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平成29年度 第１回津幡町総合教育会議 議事録 

 

１．日 時 平成29年10月23日（月） 開会16時00分～閉会17時02分 

２．場 所 津幡町文化会館１階 研修室 

３．出席委員（６人） 

 町    長 矢 田 富 郎 

 教育委員会 教育長 吉 田 克 也 

        委 員 山 本 祝 男 

        委 員 鳥 越 千 春 

        委 員 正 元 喜 博 

        委 員 大 西 寿雅子 

４．欠席委員（０人） 

５．出席説明員等 

 学校教育課長 舛 井 重 夫 

 生涯教育課長 本 多 延 吉 

 学校教育課指導主事 廣 谷 一 昌 

６．事務局職員 

 総 務 部 長  石 庫   要 

 総 務 課 長 吉 田 二 郎 

 教育部長兼教育総務課長 竹 田   学 

 教育総務課課長補佐 有 沢 雅 子 

 教育総務課施設係長 安 多   剛 

７．協議・調整事項 

 ⑴ 総合教育会議にかかる意見交換について 

 ⑵ その他 

８．協議・調整事項の経過等 以下のとおり 
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〔開会〕 16時00分 

○竹田 学教育部長 皆さんおそろいですので、ただいまから津幡町総合教育会議を開会いたし

ます。 

 お手元の資料の日程次第の裏面の津幡町総合教育会議の運営に関し必要な事項の第３に「会議

の議事進行は、教育部長が行う」となっておりますので、私のほうで議事を進めさせていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、開会にあたりまして矢田町長からごあいさつをお願いいたします。 

○矢田富郎町長 皆さんこんにちは。台風21号と衆議院議員総選挙が一緒にやってまいりまし

て、役場は、特に総務課の皆さんはダブルで仕事があたって、それも同じ夜の夜中の仕事になっ

たということで、ご苦労があったというふうに思います。あわただしかった選挙もようやく終わ

りました。きょう部課長会議、部長会議があって、台風21号の関連のお話も聞いておりましたけ

れども、幸い大きな事故もなく無事台風が通過していったようでございます。ただ、静岡に上陸

して福島あたりに抜けたにもかかわらずこの辺まで風が強かったというのは、近年まれにみる大

きい台風だったという話でございますけれども、これまでにないそんな台風だったなあというふ

うにも思っております。しかしながら、被害もなく、また今朝、教育長からも話を聞きしました

けれども、学校もなんら影響が出ていないということでございまして、なにはともあれよかった

かなと思っております。 

 教育委員の皆さまには日ごろから大変お世話になっております。心から感謝を申し上げる次第

でございます。教育というのは、いろんな勉強するのも教育なんだろうし、放課後とかそういっ

たところの行事等につきましてもある意味では教育の一環になるということもあります。きょう

１時半に津幡警察署の口村署長さんがお越しになりまして、子どもたちに、平野部の小学校の子

どもたち60人でしたか、希望者に出てもらって、地域安全マップを作るというようなことを11月

28日にやるということを言っておられました。場所は津幡小学校管内で、庄、加賀爪、清水、横

浜、津幡なんですけれども、学校は井上、中条、条南、太白台、津幡小学校から１年生から６年

生までの子どもたちが来て、見守り隊の方々などがいっぱい出て、まちなかをその日は歩きます

ので、町長さんびっくりしないでくださいということで、きょうご報告に来られておりました。

いろんなところで教育というのは当然重要視されるわけでございますけれども、いろいろな方の

中での教育というものが、それぞれにあるのかなという思いをしていたところでございます。 

 この総合教育会議、本年でもう３年目でございます。今年は初めての会議ということになりま

す。この会議では、皆さま方からいろんなご意見を聞き、またいろんなご要望も、ご要望といっ
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ても、すぐに聞いても「はい」というわけではございませんけれども、お聞きいたしまして、町

の教育の一環に、また教育の向上に努めていければというふうに思っているところでございます。 

 本日は忌憚のないご意見をちょうだいいたしまして、津幡町の子どもたちのためになるような

お話をお互いにできればありがたいなというふうに思っているところでございます。よろしく、

お願いいたします。 

○竹田 学教育部長 ありがとうございました。続きまして吉田教育長お願いいたします。 

○吉田克也教育長 矢田町長には大変お忙しい中、津幡町総合教育会議を開催していただき、

私たちとの話し合いの場を持っていただき、本当にありがとうございます。 

 国がいろいろな課題を抱えている中で、教育の世界もさまざまな改革が進められております。

我々教育委員会のメンバーも月１回の定例の教育委員会議以外にもさまざまな機会にいろいろと

意見交換をして、津幡町の教育が良くなるようにということで、施策につきましての協議を続け

ているところです。 

 矢田町長には、科学教育に力を入れていただき、おかげさまで子どもたちの科学の芽が少しず

つ育っております。今年度もＷＲＯで全国優勝した津幡中学校の科学部をはじめ、小中学生の夏

休みの科学作品展でも優秀な成績を収めております。これからもよろしくお願いいたします。 

 きょうは今年度に入りまして、教育委員で話し合ったことにつきまして、いろいろと要望等も

含めましてお話しさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

○竹田 学教育部長 ありがとうございました。本日の協議・調整事項は、総合教育会議にか

かる意見交換についてでございます。 

 今回、説明員といたしまして、舛井学校教育課長、本多生涯教育課長、廣谷指導主事に出席し

ていただきました。 

 それでは、お手元の資料「総合教育会議にかかる意見交換について」に５点あげさせていただ

いております。この順でお話をさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。それでは１番目の運動施設の施設老朽化における計画的な施設修繕（改修工事）につい

て、お願いいたします。 

○正元喜博教育委員 運動施設の修繕に関してお願いします。 

 津幡運動公園陸上競技場、非常にいい施設があってよろしいんですが、今年の８月で第３種公

認がなくなりました。今はグラウンドと同じような状態になっておりますけれども、最近の津幡

町を見まして、小学生、中学生の陸上が非常に活発に活動しております。近年で言いますと津幡

南中学校の小笠原という子が高校でインターハイに出ています。それから澤井という子が高校１
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年生で頑張っていますというような状況をみますと、今の陸上競技場に公認がないということで

あると、やはり小学生、中学生の励みになっていない。どれだけ記録を出しても、それが公認に

ならないということで、非常に残念な思いでいるのですが、この小学生、中学生に頑張ってもら

うためには、この陸上競技場を３種がだめなら４種でお願いしたいと。４種にすれば、ここで義

務教育の生徒のための記録会ができるということで、ぜひとも４種の公認を考え直していただき

たいと。昨年からの継続ではありますが、３種にするとなると非常に器具、施設も変えなければ

いけませんが、４種の場合はそういうことでもないということも聞いておりますので、陸上競技

場を４種という方向でなんとか改修をお願いしたい、それが一つ。 

 もう一つは、テニスコートが総合体育館の向いに４面、運動公園に10面ありますが、今これを

見ると人工芝がほとんどないような状況です。総合体育館のテニスコートに関しましては、津幡

中学校が毎日使っている。夜は一般の人が使っている。運動公園に関しましては、ナイターが５

面あります。ナイターに関してましては、かなりの頻度で使われております。最近、高校、大学

の合宿がここで使われていることもあります。それを見ますとかなりの使用がありまして、人工

芝がだめになっているのが現状であります。これを含めまして一度に全部ということにはならな

いかもしれませんが、徐々にそういう考えをもってテニスコートもいずれ直していかなければい

けないんじゃないかなと思います。今年につきましては、何とかこの二つに関しましてそういう

方向性を持っていただきたいと、よろしくお願いいたします。 

○竹田 学教育部長 ありがとうございます。運動公園陸上競技場の４種公認の申請という点

と、町テニスコートと運動公園テニスコートの修繕というご意見であったかと思います。 

 矢田町長いかがでしょうか。 

○矢田富郎町長 去年の会議でもお話したのかなという気もするんですけれども、３種はやろ

うとするとあまりにもお金がかかりすぎる。３種でなかったらだめなんだよという大会そのもの

がそんなにもありません。この近辺では金沢に１種公認の陸上競技場がありますし、やろうとす

ればそこまで行けばいいのかなということもあり、３種にお金をかけてやる必要はないんじゃな

いかというそんな思いを前から持っておりました。何も使わないようなものでも施設に用意しな

いといけないとか、一度、吉岡さんが課長のときでしたか、前に陸上競技場で３種をとって、５

年前に新しく揃えて今までに使わなかったものたくさんあるんではないですかと言ったら、たく

さんありました。これを揃えなかったら３種になりませんよというルールですが、必要ないもの

は必要ないんじゃないかなという思いの中で、４種ならどうなんだということで話をしている中

で、正元先生が言われたことも、体協の塩谷会長さんとも会う機会があって「町長さんせめて記
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録会ができるような施設だけでもやってください」といった話もありまして、４種は来年度にと

れるように努力をしてまいりたいと思っています。 

 それからテニスコートですけれども、運動公園体育館に行ったときにテニスをしているのを見

ますが、ただどの程度芝生が壊れているか、ちょっと見ていないものですから分からないんです

けれども、前に中学校の横のテニスコートの芝を張り替えしたことがあったかと思うのですが。 

○有沢雅子教育総務課課長補佐 総合体育館は、一部分の張り替えをやっています。 

○矢田富郎町長 一部分でしたか、あのときに見たときに大分壊れているなという覚えはあり

ますけども、使えば使うほど補修が必要になってくると思いますし、補修が必要になるほど使わ

れるというのはありがたい。また、相談させていただいて、前向きに検討もしていきたいと思い

ますので、ご理解をお願いいたします。 

○正元喜博教育委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○竹田 学教育部長 それでは時間も限られておりますので、２番のほうに入りたいと思いま

す。 

○大西寿雅子教育委員 ２番のほうは２つありまして、一つは学校施設の長寿命化計画という

ものですけれども、学校施設が段々老朽化してきているために、平成32年度末に長寿命化計画を

策定する必要があるということで、その策定費は町が全額負担となることから予算の確保をぜひ

お願いしたいと思います。そして、計画を策定しないと補助金がつかないと聞いておりますので、

ぜひこの点よろしくお願いいたします。 

 もう一つは、去年も出たかもしれませんが、エアコンのことです。今年の夏は暑く、教室の中

は夏は30度を超えている日が多いと聞いていて、決して良い環境ではないと思っています。すべ

ての教室に入れるのはとても無理かもしれませんが、特に音楽室や図書室などは、扉や窓を閉め

ると夏は35℃以上になることも多いと聞いていますし、音楽室や図書室どちらにもエアコンがつ

いていない学校があるということで、できましたらそちらの学校のほうから優先的にエアコンを

つけていただいたら、ありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○竹田 学教育部長 文部科学省のほうから平成32年度末までに学校施設等の改修等の計画に

つきまして中長期的な計画を策定することが義務付けられております。ただ、いまほどもありま

したとおり、義務付けられてはいますけれども費用の面での補助というのがないという状況にも

あります。まずはその計画を立てないと、今後、補助金を活用した学校の改修ができなくなると

も伺っております。そういった計画を、これは段階を分けて単年度で無理かもしれませんけれど、

何年かでこれを作っていかなければならない課題かなと思っております。それと合わせましてエ
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アコンの設置ということになるかと思っております。よろしくお願いいたします。 

○矢田富郎町長 長寿命化計画ですか、補助金が出ないようになるという話でもございますの

で、そうなってくると何かやらなかったらどうにもならないという気もいたしますし、これはど

んな段取りが一番いいのか、いつから取り組むのがいいのかというのは、教育長さん、竹田部長

さんとも相談させていただいて考えていきたいと思います。 

 それからエアコンの件ですけれども、気持ちからいうと、すぐにでも明日にもやりたいという

思いがあります。これは音楽室だけではなくて教室も含めてですが、ただお金かかるので、そん

なに簡単なものではないと思うんですけれども、うまいこと補助金を活用できるようなものがあ

ったりして、一般財源の持ち出しが少なくなるようであれば、早めにやりたいというふうには思

っております。一番暑い時期の７月20日頃から８月一杯までというのは、夏休みですから普通は

いらないだろうと、ただ地球温暖化とか徐々に気温が上がってきて、６月でも暑いし、７月の上

旬でも暑いし、９月に入っても暑いし、まあ間違いなく暑いところで、汗を流しながらやってい

るのはかわいそうだなと、扇風機を入れましたけれども、少し空気を動かすことがあるかもしれ

ないけれども、冷やす効果というのはそんなにもないだろうという気もいたしますし、ちょっと

お金がかかるんで、一朝一夕に「はい」というわけにはいきませんけれども、うまく有利な補助

金等を考えながら、やれるときにできるだけ早くやりたいというふうに思っています。 

○大西寿雅子教育委員 よろしくお願いします。 

○山本祝男教育委員 温暖化が進んでいますから、町長さん本当に暑くなっていることもある

し、財源も……。 

○矢田富郎町長 中学校２つで１億円近くかかるという話は聞いております。小学校は９つあ

りますから。 

○石庫 要総務部長 学校施設は受電施設からやり替えなければならないということになりま

す。また、毎月の基本料金、電気料も上がります。 

○矢田富郎町長 余裕がでてきたら真っ先にやります。今、新庁舎をやらなければなりません

し、体験型観光交流公園、プールもありますので、うまく利用できるものは利用しながらやって

まいりたいと思っています。 

○石庫 要総務部長 いつでもできる準備をしておいて、よい財源を探してできるだけ早く…

…。 

○山本祝男教育委員 また、よろしくお願いします。 

○竹田 学教育部長 ありがとうございます。それでは３番目の校務支援システムの導入の件
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に移らせていただければと思います。 

○山本祝男教育委員 それでは、私のほうからお願いというか、今、国でも言われていますい

わゆる働き方改革がクローズアップされているんですが、学校も例外ではなく、教職員の勤務時

間が非常に多いという実態がある中で、最近のアンケートを見ますと、例えば中学校だと100時

間を超えている先生もおられるし、平均的に中学校で90時間以上、小学校でも60時間以上の時間

外が多いという実態の中で、少しでも勤務時間を減らすという努力を我々もしていかなければい

けないだろうという思いの中で、一つの解消策としてお願いしたいのが校務支援システムです。

これは何かと言うと、統一化されたパソコンシステムで、先生方の校務文書の処理の能率化を図

って、少しでも勤務時間を減らしたいという思いの中で、この支援システムを導入していきたい

ということをお願いしたいと思っております。例えば、成績管理とか、出勤管理とか、子どもた

ちの健康管理とかいったものの管理、事務処理をこういったもので統一化して、簡素化すること

によって、時間をかなり短縮、削減できるのではないかとの思いの中で、こういうものの導入を

お願いしたいということであります。中身をみていますと校務事務というのは、時間の中で大き

なウエイトを占めております。中学校ではさらに部活動のウエイトも多いんですが、今部活動は

週に１回ですか休養を入れているのは。 

○吉田克也教育長 休養自体は週１回以上、土日は月２回です。 

○山本祝男教育委員 こういう休養を入れて削減を図る努力をしているわけでございますが、

校務処理について削減を図っていきたいなという思いでお願いをしたいと思っております。特に、

年度初めとかは多いんですが、こういったことによってかなり削減され、簡素化されて、スムー

ズになっていくのではないかなという思いをしています。そういうことでよろしくお願いしたい

と思います。 

○竹田 学教育部長 教職員の多忙化改善に向けまして、児童生徒の名簿作成、通知表、指導

要録などにかかるソフトになるんですけれども、これは現在、各学校でばらばらだと伺っており

ます。それを統一したものにして、どこの学校に異動しても同一のものが使えるというのであれ

ば、多大な業務改善になるかなと考えております。 

○矢田富郎町長 学校それぞれが違うものを使ってらっしゃるということで、先生が転校する、

例えば廣谷先生が津幡中学校から南中学校に代わったりとか、河北台中学校に代わったりとかす

る度に違うものを勉強しなきゃならないようなことなると、これは県でみんなまとめてやればい

いのではないかという気もしますが。 

○山本祝男教育委員 本当はそれが一番なのですが。 
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○矢田富郎町長 今度、田中教育長さんにもお話しして、すぐにイエスということにならない

かもしれませんけれども。今、学校の先生方だけではなくて世の中の時間外労働が多い、多いと

言って、いろんなところで事故が起きたり、中には自殺者が出たりというようなことにもなって

いるものですから、いろんなところで割とシビアに考えてもらえるようなことになっているんじ

ゃないかなという気もいたしますので、これはやはり大変大事なことだろうし、もう一つは先生

の仕事の量がちょっと多すぎるんですよね。今年の３月の当初議会で、竹内さんの質問に答えて、

研修でしたね。 

○吉田克也教育長 指定研修を一つなくしたんです。 

○矢田富郎町長 なくするということをある学校の先生のＯＢの方に会ったときに言ったら、

教育長の答弁でそれをなくするということはすごくいいことだと、必要がないわけではなくて忙

しすぎると、学校の先生というのは勤務時間内に終わるという人まずいないんですね。 

○山本祝男教育委員 さっき言った平均的な勤務時間、時間外の時間には、朝が入っていない

んです。朝、子どもたちが７時半とかに来ると、先生方それに合わせて出て来るものですから、

その分というのはカウントされていない。それを含めるとまだ大きくなってくる。 

○矢田富郎町長 いろんなところから少しずつでもいいけれども先生の時間外の時間を減らす

ような仕組みを考えて、それはやはり町だけで考えていてもしょうがない部分もあるんで、国な

り県なりに言わないといけないのかなと、そんな思いでございます。 

○山本祝男教育委員 そこのところよろしくお願いします。 

○竹田 学教育部長 ありがとうございます。次の議件も教職員の多忙化改善に絡む問題にな

ってくるかなと思います。４番目の不登校対策につきまして、よろしくお願いいたします。 

○鳥越千春教育委員 私のほうから不登校対策に向けた件についてお願いでございます。 

 文部科学省より平成28年９月に「不登校児童生徒への支援の在り方について」の通知がなされ

ました。津幡町におきましても、各学校で別室登校、保健室登校でございますが、こういったこ

とを行い、教室復帰を目指しておりますが、やはり近年の多様な背景、これは家庭環境の問題で

ありましたり、いじめ問題もインターネット環境の普及によりますＳＮＳやＬＩＮＥによるいじ

めに基づく不登校は、小学校、中学校合わせて30人以上の状態が続いている状況にございます。

そこで、児童生徒が学校復帰や社会的自立に向かうための環境づくりを実施していくために、教

育支援にかかる専門員、指導員の導入を図り、不登校の児童生徒に対するきめ細かな支援、学校

復帰に向けた取組や児童生徒・家庭・地域と連携した取組を実践していきたいと考えております。

学校の空き教室を活用した教育支援にかかる専門員、指導員の雇用をぜひともお願いしたいと思
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います。 

 先ほど山本委員の話にも、町長さんの話にもございましたが、現在の教職員は時間的な余裕が

本当にないというふうに聞いております。支援ができる専門員、これは精神保健師または教員Ｏ

Ｂなど、１名配置し、教職員の負担軽減を図っていければと考えております。どうぞよろしくお

願いいたしします。 

○矢田富郎町長 大変難しい話なんですね。精神保健師を１人入れる、入れない。お金がかか

る、どれだけいる。そういうことが難しいということではなくて、いわゆる不登校ということ自

体がなかなか、私一時それは家族が悪いからではないかと思っていたこともあったんですけれど

も、知人で子どもが不登校になったことがあって、そういう話を聞いていると分かってくるんで

すね。子ども同士で、つまらないことを言われたのがずっと残っていたみたいで、そんなふうに

なったそうです。そういう意味では、こういうものについては、元に戻して普通どおりに学校へ

行って、授業を受けて、ちゃんと卒業して、それでまた中学校でも高校でも行くというそういう

子どもにするというのが一番大事なことであって、保健室に登校しているのは、決して私はいい

ことではないと思うんです。だからどういうふうなやり方というものがいいのか、保健師と先生

と一緒になって子どもの教育といいますか、生徒指導といいますか、やらなければいけないのか

なと思います。周りの子どもたちのこともあるので、場合によっては上級の学校、例えば中学校

に行って、高校に行くことによって、環境が変わることによってある意味ではそういったときが

チャンスかなというような思いを私自身は持っております。ただ、子どもたち30人もいるとなる

と大変なんだろうと思うのですけれども、どういうふうにとらえて考えていけばいいのかという

ことも含めて、また教育長さんとも相談させていただいて、どうしてもそこで精神保健師がいる

んですよということになれば、その時点でそうしなければならないんだろうというふうに思いま

す。ちょっと相談させてください。 

○鳥越千春教育委員 一保護者の観点からみても本当に学校の先生方、小学校の先生も、中学

校の先生も特にこういった不登校やいじめ問題に関して、本当にきめ細やかに見ていただいてお

りますのをひしひしと感じるんですが、今の子どもたちというのは、インターネットでございま

すね。こういったものが……。 

○矢田富郎町長 あれが一番悪いですね。 

○鳥越千春教育委員 本当にそう思います。あの中で子ども同士で何かトラブルが起こると、

どうしても親が把握できない。気が付いたらトラブルに、大きなトラブルになってから初めて親

や学校が把握する。それまでは本当に子どもたちの世界をなかなか察知ができないというのが、
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現代の特性かなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○矢田富郎町長 ＬＩＮＥもそれもよくないですね。 

○竹田 学教育部長 現場の生の声をちょっと……。 

○廣谷一昌学校教育課指導主事 不登校生に関しましては、昨年度、小学校で10名、中学校で

20名で、今年度は９月末の時点で15日以上欠席が26名となっております。小学校は８名で、中学

校は18名ですけれども、津幡中学校のほうが断然多いです。これとは別にいわゆる保健室、別室

登校の生徒たちがおります。中学校に11名、これも津幡中学校が多いです。この別室の子たちは

何とか保健の先生や担任の先生が中心に保護者と連携をとりながら何とか教室復帰へということ

で動いているんですけれども、不登校の26名に関しては、家庭訪問してもなかなか会えない、保

護者の理解もなかなかないということで、このままずっとこもっている状態になると、いわゆる

負の連鎖になるといいますか、社会性を身に付けないまま社会に出ていくというか、結局出れず

にこもっていくという連鎖が起きるというふうに思っております。この別室登校までこれない子

たちが週に１回でも家の外に出て違う大人とかかわると、その一つとしてこのような専門員の方

がいて、そこから非常に心がほぐれる。まずは別室登校、そして教室復帰というステップアップ

していければいいかなあと思うのですが、昔の子どもたちに比べ大変折れやすいです。何かあっ

たときにすぐ、もう自分はだめだ、肯定感が非常に低いですので、この折れやすい心のケアとい

うのが、これまで以上に求められているというふうに思っております。 

 結局、保健の先生に頼るところが多いので、空き時間の先生が１時間、授業がないときに学校

巡視するんですけれど、その中で声掛けをするということで、保健室の先生が、結局養護教諭が

業務と違うところで負担とはなっています。 

 以上、補足と言うことでお願いいたします。 

○矢田富郎町長 保健室にたくさんの子どもがいたら、風邪ひいて熱があるとかいう本来の保

健室の役割はできるのですか。 

○廣谷一昌学校教育課指導主事 保健室の横の相談室というこじんまりした部屋がありますの

でそこを使いながら、怪我の子とは別にはなるんですけれども、保健室登校の子たちが使って、

そこは何か悩みあったときに、本当は相談業務に使う部屋なんですけれども、そこが相談業務に

使えずに、保健室登校の生徒のための部屋になっているというのが現状です。 

○矢田富郎町長 そんな子らは学校へ、例えば７時半なり、８時なりに行ったら教室に行かず

にすぐそこに行くのですか。 

○廣谷一昌学校教育課指導主事 まず、ほかの児童や生徒と同じ時間に来ることが難しいので、



11 

いわゆる対人恐怖の子もいますし、どうしても折れた心のままになると人目が怖くなりますので、

時間差、時差登校して、またほかの生徒と会わない時間に帰るということで、それもまた保護者

と連絡を取りながらということで、電話の連絡や保健の先生の中には個人的にメールでのやりと

りということで、本来の業務ではないところで、またふえております。 

○矢田富郎町長 津幡中学校と南中学校で差があるというのは理由はあるのですか。 

○廣谷一昌学校教育課指導主事 ここ４年間ずっと見ておりますけれども、津幡中学校のほう

が多くなっておりまして、校区で言いますと山手の小学校の卒業生がずっと保育園から小学校ま

で同じ固定化された人間関係の中で育ってきていますので、そこがいきなりこの大きな200人を

超える同級生の集団に入ったときに、自分がどう周りの子たちとかかわっていけばいいのか、そ

の中で初めて自分ってなんなんだろうというところから折れていく子もおりますし、複式学級と

かの子たちはこれで当たり前でできたんですけれども、中学校でいきなり現実にあって適応が難

しくなっているという状態もあります。また、平野部の小学校の子たちもいるんですけれども、

優しい子たちが多いので、ほかの学校の子たちと交じり合う中でなかなか自分が出せずというと

ころはあります。 

 本当に難しいのは、その子たちは本当にいい子なのですけれども、なかなか保護者を交えての

場を設定するのが難しいっていうお子さんが段々ふえています。子どもが悪いのじゃなくてその

周りなんですけれども、子どもがこのままだとどんどん引きこもっていって、本当にどんどん負

になっていくので、何か社会性を身に付けさせる足掛かりとして、学校の先生というものが敷居

が高いのであれば、こういう大人が支えてあげるのも一つかなというふうに思います。 

 なかなか小さいころから人間関係にもまれていないと言いますか、どうしても家の中の狭い世

界の中でというのが、いわゆるゆがみとして出てきているのかなあと思うのですけれども、この

10代の間になんとか社会に目を向ける方策をとっていかないと、歳をとればとるほどますます難

しくなってくるかと思います。 

○矢田富郎町長 今、先生がおっしゃることは、分かりました。ありがとうございます。 

○竹田 学教育部長 そういう状況ですということで、私も教育部長になって一覧が回ってき

て、そこで初めてこんなにたくさんいるのですかとなって、なかなか状況が分かりにくいのかな

という気がいたします。 

 それでは、最後になりますけれども、英語教科化に向けまして、ＡＬＴの配置等につきまして、

津幡町で教科化される際にどういった形で対応しようかということにつきまして、教育長からご

説明をお願いいたします。 



12 

○吉田克也教育長 まず、教職員以外の人員の配置につきましては、これまで特別支援教育支

援員ですとか、学校図書館司書ですとかここ数年でかなり充実してきましたことに感謝申し上げ

ます。今度必要になってきますのは、小学校の英語教科化に向けての対応ということになってき

ます。これは本当に待ったなしでございまして、今年度、2017年は小学校では５、６年生が英語

活動ということで週１回の授業をしておりました。小学校の３、４年生につきましては、英語活

動ではないので、総合的な学習の時間で国際理解という形で15時間程度、年間やっておりました。

その小学校の英語に関して、ＡＬＴと町におります語学指導協力員１名がローテーションで回っ

ておりました。ＡＬＴの２人につきましては、５日間のうち週３回は中学校に勤務しており、残

りの週２回を小学校で分担して行っておりました。また、語学指導協力員、マルセさんが、日本

語、英語堪能ですので、この方が週のうち４日間、つばた幼稚園を含めてその他の小学校のほう

で子どもたちに英語を指導しておりました。それが来年度どうなりますかというと、小学校の英

語の教科化が2020年に本格実施になりますけれども、ここからの２年間は自治体によって、やり

方がさまざまです。中にはもう来年度から早速週２回、２コマやる自治体もあれば、週１コマの

ままの自治体もあります。私たち津幡町の計画のように、文部科学省から出ている今の35時間に

プラス15時間ということで、少数点になりますけれども週1.4時間、それから３、４年生につき

ましては総合的な学習ではなくて、はっきりと英語活動という時間で、これも年間15時間で、コ

マ数でいうと週0.4時間という計算になりますけれども、このような形でふえていく形になりま

す。来年度のことを考えますと必要時数ですけれども、今年度945時間に対してＡＬＴ２名がそ

れぞれ週２回ずつ行って、語学指導協力員の協力を得て、それで何とか英語活動に対しての指導

をしていただいていたということなんですけれども、来年度はほぼ倍増の1,850時間になります

ので、現状のままでは単独での授業がものすごくふえてしまうということになります。そこで来

年度なんとかＡＬＴあるいはマルセさんのような語学指導協力員の１名、これは小学校専任で考

えたいと思っておりますが、その方を１人配置していただいて、できましたらＡＬＴは日本語が

やっぱり非常に不慣れといいますか、あまり理解できないところもありますので、それを補助す

るような形で日本人の方で、これは非常勤で結構なんですけれどもＪＴＥいわゆる英語科の日本

人講師の方と計２人雇用していただければ、来年度の倍増する英語活動に担任を補助する形で英

語を教えることができるということになります。小学校の早い段階で英語の教育が始まるという

ことは、耳をいち早く慣らしていくということです。本当に幼児期から英語に親しむことが一番

なんですけれども、今の学校教育ではなかなかそこまでいかないので、とりあえずは３、４年生

から英語に慣れ親しむ。特に、10歳ぐらいまでが非常に大事になってきます。もちろん11歳、12
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歳でもそれを継続していくことが大事ですので、小学校３年生の英語活動あたりから生の英語を

聞く機会を、ぜひ津幡の子どもたちにも与えてやりたいということで、その配置を来年度ぜひお

願いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○矢田富郎町長 今、科学のまちと言ってやってますけれども、科学のまちに次いで英語のま

ちというものを目指したいというふうに思っていまして、中学校卒業するころにはもうスピーチ

がある程度できるようなそんな子どもたちが育っていくようになればいいなと。前に科学の祭典

で、脳科学の茂木先生にシグナスで講演していただきましたときに、発表は英語でやらなければ

いけないよって話がありました。ほかの国では第２外国語もほとんどしゃべることができるよう

な国もいっぱいあるという話も聞きますので、その点、日本の国というのはそういう意味では遅

れていますね。ですから英語は中学校卒業する頃にはある程度はしゃべれるんだぞというような

ふうに将来なればいいと思っております。科学と同じで英語にもそれなりの予算も割きながらや

っていきたいなという思いはあるんです。ただ、お金がついてまわりますので、例えば毎日、月

金で１時間目から６時間目まで全部拘束するようなことではなくて、週の何日間か小学校でやっ

てもらえるようなことも考えられるようであれば、そんなふうなこともいいなと思っています。 

○吉田克也教育長 なんとか人的な配置を増やしたいと思いますので、そのためには工夫させ

ていただきますので、ぜひお願いいたします。 

○矢田富郎町長 はい。いい方法がありましたら、また教えてください。 

○竹田 学教育部長 ありがとうございました。議題としてあげさせていただきましたのは以

上の５点ですけれども、この際ほかに何かご意見があればと思うのですけれども、いかがでしょ

うか。……よろしいでしょうか。よろしければ、以上をもちまして、協議・調整事項を終わりた

いと思います。その他ですけれども、事務局からは特にございませんので、以上をもちまして、

総合教育会議を終了させていただいでもよろしいでしょうか。……よろしければ、以上をもちま

して、総合教育会議を終了したいと思います。どうもありがとうございました。 

〔閉会〕 17時02分 


