく今はスマホ

の時代です。どんどん環境が変わっているので、それに即した調査が必要だと思います。 

私はなぜこれを重視しているかと言いますと、みんなどんどん年を取ってくるので、次

の勝山市というのは次の世代なんですね。今は 30・40代かもしれないが、もっと先の未来

を考えると、この子どもたちが勝山市をもっともっと盛り上げていってほしいし、しいて

は日本を盛り上げていってほしいということで、原点はふるさとだと思うのです。ですか

ら、ふるさとでどれだけのいい教育を受けたか、愛情たっぷりの育てられ方をしたか、そ

の背景とか環境のなかには勝山の自然とか歴史とか伝統・文化がそういうものがずっと私

たちは教育のなかにも反映してきたし、まちづくりのなかにも反映してきました。それに

よって郷土愛とかふるさとを慈しむ、さらには自然を大事にするといった行動にも結びつ

いてくるわけです。子どもたちが大きくなった時に、私は勝山市に縛りつけておくという

考えは全くなくてどんどん外へ出ていってほしい。特に大都会、もしくは全世界で活躍し

てほしいわけです。しかし、振り返ってみた時にすばらしいふるさとがある、もしくはい

い教育をし、いいしつけをしてもらって、たいへん楽しい思い出がふるさとにいっぱい詰

まっている想いを持った子どもたちを育てたいと思うわけです。そういう想いがいつかは

勝山市のためになんかしようとか、一番ありがたいのは帰ってきて勝山市を盛り立てると

いう行動を起こすような形につながると思います。これからどんどん人口が少なくなって

地方は衰退するというけれども、地方でしっかりと育てられた子どもたちが必ずこの勝山

市を盛り立てるという形につながることがこれにいっぱい詰まっていると思います。ぜひ

ともこういう考え方をご理解のうえ、これをもう一度活用していただきたいと思います。
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この冊子の時点でも勝山市が好きだという子どもが多いのは非常に心強いのです。もう一

つ保護者が勝山市をどう思っているのかという対比があってもいいと思います。私たちの

親のころはあまり勝山のことを好きではない親がいて、当時育てられた子どもたちは非常

に不幸であったと思います。 

 

島田委員 

 各学校で毎学期行っている学校評価のなかに学校独自の質問事項がたくさんあるのです

が、そのなかに勝山市全体として共通の質問事項を入れれば、今生涯学習課からおっしゃ

っているようなこと、それは子ども対象のアンケートと保護者対象のアンケートがありま

すから、そこにどの学校にもしてもらう項目として挿入すればアンケートが可能かなと思

います。現在も、共通事項が何項目かあります。 

 

市長 

 そういった概略の方法で進めていくことにご異議ございませんか。 

教育長 

 それをやってみて、次に何が必要かと、そうすれば部分的に見直すというか、改定する

ということができるのではないかと思います。 

 

大久保委員 

 6つのルールのなかの｢毎日きちんとあいさつをしよう｣｢家族や友達、地域の人々とたく

さん話をしよう｣｢外で元気に遊んだり、自然と触れ合う体験をどんどんしよう｣は親にして

も子どもにしても、やっているかどうかわかりやすいことです。下の 3 つは、問題点を検

討した結果、理念をもってできたルールだと思うのですが、子どもにとってはわかりにく

いものだと思うのです。私も子育て世代ですが｢個人としての強さや個性を養おう｣｢ルール

を守る気持ち・がまんする気持ちを身につけよう｣｢相手への尊敬・思いやりの気持ちを養

おう｣は、うちの子を考えた場合この 3つができているのかどうか、できていないのではな

いかと思いました。具体的な目標を入れるといっぱいになってしまうのですが、わかりや

すい目標があるといいと思いました。 

 

若林委員 

 私は仕事柄、子どもさんを見ながら、子どもさんのご両親とも話をするのですが、ご両

親世代は成年ですので、たいへん礼儀正しくて相手の気持ちもよくわかって、子育てにつ

いても一生懸命やっておられる。しかし時々、毎日一生懸命やっているのだけれども、ち

ょっと何を考えているのかよく分からない人がいます。何かあった時に、この人はどうい

うふうに何の考えに基づいて行動するのか。大きな挫折とかあった時に、何を基にどうい

うふうに立ち向かっていくのかと思われるかたは、この下 3 つのルールについて少し弱い

のかもしれないと思います。このルールは小中学校の子どもに対して作ったものですが、

思想信条は個別のものなので、そういったことを身につけさせるといいますか、持っても

らえるようにするには、社会に出て活躍する･世界に出て活躍するということにつなげるた

めに、間にしっかりした信条とか思想を持ってもらう、そういったことにつなげるような
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教育というのはあってもいいかなと思います。人間としての基礎力といいますか、ここに

もありますように、困難な時になんとかしていく力ですね。たとえば道徳教育とか日本語

教育とかしっかり読書をするとかそういったもので養えるのではないかと思います。 

 

島田委員 

 若林委員がおっしゃっていることはとても重要なことで、一言で言うと、生きる力かと

思います。逆境にあった時にどう考えどう行動するかということですかね。学校教育も生

きる力をつけようと一生懸命実践していますが、毎日のいろんな学校生活、授業はもちろ

んのことですが、すべての学校生活のなかで一人ひとりが考えなければいけない。考えに

基づいて行動できる子をめざしてやっているのですが、なかなかうまくいっていないかも

しれません。押しつけの教育ではなく、子どもの側にたった教育、いろんな問題を自分で

考えてそれを解決するためにみんなと磨き合って、友達の考えも取り入れて、自分はどう

すべきかということを考えられる子どもにしたいということですね。 

 

事務局

 ｢相手への尊敬、思いやりの気持ちを養おう｣については、全小中学校とも道徳教育の一

環として、相手を尊重する態度や思いやりを持つ態度を育成しています。学校生活は基本

的にすべて集団として行われるため、この考え方は全教育活動の中で生かされていると思

っています。尊敬や思いやりの気持ちを育む方法として、全小中学校が福祉体験学習を取

り入れています。また全ての学校がクラブ活動や委員会活動で福祉について取り扱ってい

て、たとえば勝山南部中学校には福祉部やユネスコ委員会があり、生徒が自主的に思いや

りの精神に則った活動を展開しています。これはすべての学校で行われています。｢ルール

を守る気持ち、がまんする気持ちを身に付けよう｣についてはルールを守ること・がまんす

る気持ちを持つことは、すべての学校が全教育活動を通して毎日呼びかけています。日々

これの繰り返しといっても過言ではありません。むしろ、がまんする気持ちを育てること

については、学校だけでは限界を感じていて、家庭教育の子育てが大きく影響するのでは

ないかと考えております。全小中学校が集団生活の中で、児童生徒に対し、お互いに譲り

合ったりがまんしあったりして折り合いをつけるということを日々指導しています。また、

道徳の時間でもルールを守る事について取り扱い、子どもたちの心情に訴えかけながら実

践力を伸ばすよう工夫しています。 

 ｢個人としての強さや個性を養おう｣については全小中学校が道徳教育を通して個性を伸

ばすことの大切さについて取り組んでいます。現在の学校ではたとえば陸上競技やクロス

カントリースキーなどのスポーツ活動、アンサンブルコンテストなどの音楽活動等で児童

が自ら進んで自分の個性を伸ばすことができるチャンスに溢れています。子どもたちの個

性を生かしたこのような活動が制限されることのないよう、大会に参加する際や練習等の

際には先生が付き添うなど、学校として支援を熱心に行っています。行事や日々の学習活

動のなかで、目標を持たせることも個人としての強さを育む要素となります。そのため学

校は一人ひとりの子供たちにきめ細やかな声かけをする等の配慮を行っています。同時に、

夢や希望を持った児童生徒を育成するために、キャリア教育についても全小中学校が積極

的に取り組んでいます。3 中学校が地域の事業所の協力を得て行っている「地域に学ぶ 14

歳の挑戦（職場体験学習）」は大変貴重な体験学習の場となっています。 
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市長 

 ありがとうございました。非常に安心しました。関連して思い出したのですが、社会福

祉協議会の事業所の代表と語り合う会がありまして、話しが出たのはヘルパーさんがどこ

も人手不足ですが、介護ベッドがあるにも関わらず、人がいないので入れられない状況が

あるらしいです。ヘルパーさんの仕事というのが悪いイメージが定着しつつあるので、こ

れはそうではないのだと、お年寄りなり困った方をケアすることに心の充実とか、大切さ

とかがバックボーンにあるのだということを知ってもらいたいというようなことをお聞き

しました。そういう施設への慰問もしくはそういう職業の理解のための機会の場などをや

っていないのであれば何かそういう機会を考えてほしいと思います。 

 

事務局 

 いろんな機会を捉えながらいい体験をしていく必要があると思います。 

 

市長

 保育園の訪問などもやっているとお聞きしたのでそういうことも含めてお願いします。 

 

島田委員 

 中学校の家庭科のなかで保育の学習があるので、そういう時に保育園体験をしています。

先ほどの 14歳の挑戦で老人施設へ行く子もいます。 

 

今井委員 

 学校教育のほかにかつやまっ子応援プランが地域教育という言葉がいいかどうかわかり

ませんが、授業にいろんな団体が参加することによって、学校以外のいろんなことを学ぶ

という機会を与えていることは非常にありがたいことだと思います。体験・経験・企画に

参加するという子どもの意気込み、自分で判断するということが一つひとつの重ねてきた

ものが、先ほどの下の 3 つを少しでも軽減することになるのではないかと思います。これ

からも学校の教え方以外に、地域の各種団体の方が取り組んだ形のいろんな子どもたちへ

の呼びかけをどんどん続けてほしいと思います。ほかの地域へ行くと子ども育成会への呼

びかけがありますが、勝山市はすべての団体に呼びかけています。 

 

教育長 

 どちらかというと、地域行事に参加させるとかイベントなどを企画する時に全部お膳立

てしまうとだめなのですね。子どもたちができる範囲内のことをみんなで考えて、少し辛

いが作業をしてもらうと、こういう体験がなければここでいう力がつかないと思います。

そういうことを各地区の応援ネットワークの皆さんにお願いをしています。

 

大久保委員 

 下 3 つのルールがわが子はできていないと申し上げたのですが、学校ではしっかりとし

てくださっているということを再認識しました。家に帰ってきた時、地域に戻ってきた時

にできていなくて、地域として子どもを育てていけないと思っているのですが、市子連の
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かるたの大会で、私が子どものころは成器西小学校の体育館にほぼ全地域の子どもが集ま

ってやっていたものですが、今は教育会館の畳の部屋に収まってしまう人数しかいなくて、

もう存続が厳しいのではないかというくらいになっています。私の地域ではソフトボール

に参加はしているのですが、これに関しても出てくる地域が少なくなっています。指導者

を含め大人の方が忙しくて、地域で子どもたちを育ててあげられないという状況がありま

す。市子連とは別の手だてがあっていろいろ育てているとは思いますが市子連に関しては

昔に比べると少なくなっていると思います。 

 

市長 

 かるたは以前と比べて萎んでしまいましたが、第 1 人者は勝山市にいるので復活できな

いことはないと思いますが、お世話をする人がいないのですね。 

 

事務局 

 かるた愛好会の方が、かるた人口がどんどん減っているので子どもたちになんとか教え

たいということで、教えるにしてもどこに子どもがいて、どの時間に教えてあげればいい

のかという話があったので、放課後児童教室の時間帯に子どもたちが少しでも興味を持っ

てくれたらということで、愛好会の方にご案内しました。各種事業については少子高齢化

で全体的に子どもが減っているのでどこの団体でも、そういう傾向があり、実際公民館が

事業を行っているかつやまっ子応援ネットワークのなかでも、子どもが少ないけれども子

ども自身も忙しく、スポーツや習い事があって出てこれないということがあります。 

 

市長 

 多岐にわたっていろいろな話題がでてきました。非常に実のある勝山市総合教育会議で

あったと思います。次回は深く検討することもありましょうし、新たな課題・話題に及ぶ

こともあると思いますので、皆さま方もテーマを考えていただき、提案していただきたい

と思います。最後に島田委員よりごあいさつをお願いいたします。 

 

島田委員  

 市広報の 1 月号に載っていたのですが、山口茜さんがふるさと選手として福井国体に出

て、自分の成長した姿を市民のみなさんにぜひ見ていただきたいというコメントがでてお

りましたので、市民みながとても楽しみにしていると思います。国体推進課の方には多岐

にわたって詳細な計画をよろしくお願いしたいと思います。それから、市長さんの熱い思

いがこもった、かつやまっ子応援プランを実践していくのは学校であり地域社会であり家

庭であると思いますので、これを基にしっかりやっていきたいと思います。

市長  

本日はどうもありがとうございました。 


