
令和４年度第１回十日町市総合教育会議 議事録 

 

１ 日 時 令和５年２月 17日（金） 午後１時 00分～午後２時 00分 

 

２ 会 場 十日町市役所 防災庁舎２階 大会議室 

 

３ 出席者 市長        関口 芳史 

      教育長       渡辺 正範 

      教育委員      庭野 三省 

      教育委員      浅田 公子 

      教育委員      廣田 公男 

      教育委員      渡邊 奈々子 

 

      説明担当者 

      教育文化部長        鈴木 政広 

      教育総務課長        富井 陽介 

      教育総務課長補佐      山岸 正幸 

      学校教育課長        細木 久成 

      学校教育課指導管理主事   藤田 剛 

      学校教育課長補佐      村山 真男 

      学校教育課指導主事     村山 貴芳 

      学校教育課指導主事     八重沢 央 

      学校教育課指導主事     郡司 哲朗 

      スポーツ振興課長      庭野 日出貴 

      文化財課長         石原 正敏 

      生涯学習課長        樋口 具範 

 

      事務局 

      総務部長           金澤 克夫 

      企画政策課長         田辺 貴雄 

      企画政策課長補佐       渡辺 隆之 

      企画政策課企画政策係長    酒井 潤 

      企画政策課企画政策係主査   内山 潤 

 

４ 議 題 （１） 休日の中学校部活動地域移行について 

      （２） 居心地のよい学級づくりについて 

      （３） その他 
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【配布資料】 

次第 

 出席者名簿 

 座席表 

 資料１   休日の中学校部活動地域移行について 

 資料２   居心地のよい学級づくりについて 

 

金澤総務部長（開会） 

 これより令和４年度第１回十日町市総合教育会議を開催いたします。 

 本日の司会を務めます、総務部長の金澤と申します。よろしくお願いいたします。 

 予め確認しておきますが、本会議は要綱に基づきまして、公開で行われます。また、会議

全体の時間は概ね１時間を予定しております。 

 それでは、開会のあいさつを関口市長からお願いいたします。 

 

関口市長（開会挨拶） 

 本日はご多用の中、委員の皆様からは総合教育会議にご出席いただきまして誠にありが

とうございます。このような素晴らしい天気のめぐり合わせの中で、明日からは３年ぶりに

十日町雪まつりが開催されます。新しい雪まつりを作りたいという思いは、３年前の第 71

回雪まつりからスタートしていますが、２年間コロナにより中止していました。今回、十日

町雪まつりの新たな形で市民の皆様にお示しできるということで、非常に期待をしており

ます。十日町駅の西口から、メインエリアとなります西小学校に向けて緑の広場、情報館と

博物館の間の空間になりますが、そこに西小学校の児童からもご協力をいただいて、新しい

形を子供たちと共に示せるということで本当に嬉しく思っております。雪国十日町は雪が

ハンディキャップだという思いから、雪まつりなどを通じて雪を克服し、雪を楽しむことが

必要だという先人たちの大きな歩みがありました。そうした大きな流れの集大成となるよ

うな形が、私は、日本遺産の豪雪に集約されてきているのではないかと考えております。雪

の文化、豪雪の文化、そうしたものを堂々と日本遺産に掲げることができました。私はこれ

を十日町市の教育における大きな成果であると思っていますし、教育委員の皆様からもそ

うしたことをご理解いただく中で、子供たちへしっかりと伝えていかなければいけないと

思うところでございます。 

 また、スポーツの分野ではこの年末年始、嬉しいニュースが本当にたくさんありました。

オリンピックから始まって、南中学校の県駅伝大会の大きな成果、野球部の県大会の優勝な

ど。そして、十日町高校の駅伝大会での活躍。また、箱根駅伝での山本唯翔君の区間新記録

の活躍など、本当に若い皆さんが頑張ってくれているというのはすごく嬉しく思います。私

は、これも一つの地域で学校を支える学校活動、教育活動、地域ぐるみで応援する活動のひ

とつの大きな成果ではないかと思います。こうした取り組みというのは、今後の十日町市、

また広くすると地域外の自治体への影響も目指すべき方向として堂々とお示しできるので
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はないかと感じているところであります。 

 さて、本日の議題でありますけれども、２つございます。 

一つは「休日の中学校部活動地域移行について」であります。これは今、私どもが進めて

いる十日町市立中学校のあり方にも大きく影響する論点ではないかと思っております。 

二つ目のテーマは「居心地の良い学級づくりについて」であります。ＷＥＢＱＵという言

葉が教育委員会内部、もしくは市の内部でも飛び交うようになってきました。私は、この「居

心地の良い学級づくり」というネーミングが非常にいいなと思い、教育委員会の皆さんのセ

ンスに非常に感動しているところです。このＷＥＢＱＵ調査から多くの成果が得られてき

たのではないかと思います。新年度予算には、さらにこれを拡大し、小学校１年生から中学

校３年生までの全学年にこれを導入した中で子供たちの気持ちをしっかりと捉え、向き合

い、学級育成ができるように、予算編成の最終段階で考えているところでございます。 

この度、この結果がまとまったということで、初めてお示し、またこの模索につきまして

も委員の皆様から忌憚のないご意見を伺いたいと思っています。 

我々の目標は明確でありまして、ふるさとを愛する子供たちを増やし、多様な文化に触れ

合えるまちづくりを進めていくこと。そうしたことで「選ばれて住み継がれるまちとおかま

ち」につながっていくものと思っております。限られた時間ではありますが、教育委員会の

皆様には引き続き、教育行政の充実にお力添え賜りますことをお願い申し上げまして開会

のご挨拶とさせていただきます。今日はよろしくお願いいたします。 

 

金澤総務部長 

 ありがとうございました。 

 本会議の運営にあたりましては、市長が「総合教育会議」を招集することとされておりま

すことから、以降の進行につきまして、関口市長から進行をお願いいたします。 

 

関口市長 

 それでは、ここからは私が進行させていただきます。お手元の次第に沿って進めますので

よろしくお願いします。 

 議題の（１）です。「休日の中学校部活動地域移行について」。まずは事務局から説明お願

いします。 

 

郡司指導主事 

議題（１）「休日の中学校部活動地域移行について」資料１に沿って説明を行う。（省略） 

 

関口市長 

 ありがとうございました。只今、説明がありました内容について皆様のご意見を伺いたい

と思います。いかがでしょうか。 
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渡邊委員 

 私はこの動きを歓迎しています。保護者の中でも何人か相談に来たことがあるのですが、

子供の人数が減り、やりたい部活が廃部になり、自分の進む中学校には自分のやりたい部活

がないから別の学校に行きたいけどそれも叶わない。リトルリーグとかでやっていたのに

あきらめざるを得ないような相談が何件かきていました。これが地域移行になることによ

って、やりたいスポーツをやることができる可能性が出てきたことと、それ以上に放課後の

過ごし方が、部活動やスポーツだけでなく、もっと多様なサークル活動などができる可能性

があり、子供たちがもっと新たに学ぶ場所ができる可能性があるということに、私はすごく

希望をもっています。これが徐々に進んで、スポーツだけではなく、文化やここには吹奏楽

などとありますが、そういうもっと大きないろいろな活動が増えていくことを希望してい

ます。 

 

関口市長 

 ありがとうございました。地域移行をしたことによって、やりたいスポーツ以外のことに

も時間ができてくるということでしょうか。 

 

渡邊委員 

 言い方としては、やりたいスポーツもできる可能性がある、ということと、もう一つはス

ポーツではない新たな分野、新たな学びのサークル、例えばＮＰＯ活動など、スポーツ以外

の新たな学びの場ができるのではないかということを私は希望しています。 

 

関口市長 

 このメニューの中の一つにＮＰＯ活動などが入るという感覚ですか。 

 

渡邊委員 

 今の時点では無理だと思うのですが、これから地域移行が土日だけではなく、週末以外に

もなるようになったら、その可能性も出てくるのではないかと思います。 

 

関口市長 

 他にいかがでしょうか。 

 

浅田委員 

 今の渡辺さんのお話に関連して、私事ですが、子供が大学受験をするときに学業以外での

活動の記録を書きなさいと求められました。小中高時代に部活、スポーツで汗を流すのもい

いし、渡辺さんがおっしゃった新たな学びやボランティア活動、地域の歴史を学ぶなど、自

分は、こんなことをやってきましたというストーリーを語れる人間を作ることができるの

ではないかなと思いました。 
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関口市長 

 ありがとうございました。 

 

廣田委員 

この流れで進めていただきたいと思いますが、実際には送迎の問題というのが非常に保

護者の負担になってくるのではないかと思いますので、なんとか支援をお願いしたいと思

っております。 

先日のＮＨＫで千葉県の柏市でこの問題が取り上げられていましたが、都会でも指導者

不足ということで、校区の中でも所属によっては指導者を見つけられず、いくつかの校区を

一緒にし、そこで指導者を確保しようという報道がありました。十日町市の場合は、柏市で

西から東に移動するのと十日町市で西から東へ移動するのでは明らかに距離が違い、時間

もかかるし、保護者の方の経費もかかります。ことによっては、仕事も途中で切り上げて帰

る必要がでてきます。また、土日に仕事の方は、仕事に支障がでてくるなど、いろいろ問題

がこれから出てくるのではないかと思います。ぜひ、このようなことを市で注意深く観察し

ながら支援をしていただきたいと思っております。 

 

庭野委員 

 私も心の中では基本的に賛成なのですが、中学校の現場の理解や、あるいはＰＴＡの役員

の理解を得ないといけないと思っています。私の経験では、ＰＴＡの役員は部活動が好きな

のです。こういう流れがあるということを理解してもらうために、これから上手にやってい

く必要があると思います。私が若いころの中学校の先生は、中学校は部活と進路指導でいい

と豪語していました。それが、今の先生には通じない時代になりました。部活なんかしたく

ない、進路指導をしても自分は関係ないといった投げやりな生徒も出ているような感じも

します。中学校の文化が大きく変わる流れなので、その流れをどれだけ行政で支援していく

かが重要だと思います。しっかり情報を流していかないと「十日町の学校は今年から怠けて

いる」というようなことを言いかねない保護者もいます。市では素晴らしい市報を出してい

るので、情報を一回出すだけではなく、頻繁に流さないといけないと思います。ぜひ、この

流れを進めていってもらいたいと思います。 

 

 

関口市長 

 ありがとうございました。 

 

廣田委員 

 今後、これを永続的に続けていくということになると、指導者の不足という問題が予想さ

れます。これから社会人のスポーツ活動にも、力を入れていかないといけないと思います。 

 また、来年以降、吹奏楽等にも取り組まれるが、文化系のサークルは、現在、吹奏楽しか
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ないということになっております。千葉県習志野市の秋津小学校では、学校におけるクラブ

活動のようなイメージになるかもしれないが、学校の空き教室を利用して、当市の公民館で

行われているような大人のサークルを放課後が始まる時間にあわせてサークル活動をはじ

めています。ほかに高齢者を対象としたパソコン教室や音楽関係、囲碁、将棋、百人一首や

俳句など、どれも子供たちにとっては魅力的な、やってみたい分野なのではないかと思いま

す。大人も子供たちと一緒に学んでいける取り組みです。子供のほうが早く覚えて大人に教

えるような場面も出てくるかと思いますが、コミュニティスクール推進という観点からも

非常に有意義になるのではないかと思います。これは学校長と公民館長が合意すれば、すぐ

にでも出来ることかと思いますので、ぜひ検討をお願いしたいと思います。 

 

関口市長 

 ありがとうございます。貴重なご意見だと思います。 

私からひとつお聞きしたいのですが、この地域移行の目的の一つに「教職員の働き方改革」

があります。さらに言えば、教育者を目指す若者が増えていく方向になるのか、ならないの

か。先生方にはいろいろな考え方の方がいらっしゃると思います。仕事が多いという負担感

で、教育者を目指す人が減っていることも考えられると思います。これを変えていくことで、

そういった大きな課題が解決されていく方向になるのでしょうか。 

 

庭野委員 

 私は、一概に部活を悪者にするのは良くないと思っていますが、中学校の先生の中には、

部活に生きがいを持っている人もいます。そういった先生の生きがいを失わせないように、

校長が調整していく必要があると考えています。もちろん、土日は活動をしなくて良いが、

とにかく野球が好きな先生、陸上が好きな先生がいます。私自身が野球大好きでした。東小

学校で、若い頃は夕方６から７時ごろまで頑張ったことがありますが、今はそんなことでき

ません。しかし、そういうことを現実にやりたい先生もいると思います。音楽もそうだと思

いますが、そういう先生の意欲を削がないように、うまく地域移行してもらいたいと思いま

す。 

 

関口市長 

 ありがとうございました。教育長何かありますか。 

 

渡辺教育長 

 ありがとうございました。 

多数の委員の皆様から貴重なご意見いただきました。この部活動の地域移行につきまし

ては、今、庭野委員が言われたように、部活動に携わりたくて教員になられた方も多くいら

っしゃいますので、そのような方の意欲を保ちながら地域移行というものを進めていかな

ければいけないと思っております。 
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あわせまして、全体で見たときに学校や先生方の働き方改革というところからスタート

しています。実態を通して、一番大事なところは見失わないようにしなければいけないと思

っています。そして、それぞれの顧問の先生、指導する先生、また、ご自身が実際にその分

野をやってこられた先生もいらっしゃれば、全くの経験がない分野を指導してくださって

いる先生もいらっしゃいます。教科の担当の先生だけでは足りなくて、養護の先生や栄養の

先生も含めてやっているというのが現実です。そういったところをしっかりと我々も意識

しなければいけないと思っております。まだまだ課題はいっぱいありますが、それをひとつ

ずつ解決しながら、今年度スタートし解決策を探って、次のステップに進めたいなと思って

います。 

 

関口市長 

 ありがとうございました。お時間の関係もございますので、次に移らせていただきますが、

市長としまして、令和５年度は試行の段階ではありますが新たな段階に入っていけると考

えております。今までご準備いただいた教育委員会の委員の皆様、教育委員会の事務局の皆

様に、心より敬意を表したいと思います。本当にありがとうございました。 

 それでは議題の（2）に進みたいと思います。「居心地の良い学級づくり」ということでご

ざいます。こちらもまず事務局から資料の説明をお願いいたします。 

 

八重沢指導主事 

 議題（２）「居心地のよい学級づくり」資料２に沿って説明を行う。（省略） 

 

関口市長 

 ありがとうございました。今ほど説明がありました内容について皆様からご意見をいた

だきたいと思います。いかがでしょうか。今日は傍聴している方もいらっしゃいますが、初

めて聞かれる方は、なかなか分かりづらいかもしれませんが、その点はご容赦いただければ

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

廣田委員 

 12ページですが、１人増えてしまったとか、22人のところが２人減ったとか、これだけ

見るとあまり成果が出ていないような数字にはなっています。しかし、説明にもあったよう

に要因にはいろいろあり、これを要因別に分析ができれば、この学級づくりが非常に役立っ

たという結果が出ているのでないかと思っております。一番下に「数値的な変化と同時に質

的な変化を把握し」とあるが、このことがあるのかと思っています。ここには出ていません

が、不登校日数について、例えば 60日不登校だったのが、これをやって 40日に減ったとか

30 日に減ったとか。依然、不登校ではあるけれどもう少しで不登校ではなくなるとか。こ

のことも個別で見れば成果は出ているのではないかと思われます。ぜひ、このことも分析に

入れていただければ、教員の指導もより具体的な指導ができるようになってくるのではな
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いかと思います。 

 

関口市長 

 ありがとうございます。他にご意見はいかがですか。 

 

渡邊委員 

 この取り組みは、私にとってもすごく新しい取り組みで、期待して見ているところであり

ます。システムを上手に運用するには学校の先生方のチームワークが一番だと思います。そ

この指導を引き続きしながら、また、年度で先生がガラッと変わってしまったところはサポ

ートを十分にしないと、結局たくさんの予算をつぎ込んだシステムも宝の持ち腐れになっ

てしまう可能性があると思いました。 

もう一つ、当市はへき地で教員の人数が非常に少なく、また、若手の教員が多い傾向があ

ります。このようなこともあり、先生たちの経験値がこれから積みあがっていく段階や、こ

れからいろいろな経験をしていく段階の先生もたくさんいらっしゃるのではないかと思い

ます。ぜひ、そういう先生たちをチームでサポートするために、このＷＥＢＱＵを活用して

いただきたいと思います。 

部活動の話もそうでしたが、先生の業務をなるべく子供たちにダイレクトに働きかける

ような業務に集中していただきたいと思っています。このために教育支援員や教員ＯＢな

ど、そういう方々に学校教育のサポートをしていただけるように、教育委員会として力を入

れていく必要があると考えています。 

 

関口市長 

 ありがとうございました。私もこれを拝見し、それぞれの先生が、あなたのクラスはこう

ですよと厳然たる結果が出て、一人一人がそれぞれ受け止め、糧にし、ある意味、先生方に

とって、つらい部分もあったのではないかなと考えます。しかし、ありがたいことにクラス

ごとに同じ基準でひとつの話し合いの土台ができたと思っています。今までクラスごとや

先生個人で悩みを言われたことについて、話し合いのプラットフォームが新たにでき非常

に良いのでないのかと思っています。小中一貫のときにもそうでしたが、お互い小中学校に

分かれていた壁を取っ払うといった感覚で、今回は、クラスとクラスの壁を取っ払うような

新しい取り組みで、しかも先生方もそれを受け止め、肯定的に評価してくれているというこ

とで、市長としてもありがたい取り組みだと感じています。 

 

庭野委員 

 ５ページの「具体的な方針」の（３）「学級づくりを共通のテーマに設定することで、支

え合い、学び合い、高め合う教職員集団をつくる」というところで、もちろん素晴らしいこ

とと考えています。その学校ごとの状況を踏まえ、具体策までどうやって作るか、校長のみ

んなで考えてもらわないといけないと思います。私は最後の学校の東小学校に赴任したと
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き、今でいう特別支援教室が必要な子供がたくさんいました。私は、まず１年目に特別支援

教室を作るための運動を行いました。「来年絶対に作る」とあちこちでアピールしました。

それで結果的に２年目に支援教室ができて、段々と学校が落ち着いていったという経験が

あります。とにかく、目標は具体的に定めないと学校は総花で終わってしまいます。校長さ

んたちがどれだけ危機意識を持っているか。ぜひ、教育委員会のリードでやってもらいたい。

今は変わっているかもしれませんが、私は、１年生からの学級づくりが大事だと思っており

ます。 

 

関口市長 

 他にいかがでしょうか。 

 

浅田委員 

 私も去年の６月に、このＷＥＢＱＵの講習をＺＯＯＭで体験させていただいたのですが、

早稲田大学の指導の先生も、校長先生の注力がＷＥＢＱＵの成功にかかっているとおっし

ゃっていました。このアンケートを行う前までは、本当に困っているお子さんは誰に訴えて

いいかわからないところもあったと思います。しかし、このアンケートによって自分の困っ

ていることを訴えることができて、本当にいいシステムだと思います。ＷＥＢＱＵに関わら

ず、普段から先生方がお子さんに、何か困ったことがあったら何でも言うようにと声掛けを

していただきたいと思います。 

 

関口市長 

 ありがとうございました。 

 

庭野委員 

 日本の小中学校には「学級づくり」というものと「授業づくり」というものがあります。

戦後の研究資料をいろいろ調べてみると、圧倒的に良い授業をすれば良い子供が育つとい

う発想でずっと来られています。そのため、授業便宜ばかりやってきたのです。ところが今、

子供が多様になって授業便宜だけでは拾えないような子供が出ています。そうなると、今度

は「学級づくり」が大事になってくるのです。指導案を書いて指導力が付くというようなこ

とはある意味過去の幻想かもしれません。学級づくりでは、子供とどのような環境を作るか

ということが一番問われている時代だと感じます。身近な話をしますと、２～３日前に某高

校の女子生徒から手紙をいただきました。本人は自殺したいということを言ってきました

ので、まあそう言うなと手紙を書きました。とにかく一人ひとりが様々な悩みを持っている

のです。それに対して忙しいなんてことは言っていられません。どれだけ寄り添えるか、そ

こで教師の力が問われていると思います。いろいろな子供がいますので、ぜひ、学級づくり

をしながら、教師とその子供がどういう関係であるべきか、もっと見つめられるように教育

委員会で働きかけていただけたらと思います。 
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関口市長 

 ありがとうございます。 

 

廣田委員 

 ８ページのグラフを見ますと「かたさ型」、「ゆるみ型」というのがまだ依然として３～５

割くらいあるように見受けられます。私の考えでは、10 ページの「インクルーシブライン

内外」を見ると、インクルーシブ外の子供さんが大体１割前後くらいになっています。この

プロット図については各担任の先生方は自分のクラスのものを持っており見ていると思い

ます。９ページの右側、かたさ型のところ、縦長の楕円になっていますが、おそらく大部分

の子供さんは上半分に属しているのではないかと思われますし、ゆるみ型もほとんどが右

半分に属しているのではないかと推測できます。本当に、もう少しかという感じではないで

しょうか。次は２年目になります。学校やクラスのルール作りは４月の最初のホームルーム

が一番大事だと聞いています。３月の卒業式が終わってから１週間余りしか時間がないで

すが、準備をしっかりとしていただき、いいスタートを切っていただきたいと思っておりま

す。 

 

 

関口市長 

 ありがとうございました。他にいかがですか。 

 

渡辺教育長 

 ありがとうございます。ＷＥＢＱＵにつきましては本年度、新に取り組んだ事業になりま

す。冒頭からいろいろとお話がありますように、当地域は教員確保困難地域ということで、

地元出身の先生が４割前後と少なく、若い先生が多い傾向にあります。したがって、学級運

営の経験が少なく、クラスをまとめていくことが大変だというお話も伺っております。そう

いったこともあり、学力云々といった目標を掲げているところに届かず、少し難しいことも

あったと感じています。あるいは、不登校やいじめの問題も依然とあり、いろいろみんなで

相談し考え、一昨年、小中一貫教育というこのシステムを利用して、本当に全校が学び合う、

それぞれ高め合うというような事例をいくつか拝見しました。当市もそのようになってい

きたいということで、このシステム導入を決め予算要求をしたところでございます。今の成

果については、まだ経過・過程ですので最終結果はまだですが、それなりには成果が表れて

きていると感じています。本当にありがたいことだと思っております。今までお話がござい

ましたが、一番目指すのは親和型のクラスですが、市内にはまだまだこうなっていないクラ

スもあります。しかし、少しずつですが次のステップに上がっていることは間違いないと思

います。何よりも先生方の学級運営のノウハウや経験によるものだったところが、ＷＥＢＱ

Ｕというシステムを使うことで、学校全体でひとつのクラスのことを考え、みんなでＷＥＢ

ＱＵを使いながら話し合っていくという形ができつつあると思っております。そういった
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ことから、新年度からは、できれば全学年がこのＷＥＢＱＵを使った学級づくりになってい

ければと思っております。あわせまして、子供も先生もやりがいをもってできれば良いと思

っております。 

まだいろいろな課題があります。不登校などで他県の市町村の話もありますが、これも全

体で見ていくと全部悪いというわけではないですし、ましてや前年度不登校だった児童・生

徒が今年度は出てきて学校の中に入っているという事例も出ておりますので、そういった

こともしっかりと受け止めながら前に進めていきたいと思っております。 

 

関口市長 

ありがとうございました。私の思いにつきましては、先ほどお話させていただきました。

ひとつ考えられるのは、学校内だけの連絡ではなく学校間で学年ごとに横につながるとい

うこともこの協調の土台ができたのではないかと思います。いずれにしても、教育長からお

話がありましたが成果が上がっているという判断で１年生２年生も含めた９学年全体の在

り方につきましても検討して、議員の皆様にもご理解いただけるように私でも努力をして

いきたいと思います。ありがとうございました。 

それではこの件につきましても以上とさせていただきます。時間が若干残っております。

議題の（３）「その他」ということでありまして、先ほどの２つの議題以外にもどうしても

お話したいということがございましたら時間は限られておりますがどなたからでもご発言

いただければと思います。 

 

庭野委員 

 午前中、家でネットを見ていたら新潟県出身の漫画家の一人に十日町高校出身で、しげの

秀一さんという「バリバリ伝説」という漫画家がいるようです。十日町高校出身でそういう

漫画家がいるということを今日初めて知ったのですが、そういう方をぜひお呼びできない

かなと思いました。 

 

関口市長 

 松之山の方ですよね。 

 

渡邊委員 

 松代小学校の給食では「バリバリ伝説メンチカツ」というメニューがあります。子どもた

ちは「バリメン」と言うのですが、それがこの漫画の方の作品の名を付けたメニューで、

Twitterですごい反響がありました。 

 

庭野委員 

 地元新聞で報道されていますか。 
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関口市長 

 以前に報道されました。しげのさんのお母さんもいろいろお話してくれたり、松之山に行

くとポスターで盛り上げていたりしています。 

 他にいかがでしょうか。 

 

渡邊委員 

 給食の話題が出ましたので、昨日行われた学校給食検討会を見学させていただいた際の

話をさせてもらいます。学校給食の在り方について、いろいろ話がありましたが、びっくり

したことに今回値上げになるかもしれないと、そのことは物価高を考えれば当然と私は思

ったのですが、保護者としてびっくりしたのは学校給食の牛乳を一部ヤクルトジョアに替

えるという話がありました。なぜ、それが出てきたのかびっくりしました。カルシウムを摂

るためにジョアにすることはわかりますが、添加物がすごく入っていて家では飲ませてい

ません。嗜好品として飲む程度のものを月に一回、十日町市の学校給食で出すことが教育委

員としては許せないと思いました。学校給食の在り方についても、もう少し私たちが教育委

員として勉強をする必要があるということをその会議を見学して感じました。市長はこの

ことをどうお考えですか。 

 

関口市長 

 松代小学校の給食で今、ジョアを出しているのですよね。ですから、渡邊委員のお子さん

も飲んでいると思うのですが、そういったこともあったのではないでしょうか。私は、牛乳

に関して、学校給食における費用の割合がすごく高いし、栄養価の問題はもちろんあると思

いますが、果たして牛乳にこんなに割合を割いていて良いのかという思いは、昔からずっと

思っています。これは私の個人的な考えです。いろいろなやり方があるはずだと思っていま

す。昔、三条市の国定市長はこの問題にチャレンジし紆余曲折あって、結局、三条市の学校

給食では牛乳は継続しています。私も彼の考えには非常に同感で、なぜ 270円の予算のうち

62 円の予算を牛乳に毎日必ずつぎ込まないといけないのかということに対しては疑問を持

っています。いろいろな検討ができるはずだと私の考えは教育委員会の皆様に伝えてあり

ます。 

 

渡邊委員 

 わかります。毎日牛乳を飲む必要性も私はないと思います。お茶で良いのではないかと思

います。なぜ、ジョアにするのかということが納得できないのです。その点で、せめてジョ

アにはしないでほしいと私は思っています。決してジョアが悪いと言っているわけではあ

りませんので誤解はしないでください。 

 

関口市長 

 とてもよくわかります。次の総合教育会議のテーマのひとつにどうでしょうか。 
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あと２分ほどあります。もうひとついかがですか。 

≪意見なし≫ 

 

 それでは意見も議了したようですので、議事を終了とさせていただき進行は事務局にお

返します。本当に貴重なご意見をたくさんいただきました。ありがとうございました。 

 

金澤総務部長 

 皆様活発なご議論ありがとうございました。それでは閉会の挨拶を渡辺教育長からお願

いいたします。 

 

渡辺教育長 

 改めまして皆様、大変お疲れさまでした。本当に時間いっぱいまで熱心なご議論いただき、

また、様々なご意見いただきましてありがとうございました。課題はたくさんありますが、

何よりも子供たちと先生が親和、一緒になって学級、そして自分たちも成長していく、そう

いう世界を作りたいと考えております。今後も職員の皆様と教育委員と連携しながらその

実現に向けて力一杯頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

本日は大変ありがとうございました。 

 

金澤総務部長 

 それでは以上で本日の会議を終了といたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 


