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平成２９年度小牧市教育ビジョン推進会議及び評価委員会会議録 

 

１ 開催日 平成２９年６月３０日（金） 

２ 開催場所 市役所本庁舎３階３０１会議室 

３ 出席した委

員 

議 長 速 水 敏 彦 議長職務代理者 倉 知 雪 春 

委 員 横 井 恵 子 委 員 松 浦 直 樹 

委 員 植 松 浩二郎   

４ 欠席した委員 委     員 伊 藤 健 次   委     員 山 岸 美和子 

５ 説明のため

に出席した

職員 

教 育 長 安 藤 和 憲 教 育 部 長 大 野 成 尚 

教育部次長(学校教育担当) 鍛治屋   勉 教育部次長(社会教育担当) 高 木 大 作 

教育総務課長 小 川 正 夫 学校給食課長 愛 野 恭 彦 

学校教育課長 

生涯学習課長兼小牧山課長 

中 谷   直 

岩 本   淳 

学校教育課主幹 

まなび創造館長 

野 田 幹 広 

松 永 有紀彦 

東部市民センター所長 伊 藤 京 子 味岡市民センター所長 平 岡 麗 子 

北里市民センター所長 野 口 正 三 スポーツ推進課長 武 市 礼 子 

図 書 館 長 山 田   久 新図書館建設推進室長 矢 本 博 士 

保 育 課 長 長谷川 隆 司 指 導 保 育 士 松 永   円 

６ 本委員会書記 教育総務課長補佐 野 田   弘 教育総務課庶務係主任 遠 山 史 織 

７ 議題 （１）推進会議議長及び評価委員会委員長の選任について 

（２）教育委員会事務の管理及び執行の状況について 
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＜開会 午後 ２時００分＞ 

公開会議 

○教育総務課長（小川正夫） 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから平成２９年度小牧市教育ビジョン推進

会議及び評価委員会を開催いたします。 

 本日の会議に傍聴者は申し出がございませんので、報告をさせていただきます。 

 初めに、安藤教育長よりご挨拶を申し上げます。 

○教育長（安藤和憲） 

 皆さん、こんにちは。 

 大変お忙しいところ、平成２９年度小牧市教育ビジョン推進会議及び評価委員会にご出

席していただきまして、大変ありがとうございます。また、日ごろより委員の皆様には本

市の教育行政に対しまして格別お力添えをいただいておりますことに、重ねて感謝申し上

げたいと思います。 

 以前の挨拶でも触れたと記憶しておりますが、この教育ビジョンにつきましては、本市

の教育の指針として、平成１３年に策定をされました。それ以後、毎年、重点政策を定め

まして、教育施策の推進に努めてまいったところでございます。 

 しかしながら、ビジョン策定から１５年以上が経過し、教育を取り巻く情勢は大きく変

化し、ビジョンの見直しが迫られる中、軌を一にして教育委員会制度も改正されました。

それを受けて、市長部局における教育大綱の策定と時期を合わせ、このたび本年の３月に

小牧市教育振興基本計画を策定させていただきました。 

 この教育振興基本計画は、今後１０年を見据えた形で策定されたものであり、これまで

のビジョンにかわる新たな本市の教育の指針となるものと捉えております。既に今年度は、

この小牧市教育振興基本計画に基づきまして、諸事業を推進しているところでございます。 

 今後は、この教育委員会制度が新しくなったこと、そして制度が変わったこともあり、

市長部局と連携を図りながら、この教育振興基本計画に掲げる施策の実施に向けて取り組

んでいく必要があると考えております。 

 本日につきましては、教育ビジョンに基づきまして、昨年度、いわゆる平成２８年度に

実施した教育施策について評価をいただく委員会となっております。この教育ビジョンに

基づく評価は、本日が最後となりますが、委員の皆様にお出しいただいた意見を次の教育

振興基本計画の推進に反映させていきたいと考えておりますので、委員の皆様には積極的

なご意見をお聞かせいただきたいと思っております。 

 本日は、よろしくお願いいたします。 

○教育総務課長（小川正夫） 

 続きまして、委員の皆様の紹介に移りたいと思います。 

 お一人ずつ自己紹介をお願いいたします。 
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 植松委員からお願いします。 

○委員（植松浩二郎） 

 校長会からということで、小牧西中学校でお世話になっています、植松でございます。

どうぞよろしくお願いします。 

○委員（倉知雪春） 

 倉知といいます。よろしくお願いします。 

○委員（速水敏彦） 

 速水敏彦と申します。 

 今は、中部大学の人文学部で教育心理学を教えております。よろしくお願いします。 

○委員（横井恵子） 

 横井恵子と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員（松浦直樹） 

 小牧市小中学校ＰＴＡ連絡協議会会長の松浦直樹と申します。よろしくお願いします。 

○教育総務課長（小川正夫） 

 ありがとうございました。 

 なお、本日、伊藤健次委員と山岸美和子委員のお二人におかれましては、欠席の旨ご連

絡をいただいております。 

 続きまして、本日出席しております教育委員会事務局職員の自己紹介をいたします。 

 教育部長から順にお願いいたします。 

○教育部長（大野成尚） 

 教育部長の大野でございます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いします。 

○教育部次長（学校教育担当）（鍛治屋勉） 

 学校教育担当次長の鍛治屋と申します。よろしくお願いします。 

○教育部次長（社会教育担当）（高木大作） 

 社会教育担当次長の高木と申します。よろしくお願いいたします。 

○教育総務課長（小川正夫） 

 教育総務課長の小川です。よろしくお願いいたします。 

○生涯学習課長兼小牧山課長（岩本淳） 

 生涯学習課長兼小牧山課長の岩本と申します。よろしくお願いいたします。 

○まなび創造館長（松永有紀彦） 

 まなび創造館長の松永と申します。よろしくお願いします。 

○新図書館建設推進室長（矢本博士） 

 新図書館建設推進室長の矢本です。よろしくお願いいたします。 

○図書館長（山田久） 
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 図書館長の山田と申します。よろしくお願いいたします。 

○スポーツ推進課長（武市礼子） 

 スポーツ推進課長の武市と申します。よろしくお願いします。 

○保育課長（長谷川隆司） 

 保育課長の長谷川と申します。よろしくお願いいたします。 

○指導保育士（松永円） 

 保育課指導保育士松永と申します。よろしくお願いいたします。 

○学校給食課長（愛野恭彦） 

 学校給食課長の愛野と申します。よろしくお願いいたします。 

○学校教育課長（中谷直） 

 学校教育課長の中谷と申します。よろしくお願いいたします。 

 なお、私の右隣、本来、指導主事の野田がおりますけれども、他の公務が重なっており

ますので、遅れて参ります。大変申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 

○北里市民センター所長（野口正三） 

 北里市民センター所長の野口と申します。よろしくお願いいたします。 

○東部市民センター所長（伊藤京子） 

 東部市民センター所長の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。 

○味岡市民センター所長（平岡麗子） 

 味岡市民センター所長の平岡と申します。よろしくお願いいたします。 

○教育総務課課長補佐（野田弘） 

 事務局でございます。教育総務課課長補佐の野田と申します。よろしくお願いします。 

○教育総務課庶務係主任（遠山史織） 

 教育総務課の遠山といいます。よろしくお願いします。 

○教育総務課長（小川正夫） 

 続きまして、議題に入りたいと思います。 

 まず、推進会議議長の選任に入ります。 

 議長の選任につきましては、小牧市教育ビジョン推進会議設置要綱第５条第１項の規定

に基づき、推進会議委員の互選によりこれを定めることとあります。これに基づきまして、

委員の皆様でどなたかご推薦いただけないでしょうか。 

○委員（植松浩二郎） 

 毎年毎年で本当に恐縮でありますけれども、本年度もできれば速水委員にお願いできれ

ばと思いますが、いかがでしょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○教育総務課長（小川正夫） 

 異議なしということで、速水委員が議長に選ばれました。 
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 それでは、速水議長からご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（速水敏彦） 

 速水でございます。 

 また推薦していただきまして、ありがとうございました。やらせていただこうと思いま

す。 

 個人にしろ組織にしろ、内省をするとか、あるいは、振り返りをするとか、そういうこ

とで成長を図ろうというようなことは、本当に１０年も前からいろんなところで行われて

いることかと思いますけれども、そういうものがだんだんマンネリ化してきますと、非常

に形式的になってしまうというところもあるんじゃないかということを、最近、自分の大

学でそういうことをやりながらひしひしと感じているのですが、そういうことがあっては、

本当の意味ではフィードバックにはならないと思いますので、ぜひ、緊張感を持ってやっ

ていきたいと思います。 

 今日は、委員の中にご欠席の方があるようですけれども、ぜひ、忌憚のない意見を出し

ていただいて、実りあるものにしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

○教育総務課長（小川正夫） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、要綱の定めに従いまして、議長職務代理者の指名を速水議長にお願いした

いと思います。 

○議長（速水敏彦） 

 これは、ぜひ倉知委員にお願いしたいと思います。 

○教育総務課長（小川正夫） 

 それでは、倉知委員に議長職務代理者をお願いしたいと思います。 

 続きまして、これより評価委員会に入りたいと思います。 

 議題（２）「教育委員会事務の管理及び執行の状況について」になります。 

 平成１９年６月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されたことに伴いま

して、教育委員会は毎年教育行政事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行う

ことが義務づけられました。 

 この点検評価を行うに当たりまして、平成２８年度の教育委員会基本方針に定める重点

施策の取り組みについて、教育委員会で点検を行いました。その資料が、本日の会議資料

としてお配りしています、「点検評価シート（平成２８年度実績）」になります。 

 委員の皆様には、事前にこの点検評価シートをご覧いただき、ご意見を頂戴いたしまし

た。いただきましたご意見は、点検評価シートの各シートの最下段の「評価委員の意見

等」の欄に記載させていただいております。あらかじめ委員の皆様からいただいた意見を

踏まえ、評価として取り入れる意見につきましては、「白丸」で記載がされております。
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確認させていただく意見、「黒丸」がつけてあるものが事務局にて区分させていただいた

ところであります。 

 「評価委員の意見等」の欄のうち、評価として取り入れる意見、「白丸」は、評価のコ

メントとして取り入れる考えであります。確認させていただく意見、「黒丸」は、事務局

の自己点検に記載した内容について、質問や疑問等であります。本日は、確認させていた

だく意見、「黒丸」を中心に、教育委員会よりご説明をさせていただき、委員の皆様のご

意見、評価をお伺いしたいと思っております。 

 お配りしています資料のうち、右上に「資料２」と記載しておりますのは、「学校教育

（平成２８年度実績）」、「資料３」と記載しておりますのは、「社会教育（平成２８年

度実績）」ですが、取り組みの実績や事業内容の説明を補足しておりますので、ご参考と

していただければと思います。 

 なお、この資料２、資料３につきましては、教育委員会各課において、現在、決算報告

に向けて集計中でございます。そのため、付記しております数値と確定値等が多少異なる

部分が出てくることもあるかと思いますので、あらかじめご承知おきをいただきたいと思

います。 

 また、本日出席いただいています委員のうち、校長会選出の委員の方につきましては、

教育委員会の内部組織でありますので、評価委員会にはオブザーバーという形で出席をい

ただいております。 

 要綱では、委員長は委員互選となっておりますが、推進会議に引き続き、速水議長に委

員長をお願いしたいと思います。この後は速水委員長の取り回しによりまして、会議を進

めていただきたいと思います。 

 評価いただいた施策は、２８と数多くあります。限られた時間でのご審議となりますの

で、学校教育関係と社会教育関係、それぞれおおむね４０分程度を目安で、ご審議いただ

くようお願いしたいと思います。 

 それでは、速水委員長、よろしくお願いいたします。 

○委員長（速水敏彦） 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 まず、学校教育部門のほうからいきたいと思いますので、そちらの説明をお願いいたし

ます。これは学校教育担当次長及び学校教育課長にお願いいたします。 

○教育部次長（学校教育担当）（鍛治屋勉） 

 よろしくお願いします。 

 それでは、私から学校教育関係につきましてご説明いたしますが、まずは全体を通して

評価の概要と点検評価シートについて、ご説明させていただきたいと思います。 

 教育委員会では、平成１３年に策定しました教育ビジョンに基づき、毎年教育委員会基

本方針を定め、この教育委員会基本方針に基づき重点施策を定め、取り組んできました。
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今年３月に教育振興基本計画を策定しましたことから、今年度より教育振興基本計画をよ

りどころに事業を進めております。教育ビジョンに基づく評価は、今回が最後となります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 点検評価シート全般にわたることとしましては、まず、このシートの構成を説明させて

いただきます。 

 点検評価シートの１ページをご覧ください。 

 教育委員会による自己点検、自己評価として、主な取り組みに対してその成果、実績評

価として達成状況を記載し、さらに課題と今後の取り組みの方向性を洗い出しています。 

 ２ページをお願いいたします。 

 学識経験者等による評価、つまり外部評価として、評価委員の意見等の欄にあらかじめ

委員の皆様からいただきましたご意見を記載させていただきました。本来、委員の皆様か

らいただきましたご意見は、全て評価とさせていただくところですが、一部この委員会に

おいて確認させていただきたい意見がありましたので、評価として取り入れるご意見と、

確認させていただきたいご意見とに、事務局にて区別をさせていただいております。 

 委員の皆様からいただいたご意見等のうち、白い丸で記載しておりますのが、評価とし

て取り入れるご意見であります。黒い丸で記載しておりますのが、確認をさせていただき

たいご意見であります。本日は、この黒丸のご意見を中心に、ご意見を頂戴したいと考え

ております。 

 二重線で見え消しさせていただきましたご意見は、事務局で少し言い回しを修正または

つけ足しをし、評価として取り入れるご意見としてはどうかと考えたものです。委員が提

出されました意図と合っているのか否かを確認させていただきたいと思います。そのほか

の黒丸のご意見については、委員からの要望や質疑として捉えていますので、枠内欄外に

記載した補足説明を参考にご意見をいただきたいと考えております。 

 先般、委員の皆様には、「委員記入用」とある、「点検評価シート（平成２８年度実

績）」という用紙をお届けさせていただきました。この用紙を活用していただき、ご記入

していただいていることを発言していただいても結構ですし、議論する中でお気づきにな

った委員ご自身の意見等を記入していただいても結構です。後ほど事務局により回収させ

ていただきます。 

 それでは、学校教育関係の重点施策の取り組みごとに説明させていただきます。時間の

限りもありますので、恐れ入りますが、評価委員の意見等を中心にご説明をさせていただ

きます。 

 重点施策といたしましては、１点目「「学び合う学び」の実現による確かな学力や人間

性の育成」、２点目「「豊かな心、健やかな体」の育成」、３点目「「充実した学びを支

える学習環境整備」・「安全な通学路の整備」の推進」の、以上３施策であります。 

 恐れ入りますが、いま一度、点検評価シートの１ページをお願いいたします。 
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 重点施策１「学び合う学び」の実現による確かな学力や人間性の育成、（１）について

であります。学校教育課が担当し、教職員の研修を実施しました。 

 ２ページをお願いいたします。 

 確認したい評価としては、黒丸の１つ目、「どのような方策が考えられるか」とあった

ものに言葉を補足し、「どのような方策が考えられるか早期に検討する必要がある」とさ

せていただきました。２つ目も同様に、「イコールではない」の後に補足しております。

黒丸の３つ目は、一部ご意見を削除させていただきましたが、後ほど担当課長より補足説

明をさせていただきます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 （２）についても、学校教育課が担当し、日本語初期教室（にじっこ教室）とこころの

相談室の継続を行いました。 

 ４ページをお願いいたします。 

 確認したい評価としては、黒丸の１つ目の語尾の結びの言葉を補足しております。２つ

目については、こちらも担当課長から説明いたします。 

 ５ページをお願いいたします。 

 （３）についてであります。学校教育課が担当し、他とのかかわり合いを重視した学び

合う学びの授業づくりや円滑な人間関係づくりを目指したグループワークトレーニングを

用いた授業を実践しました。 

 いただいたご意見につきましては、いずれも評価として受け入れてまいります。 

 ６ページをお願いいたします。 

 （４）であります。こちらは、学校教育課と保育課が担当し、幼稚園や保育園と小中学

校との連携の推進です。 

 ７ページをお願いいたします。 

 確認したい評価としていただきました、２つの意見につきましては、欄外に保育課の説

明を付しております。また、本日配付させていただきました資料のうち、Ａ４横長で「保

育課」と記したものがありますので、そちらも参考としていただければと思います。 

 続きまして９ページ、重点施策２「豊かな心、健やかな体」の育成につきまして、まず

（１）については、学校教育課が担当し、学校評議員会や特色ある学校づくりの推進の継

続と夢の教室を開催しました。 

 １０ページをお願いいたします。 

 確認したい評価としては、語尾の結びの言葉を補足しております。 

 １１ページをお願いいたします。 

 （２）についても学校教育課が担当し、いじめや不登校に関する取り組みを行いました。 

 １２ページをお願いいたします。 

 確認させていただきたい意見にあります、フレッシュフレンド、いじめ・不登校の発生
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件数などにつきましても、後ほど担当課長より補足説明をさせていただきます。 

 １３ページをお願いいたします。 

 （３）につきましては、学校教育課と学校給食課が担当し、学校給食の地産地消やアレ

ルギー除去食の提供を行いました。 

 １４ページをお願いいたします。 

 確認させていただきたい意見につきましては、学校給食課の説明を付しておりますので、

参考としていただきたいと思います。 

 続きまして１５ページ、重点施策３「充実した学びを支える学習環境整備」・「安全な

通学路の整備」の推進であります。 

 まず（１）につきましては、教育総務課が担当し、学校施設の営繕工事を行いました。 

 １６ページをお願いいたします。 

 確認させていただきたい意見につきましては、今年度、トイレ改修の年次計画の策定を

進めておりますので、語尾の結びの言葉を「計画を立てる必要がある」と補足しておりま

す。 

 １７ページをお願いいたします。 

 （２）につきましても教育総務課が担当し、ＩＣＴ環境の整備を行いました。 

 １８ページをお願いいたします。 

 確認をさせていただきたい意見につきましては、ＩＣＴ環境は整備することが目的でな

く、学習活動の道具の１つであり、授業や子どもたちの学力等にどのように寄与していく

か検証することは大事なことと感じておりますので、「検証する必要がある」と補足して

おります。 

 学校教育関係の最後となりますが、１９ページをお願いいたします。 

 （３）についても教育総務課が担当し、通学路の安全対策を行いました。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 確認させていただきたい意見のうち、１つ目の黒丸については、「交通事故の対策以外

に不審者対策も必要」と一部修正を加え、２つ目の黒丸については、通学路における交通

事故の発生件数を記載しましたので、参考としてください。 

 以上、簡単ではありますが、学校教育関係の説明とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 引き続き、学校教育課長より補足説明をさせていただきます。よろしくお願いします。 

○学校教育課長（中谷直） 

 それでは、学校教育課長中谷より、今の説明に少し補足をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず評価シートの２ページに当たるところでございます。 

 確認させていただく意見の、最後の３つ目の黒丸のところでありますけれども、この資
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料ではどんな研修内容なのかわからないというご意見を賜りました。研修内容について少

しご説明させていただきたく、本日、机上にお配りしました２枚、左上にホチキスでとめ

てあります資料、１枚目は左肩に「資料」と黄色で塗られている「フレッシュフレンド派

遣実施要項（抜粋）」と書かれている資料があるかと思いますが、それの２枚目に当たる

ところであります。 

 ２枚目の資料は、教職員研修の中で夏季研修のみになっておりますけれども、その夏季

研修の全ての講座、３７講座ございましたが、それについて研修名、講座名、それから参

加者数及びそれに対する参加者等のコメントを書いたものを配らせていただきました。こ

れらのような多種多様な研修をしているというところは、これを見ていただければわかる

かなと思っております。 

 なお、ここには出しませんでしたが、研修の後に振り返りを参加者に書いていただいて、

もちろんそのたくさんの振り返りの中から抽出して右側のコメントが載っておるわけです

けれども、振り返りの中に、４段階評価でそれぞれ評価していただいて、それを集計した

ものもあります。４段階評価の一番上に当たるところが大変よい、ためになるということ、

２番目がおおむねよいというところになりますけれども、大半は、９割方４段目と３段目

の評価をいただいている、中にはほぼ１００％大変よいという意見をいただいているとい

うことは、集計表の中にも載っておりました。そういう実態であります。 

 続きまして、評価シートをめくっていただき、４ページに当たるところになります。 

 ４ページの確認させていただく意見の２つ目であります。達成状況の回数など数量だけ

でなく、取り組みの具体的な効果などの記述というふうにご指摘をいただきました。ただ、

この教育の成果というのを具体的にあらわすのは、非常に難しいところがございまして、

教育行政事務の成果を載せなきゃいけないというのは十分わかりつつ、なかなか表現方法

難しくあります。ここでは、口頭でこんなことをやっているという、こんな声があるとい

うことを記載したいと思います。 

 まず、外国にルーツを持つ子どもたちへの指導についてでありますけれども、大きくは、

まず、語学相談員の配置をしておりまして、語学相談員については、子どもや保護者との

直接の通訳はもちろん、保護者にお出しする通知文だとかお便りだとかいうものの翻訳だ

けではなく、日本にいても、将来的に母国に帰っていくことを視野に入れての、母語指導

についてもしていただいています。外国の方々あるいは日本語しか話せない教員にとって

は、非常に有効なものであるとご意見をいただいております。 

 もう１つ、にじっこ教室、日本語初期教室でありますけれども、もしストレートに、例

えば、海外から直接転入して通常クラスに入ったときに、個別指導が当然必要ですけれど、

１日中個別指導をやることはできないものですから、どうしてもお客様状態になってしま

うというところを踏まえると、にじっこ教室、日本語初期教室で３か月にわたって、学習

のみならず、日本の学校の生活になれるような指導を受けた上で、通常の学級に入ってい
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くというのは有効であると捉えております。 

 もう１つの視点の、特別支援教育ですけれども、特別支援教育相談員の配置、あるいは、

こどもこころの相談室、相談室と名称がありますので、部屋のように感じられるかもしれ

ませんが、そうではなく、実際には、医師あるいは有識者の方に学校現場を回っていただ

き、教員にとって対応が難しい事例について、適切なサジェスチョンをいただくなどして

おります。また、直接、保護者の相談も受けていただき、保護者の我が子に対する支援の

仕方、指導の仕方、家庭での生活のあり方、親の対応の仕方について、よく学ばせてもら

っているという声もいただいております。 

 また、直接、子どもへの支援をしていただくケースもありまして、例えば、発達障害が

あってなかなか教室に入れなく、玄関に立ちすくんでずっと泣いている子どもに対しても、

箱庭療法などの手法を用いて継続的に指導しつつ、だんだん教室に入れるようになった等

のケースもあるところであります。 

 続いて、１２ページになります。 

 確認させていただく意見、フレッシュフレンドのことについてということでありますが、

先ほど、別紙で、２枚つづりの資料を出させていただきましたが、その１枚目に当たると

ころが、フレッシュフレンド派遣実施要項の一部ではありますけれども、わかりやすいも

のとして出させていただきました。 

 フレッシュフレンドというのは、主に大学生、もちろん大学生でなくても２５歳以下で

あればいいのですけれども、若い世代、子どもに近い年代の人に、不登校の児童生徒に対

しまして、相談相手となってもらうという仕組みであります。主に、家庭に入り込んで、

友達のような関係づくりから社会性、対人間性、そういったものを培うものであります。 

 これにつきましては、昨年度は、１人だけで１５日だけというご意見をいただきました

が、前々年度は残念ながらゼロ名でした。昨年度は、１名の学生の登録があり、そしてそ

のニーズもあって、１５日間の派遣をしたというところです。かなり低い数字だとは思い

ますけれども、現在は、学習チューター制度も活用しておりますので、学生がそちらに流

れていき、学校現場での支援、指導に当たっているという現状があると分析しています。 

 また、いじめ・不登校の発生件数や人数はというところでありますが、いじめの発生件

数につきましては、発生といいますか認知をした件数になりますけれども、昨年度につき

ましては小学校は２１７件、中学校は１８０件でございました。前年度に比較しますと、

数が小中とも多くなっておりますけれども、このいじめにつきましても、ご承知のとおり

認知数が増えたからといってそれが一概にいけないことではなく、認知をすることが大事

であると、目を凝らして見て把握することが大事だというふうに言われますので、それに

ついての対応はしているところであります。 

 不登校につきましては、昨年度、２８年度ですけれども、小学校は７４名、中学校は 

２０９名であります。小学校については前年度若干微減でしたけど、中学校については少
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し増加してしまったという状態でした。 

 私からの補足は以上になります。 

○委員長（速水敏彦） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、これからいろいろご意見をいただきたいと思いますが、まずは、重点施策１

のところでご意見はございますでしょうか。今年は、かなり丁寧に書いていただいている

ので、さらに何らかのご意見がありましたらということになりますが。 

○委員（倉知雪春） 

 確認ですけれど、例えば、２ページの評価委員の意見等というところの、確認させてい

ただく意見の一番下の黒丸のところに、２本の抹消線があります。これをこういうふうに

直して評価のほうへ入れますという、そういうことでいいのでしょうか。ここを削除して、

これで評価のほうへ入れていきたいという。 

○教育総務課長補佐（野田弘） 

 事務局でこちらの資料を作成しておりますので、事務局よりお答えをさせていただきま

す。委員がおっしゃられたように、二重線で見え消しをさせていただいたところを修正と

したいと思っております。今回ですと、線を引かせていただいたところ、補足説明があり

ましたので、そこを削除する形で、評価として私どもは捉えていきたいという考えで提案

をしております。当初こちらの意見を出したときの意図と合っているのか違っているのか、

また、その他の意見もお聞かせいただければと思います。 

○委員（倉知雪春） 

 ということは、この意見は委員のどなたかが書かれたものをそのまま、原文のまま載せ

て見え消ししてあるということですね。 

○教育総務課長補佐（野田弘） 

 そのとおりです。 

○委員長（速水敏彦） 

 以前にも言っているかもしれないのですけれども、例えば、重点施策１の（２）のとこ

ろ、「「学び合う学び」の実現による確かな学力や人間性の育成」というところで、なか

なかそういう指標をとるのは難しいというようなお話もございましたけれど、子どもの学

力なり人間性が、どういうふうに育成されたかといったような、何らかの調査なり指標な

りケーススタディーなり、そういうようなものはあるのでしょうか。あったほうがもちろ

んいいとは思うのですけれども。 

 子どもにこういった確かな学力をつけ人間性を育成するということのために、学び合う

学びをやっているわけでして、もちろん先生方がこんなにたくさんいろいろな研修に行っ

ていただいて頑張っておられるということはわかるんですが、それが子どもに反映しない

と意味はないわけでして、実際子どもがどう変わったかといったところで、特に何かない
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でしょうか。 

 私は、非常に抽象的な話ですけれど、人間性の育成みたいなところで、こういうような

人間性の側面でかなり進展があったとか、それはこういったようなケースで見ることがで

きるだとか、何かそういったようなものが本当にあるといいなと毎年思うのですけれども。

そういうのはなかなか難しいことはわかっているのですけれども、何かないのでしょうか。 

○学校教育課長（中谷直） 

 人間性がどう高まったかですとか、あるいは、学力がどう高まっていったかということ

についての指標というのは、非常に難しい部分があります。例えば、学校に喜んで行って

いるとか、学校生活が楽しいとかいう部分の指標でありましたらあります。毎年学校で調

査しており、手元に資料はございませんが、全体の９０％を超える高評価はとれておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（速水敏彦） 

 それも、間接的には１つの指標になるんじゃないかと思うのですが。 

 そのほかにいかがですか。 

○委員（倉知雪春） 

 質問ですけれど、例えば、３ページの重点施策１の達成状況という中に表があって、に

じっこ教室に１７名というのが２８年度、２７年度出ているのですが、これは期間が決め

てありますよね、何か月ですか。 

○学校教育課長（中谷直） 

 最大３か月です。 

○委員（倉知雪春） 

 ３か月通って、４か月目はもうそこにはいられないということでしょうか。 

○学校教育課長（中谷直） 

 基本はそういうことになっています。 

○委員（倉知雪春） 

 その３か月の間に、どこまで達成できたらとか、そういうのは決めてありますか。日本

語が理解できるかどうかという。 

○学校教育課長（中谷直） 

 実際には、例えば、日本語技能がこれぐらいだとか、そのスケールをもって判断してい

るということではありません。基本的には、３か月たったらその時点で学校へ戻すという

ことですけれども、ケース・バイ・ケースでありまして、ちょうど学期を挟んだり、ある

いは試験日を挟んだりするときには、必ずしも３か月ということではなくて、流動的です。

また、習得に非常に時間がかかる子どもについては、余剰があれば、そういう原則を少し

猶予したときもあります。 
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○委員（倉知雪春） 

 ３か月で、どれくらいまで日本語が使えるようになるかとかいうような、目途みたいな

ものが先生たちの中にあって、卒業テストではないけれど、もうここは出てもいいだろう

とか、そういうふうに決めているわけではないのですね。 

○学校教育課長（中谷直） 

 そのような基準をもって、ここまで達成したらいいよというようなところではございま

せん。 

○委員（倉知雪春） 

 一応期限を３か月に切っているというだけで、個々によって実態は違うということです

ね。 

○学校教育課長（中谷直） 

 はい。３カ月以内で戻るケースもあります。ある程度の日本語、例えば、日常生活の教

室内で使われるような単語が理解できて、行動がある程度１人で動けるような状態だった

ら、個別に判断して学校にというケースもあります。 

○委員（倉知雪春） 

 わかりました。 

○委員（横井恵子） 

 にじっこ教室に入っている子が、分室ですね。これで、ほとんどの外国の子が網羅され

ているというわけではないですよね。人数が多いということで。 

○学校教育課長（中谷直） 

 日本語教育が必要な子が、これが全てではありません。まず、ここに入るのは、基本的

に全く日本語ができないケースの子が対象になりまして、学校教育課に入学の手続をとら

れるときに、こういう制度があるけれどどうですか、というふうにしてお勧めしています。 

 ただ、場所が、大城小学校と旧味岡児童館ですから、そこに通うのが難しい子について

は、やむを得ずいきなり学校現場ということもあります。 

 学校現場に入ったときについては、先ほどの説明の中でも申し上げましたが、なかなか

個別対応が難しいですので、にじっこ教室にいるような語学相談員あるいは日本語指導員

が、特別にそこに一定程度入り込んで指導していくという対応もしています。 

○委員（横井恵子） 

 通う人は、みんな親が連れていくのですよね。 

○学校教育課長（中谷直） 

 基本的にはそうです。 

○委員長（速水敏彦） 

 よろしいですか。それでは、次の重点施策２のところでご意見をお願いします。 

○委員（横井恵子） 
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 夢の教室について、私はすごくいいことだと、本当にありがたい話だと思うんですけれ

ども、結局のところ、これは有名な方をお呼びするわけですから、予算がかなりかかって

くるんじゃないかということがあるんですけれど、学校が予算立てしているのでしょうか。

その予算のとり方ってどうなっていますか。 

○学校教育課長（中谷直） 

 この予算につきましては、教育委員会のほうで予算立てをして進めています。学校現場

の負担ではありません。 

○委員（横井恵子） 

 呼ぶ人にもいろいろランクがありますよね。 

○学校教育課長（中谷直） 

 呼ぶ人によっての単価という言い方はいけませんけれど、その差はありません。５年生

が対象ですので、５年生の学級数に応じた金額をお支払いしています。 

○教育長（安藤和憲） 

 これについては、学校側は、講師を選べません。サッカー協会に登録されている、全国

で３００か５００かの登録講師の中から、元Ｊリーガーなどの、いわゆる有名というか一

流の選手たちが登録しているところから、日程の合う講師をサッカー協会のほうから割り

振ってきます。たまたまそれが中日ドラゴンズのある選手だったりするのであって、学校

側が希望した講師ではないということです。 

○委員長（速水敏彦） 

 登録されている人は、スポーツ関係の人ばかりというわけでもないのでしょうか。やっ

ぱりサッカーとかそういうスポーツ関係の人が多いのでしょうか。 

○教育長（安藤和憲） 

 全員スポーツ関係です。トップアスリート。 

○委員長（速水敏彦） 

 そういう人が中心なんですか。 

○教育長（安藤和憲） 

 はい。 

○委員（横井恵子） 

 アスリートだけなんですね。ほかの分野の方はまだ入っていないのですね、夢の教室に。 

○教育長（安藤和憲） 

 水泳とか陸上とかバスケットとかサッカーとか、ありとあらゆる競技のアスリートたち

です。 

○委員長（速水敏彦） 

 点検評価シートに、取り入れる意見として、どういうふうに子どもたちが受けとめたの

かと、何らかのエビデンスが示されることが望ましいという意見もありますけれども、こ
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れなんかはどうなのですか、やっぱり感想は書かせたりしておられるのですか。 

○学校教育課長（中谷直） 

 感想は必ず書かせておりまして、その集約もしています。大半が、まず、夢を持つって

すばらしいなという意見です。また、アスリートの方のほとんどが、仲間と協力すること

のすばらしさを語られるものですから、友達を大事にする、仲間を大切にするっていうこ

とも言われます。それから、困難なことに立ち向かうという視点もかなり多い話になるん

ですが、大抵は挫折の話、それを乗り越えた話がされますので、そういった視点からも同

じような感想を子どもたちからはいただいています。 

 以上です。 

○教育長（安藤和憲） 

 もう少し補足すると、講師を務めていただいたトップアスリートの元選手に、子どもた

ちが書いた振り返りシートをお渡ししています。そうすると、その講師が必ずコメントを

書いて子どもに返すと、それで終わるということで、後日必ずそのコメントの書かれた振

り返りシートが子どもの手元に返ってくるという仕組みをとっています。 

○委員長（速水敏彦） 

 それは、子どもにとってはすごくインパクトがありますね。 

○教育長（安藤和憲） 

 そうですね。必ずコメントが返ってくる。やりっ放しではないということです。 

○委員長（速水敏彦） 

 また前に戻るようですけど、運動が好きな子は、確かにそれはすごくいいですよね。た

だ、必ずしもみんなが運動だけに夢を見ているわけでもないので、できるだけもうちょっ

と範囲を広げるといいと思うのですが、そういうことはなかなか難しいのでしょうか。そ

ういう人を連れてくるというのは。 

○委員（横井恵子） 

 文化面とか芸術面とか、呼べるといいなって思います。 

○教育長（安藤和憲） 

 協定を交わした相手方が、日本サッカー協会なものですから、向こうとしては、この事

業は、元選手たちの後の育成というかそういう面のこともあるので、スポーツ関係者がや

はり多いということですね。文化人とかそういう方々は、少し範疇が違うのかもしれませ

ん。 

○委員長（速水敏彦） 

 どうですか、ＰＴＡの方からは。 

○委員（松浦直樹） 

 これは、私も評価のほうは、継続を望むということで書かせていただいているんですけ

れども、やはり普段接していないトップアスリートの方と接することっていうのは、日常
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接したことのない方との、本当に数少ない貴重な体験なので、ぜひこれは推進していただ

きたいなと思っています。 

 今おっしゃられた文化面というところであれば、この後、出てくると思いますけれども、

中部フィルさんなど、各小中学校に年に数回お越しいただいていますので、スポーツとは

違った分野でのふれあいも行っていただいているなというのが感想です。 

 美術とかそういった部分となると、各団体と市との交衝という話になってくると思うん

ですけれども、可能であれば、そういった分野も実施を検討することも必要かなとは思い

ます。 

○委員長（速水敏彦） 

 次にいきたいと思います。 

 重点施策３のほうでお願いいたします。 

○委員（倉知雪春） 

 １ついいですか。 

 ２０ページ、通学路の関係になりますけれど、確認させていただく意見の中で、登下校

中の小学生を交通事故から守る対策と同時に、不審者などから守る対策ということが出て

いますが、２８年度に交通事故以外の不審者で何か事件・事案があったということはなか

ったですか。 

○学校教育課長（中谷直） 

 校区内という捉えでないと、お答えが難しいですが、不審者については、時々出没して

います。例えば、露出ですとか。直接的に身体に危害を加えられるような被害については、

昨年度は一切ありませんでした。 

○委員（倉知雪春） 

 対策は何かとられているのでしょうか。不審者情報を通報するとか、そういうことは見

た人でやっているかもしれないけれど、登下校中の対策として、学校教育課が何かやって

いるのでしょうか。 

○学校教育課長（中谷直） 

 登下校中の見守りについては、通学路ボランティアを活用し、各地区、各小学校区から

たくさんの協力者を出していただいて、登下校を見守っていただいています。小学校が多

いですけれど、そういう対策をしております。 

○委員（倉知雪春） 

 全小学校で、そういう組織があるのでしょうか。 

○学校教育課長（中谷直） 

 はい。 

○委員（倉知雪春） 

 それによりかなり防げるというか、通常の監視により、問題が未然に防げているという
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ことですよね。 

○委員（横井恵子） 

 今の件ですけれども、低学年の子が１人とか２人で帰るようなパターンというのは、極

力少なくするような指導をされているんですよね。グループで帰るとか一斉に帰るとか、

特に小さい子。 

○学校教育課長（中谷直） 

 小学生の場合については、基本的にバス下校といって、帰る時間帯を何時何分とそろえ

て一緒に帰るのがほとんどになります。中学校は、それがなかなか難しいんですけれども、

中学校においても１人にならないように、できるだけまとまって帰るようにという指導は

学校でされています。 

○委員（松浦直樹） 

 実際にボランティアをされている方々も、出られる日出られない日がもちろんあると思

うんですけれども、自分が住んでいるエリア外のところに送り迎えしていただいているボ

ランティアの方もいらっしゃるし、どうしても帰る道で最後になってしまう家の子、最後

１人になる、そういったところにも、ついて行っていただいているという現状があります

から、大変ありがたいと思っています。 

 でも、退職された地域の方々が、もっともっと参加していただけるといいのにというの

は、感じます。見守る人たちが増えれば増えるほど、犯罪抑止力が高まると思いますので。

そういった意味では、今後もボランティアの方々の参加を、各小学校通じて、積極的にや

っていただきたいなと思います。 

○委員長（速水敏彦） 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、少し戻りますが、重点施策１のところで、７ページのところですが、確認さ

せていただく意見というところで、「（保育課）説明」というのが書いてあるのですが、

この部分の説明をお願いできますでしょうか。 

○指導保育士（松永円） 

 心の教育と小中の連携のつながりが、はっきりつかめないというご意見だったと思いま

す。 

 幼稚園の教育要領や、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園の教育・保育要領の全

てが、２９年度に改定されました。これにより、人が社会人となっていくために必要とす

る資質と能力が一本化され、つながっていくことが必要であるということがうたわれまし

た。今日の資料につけさせていただいているのですが、こういった流れでつながっていく

ということがはっきりいたしました。 

 この流れの中で、幼児期においては、遊びというものを中心とした学びというところで、

教師や教科指導型ではなく、遊びを通して培われる力、ここでは心の教育というふうにう
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たってありますが、実際のところは、幼児期においては心情、意欲、態度といった学びに

向かう力、今言われている非認知的能力ですが、そういった能力を高めようというのが基

本であります。 

 そういった育った能力を、小学校に向けてつなげていくためには、幼児期にどんな教育、

どんな学びをして小学校に上がっていくかというところを互いに理解をするという部分で、

連携をとっていくことが大事であるというふうに考えております。いろいろな機関が集ま

って、情報交換や、講義を聞いて学ぶ、実際の保育現場を見ていただく公開保育を通して

学ぶ、または子どもと遊びながら実際の事例を持ち寄り皆さんで検討していただくことで、

幼児教育からつながり、小学校へのスムーズな移行へと進めていきたいというところが本

来の目的であります。そういった部分が、なかなかご理解いただけていなかったと思いま

したので、補足でつけさせていただきました。 

○委員長（速水敏彦） 

 ありがとうございました。 

 それでは、次の社会教育のほうに移っていきたいと思いますので、こちらの説明をお願

いいたします。 

○教育部次長（社会教育担当）（高木大作） 

 私からは、社会教育関係についてのご説明をさせていただきます。 

 こちらにつきましても、学校教育同様、教育委員会基本方針に基づき、「生涯学習のま

ちづくりの推進」、「芸術・文化の振興」、「文化財の保護・活用」、「図書館の充実」、

「男女共同参画社会の推進」、「スポーツの普及・振興」の、以上６つの重点施策を定め、

取り組んでまいりました。 

 点検評価シートの構成は学校教育と同様でございますので、恐れ入りますが、同じよう

に評価委員の意見等を中心にご説明させていただきます。 

 ２１ページからスタートになろうかと思います。生涯学習のまちづくりの推進につきま

しては、２１ページから２６ページまでの３施策になります。 

 まず２１ページ、（１）につきましては、生涯学習課と味岡、東部、北里の３つの市民

センターが担当し、公民館での市民企画講座や出前講座などを実施いたしました。 

 ２２ページをお願いします。 

 確認させていただきたい意見として、講座受講者の増減とございます。平成２８年度の

受講者数は、資料３をお願いしたいと思います。分厚いものですけれども、これの２ペー

ジ以降に記載があり、２ページの上から、「生涯学習のまちづくりの推進」と見出しがご

ざいますが、本文に入った４行目に「合計９７講座のメニューがあり、延べ２２０講座の

要請がありました」と記載があります。これが２８年度の実績でございます。これに対し

て、平成２７年度は、メニューの数は１０７、講座の要請が２０２回ということで、講座

の開催回数を比較すると約１割増加したことになっております。これが講座の開催の関係
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でございます。 

 続いて２３ページ、（２）のところでございます。こちらも生涯学習課と３つの市民セ

ンターが担当し、公募型の市民企画講座の実施や、学習の成果発表の機会の提供などを行

いました。 

 その結果、２５ページに進んでいただきますと、確認させていただきたい意見の、まず

１つ目でございます。地域３あい事業を実施している区は全体の何％なのかというところ

で、先ほどの資料３の１０ページをお願いしたいと思います。 

 資料３の１０ページ中段あたり、（６）地域３あい事業とございます。こちらで２８年

度の実績を見ていきますと、４行目に、「実施地区７０地区」とございます。区といたし

ましては、１２９の区がございますので、そのうちの７０区ということで、パーセンテー

ジでいいますと、全体の約５４％が３あい事業を実施しているということになります。 

 点検評価シートに戻りますと、２つ目の黒丸、こまなびフェスティバル来場者の促進と

あるが、達成のところに昨年との違い等々で来場者についてのことがございますけれども、

開催時期を変更し、昨年度実績と比較して、約４００人増となっている状況でございます。 

 続きまして、評価シートの２６ページをお願いいたします。 

 （３）は、生涯学習課が担当し、大学との連携や家庭教育事業を行いました。 

 一番下段、いただいた意見につきましては、いずれも評価として頂戴したいと思ってお

ります。 

 次の２７ページからは、重点施策２ということで、芸術・文化の振興についてでありま

す。 

 （１）については、昨年は文化振興課が担当しておりましたけれども、平成２９年度４

月の行政組織改正によりまして、文化振興課という課はなくなり、その業務の一部を生涯

学習課が引き継いでおりますので、評価を受ける課名といたしましては、生涯学習課とな

ります。 

 この内容等につきましての、下段、確認させていただきたい意見につきましては、語尾

の結びの言葉を補足しております。 

 続きまして２８ページ、（２）も同様に、生涯学習課が担当ということになります。美

術展や市民ギャラリーに関する取り組みについてです。 

 一番下の確認させていただく意見ということで、なかなか評価が困難かとは存じますけ

れども、いま一度、本日ご意見がいただければと思っております。 

 続いて、２９ページでございます。（３）も生涯学習課の担当です。こども夢・チャレ

ンジ文化事業を実施いたしました。 

 こちらにつきまして、確認させていただきたい意見で、サポートの意味についての質問

をいただいております。このサポートは、各団体の活動、そして文化財団の運営を前進す

るための支援であるということで、具体的には、先ほど組織改正のお話をいたしましたが、
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これまで文化振興課で行っていた事業を新たに文化財団で行うことになりますので、その

費用的な面での支援を含めた情報提供、情報共有などを行いますといった形になります。 

 続きまして、３０ページです。（４）も生涯学習課の担当となります。ご案内のとおり、

こまき市民文化財団を設立いたしました。 

 その関係で、確認させていただきたい意見のうち、まず１つ目の黒丸ですが、設立時期

は、この４月に設立をしております。２つ目の黒丸については、一部字句を削除させてい

ただき、評価として取り入れたいと考えております。一番下段の二重線で消してあるとこ

ろに事務局の部屋の関係がございますが、現在は小牧市民会館の１階に事務室があります。

設立間もない現時点では、小牧市の職員が出向しております。これを中長期的に考え、人

材問題も含めて、事務室については今後の検討事項としたいと思っております。 

 続いて、３１ページです。重点施策３、文化財の保護・活用についてであります。 

 （１）は小牧山課が担当となっております。史跡小牧山の発掘調査や、（仮称）史跡セ

ンターの実施設計などを行いました。 

 頂戴した意見につきましては、いずれも評価としていただきたいと思っております。 

 続いて３２ページ、（２）については、生涯学習課が担当となります。 

 古文書の入門講座や歴史講座など、歴史に関する興味、関心を向上することができたと

考えておりますが、一番下の確認させていただく意見でありますように、先ほどの美術展

や市民ギャラリーに関する取り組み同様、非常に評価が困難かと存じますけれども、ご意

見賜れればと思っております。 

 ３３ページであります。（３）です。小牧山課が担当となります。小牧山城の価値や魅

力の発信に努めてまいりました。 

 一番下の頂戴いたしました意見につきましては、いずれも評価として受けさせていただ

きたいと思っております。 

 続いて、飛んで３５ページ、重点施策４、図書館の充実についてです。 

 （１）につきましては、図書館が担当し、図書館資料の充実、展示・企画コーナーの充

実、図書館まつりの開催などを行いました。 

 そういった中、３６ページに確認させていただきたいご意見が２つあり、１つ目に、蔵

書数が減少している図書館についての質問がありました。また、２つ目には、図書が粗末

に扱われ使用できない傾向にあるのかというお尋ねをいただきました。これに対する回答

を記載してございますので、ご参考にしていただきたいと思います。 

 続いて、３７ページの（２）であります。こちらも図書館の担当になります。 

 保健センター、ボランティア、学校図書館などとの連携を強化し、ブックスタート、お

はなし会、配本サービスを行いました。 

 ３８ページで、確認させていただきたい意見としまして、一部字句を削除させていただ

き、この形で評価として受け入れてはどうかということで記載してございます。 
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 続いて、３９ページの（３）です。新図書館建設推進室が担当となります。 

 新小牧市立図書館建設審議会におきまして、昨年１７回の審議を重ね、平成２９年２月

８日に答申をいただくことができました。そういった流れで進めておりますけれども、こ

ちらの評価といたしましては、いただいた意見につきまして、いずれも評価として取り入

れていきたいと思っております。 

 続いて、飛んで４１ページになります。重点施策５、男女共同参画社会の推進について

であります。 

 （１）、担当はまなび創造館になります。各種審議会等への女性委員の登用、男女共同

参画の意識の啓発を行いました。 

 ４３ページに記載の確認させていただきたい意見といたしまして、女性の登用率のご提

案がございます。女性の登用率については、第３次小牧市男女共同参画基本計画において

目標数値を設定しておりまして、平成３３年度までに３３％を達成できるよう努めており

ますので、一部字句を削除させていただき、評価として受け入れていきたいと考えており

ます。 

 続いて、４４ページでございます。こちらもまなび創造館が担当となります。 

 恐れ入りますが、このページにつきましては本日差しかえをさせていただきたく、机上

に、ページ数が４４ページだけのものが置いてございますので、こちらをご覧いただきた

いと思います。 

 重点施策５の（２）、こちらにつきましても、まなび創造館が担当となります。小牧市

女性活躍推進計画の策定をいたしました。 

 下段、確認させていただきたい意見につきましては、女性活躍推進計画に基づき、仕事

と生活の調和の実現に向けた、仕事と育児、介護などとの両立支援策の充実について、そ

れぞれ所管課において取り組むこととしております。 

 ここでは、まなび創造館としての課題、取り組みに対する意見につきまして、修正をさ

せていただければということで、「女性の仕事と家庭生活との両立を図るための、男性の

長時間労働を前提とした働き方の見直しなどについて、関係機関と連携を図ってほしい」

という形でどうかということで、修正案を記載させていただきました。ご意見をいただき

たいと思います。 

 ４５ページです。（３）でございます。こちらもまなび創造館が担当となります。 

 男女共同参画普及員の配置を進めております。 

 下段、確認させていただきたい意見でございますけれども、今後の取り組みの方向性が

前年度とどう異なるのかというお尋ねでございます。 

 平成２８年度における配置された区は、２５区と前年度よりも３区減少いたしましたが、

今年の４月１日における配置された区は、２９区となっております。今年度は、普及員の

方が地域でより活動しやすいように、普及員の方を対象とした講座を開講していく予定で
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す。また、引き続き普及員の活動事例を収集し、まとめたものを全区長へ配布し、普及員

の活動についてのご理解を求めて、広報「こまき」にも普及員の活動事例等を掲載してい

きたいと考えております。 

 続いて、４７ページでございます。重点施策６、スポーツの普及・振興についてであり

ます。 

 （１）につきましては、スポーツ推進課が担当でございます。さまざまな世代の市民が

参加できるスポーツ教室を開催いたしました。内容が記載してございます。 

 ４８ページをお願いいたします。確認させていただきたい意見ですが、４７ページの達

成状況に記載しております、各種教室等の前年との比較があるとよいということでござい

ますので、こちらも本日お配りさせていただきました、緑地の紙、こちらに追加で資料を

出させていただきました。こちらに、それぞれの教室、講習会の平成２７年度の実績、平

成２８年度の実績を記載させていただきました。こちらが対前年度の比較表ということで

ご理解いただきたいと思います。 

 ４９ページをお願いしたいと思います。 

 （２）でございます。こちらもスポーツ推進課が担当となります。民間指導者の養成や、

民間指導者を学校部活動に派遣するなどの事業を行いました。 

 ５０ページをお願いします。最後になります。 

 確認させていただきたい意見としまして、受講者が少ない原因というお尋ねでございま

す。公認スポーツ指導員養成講座は、年に一度ではありますが、２日間にわたる講座で両

日とも９時から４時半までと、受講者には比較的負担が大きいと思われます。また、小中

学校運動部活動の民間指導者だけではなく、スポーツ推進委員や公認スポーツ指導員など

も受講対象としておりますので、受講者が指導する年齢層が幅広く、講座のカリキュラム

も各般にわたる内容となっております。 

 スポーツ推進課としましては、スポーツ指導者の資質向上のためには各般にわたる知識

の習得が必要となると考えており、現状のカリキュラムは維持していきたいと考えており

ます。結果、そのことにより受講者が少ない要因の１つになっていると推測をしていると

いう状況でございます。 

 恐れ入りますが、社会教育関係の説明として、以上とさせていただきます。よろしくご

審査いただきますようお願いいたします。 

○委員長（速水敏彦） 

 どうもご説明ありがとうございました。 

 それでは、また社会教育のほうの重点施策１からお願いしたいと思います。ご意見をお

願いいたします。 

○委員長（速水敏彦） 

 ２６ページのところでございますけど、企業との連携推進の達成状況が示されていない
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というところですけれど、これは示されていないのですが、実際にないということですか、

それとも、実際にはあるけれど示されていないのでしょうか。連携の事実はあるのですか。 

○生涯学習課長（岩本淳） 

 示されていないということですが、実際には、企業との連携推進を行っております。例

えば、資料３をご覧いただけますでしょうか。 

 資料３の３ページをお願いいたします。こちらは、出前講座の資料であります。出前講

座のメニュー、それから、何回開催したかということが記してあるんですけれども、３ペ

ージの真ん中から下あたりに、「企業編」というように書いてございます。 

 この出前講座というのは、行政が市内の団体さんが勉強会等をされるところに出かけて

行って、行政の職員がいろいろお話しをさせていただくのが「公共機関・市行政編」、市

民活動をやってみえる方々が出かけて行ってお話しをさせていただくのが「市民サークル

編」ですけれども、今申しました３ページ真ん中下段のところにあります、「企業編」と

いうところは、企業の方にご協力いただいて、例えば、一番上にあります出張講座ですと、

カゴメさんがその団体の学習会などに出向いて行ってお話をしていただくというものです。

また、２番目とか４番目にありますように、工場見学ということで、市内の団体さんが市

内企業に工場見学に行かせていただくというところで、企業との連携というのは行ってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員（倉知雪春） 

 要請しているところは、学校とかそういうところでしょうか。 

○生涯学習課長（岩本淳） 

 出前講座を受講していただくには、いろいろ要件がございまして、市内の１０人以上の

サークルとさせていただいております。学校からもお声がけをいただいて、出前講座とし

て出かけて行ってお話をさせていただく場合もございます。 

 子ども会も、お声がけがあれば出かけて行きます。 

○委員長（速水敏彦） 

 次に、重点施策２に移っていきます。 

 ２７ページですけれども、確認させていただく意見というところで、「文化振興につい

ては、いろいろな事業に利用者が固定してしまわないように、広汎な市民参加の取り組み

を拡大する必要がある」というふうにしていただいたのですが、意図としてはいいのです

けれど、言葉遣いとして、「広汎」という言葉と「拡大」という言葉が、両方とも広げる

という感じで、少し気になります。広汎な市民参加の取り組みを促進する必要があるとか、

そのほうがいいと思います。 

○教育部次長（社会教育担当）（高木大作） 

 適切に直したいと思います。 
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 ありがとうございます。 

○委員長（速水敏彦） 

 ほかに何かありますか。 

○教育部次長（社会教育担当）（高木大作） 

 先ほどの説明の中で、２８ページの美術展や市民ギャラリーについて、次は３になりま

すね、また後になります。まずは、そちらのほうにつきまして何かご意見あれば。特段の

ご意見がなかったという状況でございますので、もしこの場でご意見あれば評価委員の意

見として入れていきたいと思いますので、お願いしたいと思います。 

○委員長（速水敏彦） 

 これは、どういうことですか。評価委員の意見等の欄の「個人的に情報に触れる機会が

なかった」というのについてですが。その評価者が個人的にと言っているわけですよね、

それは評価になるのかどうか私はよくわからないのですが。これを書いた方がこの場にい

らっしゃればですが。 

○委員（松浦直樹） 

 これは私が書いています。基本、全部の評価意見欄に書いたのですが、評価する・評価

しないということではなく、ここは、自分が「この情報に触れていないので評価する立場

にありません」という意味で書きました。 

○委員長（速水敏彦） 

 ということであれば、よろしいですね。 

○委員（倉知雪春） 

 市民美術展というのは、年に１回でしょうか。 

○生涯学習課長（岩本淳） 

 年に１回行っております。 

○委員（倉知雪春） 

 この市民ギャラリーの企画展は、いろいろな団体さんというか、やりたい人が申し込ん

でやるものですよね。ラピオで。 

○生涯学習課長（岩本淳） 

 今申されたとおり、ここでいいます市民ギャラリーは、ラピオの４階にございます、美

術品等を展示できるスペース、ギャラリーでございます。 

 有料の貸し出しスペースとなっておりますので、市民の方から作品を展示したいという

申し出があったときには、お貸しさせていただいています。また、行政のほうで市民の文

化、美術・芸術の振興のために、写真を飾ったり絵を飾ったりということもしています。

例えば、どこかのサークルさんにお声がけをして、展示をしてくださいという形で、企画

展として物を展示するということもやっております。 

○委員（倉知雪春） 
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 市民ギャラリーの稼働率はどうでしょうか。どれくらい貸し出しているのでしょう。使

われている日にちのほうが多いのかどうか、大体の感じでいいのですが。 

○まなび創造館長（松永有紀彦） 

 市民ギャラリーにつきましては、４月から、まなび創造館で所管しております。 

 平成２８年度の利用状況でございますけれども、件数としましては、３７５件でござい

ます。これは１日当たり、３室ございまして、それを３コマとしますと、全体で１,０３８

コマということで、率としましては３６.１％という稼働率でございます。 

○委員（倉知雪春） 

 借りるにはお金がかかりますよね。 

○生涯学習課長（岩本淳） 

 はい、有料での貸し出しです。 

○委員（倉知雪春） 

 お金がない人は借りない。 

○委員（横井恵子） 

 高いと聞いたことがありますが、いかがでしょうか。 

○まなび創造館長（松永有紀彦） 

 現状の利用料が、１週間もしくは２週間という単位での貸し出しになっていますことか

ら、高いという感覚を受けられるのではないかと考えます。例えば、３日使いたいと言わ

れても、期間としては１週間ということで、そういうことから高いということが言われる

のかなと思っております。 

 以上です。 

○委員（倉知雪春） 

 先ほどの話で、３６％ぐらいの稼働率であるとありました。半分以上がまだ空いている

ということです。この間、知り合いの人にそういうことをやりたいという人がいたけれど、

市民ギャラリーはお金がかかるから、無料の東部市民センターでやると言っていた人がい

ました。やはり、市民の中には、使いたいけれど、お金がかかることを理由に、その機会

を遠慮している人もいるのだと思います。ですから、そのあたり、より多くの人に使って

もらえるように、考えてみてください。 

○まなび創造館長（松永有紀彦） 

 市民ギャラリーの使用料につきましては、先ほど申し上げましたとおり、現状は１週間、

２週間という期間で決められておりますので、それを今年度、１日単位に見直すというこ

とを考えております。そうしますと、利用する期間の使用料を納めるということで、多少

利用者の負担は軽減されるというふうに考えております。 

 以上です。 

○教育部長（大野成尚） 
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 今申し上げましたように、バスや飛行機ではないですが、空気を運ぶよりは、やはり、

料金を低くしてもより多くの方に使っていただいたほうが収入的にもいいですし、使う方

にとっても利用度が増すということから、定期的な見直しの一環の中で、ただ今検討中で

ございます。 

○委員長（速水敏彦） 

 それでは、次の重点施策３のところでお願いいたします。 

 ３２ページの、評価委員の意見の確認させていただく意見のところも、個人的にはと書

いてあります。 

○委員（松浦直樹） 

 ３２ですか、そうですね。 

○委員長（速水敏彦） 

 情報入手ルートがどのようになっているのかが不明であるというのは、こういうことを

やっているということをどうやって知るのか、ということがよく分からないから、分かる

ようにしてくれということでしょうか。 

○委員（松浦直樹） 

 そうですね。全くここに関して、私自身、接していなかったというところがあったので、

このような書き方をしました。 

○生涯学習課長（岩本淳） 

 ＰＲが上手くなく、非常に申し訳なかったと思っています。 

 資料にございます、こういった講座ですとか事業につきましては、市の広報、それから

ホームページ、また年２回全戸配布させていただいております生涯学習情報ガイド「こま

なび」、こういったものに掲載させていただいております。また、愛知文教大学さんと連

携して行う講座などは、チラシも作って公共施設に置いたり、また、愛知文教大学さんの

ほうでも設置していただいたりということで、周知をしているところです。情報取得がで

きなかったということで、大変申し訳なく思いますので、より多くの人の目につくような

ＰＲをしてまいりたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○委員（松浦直樹） 

 個人的には、なかなか全ての情報を仕入れるということができていない中で、全ての評

価意見欄を書いたものですから、ＰＲ不足だと思ってはいませんが、このような書き方に

なってしまい、申し訳ありません。 

○生涯学習課長（岩本淳） 

 合わせまして、先ほど、ホームページ、広報、チラシ等というふうに申し上げたのです

けれども、市でもフェイスブックなどの、いわゆるＳＮＳ、若い方にも取りつきやすいよ

うなツールも使いながら情報発信をしております。歴史の情報などもそういったものを使
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って発信しておるところでありますが、さらに強化してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員（倉知雪春） 

 文化財マップというのは、地区ごとに作っているのですか。主な取り組みの一番下の項

目のところですけれども、小牧地区以外にも、篠岡地区などのものがあるのでしょうか。 

○生涯学習課長（岩本淳） 

 確かではないですが、小牧・味岡・篠岡の各地区で作っています。 

○委員（倉知雪春） 

 順番に作っているのですね。 

○生涯学習課長（岩本淳） 

 これをもとに、地域を散策するなどの事業も行っております。 

○委員（倉知雪春） 

 この文化財マップは、見ると、よく調べてあるなと思います。役立つと思います。 

 小中学校にも置いてあるのでしょうか。 

 冊子を増やすとお金がかかるかもしれないですけれど、結構いいものができているので。 

○生涯学習課長（岩本淳） 

 今、この場でお答えができなくて大変申し訳ありません。 

 文化財マップにつきましては、後ほど確認いたしまして、後日ご連絡させていただくよ

うな形でもよろしいでしょうか。 

○委員長（速水敏彦） 

 それでは、次にまいりたいと思います。 

 重点施策４について、ご意見をお願いします。 

○委員長（速水敏彦） 

 教えていただきたいのですが、いわゆる新図書館というのは、どういう段階にあるので

すか。 

○新図書館建設推進室長（矢本博士） 

 新図書館についてのお尋ねでございますが、点検評価シートには、今後の取り組みの方

向性のところでございますが、平成２９年２月８日の審議会からの答申内容を尊重すると

ともに、市全体の見地より、「新小牧市立図書館の建設方針」を策定するなど、早期事業

推進の進捗を図るというようになっています。 

 現在の状況でございますが、この点検評価シートは２８年度実績でございますので、 

２９年度の実績となりますが、まず、この答申を尊重して、市としての建設方針案を取り

まとめまして、市議会をはじめ、小牧市立図書館協議会、市内の４カ所で開催しました市

政報告会で意見をうかがうとともに、５月２６日に開催されました教育委員会におきまし

て議決を受けまして、先般これを市の建設方針として決定をいたしました。これが６月で
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ございます。 

 そして、その方針に基づきまして、市議会に事業推進のための補正予算を計上いたしま

して、昨日この補正予算が認められております。そのため、これから基本設計に入ってい

くという状況でございます。 

 今後の予定でございますが、平成２９年度、３０年度にかけまして設計作業、そして、

３１年度、３２年度にかけまして建設工事ということで、３２年度末に供用開始を目指し

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（速水敏彦） 

 前にあった案とは、どういうところが違ったものになりそうなのですか。 

○新図書館建設推進室長（矢本博士） 

 前と大きく変わったところは、論点になりました運営形態が、前回は、指定管理者とい

いまして、民間の企業に運営してもらうということでございましたが、審議会の答申から

も市直営でということでしたので、そちらの答申を尊重しまして、市直営としているとい

うことでございます。それから、建設場所につきましては、同じ駅前の地区ということで

ございます。また、事業費につきまして、少し抑えているというようなところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（速水敏彦） 

 次の重点施策５に移らせていただきます。これについてはどうでしょうか。 

○委員（横井恵子） 

 女性委員の登用率のところですけれど、４１ページを見ますと、審議会は結構目標に近

づいているのですが、行政委員会のほうが少ないですよね。何か理由があるのでしょうか。 

○まなび創造館長（松永有紀彦） 

 審議会のほうには、女性登用ということでお願いをしております。行政委員のほうが低

い理由については、把握できておりません。申し訳ございません。 

 以上です。 

○委員（横井恵子） 

 私もですけれど、よく割り振りというか、この役員だから、こちらの役員やあちらの役

員をやってください、というふうに、結構たくさんやらせていただいた時期があったんで

すけれども、区長さんとかが派遣されるものだと、男性の区長さんが多いので。もともと

の母体が、男性が多いのでしょうね。女性の区長さんは少ないですよね。そういうのが理

由ではないかと思うのですけれど、これは、本当に目標を達成しようとしたら、３０何人

でしたっけ、とても追いつかないと思うのですけれども、全体で仕切ってしまえば機能す

るのですけれど。審議会で何％とか行政で何％って出すとこれだけ違うんですけれど。そ
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の目標値が３３ですよね。これがどうしてかなって、私みたいな者が疑問に思うんじゃな

いかなと思います。 

○委員長（速水敏彦） 

 審議会とか行政委員会への登用の目標値というようなものが定められているんですが、

最も身近なところで、例えば、ここの市役所の方で管理職というんですか。例えば、今日

の出席者を見ますと、女性の方が随分多くなったと思うのですが、やはり徐々に女性の方

が多くなっているなという感じはするんですけれど、市役所の中自体では、目標値はある

のでしょうか。例えば、課長以上を何％にしようとか、何かそんなのはありますか。 

○まなび創造館長（松永有紀彦） 

 先ほど少し触れました、女性活躍推進計画の中にもございますけれども、市職員の関係

ですと、まず現状値としまして、２８年４月１日現在で、一般行政職で女性職員が占める

割合は３２％で、主査級以上になりますと２０．５％ということでございます。さらに、

管理職となりますと、手持ちに資料がございませんのですぐにはお答えできませんけれど

も、いずれにしましても、管理職の女性職員を引き上げるという目標は持っております。 

○委員長（速水敏彦） 

 そうやって目標を持たないといけませんね。 

 ほかによろしいですか。 

○まなび創造館長（松永有紀彦） 

 今の、いわゆる課長級以上の女性の割合の目標値についての資料がございました。基準

時が、平成２７年度の６．９％でございまして、目標値としましては、平成３３年度に 

１０％ということで、１割が課長級以上の目標値となっております。 

○委員長（速水敏彦） 

 そういうのはどうやって出しているのですか。全体の割合が何％で、課長以上はこれだ

けというか、どうやって出しているのでしょうか。全体の割合からいけばまだ少ないです

よね、全体の職員に占める女性の割合が３０％でしたか。 

○教育部長（大野成尚） 

 例えば、市役所に入りたいと、新規に応募される、新規採用の応募状況を見ていると、

圧倒的に女性が多いです。結果、辞退だとかいろいろあり、１月１日を迎えると、大体男

女半々ぐらいの割合で職員として入られます。それが最近の状況で、徐々に増えてきてい

るかなという感じもしますので、女性職員の管理職への登用率なども、徐々に増える可能

性はあると思っています。 

○委員長（速水敏彦） 

 今、大学でも、事務の人は半分以上くらいは女の人です。多いところもありますし、大

学の先生も結構女性の方が多くて。私が名古屋大学にいたときなども、そういう目標値を

決めて職員を採ろうとやっていましたが、例えば、業績が同等であれば女性を採りなさい
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というようなことまでして目標を挙げていたところがありました。 

 それでは、最後のところですけれども、スポーツの普及・振興についてです。 

○委員（横井恵子） 

 ４９ページですけど、課題のところに、小中学校運動部の民間指導者に受講するように

依頼をしたということがあって、受講者が随分少なかったみたいですけれども、私が感じ

るところによると、学校側の考える部活動、とにかく生徒指導の一環というのがすごく強

くて、もちろん強くしてあげないといけないですけれど、民間の人が教えるとなると強く

したいというような、その辺りのギャップが、やっぱりどうしてもお互いに熱心なだけに

ぶつかると思います。 

 そういう違いというか考え方を民間の方にちゃんと理解していただかないといけないと

思います。ジュニアクラブがあったときに、結局もめてなしになったのですけれど、その

辺りのかみ合いがうまくいくためにも、やっぱり学校側に入っていただく民間の方には、

きちんとそういうことをお知らせなくてはいけないんじゃないかとずっと思っていたんで

すけれども。 

 だから、必ずと言うと語弊がありますけれども、そういう違いとかをきちっとわかって

いただいた上で指導していただく形をとらないと、いろいろとトラブルが起こるのではな

いかという気がするのですけれど、そういうものは、ここの中に課題としてあってもいい

かなと思うのですけれど、書くと問題でしょうか。せっかくご厚意でやっていただくので

すが、子どもたちが巻き添えになるパターンがちょっとあったので、そこが一番気の毒だ

なって思ったので、このような意見を述べさせていただきました。 

○教育長（安藤和憲） 

 いっとき、ジュニアクラブからのクラブ化を市が進めた時期があります。ただし、そこ

の中で、横井委員が言われたように、学校の部活担当者と地域で手助けをしてくれる外部

指導者との間に大きな考え方の違いが出て、非常に問題が深刻化し、それも理由の１つと

してあり、ジュニアクラブから学校の部活に戻りました。しかも、教育課程自体が学校教

育の一環ということで大きく打ち出されたものですから、それでジュニアクラブから一旦

学校教育の中に入ってきたというのがあります。 

 ただ、市内全体を見渡したときに、上手くいっているところもあります。だから、それ

は本当に極端な考え方、部活指導者の中でも、外部の方が極端な、勝利至上主義とか成績

にこだわったりとか強くしたいとか。いわゆる強くしたいというのは実力を上げるという

か選手の力量を高めるというか、そこに力点ばかりいってしまうと衝突が起こるのじゃな

いかと思います。 

 いわゆる学校教育の中でやろうとしていることは、勝利至上主義ではなくて、もっとも

っと健全にスポーツを好きになって、その種目を好きになって長く、卒業してからもやっ

てもらえるようにというような生涯スポーツ的なことも考えながら、しかも、そこの中に
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は一緒のスポーツで楽しむ仲間がいるので、その仲間との調和を図るとかいうことも実は

大事にしたいと考えています。 

 そういったところの、大事にする視点が大きくかけ離れた指導者との間に、一部でトラ

ブルが起こったということはあるのですが、それを本当に全市的に取り上げてそういうも

のが大きな課題になるのかということになると、ちょっと吟味が要るのかなと考えます。

多くの登録者は、本当に気持ちよく手助けをしてくださっています。担当者に対して、あ

あしろ、こうしろというような、学校の教員に対して物申すということは今のところは聞

いていないと私は把握しております。 

○委員（松浦直樹） 

 いいですか、私も。 

○教育長（安藤和憲） 

 はい。 

○委員（松浦直樹） 

 そういった話になったので。 

 私もジュニア育成とジュニアクラブの両方、運よく携わらせていただいております。サ

ッカーのほうですけれども。 

 サッカーの場合だと、大体、日本サッカー協会のコーチライセンスを取得し、指導者と

しての教育を受けます。そこで学ぶのは、サッカーだけではなく、人間形成、大きくなっ

ても社会で通用する、もしくは生涯サッカーを楽しむという生涯スポーツという理念であ

り、サッカーの現場では、勝利至上主義ばかりではないと私は思っています。それは、育

成もそうですけれども、ジュニアクラブのほうも、学校の先生と協力しながらできている

と、実感しています。 

 これも書いたのですが、個人的に思っているのは、先生方の残業問題があって、今、教

育委員会のほうでも同問題に取り組まれています。平日は、民間の指導者がなかなか難し

い、先生方が土日は難しいとなってきている中で、どうやって部活やジュニアクラブの情

報を共有してやっていくかというところは、多分これからの課題として出てくるんじゃな

いかなというふうに思っています。 

 サッカーの話になりますけれども、定年をされた方で、サッカーに携わってこられた方

が、第三者的に入って、学校の外部指導者という形で、先生と民間指導者との橋渡しとし

て、連携を図るため、それを土日のふだん働いている指導者の方に落とし込むとかいった

ことも考えていく必要があるんじゃないかなと思っています。 

 残業問題によって、今うまくいっている連携がだんだん希薄になってくるんじゃないか

なという懸念はしています。 

○委員長（速水敏彦） 

 ほかによろしいでしょうか、スポーツのところについては。 
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 それでは、時間も参りましたので、全体を通してまだ言い足りないことがございました

ら。 

○委員（倉知雪春） 

 １ついいですか。 

 評価シートの達成状況というのを、今年は、２７年度と２８年度の２年間の数値をここ

に入れて、経年変化を少し比較しやすいように書いてありますが、もう１つ、３年間分ぐ

らいあれば、推移がより分かりやすいのかなということを見ていて思いました。 

 ですから、２年ということで何か決めてやってみえるのであればそれはいいのですけれ

ど、できれば、客観的に見たときに、やはり３年分で見ると推移が見やすくなるなと思っ

たので、もう１年分ぐらい入れてもらえるといいのではないかと感じます。 

 以上です。 

○委員長（速水敏彦） 

 そのほかに、全体を通して何かよろしいですか。 

 それでは、ここで終わらせていただき、進行を事務局にお返ししたいと思います。 

○教育総務課長（小川正夫） 

 長時間にわたりご審議いただきまして、ありがとうございます。 

 委員におかれましては、記入用の「点検評価シート（平成２８年度実績）」というシー

トがお手元にあると思うのですが、そちらのほうは、この会が終わりましたら集めさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 委員の皆様からいただきましたご意見、評価をもとに、今後事務局で点検評価シートを

まとめさせていただきたいと思っております。本来でありましたら、委員の皆様全員にご

確認をいただくべきことではありますが、委員長と倉知委員にご確認をいただきまして、

承認をいただく形で諮らせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 それでは、そういった形で作らせていただきます。 

 今後の予定といたしましては、委員長と倉知委員にご承認をいただきました点検評価シ

ートにつきましては、委員の皆さんにも郵送で送らせていただきまして、７月の定例教育

委員会に提出した後、９月市議会へ報告するとともに、ホームページで公表させていただ

きたいと思っております。 

 また、来年度からは、評価点検についてですが、小牧市教育委員会が小牧市教育振興基

本計画を平成２９年３月に策定いたしました。この計画がこれまでの小牧市教育ビジョン

にかわり、本市の教育が目指す基本的な方向や今後推進すべき具体的施策を明らかにする

ものとなっておりまして、今後１０年間の方向性を示したものでございます。 

 基本計画の推進に当たっては、施策等の評価、検証を毎年度実施し、ＰＤＣＡサイクル

により必要に応じて改善を図るため、小牧市教育委員会基本方針を立案する体制といたし
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ております。これに基づき、来年度からの点検評価は、小牧市教育振興基本計画を推進、

評価する会議体を新たに作り実施していく予定でございますので、ご承知おきをいただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

 長時間にわたりまして貴重なご意見をいただき、大変ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２９年度小牧市教育ビジョン推進会議及び評価委員会を閉会い

たします。ありがとうございました。 

＜閉会 午後 ４時１５分＞ 

 


