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平成３０第１回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

１ 開催日   平成３０年１月２５日（木） 

２ 場 所      宝塚市役所  ２－４・５会議室 

３ 開会時間  午後１時３０分 

４ 閉会時間  午後２時２８分 

５ 出席した委員の氏名   須貝 浩三教育長、井上 輝久委員、川名 紀美委員及び篠部 信一郎委員 

６ 除斥した委員の氏名    

７ 委員及び傍聴人を除く、議場に出席した者 

理事         上江洲 均 
管理部長       和田 和久 
学校教育部長     田上 裕一 
社会教育部長     立花 誠 
管理室長       西本 学 
学校教育室長     井上 淑子 
学校教育部次長    谷川 妙美 学事課長       高田 輝夫 

学校教育課長     藤山 昌生 
教育研究課長     今北 眞奈美 
青少年センター所長  伊藤 章 
学事課事務職員    小山田 俊明 

 

８ 会議の書記   教育企画課課長    柳田 直記 

教育企画課係長    小松 謙太 
教育企画課事務職員  猪井 繁哲  

９ 議題   ○報告事項 学校運営協議会（コミュニティ・スクール）進捗状況の報告について 
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   会議の概要  ─────────── 開会 午後 １時３０分 ───────────── 

須貝教育長  平成３０年第１回宝塚市教育委員会の会議（定例会）を開催いたします。  初めに、傍聴希望者はおられますか。 

西本室長   どなたもおられません。 

須貝教育長  それでは、本日の会議を始めます。  本日、森委員からご欠席という通知を受けています。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により、
過半数の委員の出席がありますので、本会が成立する旨をご報告いたします。  本日の署名委員は、篠部委員です。よろしくお願いします。  付議案件は、議決事項以外の案件１件です。進行について事務局お願いし
ます。 

西本室長   本日の付議案件は、議決事項以外の案件が１件です。        報告事項、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の進捗状況報告に
ついて。        よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

須貝教育長  それでは、報告事項、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の進捗
状況報告について、担当課よりお願いします。 

井上室長   学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の進捗状況について、ご報告
させていただきます。        平成３０年度より導入予定の「宝塚コミュニティ・スクール」について、
周知を図り、理解を求めるための説明会を実施しています。説明会の様子や、

現在の進捗状況についてご報告いたします。        まず、１月１０日に、モデル校を依頼しているすみれガ丘小学校に田上部
長と２人で説明に伺いました。１８名の方に参加いただき、皆様から様々な

意見が出されました。        出された意見としては、まず、地域とともにある学校づくりとあるが、軸
は「子どものため」ということに尽きると思うので、そのことを忘れないで

進めていきたいということ。        ２点目に、すみれガ丘小学校は、既に多くの地域の方が学校支援をしてい
て、地域とのつながりも深い。今、コミスクと言われても、我々は既に学校

支援に取り組んでいる。        ３点目として、地域の方は非常に忙しく、今以上に多忙となることは避け
たいという方もいらっしゃいました。        ４点目として、モデル校で実施した後に続く学校が出るのか。２校が打ち
上げ花火で終わるのは困るという意見もありました。        ５点目として、教育委員会内部での協議はしっかりできているかというご
指摘を頂戴しました。        ６点目として、全市的な周知が遅れているので、そういったところを進め
てほしいというご指摘を頂戴しました。 
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       ７点目ですが、すみれガ丘小学校の取り組みを、ぜひ市内の小学校に発信
してもらえたらうれしいというご意見もございました。        最後に、学校関係者評価と学校評議員、それから、学校応援団が一体とな
って進めて行く取り組みと考えれば、すごく納得ができ、了承を得まして、

進めていきましょうということでお話し合いは終わりました。        この会でご指摘のあったことの周知や、協議等につきましても、今後丁寧
に進めていきたいとお話をしてまいりました。        それから末成小学校については、１月１６日に田上部長と伺い、説明をい
たしました。こちらの参加者は、６名でした。        出された意見としては、子どもたちのために何かできるというのは非常に
うれしいことであり、地域の方もそういったことを待っており、できること

は何でもしてあげたい。        ２点目として、既に学校と地域の連携はうまく取れている。今の関係を保
ちながら、大きな環境変化が起こらないような取り組みと考えれば、負担も

そこまで大きくないのではないかというご意見を頂戴しました。        ３点目として、学校は地域に遠慮せず、どんどん支援を求めればよいとい
う、大変前向きなご意見を頂戴しました。        ４点目として、ＰＴＡ会長より、現在は保護者がＰＴＡの役員になりたが
らない、地域の方の負担の増加は困る、との意見をいただきました。        この会であった質問については、丁寧に説明を行いました。そして、末成
小学校もぜひやっていきましょうと、末成の取り組みを全市的に広めてもら

えたらよいという、とても前向きなご意見を頂戴いたしました。        それから、１月１０日に、市内の各まちづくり協議会の代表の方２０名が
集まられる、まちづくり協議会の代表者交流会へ説明に伺いました。        ご意見としては、校区人権をはじめとするさまざまな会議体があり、まち
づくり協議会の代表の方々もいろんな会に出席する中、新たな取り組みとい

うのは非常に負担が増えるのではないか。そのような会を整理してほしいと

いうご意見が多数ありました。        また、校長によって、意欲のある方とそうでない方で、学校間での格差や
内容、取り組み方に違いが出てこないのか。        モデル校の運営の仕方や、ガイドラインなどをもう少し教えてくださいと
いうこともありました。        コミスクについて、責任はどこなのかというご質問もありました。         また、宝塚市の子どもたちの様子が地域にはなかなかおりてこない。規範
意識やモラル、情報、それから自尊感情に課題があると聞いている。そうい

った課題や問題点の解決に協力してほしいという声を聞かせてもらえれば、

こちらもできることを考えていきたいので、そのような説明を受けたいとい

うお願いもありました。        次回は３月８日に参加させていただき、説明をさせていただきます。また、
まちづくり協議会は、毎月定例会をされているので、モデル校の立ち上げ後
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も、毎月出席しながら、進捗や状況をお伝えしていきたいと考えています。        今後の説明会の日程についてです。２月は自治会やネットワーク会議への
説明や、自治会連合会理事会に出席をいたします。３月はまちづくり協議会

代表者交流会に出席して説明を行います。また、青少年育成市民会議本部会

があり、役員の皆様には昨年説明は行っていますが、もう一度代表者会に説

明に行きたいと思っています。その後、２０団体ある各まちづくり協議会団

体に、順次説明をしていきたいと考えています。        続いて、研修計画についてです。まず、コミスクの推進協力モデル校の関
係者の方にお集まりいただき、組織づくり等々、文部科学省のマイスターを

お呼びして、研修を行いたいと考えています。それと同時に、指導主事にも

広く理解を深めるために、研修を行いたいと考えています。また、社会教育

課が所管されている合同研修会、地域コーディネーターの養成講座等に伺い、

理解を深めるような研修を考えています。第４回の研修会では、学校関係者

や市民の方を対象に、社会福祉関連の会と合同で、学校、それから地域、家

庭をつなぐといった協働の視点から学ぶということで、大学教授をお招きし

て、研修を行いたいと考えています。また、第５回として学校管理職に再度

研修を行います。第６回はまちづくり協議会の役員会研修に、コミスクの内

容を入れていただこうと考えています。そして、第７回目では、年度末にコ

ミスクの推進協力モデル校学校関係者の皆様、学校運営協議会の皆様に、評

価の指標やマネジメント、次年度に向けての研修を行いたいと考えています。        続いて、阪神間の各市町のコミスクの取り組みを確認したところ、現在実
施しているのは、伊丹市と三田市でした。        伊丹市は、平成２７年度より小学校２校、中学校２校でモデル校を実施し
ており、２９年度は１１校で実施しています。そして、平成３１年度に全校

で導入予定とのことです。三田市では、平成２４年度より検討を始め、２９

年度に１２校で実施し、３３年度に全校実施の予定です。尼崎市では、平成

３２年度より１校もしくは２校のモデル校の立ち上げを検討しており、３４

年度に全校実施する予定です。西宮市は、社会教育課にて検討中ですが、め

どは立っていない状況です。芦屋市では、生涯教育の視点で地域まちづくり

コミュニティの取り組みを実施しており、コミスクの検討はしておりません。

川西市、猪名川町では、検討中ということです。また、直近に伊丹市と三田

市に、実施されている様子をお聞きしに行く予定です。        実施校の拡充についてですが、これも国の動向を見ながら順次考えていか
なければと思っています。平成３０年度は２校にお願いして研修を進めてい

きながら、３１年度は、小学校で４校、中学校で２校の拡充を計画していま

す。また、教育委員会で協議をお願いしたいと思っております。事務局とし

ては、小学校において宝塚小学校、高司小学校、光明小学校、そして、地域

に広げていきたいという想いから安倉小学校をモデル校に追加し、計４校で

実施したいと考えております。        中学校では、すみれガ丘小学校の関連校として御殿山中学校、それから末
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成小学校の関連校として高司中学校にお願いできないかと思っております。        しかし、地域とのつながりということで、多くの支援をいただく学校、地
域とあまり関係が密でない学校があり、計画はこのように立てておりますが、

これからどういう戦略で広げていくのかということも、またご示唆いただけ

ましたら、非常にありがたく思っております。        次のページが、現在の各校の学校関係者評価委員会の合計メンバーです。
小学校では、少なければ６名のところもありますが、多ければ２０名を超え

る方に協力をいただいています。        それから学校評議員の構成ですが、５、６名程度の会議になっています。
評議員には、スポーツ関係の方、校区人権の代表、スポーツ２１の関係の方、

まちづくり協議会の会長や役員の皆様、自治会等々、様々な方にお願いをし

て、ご協力をいただいています。中学校も同じような状況です。        これから、学校が持っている会議体をコミスクが立ち上がっていく中で、
整理できるのか検証も進めていかなければと思っております。        最後のページですが、たからづか学校応援団のボランティアの登録者数で
す。合計１，３４８名の方に、何らかの形で学校の支援をしていただいてお

ります。ただ、地域コーディネーターが広がっていかないという課題もあり

ます。このような方が、学校と地域をうまくつないでいただけるキーマンに

なってくださるので、コーディネーターの拡充について考えていきます。ま

た、団体登録で、２８４名の方にご協力いただいております。        状況の報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

須貝教育長  モデル校のすみれガ丘、末成小学校の現状などを報告いただきました。何
かご意見等はございますか。 

井上委員   文科省から具体的に、コミスクを何年までに完了しなさいという指示は出
ているのですか。 

井上室長   現在はありませんが、平成３３年度に文科省から、全校実施をという指示
が下りてくるのではと思っております。 

川名委員   モデル校である両校の説明会が、積極的であったというのはよくわかりま
す。この２校はコミュニティスクールなどがなくても、きちんとできていた

学校です。だから、そこをモデル校に選ぶのは順当ですが、心配なのはそれ

以外のところです。ここがよかったからと言って、安心はできません。どの

ようにして、地域で学校を支えるという取り組みについて、ほかの地域に理

解いただくかが大事かと思います。先日から申し上げているように、この基

本的な議論が教育委員会の中で欠けているということと、人材の養成が大変

重要です。様々な形で地域と学校が関わっていますが、所管が社会教育や学

校教育であるなど、組織なども整理した上で、モデル校をお願いし、コミス

クに移行していくことがよいと思います。そのような基本的な整理や議論が

ないまま、とりあえずモデル校を進めて４月からやるという状況ですよね。

組織の整理や人材育成というのはとても大事なことで、大体担い手がいるの

かどうか。ＰＴＡの役員を選ぶのも大変なのに、より負担が重くなり、この
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ような市全体で取り組みましょうという合意がなかなか得られていない状況

です。この該当校だけでなく、もっと全市的に理解をし、それでいきましょ

うという空気がないと、モデル校も大変だと思います。なので、突然４月か

らやりますとなっているのが、私はなかなか理解ができない。もう少し他市

の状況を見て、時間をかけてもいいかと思います。        昨日、阪神間の女性教育委員の会議が神戸市であり、そこで聞いてみまし
た。伊丹市など既に先行実施していますが、上手くいっている学校とそうで

ない学校の差が激しいそうです。一つの理由に、学校が常時地域の方が入る

ことを了承し、情報についてもいじめ等が起きた際に、速やかに共有する姿

勢の学校は上手くいっています。ただ、従来どおり、地域の方に全部知らせ

ることに抵抗があると感じる校長もいるようで、そういう学校はなかなか上

手くいっていない状況です。人材の面でも、２０年ほど自治会長をされて、

信頼を集められている方がいる地域は上手くいっています。ただ、その方の

次がおられないなど、どうしても個人頼みのようなところがあり、それをど

うするかが悩ましいということでした。私たちは後発でやるので、３１年度、

３２年度と計画はありますが、次々とちゃんとできていけるような基盤整備

に、もう少し力を注いだほうがいいのではと若干危惧をしています。 

須貝教育長  すみれガ丘小学校と末成小学校のように、受け入れがある程度できている
学校でモデル校を進めます。ただ、川名委員が言われたように、もうでき上

がっている学校よりも、それ以外の学校の受け入れの基盤等については、一

番不安になる部分です。 

田上部長   今回モデル校が２校という経緯のご報告が抜けており、唐突に思われてい
ることがあるかと思います。昨年度の教育委員会協議会において、私から宝

塚型のコミスクについて、法的な力を持つ文科省型でなく、まずは宝塚型で

進めていきたいという方向性と、そのモデル校を実施しながら広げていくと

いうご説明をさせていただきました。できる学校はあるのですかというご質

問に対して、腹案はありますとお答えいたしました。そして、できるところ

から進めていってくださいというご意見をいただき、校長会と話を進めなが

ら、要綱の整理や研修を進めていき、何とか２学期に２校がモデル校を受け

ていただけるところまで来て、１２月に校長先生に正式にやっていただけま

せんかというお願いをいたしました。川名委員がおっしゃられたように、全

市的にまず広げて、インフラ整備をという考えはその通りですが、本市の現

状を考えて、まずはモデルとなる学校を作り、それを参考にして広げていく

べきだと考えています。伊丹市は文科省型の権限のあるコミスクをやってい

ますが、三田市は三田型の学校独自の形でやっています。その２市の状況を

参考にしながら、進めていきたいと思っております。また、モデル校の運営

協議委員の皆様に集まっていただき、どういう改善点があるのかという話し

合いを行い、全体でもお集まりいただき話し合いを進めながら、全市的に広

げていきたいと考えています。        それで、コミスクの設置が努力義務になり、いずれは必置になるかと思い
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ますので、何とかそれまでに広げていきたい。それから、奈良県などがそう

ですが、中学校区全体で行い、中学校区も連携ができるような形ということ

も含め、一緒に進めていきたいと考えております。        以上です。 

須貝教育長  すみれガ丘小学校の組織とは、どんな感じなのでしょうか。 

田上部長   すみれガ丘小学校の皆さんは、学校の要望にきちんと応えていただいおり、
逆に提案もしていただいています。末成小学校も同じような形です。文科省

型は、今の社会に開かれた教育課程という形ですが、地域も当事者になって

くださいということを進めています。ただ、いきなり地域に対して、皆さん

も当事者ですよという形でお願いしても、先ほどもこれ以上会が増えると困

るなどと皆さんも言われていますので、意識の部分と物理的な部分を整理し、

ご理解いただけるよう進めているところです。 

川名委員   私も文科省の今回の案が、どうしたら教育予算をあまり使わずに済むかと
いうことで、介護も子育ても何でも地域でと、地域に求め過ぎではと思いま

す。ですから、文科省の案に必ずしも沿わず、独自のやり方というのはいい

と思います。賛成はできますが、今上がっている学校は、非常にうまくいっ

ているところですよね。でも、両親が働いて、毎日それで精いっぱいという

学校も間違いなくあり、そういう学校も同じようなやり方で指導を求められ

るかと言うと、なかなか難しいわけです。では、そういう学校はやめるのか

と言っても、そうはいきません。ここに研修計画がありますが、このコーデ

ィネーター育成講座のような研修を頻繁にやる必要があると思います。また、

モデル校のやり方を見ながら進めるということですが、見てもらうのと同時

に基盤整備を進めないと、５年間という短い期間で全市において実施するの

は難しいと思います。末成小学校もコーディネーターがしっかりしているし、

地域の方が出入りできるスペースもあり、この２校は突出していいわけです。

なかなか、見てもらうだけではどうなのかなと思います。やはり、人の養成

は簡単ではないですし、このごろ地域を見渡しても、壮年の人はいないわけ

です。もちろん高齢者でも働き、元気に地域のためにやってもらえる方もい

るわけですが、そのような方はすでにいろいろやられています。これは、学

校任せにはできないことです。また、すみれガ丘小学校の中内校長は定年で

退職ではなかったでしょうか。        この決めたことを次の方がやるわけで、なかなか大変だと思います。 

井上委員   １つの大きな問題点は、学校にすごく協力的な方はごく一部です。その底
辺を広げていかないと、その人たちがやりませんと言われたら、補充ができ

ず、コミスクも失敗します。研修については真剣に取り組んでいただいて、

組織基盤の整備につなげてください。 

川名委員   要するに人づくりですが、それがなかなか難しいです。幼稚園が定員割れ
をしているというのは、明らかに働いている人が多いです。かつて、７０年

代、８０年代は専業主婦の方がかなりいて、その方々がこういう地域のこと

を担ってくださりＰＴＡ活動もできていました。ただ、今は共働き世帯がは
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るかに上回る状況の中で、このような地域の負担が重くなるということをや

ろうとすると、やはり結局は人に行き着きます。 

須貝教育長  モデル校の末成小学校は、寺子屋や補導活動などの対応を見ていたら、昔
から人が大変協力的です。今言われているように、ほかの地域はどうかと言

うと、そこまでは育ってない。また、おられても以前から関わっておられる

年配者に限られています。これは、本市だけの問題ではないと思いますが、

伊丹市の事例を報告したときに同じ温度で共有できるような地域というのは、

今のところ少ないですね。人材が育っていないというのは事務局も十分理解

しているので、２０地域に説明してくけども、その説明だけで意識が一気に

高まるかと言うと、なかなか難しいでしょうね。 

田上部長   モデル校になっていただいた学校は、もうそれで終わりではなく、私たち
も常に情報提供を行い、どのような課題があるかをお聞きして改善していき

ます。それから、地域人材についても、いろいろと言われていますがおられ

ます。たからっ子いきいきスクールの授業でみんなの先生や、昔遊びや家庭

科でのミシンの授業をするので来てくださいなど、そういうときには様々な

方が来られています。だから、それをうまくコーディネートして支援につな

げていく体制をどうするか、どのように組織づくりを固めていくかが重要に

なります。そして、社会に開かれた教育課程という方向になりますので、こ

の事業の活動が教育課程のどこに位置づいていて、どういう力を子どもたち

につけていくのかということを、運営協議会の皆さんにも一緒にご理解をい

ただこうと考えます。この活動が６年間の流れの中で、教育課程のどこに位

置づけられていて、子どもたちの育成にどうつながっていくかを理解し、こ

うしていきたいというご意見をいただけるような文科省型にいくまでにステ

ップがあるのはわかっていますので、その細かいやりとりが大変必要になっ

てくるだろうと思っております。        それと、社会教育課にもこの取組検討会に入っていただき、ご協力もたく
さんしていただいています。社会教育課の考えていることと合わせながら、

様々な会を運営協議会の中で終結していけるようにしていきたいと考えます。

青少年育成市民会議や児童放課後クラブの事業や、学校応援団の事業など言

われても地域の方は同じ方になります。では、なぜ分かれているのかという

こともご説明していく必要がありますし、ご指摘いただいているように、課

題は山積しています。 

井上委員   同じメンバーで、１人で何役ももっていますからね。 

川名委員   例えば学校支援課や新たなものをつくり、そこに入れ込んだりしていると
ころもあります。あまりに縦割りのままで、なかなか難しいと思います。 

井上委員   やはり、たくさん養成しないと、１人倒れたらそれで終わりですからね。 

立花部長   学校応援団については、１０年以上も前から取り組んでいて、最初は国の
委託事業であったのが補助事業となり、文科省から宝塚の学校応援団の取組

について表彰され評価されたこともあります。ただ、見ていただいてわかる

ように、地域コーディネーターが現在９人という状況で、人材の育成が非常
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に難しいということを物語っております。我々としても新しい方をというこ

とで、育成講座などで事業説明をする際に、もっと参加してくださいという

呼びかけや、地域コーディネーターとしての役割をもっと理解していただく

ための説明を行っておりますが、なかなか進まないのが現状です。        なぜかというと、よく機能しているところの地域コーディネーターという
のは、個々のコネクションやネットワークというのがあります。ある程度、

地域にも根差した活動をされていて、信頼もあり、様々な活動の中で培って

こられたということがあります。ただ、お年も召されており、いきなり若い

方に引き継ぐというのは難しいところがあります。今後コミスクを推進する

中で、我々が経験している同じような課題や情報を共有し、あるいは協力を

していきたいと考えます。        逆にもう一つの課題として、活動したいのに活動する場を与えられないと
いう方も結構おられます。それは学校側の問題でもあり、この地域、学校応

援団側の問題でもあります。両方の問題があると思いますので、できるだけ

協力しながら人材育成に努めていきたいと思っております。 

川名委員   そうだと思います。学校側の意識も、地域に大変負担が重くなるというこ
とと同時に、学校側がオープンマインドに様々な人を迎え入れられるかとい

うと、そういうことが苦手な校長もおられるので、それも合わせてやってい

く必要があります。３０代、４０代はあまり望めないので、６０代ぐらいの

人でも今はみんな長寿になっています。定年退職される方々はとてもお元気

で、その方々は退職後にどうしようかと困っている方もおられます。うまく

その方々の地域デビューと結びつけるような取り組み、研修があったら行っ

てみようという機会を多く作りながら、時間をかけてでも人材についてはど

うしてもやらないといけない。 

井上委員   既存の学校評価委員と学校評議員の違いは何ですか。 

田上部長   学校評議員は、校長が地域の皆様から評議員を選びます。学校運営に関し
て、評議員の皆様から意見をいただくという仕組みです。ただ、会議体では

なく、校長が個々の評議員にいろいろな意見を求めて参考にするという形で

す。一人一人別々にというのはなかなか難しいため、評議員に集まっていた

だき、会議体のような形になりますが、学校の状況の説明などを行い、学校

運営についてご意見をいただくというのが学校評議員です。        評価については、まず教職員で学校評価を行います。次に関係者評価委員
という、学校以外の者でまた評価をしていただきます。そして、保護者、地

域の方も含め、学校評価をしたものを見ていただいて、再度評価をしていた

だきます。それを踏まえて、来年度の学校運営に生かしていくという形です。 

井上委員   実際の活動状況はどのようなものですか。 

田上部長   学校によって様々だと思いますが、まずは委嘱した際に、学校目標や学校
の基本方針を説明します。そして、様々な機会に学校に来て、一緒に子ども

たちの様子を見ていただき、ご意見をいただくという形です。年間で、最低

４回は来ていただいているかと思います。 
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井上委員   メンバーもずっと同じメンバーで活性化もできていないので、意味がある
のかと思っていました。 

須貝教育長  継続して見ていただいて、数年前と今とで違いを知っていた
だいている人に、言っていただけるのはありがたいことだと思います。        先ほど、立花部長からもありましたが、コーディネーター不足というのが
一番ネックかと思います。このような組織を立ち上げても、コーディネータ

ーが不足していることで、その方向をつけていくのが難しく、二の足を踏ん

でいた点も大いにあります。そこで、基盤をつくり、それぞれを整理して広

く強く子どものために何が必要な地域であるのか、学校であるのかというの

を明確にしながら、その都度協力して支援していただきながら進めていくと

いうのが理想だと思います。 

川名委員   ４月、５月頃の公民館の講座に、実際にコーディネーターをされている方
に、この仕事の役割や魅力、おもしろさを語っていただくなど、経験者に語

っていただく場を集中して設けたらどうでしょうか。やはり、すごくおもし

ろいでしょうし、やりがいもあるかと思いますが、何をするのかなと思う方

が多くいらっしゃると思います。 

立花部長   現在、学校応援団を実行委員会形式でやっています。そこでは、年２、３
回ぐらいの研修をしまして、経験者の話も含めてすでにしています。非常に

様々な方が来られていて、とにかくまずは支援したという方、すでに支援し

ているがなかなか参加ができないという方、コーディネーターの仕事につい

て理解の浅い方などを集めて説明を行います。先日は、交通の旗を振る研修

なども行いました。要は具体的に命を預かる行為に対して、きちんとしたル

ールがわからないため参加できないという方もおられます。ボランティアに

参加したいという方に、様々な機会があって、どのような参加の仕方がある

のかという説明を主にしています。なかなかコーディネーターとしての、学

校との調整を行うなどの研修は行えていないのが現状です。 

川名委員   すぐには無理かもしれませんが、ある程度ボランティアの経験を積んだ
方々に、さらに一歩足を踏み出してコーディネーターに挑戦してみませんか

みたいに、コーディネーターのおもしろさなどを知ってもらうためのリクル

ートは、もう少しやった方が良いですね。 

立花部長   コーディネーターは地域コーディネーターのほかに、主任として、全体と
して推進するコーディネーターを２人設置しています。十年来ずっと中心的

にやっていただいている方を中心に、今まで参加された経験のある方に体験

談を語っていただくというようなコーディネーター育成のための研修も予定

しております。すでに研修等もやってきていますが、さらにそういうことも

やっていこうと考えています。 

川名委員   そのようなことを受けて、そこから育ってきませんか。 

立花部長   そこが難しいところです。やはり地域活動をした上で、何らかのつながり
がある人はそのような経験がつくと、地域コーディネーターとして大変有能

な方になられてきますが、新しく入られた方や興味がある方とか、ボランテ
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ィアだけをしていきなりやるというのは、なかなか時間かかります。ただ地

道にやるしかないことですので、継続してやっていきます。 

井上委員   全く地域の役職をされてない方が、参加するということはないのですか。
地域で何らかの役目や役職をお持ちの方が、今度コーディネーターの講習あ

るから行ってきてというようなものです。 

川名委員   そうだと思いますが、一方で、管理職もされていた会社員だった方で、退
職後に何もすることがないという方も地域におられます。そういう人もうま

く、地域のために働いてもらえるようにできないものですかね。 

井上委員   広報紙を利用するとか、なかなか知る機会がないですよね。 

川名委員   そのような方も何か学ぼうかなとか考えるのではと思うので、公民館だよ
りなど、いろいろな工夫ですよね。 

立花部長   既にしています。ボランティア募集や制度の説明したものを、自治会の会
報と一緒に配っています。募集や制度自体の周知も機会があるごとにしてい

ます。ＰＴＡとも通じて行っていますので、合わせてもう少し効率的に宣伝

できないかという問題もありますので、また検討していきます。 

川名委員   それを見て来られる方は、関心があるということですからね。一緒に来て
もらって受講してもらうなど、機会を増やしていかないといけませんね。 

須貝教育長  公民館講座の話が１つ出ましたが、そういう機会を設けながら、また、現
状でも学校応援団の研修会もあります。そういったとこに呼びかけをしなが

ら、コーディネーターをしてくれる少し意識の高い人材を少しずつ増やして

いく取り組みをしていかなければならないという話が１つ。        それから、学校ごとの校長になりますが、その地域を受け入れるオープン
意識を持ってもらい、開拓していくということも同時にやっていく必要があ

ります。モデル校を見ていきながら、学校側、地域のコーディネーターとい

ったところを耕していきながら、いいものをつくっていこうということです。 

井上委員   モデル校の進捗状況や問題点など、随時見ていく方が良いと思います。 

須貝教育長  そういう意味で、定例会の中でコミスクについて、引き続き協議というこ
とでよろしいですか。 

田上部長   引き続き、ご報告させていただきます。 

須貝教育長  委員のご意見もいただきながら、前へ進めていきましょう。        では、本日の案件は以上ですけど、他にございますか。 

西本室長   特にございません。 

須貝教育長  それでは、本日の教育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 ２時２８分 ───────────── 

 


