
平成29年度　第１回会津若松市総合教育会議　議事録

１　日　　時　　　　平成29年５月26日（金）

　　　　　　　　　　開会　午前10時00分　　　閉会　午前11時26分
　

２　場　　所　　　　教育委員会室（市役所栄町第二庁舎２階）
　

３　出 席 者　　　　市　長　　　　　　　室　井　照　平

　　　　　　　　　　教育長　　　　　　　本　田　　　樹

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　松　本　健　男

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　秋　月　淳　子

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　一ノ瀨　美　枝

　　　　　　 　　　 委　員　　　　　　　林　　　健　幸

５　事務局出席者　　教育部長　　　　　　　　　　菅　井　隆　雄

　　　　　　　　　　企画副参事兼教育総務課長　　森　川　慎　一

　　　　　　　　　　生涯学習総合センター所長　　堀　金　　　靖

　　　　　　　　　　学校教育課長　　　　　　　　山　本　　　靖

　　　　　　　　　　教育総務課主幹　　　　　　　佐　藤　鉄　也

　　　　　　　　　　教育総務課副主幹　　　　　　齋　藤　純　子

　　　　　　　　　　　

６　協 議 題　　（１）平成29年度あいづっこ学力向上推進事業について

　　　　　　　　（２）学力向上に向けた家庭との連携について

　　　　　　　　（３）その他

　　　　　　　　　

７　議事の大要

　○開　会（教育部長）

　○会津若松市長あいさつ

　○議事録署名人　一ノ瀨美枝委員、林健幸委員を指名

　○協議内容

　　　<議長：室井市長>　それでは、早速協議に移ります。一つ目の協議題は「平成29年

　　　　度あいづっこ学力向上推進事業」についてであります。先ほど挨拶で申し上げた

　　　　とおり、今後10年間の計画であり、この策定により一層本市の児童生徒の学力向

　　　　上の推進に取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

　　　　ます。では、この内容について事務局より説明をお願いします。

　

　　　<事務局>　【資料】「平成29年度あいづっこ学力向上推進事業」について説明

　　　<議長：室井市長>　ただ今、事務局より「平成29年度あいづっこ学力向上推進事

　　　　業」について説明がありましたが、皆さんから何かご意見、ご質問等ございませ

　　　　んか。

　　

　　　<松本委員>　秋田に研修視察に行かれるようだが、この前見た資料で、秋田の先生
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　　　　方はお互いの情報共有や話し合いの部分が非常に多く、それに対して福島の場合

　　　　そのような時間が少ないということだった。あのような授業をやろうと思えばお

　　　　互いに一緒になって先生方が話し合わないと授業を進められず、そういう面で話

　　　　し合いの機会が多くなるのは当然という気がする。自分の自慢をするわけではな

　　　　いが、福島県が全国新酒鑑評会で、金賞をいっぱい取れているのは、よその県よ

　　　　りも各蔵同士の話し合いがものすごく多く、県外の人と話すと自分の県ではそこ

　　　　までやっていないと話すところも多い。視察に行かれた時にはそのようなところ

　　　　もちょっと感じて参考していただきたい。　　　　　　　

　　　<議長：室井市長>　事務局から何かコメントはありますか。

　　　<事務局>　学力上位県の秋田や福井の共通点は「書くこと」に力を入れている。ま

　　　　た、秋田は授業中の子どもの態度や発表力がキーポイントだと専門機関家が調べ

　　　　に行ってあがってきていることから、そのようなところを吸収し、先ほど申し上

　　　　げたhyper-QUでの子どもたち同士の様子を見たり、電子黒板を使っての一斉授業

　　　　の実施など、子どもたちの双方向の話し合いや発表などに繋げていきたい。

　　　<松本委員>　ちょっと個人的に疑問に思ったことだが、秋田でも授業に付いていけ

　　　　ない子どももいると思うが、そういう子どもの授業への対応はどうしているの

　　　　か。例えば、転校して来た子どもなど、途中で入って子どもたちは授業について

　　　　いけているのか。

　　　<事務局>　その点にも特に気をつけながら、情報を入手し、研修して来たい。　

　　　<林委員>　視点２で「グローバル教育の推進」とあるが、どうしてもグローバルと

　　　　いうと英語ばかりになってしまう可能性がある。ＩＣＴ機器を利用して英語以外

　　　　の算数、数学、理科等の教科でも効果的な活用を図るとあるが、もっと社会情勢

　　　　等に向けての活用も考えているか。

　

　　　<事務局>　視点２では特出しの形で外国語活動との関わりやＩＣＴの活用を挙げて

　　　　いるが、これとは別のグローバル教育の部門において、本市の歴史や伝統を知

　　　　る、臆することなく自己表現ができる等グローバル世代に応じた必要な資質を育

　　　　成するということをあわせて行っている。特に、新聞などを使って世界情勢を

　　　　知ったり、電子黒板が入ってくるとビデオなどの教材で具体的な学習も進みやす

　　　　いなどもある。グローバル教育イコール英語教育と考えているわけではなく、そ

　　　　の一部として英語教育、外国語教育が入っている。

　　　<議長：室井市長>　他に何かございませんか。

　　

　　　<一ノ瀨委員>　hyper-QUについて実施時期が２回となっているが、５月に１回やっ

　　　　て、また同じクラスで11月上旬にやるということなのか。

　　　<事務局>　５月についてはその子どもの実態を分析して、それにあった方針、活

　　　　動、指導を行い、11月についてはそれによって好ましい変容や望ましい結果が得

　　　　られたか、もし望ましい結果が出なければその原因は何かを検討していく。本当

　　　　は回数はもっと多い方がいいのだが、様々なことを総合的に考慮して２回実施す
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　　　　ることになった。その間、並行して学校教育指導委員等に６回研修を行い、やる

　　　　目的を明確にする、出てきたデータについてどう解析するかなど、有効に進めて

　　　　いきたい。

　

　　　<一ノ瀨委員>　変化も含めて、これは学校内や子どもたちにどのような活用をされ

　　　　るのか。

　　　<事務局>　hyper-QUでは子どもたち用の個票として、「困ったことがあったら先生

　　　　に言いなさい」や「あなたは人の話している時に自分の意見を言いすぎるかもし

　　　　れません」などと、子どもたちに示唆するようなものがつく。他に、子ども個人

　　　　個人について「この子にはこんなアプローチが必要」等の教師への示唆もある。

　　　　外部に出る個票は、内心の個人情報を除き、さし障りのない範囲で子どもと保護

　　　　者に伝えるが、それ以外は極めて重要な内心の個人情報なので、学校で保管しな

　　　　がら、研修等では名前を伏せて指導や助言を行う予定である。

　　　<松本委員>　これは「やる気のあるクラスをつくるアンケート」ということで、や

　　　　る気のある会社や職場をつくるのにも使えると思い、自分でもやってみたが、な

　　　　るほどと思うところもあり、面白かった。これでどのように変わったのか、いい

　　　　方向に行ったのかなどの追跡が大事で、分析したことをどう使うかが重要ではな

　　　　いか。

　　　<事務局>　これは子どもへの最適な手だてを行うためのものであり、これによって

　　　　担任を責めない、担任を評価の材料として使わないことがルールとなっている。

　　　　集計はパソコンでもできるが、教育委員会では個票が出るように業者へ依頼する

　　　　ことを考えている。

　　　<秋月委員>　これは学年教員、学校教諭とのデータはどうなっているのか。

　　　<事務局>　今回の対象学年以外について、小学校９校と中学校２校がすでにＰＴＡ

　　　　等の予算で実施している。今回は５、６年がメインだが、学力向上という全体的

　　　　な目標から、５、６年生以外はおそらく別の予算でやる学校もあるかもしれな

　　　　い。その結果は生徒指導協議会などで情報が共有され、状況によっては協議会で

　　　　の対応が検討されることもあり、いじめや不登校にも対応できるほか、学力向上

　　　　にも関われるという調査方法である。

　　　<本田教育長>　年２回というのは、新学期を迎えて学級が動き出した時に１回と、

　　　　夏休み終了後は子どもたちの人間関係が変わってしまうことから、その後にもう

　　　　１回行う。そのデータは教育委員会も共有するほか、実際には各学校で有効に活

　　　　用できるようにしていきたい。　

　　　<議長：室井市長>　Ｑ‐Ｕとはどんな意味か。何か単語を縮めたものなのか。

　　　<事務局>　クエスチネァーユーティリティーズ（Ｑuestionnaire-Ｕtilities）の

　　　　頭文字をとったもので、実用的なアンケートというような意味であり、クラスや

　　　　学級の級と友達の友をひっかけてＱ‐Ｕとの名前になったと聞いている。
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　　　<議長：室井市長>　設問は毎回変わらないのか。

　　　<事務局>　これは日本テストスタンダード委員会の審査基準を満たした心理テスト

　　　　で、信頼性や妥当性があるものとして作られており、設問は変わらない。練習効

　　　　果が出るとか、問題が漏れる等の心配がないわけではないが、基本的に普段子ど

　　　　もたちは目にしないものなので、あまり近い回数でやると設問を覚えていたり、

　　　　意図的な回答になってしまうと意味がなくなってしまうので、一定のインターバ

　　　　ルがあった方ががいい。

　　　<議長：室井市長>　私は肯定的にマインドコントロールしてくれるので、回数を

　　　　やった方がいいと思う。どうあるべきかということをとてもそう思う人の方が前

　　　　向きになれるし、結果的にプラスになれる。いろんな方法があると感じた。

　　　<事務局>　子どもたちがやる自己評価にもそのような狙いがあり、どういう観点で

　　　　どう振り返ったら自分にメリットがあるのかという機能もある。

　　　<議長：室井市長>　アンケートの中に「クラスの中に、あなたの気持ちをわかって

　　　　くれる人がいると思いますか。」とあるが、それをちょっと言葉を変えて、クラ

　　　　スのみんなの気持ちを分かるべきだ、と受け取る人もいるかもしれず、そうする

　　　　ことで具体的に広がっていくことから、それぞれに成果が出てくることを期待し

　　　　たい。それから、先行して湊小学校でやっている「やるｋｅｙ」の効果につい

　　　　て、分析等はできているのか。

　　　<事務局>　算数についてソフトが完成したことから、業者と市の担当者が学校へ

　　　　行って来た。当該学年の子どもたちの学力がもともと高く、ソフトの結果とは言

　　　　い切れないところもあるが、子どもたちは、分かる、楽しい、やりたいというこ

　　　　とで、今後自宅への持ち帰りが可能かどうか等を検討している。

　　　　　　

　　　<議長：室井市長>　今後、全校に広げるかどうかの検討が出てくる。費用面や成果

　　　　の有無、先生方の負担等いろいろ課題もあるが、緩やかにやった方がいい。何で

　　　　もかんでもすぐ目の前にあるから使うのではなく、長く触れていると様々な使い

　　　　方や発想が出て来て、より使えるようになる。今後は電子黒板もあるので、その

　　　　前段である。他にございませんか。　

　　　<林委員>　ＮＩＥの実施ということで、各学校に一般紙を１紙配布とあるが、学校

　　　　で新聞というより、どちらかというと家庭学習だと思うので、出来るだけ家庭で

　　　　新聞を読ませる時間をとっていただきたい。今、新聞をとっていない家庭もある

　　　　とは思うが、出来れば教育の一環として、保護者への協力をお願いしたい。　

　　　<議長：室井市長>　これをやることで新聞が面白いと思ってもらえるようになれば

　　　　いい。他にございませんか。

　　　<秋月委員>　視点１の「振り返り・繰り返し」は保護者としてありがたい。これを

　　　　やっていただくことで少しずつ皆分かってきており、先生方には続けていただき

　　　　たい。
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　　　<本田教育長>　今、校長面談を行っているが、視点４の家庭学習をどうにかしたい

　　　　ということで、中学生が家に帰ってから何をやるのかが見えていないことから、

　　　　帰る前に学校である程度何をやるかを考えてさせ、帰ってからそれに取り組ませ

　　　　ている。ある一定の時間を使って家庭学習として、繰り返し学習をやって少しず

　　　　つ習慣が付けばいいと思っている。学力向上推進委員会では、学年が上がるにつ

　　　　れて予習に力を入れていかなければいけない等いろいろあるが、検討していく必

　　　　要がある。あと小中一貫で何かやってくれと各学校長から要望されている。例え

　　　　ば、家庭学習で小学校で１時間勉強したのが、中学校になって30分しかやらなく

　　　　なったということがあるが、小中一貫だと小学校で学んだ子どもたちが中学校に

　　　　行っても同じ姿勢なんだなと分かれば、同じようにやれるとを考えており、繰り

　　　　返し、振り返りがとても必要だと考えている。

　

　　　<議長：市長>　特に数学なんか、同じ解き方をしなくてもいい。小学５、６年の難

　　　　しい応用問題は関数を使って、わからないのをⅩやＹにしてやると簡単に出来

　　　　る。段階段階でいろんな方法があって、答えを導くにはいろいろあっていいと思

　　　　う。私の同級生で「数学は覚えるもんだ」と話していたい友達や、解き方がわか

　　　　らないので、解き方を覚えることで解決した人もいた。「直観的にどうしてわか

　　　　らないの」と言われることもあるが、それはセンスの問題で、時間をかけるとイ

　　　　メージが湧いてくるので、やっぱり振り返りは大事だと思う。あと、生物や社会

　　　　は関心があると別に学年に関係なく自分で勉強が出来るようになる。それは別に

　　　　学校で教えてくれるから勉強するという狭い考え方でなく、「学び」というのは

　　　　先生がいるからやるわけではないという環境作りが必要だ。すべて教育委員会と

　　　　いうわけではなく、学んだ方が得をするように変わった方が絶対いい。

　　　　　次に、学力向上についての家庭との関連についてお話ししたい。今、申し上げ

　　　　たように、学校だけでなく家庭がどう役割を担うか、家庭がどう考えるかが重要

　　　　で、往々にして「学校にお任せします」と言ってしまう親御さんもいると思う

　　　　し、私自身も家庭訪問に先生が来られたら「よろしくお願いします」と言ってい

　　　　たが、家での過ごし方は非常に大きく、一体となった推進体制が必要になると思

　　　　うので、それについて皆さんと協議したいと思います。家庭は安らぎの場や情報

　　　　交換の場で、家庭の教育力は学力にかなり反映されていくことから、改めて連携

　　　　について皆さんから情報提供やご意見をいただきたいと思います。

　　　<松本委員>　昨日の会議でも話にあったが、各家庭の差や関心度というか、ＰＴＡ

　　　　に出て来るような家庭はそれなりに安心していいが、全然子どもに対して関心が

　　　　ないというか、育て方に関心がないような親御さんもいらっしゃると思う。やは

　　　　りそんなふうなところをどう思うのか。貧困についての話だったが、経済的な貧

　　　　困でなく、教育に対する貧困みたいなものがあるようだ。全く関心の無いことを

　　　　それで何が悪いのかという感覚になるのかということを感じた。

　　　<本田教育長>　昨日、ＰＴＡの予算確保協議会が行われ、各学校の校長先生とＰＴ

　　　　Ａの役員の方々、教育委員会事務局と教育委員さんにも出ていただいた懇談会で

　　　　の話題が貧困であった。

　　　<議長：室井市長>　学校の先生の仕事を増やすわけではないが、子どもとの触れ合

　　　　いや学校での教育は当然だが、気づいていない親に対し、気づいた教師が適切な

　　　　言葉で気づきの情報を教えていただきたい。家庭でそういうきっかけ作りは学校
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　　　　でやる以上に大きいので、気づいた時に少し踏み込んで先生が保護者に情報提供

　　　　をしていただいきたい。まずは学校に来てもらう、あるいは家庭訪問など、接触

　　　　していかなくてはいけない。今も家庭訪問はやっていると思うが、年にどの程度

　　　　なのか。

　

　　　<本田教育長>　年１回で、あとは必要に応じて訪問している。

　　　<議長：室井市長>　必要に応じてということで、無理強いをすることなく、あまり

　　　　踏む込むとプラスにならないので、お互いに気づいていないところを気づけるよ

　　　　うに積極的にやっていただきたい。　

　　　<松本委員>　学校や教育委員会だけでは限界があろうかと思うので、市の社会福祉

　　　　の部分からのサポートも必要なのはないか。　

　　　<議長：室井市長>　今この場ではその進め方や詳しいデータ等がないため、詳細な

　　　　ことは申し上げられないが、制度的にも貧困の連鎖を断ち切りなさいということ

　　　　で福祉の分野とも連携を図りながら実施している。

　　　<事務局>　子どもの貧困に対するワーキンググループに学校教育課が入って連携し

　　　　ているほか、市の生活自立困窮者庁内連携会議にも出ている。経済的な困窮の観

　　　　点から何らかの手を差し伸べなければならない子どもたちについて、学校や市の

　　　　データを共有し、スクールソーシャルワーカーや担任が家庭訪問したり、民生委

　　　　員さんにお願いしたりと、そんな形で日々行っているが、「学校に来てくださ

　　　　い」といっても来てくださらない、あるいは家庭訪問しても出てくださらないこ

　　　　とに苦慮している。　

　　　<議長：室井市長>　さっき私が言ったところはやってもらっているんですね。

　　　<事務局>　相当程度、学校はやってる。　

　　　<議長：室井市長>　認識を新たにします。改めて家庭に望むこととして、具体的に

　　　　どういう形でやっていったらいいのかお話を伺いたい。

　　　<林委員>　先ほど、開かれた学校を作るとの説明があったが、特定の人というか、

　　　　例えば小学校のＰＴＡの役員をやっていた方が自動的に中学校の役員をやらせら

　　　　れることも結構あるので、他のＰＴＡに参加していない人たちに参加してしても

　　　　らうようにしていかなければいけない。先生方の職務を増やすわけではないが、

　　　　そういう機会をどういう形で広げていくのか、来ない親が多いということであれ

　　　　ば、何かしらの機会を持つべきではないか。また、学力向上の推進計画からみる

　　　　と他県や全国平均との差ということになるわけだが、これはどちらかというと、

　　　　地域内ではなく大学進学の時に向けた施策の一貫なのか。学力向上というのは、

　　　　ただやみくもに教育をするというのではなく、ほかとの比較のなかで会津の学力

　　　　が若干低いからちょっとがんばりなさいという話で、大学進学に向けた話なのか

　　　　と、資料を見ていてちょっと気になった。

　　　<事務局>　全国学力学習状況テストは、全国を100とした場合、中学生が95程度、
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　　　　小学生が98程度で年度によって若干変動もある。震災前は100前後だったことも

　　　　あるが、今はこのくらいで、本市の子どもたちの状況を見た時に伸びしろはさら

　　　　にあるだろうと思われる。総合的に見た時に、家庭学習の時間が少ない、テレビ

　　　　の視聴時間がとても多いということがあり、子どもたちが本来持っている能力が

　　　　さらに大きく伸びるのではないか。意図していることは、大学受験学力とかそう

　　　　いったことではなく、指標として全国学力学習状況テストの結果を使用している

　　　　だけである。また、各学校では全国学力テストのほかにＮＲＴも実施しており、

　　　　全国との状況で55、53などの良い状況の学校もたくさんある。全国学力学習調査

　　　　は４月の当初にやるので、データの取り方として基本的に本市の子どもたちの最

　　　　大パフォーマンスの時のデータではないかもしれないが、全国と同じで見た時、

　　　　まだまだ本市の子どもは伸びしろがあるだろうということで、さらに適切にやっ

　　　　ていけば将来的に選択肢も増えていくだろうということで進めてまいりたい。　

　　　<林委員>　今お聞きしたのは、自分たちが今ここにいると、どうしても地元の高校

　　　　の比較しかない。子ども全体的、地域的にも伸びしろがあるという話で、将来的

　　　　に就職の時に、４年制のいい大学を出た方がいい職につく可能性は高いという方

　　　　向に持っていけるよう、小学生のうちからある程度家庭内でした方がいいのでは

　　　　ないかということも若干ある。昨日の貧困の資料の中で、４年制の大学を出た人

　　　　の年収の方が高いとあったが、家庭でことさら未成年であれば、就職してから自

　　　　分たちの給料がこのくらいもらうためには、今のうちからこれくらい勉強した方

　　　　がいいと言った方がいいのではないか。　

　　　<本田教育長>　実はある地域で、あまり勉強させると子どもが地元にいなくなって

　　　　しまうという話があった。でも子どもたちが自分の夢を実現させるためにはその

　　　　くらいのアイテムというか、力を持っていないと乗り切れず、そのための力が必

　　　　要なのではないか。将来何になるかというものを持って、夢を実現するためには

　　　　こんな力があればということを想定して、自分の意志や伸びしろを含めて頑張っ

　　　　ていってもらいたい。

　　　<事務局>　ある教師が、子どもたちに大学進学のことを話したところ、保護者から

　　　　「私は高校しか出ていないが、ちゃんとやっている。親を否定するのか。」とい

　　　　うお叱りの電話を受けたこともあるので、生涯賃金云々を含め、学歴のことは学

　　　　校としては言いづらいところもある。

　　　<秋月委員>　最近、ダンスの授業参観があり、普段いらっしゃらない保護者の方に

　　　　何年かぶりにお会いした。多分、子どもの方も国語や算数だと来てもらいたくな

　　　　いないけど、こういう体験型だと来てもらいたと思っているのかもしれない。そ

　　　　ういうことがあると学校が近くなってくる。子どもの素敵なところを見せてもら

　　　　えれば学校に行きたくなり、そういうことから授業参観に来る人が増えていけれ

　　　　ばいいと思う。逆に物足りないという親もいると思うが、小学校は６年間もある

　　　　ので、子どものいろんな場面を見せてもらえればいいと思う。

　

　　　<松本委員>　先生方にしてもそうやって見に来る保護者の方が多ければ、緊張感も

　　　　出ると思うし、それがやる気にもなってくると思う。一方で関心が持たれていな

　　　　いとなれば当然やる気も下がってくることから、親としても関心を持とうという

　　　　気を持ってもらえれば、それだけ自分たちの子どもも伸びてくるではないか。
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　　　<議長：室井市長>　さっき事務局が言われたことは分かるが、あまり恐れていては

　　　　ダメで、皆の前で言う言葉と個別に言う時は別で、個別で言う時は少し踏み込ん

　　　　でいいのではないか。人生の琴線に触れるような内容はなるべく公の時は控え、

　　　　個別において本当に心配していることを伝え、そのことが分かることが大事で、

　　　　あまり何も言わない、触らないと一生懸命さが伝わらない。考えているが、言葉

　　　　と行動に表さないのではなく、個別の場合の対応の仕方はいろいろ柔軟にやって

　　　　いってもらいたい。引っ込み思案になるのではなく、先生の個性を殺さずにいい

　　　　ところをどんどん出してやっていっていただきたい。ミスした場合は、ミスとし

　　　　てちゃんと認め、また次に頑張っていくということで、教育委員会と先生の信頼

　　　　関係、先生と保護者との信頼関係のように、恐れずにチャレンジしてもらいた

　　　　い。あと、家庭においても集中力は大事で、家族がいる居間などで勉強が出来る

　　　　子は切り替えも早く、集中力も高い。結果的に同じことをやっても、短い時間で

　　　　習得するみたいなことがある。物事を前向きに考える方がいい。環境が良すぎる

　　　　と弱くなる。あえてテニスで話をするならば、会津若松市のお城のコートは下

　　　　に石も草もなくすごくいいが、よそに行くと野っぱらみたいな、ものすごい風が

　　　　吹くようなところで試合をさせられる。適応力というのは、厳しい環境にいた子

　　　　の方が育つ。「学ぶ強さ」、そんなことも教育の中のキーワードになる。

　　　<本田教育長>　子どもたちが転ぶ前に手を差し伸べてしまうなど、子どものために

　　　　適した環境を先に整えてしまうことがある。子どもにとっては、困っている時に

　　　　切り抜けていく、そういう力も必要だと思う。

　　　<秋月委員>　もまれながら生きていくような感じですね。

　　　<議長：室井市長>　あまり学校が子どもを守って、温室のように育ててしまった

　　　　ら、外に出て辛いのは子ども本人であり、そういう意味で生活習慣は家庭で養わ

　　　　れていくことが多いが、親も子どもと一緒に大人になっていくしかない。まだ、

　　　　時間もありますので、何かございませんか。

　　　<松本委員>　先ほど学校図書館支援委員４名がつく話があったが、昨年の予算確保

　　　　協議会の際、二中に学校司書をつけてもらい、きれいになって非常に行きやすく

　　　　なった等の成功例を見せてもらった。一方、支援委員のいない一中はどうだった

　　　　かというと、ＰＴＡの会議室にしかなっていなかった。その差が非常に極端な例

　　　　であったが、今回４校をやってもらった中で、全体的なレベルがみんな一緒にあ

　　　　がっていってもらえればいいし、そういう環境がもっと必要なのではないか。

　　　<議長：室井市長>　普通は学力が高いといわれる方が地域としてのイメージが上が

　　　　り、企業誘致にプラスに働く。そういう意味で期待したいと思う。これからいろ

　　　　んな人が来る時、単身でくるのか、あるいは夫婦で来るのかという際に、会津で

　　　　教育を受けて良かったという部分があると来やすいのではないか。雪があるから

　　　　行かないかと言われるのとは違う。20数社くらいのマスコミが来た東京でのプレ

　　　　ゼンであえて言いました。保育所の待機児童０ベースで、医療費は18歳までは無

　　　　料、保育所や子どもクラブもあるので、夫婦でも働けると。そういうアピールを

　　　　していかないと、なぜか東京だけがいい街だ、都会だけがいい街だとなって、地

　　　　方の価値がなくなってしまう。そういう意味での意識付けの一つとして、学力が

　　　　向上していって欲しい。県内の銀行で、県に関係のある上場会社の役員等をピッ
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　　　　クアップし、交流会をやっている。会津出身の方も何人がいるが、なぜか福島、

　　　　郡山、いわきの方が多い。会津で頑張る人も必要だが、中央で頑張る人も必要

　　　　で、地域の活性化のためには、それぞれの物差しが異なる。都会で暮らすことを

　　　　望む人もいるけど、いなかで頑張る人もいる。バランスが地域を良くする。最終

　　　　的にこの教育がそういうものにつながっていければいい。このような人を輩出す

　　　　ると、いろいろ地域の活性化にも繋がる。なんで家庭の学力向上をやっているの

　　　　かというと、そういうこともあるのではないか。個人にとっての自己実現で、や

　　　　ろうと思った時にできるか、それは頑張っていた方ができると思う。

　　　<本田教育長>　やはり外に出ていく人も必要だろうし、出れば戻ってくる人もいる

　　　　し、違うところで夢を実現させる者もいる。若松がどうのこうのだけではなく、

　　　　やっていかなくてはいけないと感じた。

　　　<議長：室井市長>　日本や世界のために会津は人材を育成している。だんだん終わ

　　　　りになってきました。いい話も出来ましたので、その他も含めて最後に一言ずつ

　　　　いただけますか。

　　　<秋月委員>　青少年の健全育成について、子どもの良さを見つけて褒めることを大

　　　　事にしたい。先進地視察はいいと思うので、先生方にはいろんなところに行かれ

　　　　て、またいろんなところで力を発揮してもらいたいので、ぜひこのような事をど

　　　　んどん行ってもらいたい。

　　　<林委員>　私は高校のＰＴＡをやっているが、そこでの話は基本的に外に出てどう

　　　　やって活躍するかで、外に行って活躍するためには自分の学力をここまで延ばさ

　　　　なくてはいけない。では、なぜ学力を上げるのか。それは金銭だったり、職業で

　　　　あるとか、いい学校に入るためであり、それでさっきあのような質問をさせてい

　　　　ただいた。小学校や中学校ではまだまた先の話だが、今のうちに、例えば高校に

　　　　行った時に、こんな現実に直面して、自分の将来を選択しなくちゃいけないか

　　　　ら、今のうちに選択の幅を広げるために学力を上げなさいとしか、今のところは

　　　　言い方がないのかという気もする。ただ市長がおっしゃられたように文化都市と

　　　　いうか、子どもの学力が高いということは魅力のあることだと思うので、これか

　　　　らも子どもたちの学力向上のためにお力をいただきたいと思いますし、大事にし

　　　　てしていきたい。

　　　<一ノ瀨委員>　子どもたちの選択肢を増やしてあげるというのが教育だと思う。学

　　　　校ができること、家庭ができること、地域ができることは限界がある。学校がや

　　　　り過ぎてしまえば、家庭は学校にお任せという形を取ってしまうし、かといって

　　　　家庭をほっとくわけにもいかない。どこまで立ち入っていいのかというジレンマ

　　　　が学校にはあるのではないか。ただ、何を一番に考えるべきかというと子どもた

　　　　ちのことなので、日々の生活で家庭も大変だと思うし、そこまで気を使うことは

　　　　なかなか難しいが、それを誰が担当していくかというと教育委員会となるので、

　　　　少しでも力添えをしていきたい。

　　　<松本委員>　「憧れ・学び・誇り」を我々も持ちましょうということで、私も酒造

　　　　組合でも結構使わせていただいている。やはり子どもたちだけでなく、我々もそ

　　　　ういったった部分が必要である。先進地視察でやっぱり秋田というように、先進
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　　　　地視察といったらやっぱり会津だというようになるためには、何をしなくてはい

　　　　けないか。そういったことは生涯学習の部分でも自分たちの中でも思っていると

　　　　いうことは必要で、そんなことが実現出来るようになればといいと感じた。

　　　<本田教育長>　私の教育のスタンスは、やがて子どもたちが日本や世界の中心とな

　　　　る年代になった時に、多分私たちはいないかもしれないが、子どもたちがいろい

　　　　ろ判断する際に、何をもって判断するのかという力を育てていかなくてはいけな

　　　　いと考えている。事務局ではその基本的なアイテムを育てるということで、その

　　　　時にどう判断するのか、その判断が誤っているか、正しいかはその時の判断でま

　　　　た別だが、そういう力が必要だと感じている。今年からいろいろ予算をつけても

　　　　らい、これを往々に活用して成果を上げていきたい。

　　　<議長：室井市長>　最後に私から、ふるさと創生基金を教育に使わせていただいて

　　　　今回で３年目になるが、今年度は特に額が大きくなり、プロジェクターとか買わ

　　　　せてもらった。こういうふうに継続してやっていることを、何かの機会に皆さん

　　　　からも具体的に話していただき、教育にプラスαできていることを言っていただ

　　　　いてもいいと思います。あと一つ、ある上場会社の若い社長さんで、役所や国な

　　　　どと、とにかくいろいろなことをしている人がいるんです。年齢に関係なく、個

　　　　性や能力は究極的に違うことを念頭に置いて、個性をフルに出してもらえるよう

　　　　な教育に期待したい。学力も全部良くなれではなくて、どこか一つでも自信があ

　　　　る教科があると、自然に引っ張られて他も良くなることも必ずあると思うので、

　　　　先生の一声で個別に褒めてもらいたい。「将来何々になるんだったらちゃんと勉

　　　　強しておいた方がいいよ」とか、個別の一言一言が気持ちを前向きにさせ、面白

　　　　さとか楽しさとか夢とかが出てくるような気がするので、先生方にもそれを工夫

　　　　していただいて、魔法の言葉にもあるように、ぜひそういうことに配慮していた

　　　　だきたい。私からは以上です。

　○閉　会（教育部長）
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