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第10回糸魚川市教育委員会定例会会議録 

                               （平成28年６月27日） 

 

１ 日時    平成28年６月27日(月) 午後２時から 

 

２ 会場    糸魚川市役所 庁議室 

 

３ 出席委員  教育長      田原 秀夫 

        教育長職務代理者 佐藤 英尊 

        委 員      永野 雅美 

        委 員    楠田 昌樹 

委 員      靏本 修一 

 

４ 委員以外の出席者 

        教育次長兼こども課長  佐々木繁雄 

        こども課    課長補佐 磯野  豊  係 長 林  壮一   

        こども教育課  課 長 山本  修  課長補佐 亀山  浩 

                係 長 山川 直樹 

        生涯学習課   課 長 渡辺 孝志  課長補佐 小島 治夫 

        文化振興課   課 長 磯野  茂  課長補佐 木島  勉 

        博物館     館 長 宮島  宏 

        市民会館    館 長 大沢 喜昭 

        書記      こども課主査 仲谷 貴子 

                                     

５ 付議案件 

議案第 83 号 専決処分の報告について 

 糸魚川市教育委員会事務局職員を糸魚川市選挙管

理委員会書記に併任することへの同意について 

議案第 84 号 糸魚川市外国語指導助手の任用について 
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６ 報告 

報告第 49 号 感染症の集団発生について 

報告第 50 号 いじめ・不登校の状況について 

報告第 51 号 各課・機関所管事項について 

報告第 52 号 教育委員会共催・後援事業について 

報告第 53 号 和解について 

 

７ 会議録署名委員の指名  ２番 永野委員 

 

８ 傍聴者         １名 

 

９ 開会    午後２時 

 

田原教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これより平成 28 年第 10 回糸魚川市教育委員会定例会を開会する。

先週末に２つのアウトリーチコンサートに参加させていただいた。

土曜日は大野小学校、日曜日は大和川小学校で、子どもたちだけで

なく地域の皆さんと一緒に、良い曲、良い音を聞かせていただいた。

その中で、地域に支えられて子どもたちが学習できると感じたわけ

であるが、大野小学校においては、市が整備したピアノ等が古くな

っていることから、なんとか更新をしたいという地元の皆さんの思

いでチャリティーコンサートを開いていただいたということであ

る。市や県の事業においても、予算がつかない所を地域の方々の支

援で、子どもたちの教育環境を整備しようという純粋な思いだと受

け止めているし、ありがたく思っているところである。 

大和川小学校においては、熊本地震へのチャリティーということ

でのコンサートであった。大和川小学校にある２台のピアノは地元

出身の方に寄付をいただいたということである。また、新東京フィ

ルハーモニー交響楽団が 10 年来、毎年、コンサートに来ておられる

ということであった。こちらも、地域の方、地元出身の方の支援を

いただきながら、その期待や声援に子どもたちが元気に応えており、

その様子を見させていただいた。 

教育委員会事務局の職員としても、こういった地域出身者の方々

の期待に応えるべく、誠意をもって熱意を全面に出して取り組んで
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田原教育長 

 

田原教育長 

 

 

佐々木課長 

 

 

 

田原教育長 

委員 

田原教育長 

委員 

田原教育長 

 

 

田原教育長 

 

山本課長 

 

 

田原教育長 

靏本委員 

 

 

 

山川係長 

 

 

 

 

田原教育長 

 

靏本委員 

 

山川係長 

田原教育長 

佐藤教育長職務代理者 

いかねばならないと感じた。 

 

会議録署名委員の指名については、２番永野委員を指名する。 

 

議案第 83 号、専決処分の報告についてである。糸魚川市教育委員

会事務局職員を糸魚川市選挙管理委員会書記に併任することへの同

意について、事務局の説明を求める。 

７月 10 日に行われる参議院議員通常選挙において、糸魚川市選挙

管理委員会書記を併任する職員である。文化振興課、主任主事、八

木小百合さんである。 

併任期間は平成 28 年６月６日から、同年７月 13 日までである。 

今ほどの説明について、ご質疑はないか。 

（「なし」の声あり。） 

それでは採決に入る。この議案についてご異議はないか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 異議なしと認め、承認する。 

 原案のとおり承認 

 

 議案第 84 号糸魚川市外国語指導助手の任用について、事務局の説

明を求める。 

 ＡＬＴの任用についてである。現在、市役所で勤務しているセオ

ドアさんも含め、５名のＡＬＴを各学校へ配置し、配置校以外の中

学校、小学校、幼稚園、保育園にも派遣をしているところである。 

 今ほどの説明について、ご質疑はないか。 

 ＡＬＴの先生が４名、セオドア先生を含めて５名おられるが、各

中学校に配置されるＡＬＴの先生については任期が示されている

が、セオドア先生については任期が示されておらず、その背景や役

割分担などがあれば補足説明をしてほしい。 

 ＡＬＴは現在４名となっており、最大５年まで雇用ができる。セ

オドアさんについては、当初はＡＬＴとして雇用していたが、今は、

交流観光課の臨時職員として採用されている。現在は、市の臨時職

員ではあるが、職務のひとつとして、学校や幼稚園や保育園等に派

遣している。 

 セオドアさんの身分は、糸魚川市の臨時職員で、任期は１年ごと

と決まっている。 

 学校の配置状況表にセオドア先生を入れてしまうとわかりづらく

なってしまうので、整理してほしい。 

 今後は、セオドアさんを除いた形で資料を作成したい。 

 他にご質疑、ご意見はないか。 

セオドアさんは教育委員会とは切り離して考えてよいということ
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山川係長 

 

佐藤教育長職務代理者 

亀山課長補佐 

 

田原教育長 

 

亀山課長補佐 

 

宮島課長 

 

 

 

佐藤教育長職務代理者 

 

田原教育長 

 

楠田委員 

 

亀山課長補佐 

 

永野委員 

山本課長 

 

田原教育長 

委員 

田原教育長 

委員 

田原教育長 

 

 

田原教育長 

山本課長 

 

 

田原教育長 

永野委員 

山川係長 

 

か。 

 教育委員会事務局の職員ではなく、交流観光課に配置されている

市臨時職員である。 

 要請に応じて出ていただくということか。 

 現状としては、新任のＡＬＴの世話役や学校のパイプ役やつなぎ

役をしてもらっている。 

 セオドアさんが直接中学校の生徒を指導することはないというこ

とか。 

 生徒の指導もしていただいている。実際に学校へ入り、仕事をや

っていただいているという状況である。 

 フォッサマグナミュージアムの展示の中の英文などの添削をセオ

ドアさんにしていただいている。セオドアさんにお願いするメリッ

トとしては、日本語がかなりできるため、日本語の微妙なニュアン

スも理解してくれる。非常に有能な人間だと考えている。 

 非常に有能で貴重な人材であるなら、臨時職員のような不安定な

身分で良いのかという疑問が残る。 

 人事採用については市長部局の判断によるため、教育委員会とし

ては、大変功績があるということを伝えていきたい。 

 ＡＬＴは、配置中学校区内の小学校、幼稚園、保育園に派遣され

ているのか。 

 配置中学校区内の小学校、幼稚園、保育園を担当ＡＬＴが１人で

担当するには困難である。他のＡＬＴが担当している。 

 任期は５年とのことだが、現在のＡＬＴは何年目か。 

 青海中学校コートニは３年目、他校の３名、ラリーサ、マシュー、

マイケルは２年目となる。 

 他に、ご質疑はないか。 

（「なし」の声あり。） 

それでは採決に入る。この議案についてご異議はないか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 異議なしと認め、承認する。 

原案のとおり承認 

 

報告第 49 号感染症の集団発生について、事務局の報告を求める。 

 糸魚川小学校で感染性胃腸炎が発生し、学級閉鎖を行った。２年

２組 26 名のうち、６月７日に罹患者が８名であったため、６月８日

から６月 10 日までの期間、学級閉鎖を行った。 

 今ほどの説明について、ご質疑はないか。 

 このクラスだけであったのか。 

 ２年２組以外にも、１年生で欠席となった児童がいる。一定数を

超えた欠席者が出たのが、６月７日の２年２組ということで、その
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田原教育長 

委員 

 

田原教育長 

 

亀山課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田原教育長 

佐藤教育長職務代理者 

 

 

亀山課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楠田委員 

 

 

田原教育長 

 

 

 

他、欠席者は数名程度、数日間続いている。 

他にご質疑はないか。 

（「なし」の声あり。） 

 

 報告第 50 号いじめ、不登校の状況について、事務局の説明を求め

る。 

 ５月に認知されたいじめの状況についてである。中学１年生男子

における２件、中学３年生男子における１件、合計３件が５月中の

認知件数である。 

 内容は、ズボンおろしが２件で、悪口、ひやかし、からかいに当

たるものが１件である。仲間同士のふざけあいについて、早い段階

で発覚し、指導に入ったという状況である。いずれもすぐに対応し、

解消するに至ったということで報告が上がっている。 

 不登校については、４月の１か月は出席日数そのものが 30 日満た

ないということで、報告が上がっていなかったが、継続して欠席が

続いていた生徒の日数が 30 日を超えたことにより、報告が上がって

きたものである。中学１年、２年、３年で合計４名が不登校の状況

に至っているという状況である。 

 今ほどの説明について、ご質疑、ご意見はないか。 

 報告を聞いて、なぜ同じような嫌がらせや行為が起こるのか理解

に苦しむ。先生方は一生懸命、指導してくださっていると思うが、

それを理解できない子どもたちがいる。 

 今回の件のうち、３年生のズボンおろしについては、２年生の時

にも同様のことをしており、今回指導を受けた時、２年生の時にし

たことは忘れていたという答えをしていた。厳しい指導が心に届い

ていなかったのだと思う。だが、ダメなことはダメだということは、

繰り返しの指導が必要なことである。 

 また、もう一件のズボンおろしの件に関しては、教育実習中に起

きたものであるが、教育実習生に気持ちを惹きつけたく、２人のふ

ざけあいの中で生じていたものである。悪意があるものではないが、

ズボンおろしが人権侵害に関わる重要な問題であるという認識が子

どもの心に落ちていなかったという部分が一番の問題であり、この

点に関して、学校に引き続きの指導をお願いしているところである。 

 子どもたちの理解としては、友達同士のふざけあいであり、この

行為がいじめであるという意識は全くない。見過ごしたらいけない

ものであるため、指導していただきたいと思う。 

 感想であるが、小学生が遊んでいるのと、中学生になってある程

度認識ができていると思われる子どもたちがそういったことをする

のは、少しおかしいと思うところである。繰り返さないような指導

を徹底してもらいたいと思う。 
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佐藤教育長職務代理者 

 

 

 

 

 

田原教育長 

委員 

 

田原教育長 

磯野課長補佐 

亀山課長補佐 

小島課長補佐 

木島課長補佐 

小島課長補佐 

宮島館長 

磯野課長 

 

田原教育長 

 

佐々木次長 

 

田原教育長 

 

靏本委員 

 

 

 

 

 

 

 

宮島課長 

 

 

 

 

 

 

 

 何回も指導を受け、忘れていたというのはなんなのか。自分に都

合の悪いことは「忘れていました」と言えばそれで済んでいくとい

う感覚があるのではないのか。教育の場でそういうことが平気で子

どもの口から出ているということが理解できない。もう少し何か子

どもの心に食い込むような指導が、ますます必要になってくると思

う。 

他にご質疑はないか。 

（「なし」の声あり。） 

 

報告第 51 号各課の所管事項について、事務局の説明を求める。 

こども課   所管事項報告 

こども教育課 所管事項報告 

生涯学習課  所管事項報告 

文化振興課  所管事項報告 

図書館    所管事項報告 

博物館    所管事項報告 

市民会館   所管事項報告 

 

続いて、報告第 52 号教育委員会共催・後援事業の報告について、

事務局の報告を求める。 

資料に基づいて報告 

 

今ほどの報告第 51 号及び報告第 52 号の報告について、ご質疑は

ないか。 

 最近は、新潟県の県の石の中に、化石とヒスイが入ったことが大

きなニュースとなり、話題性が非常に高くなってきている。利用状

況の入館者数の中に、子どもの項目があるが、市内の幼稚園、保育

園、小学校、中学校、高等学校などの学級単位や学年単位等で博物

館を利用するという数については算入されているのか。あくまでも

入館料を払った対象でしか入れていないのかどうかと、利用状況に

ついてはどんな推移で来ているのかについて、お聞かせいただきた

い。 

 昨年度のリニューアルに合わせて、入館料の高校生以下を無料と

した。それまでは小学生から高校生までは 300 円だったが、市の内

外に関わらず、無料にしたところである。 

 現在は、市内の学校行事として利用されている学校も多々ある。

今日もひすいの里総合学校の中等部の子どもたちが来館しており、

毎日のように利用していただいている。 

 また、館内だけの利用でなく、学校によっては、学芸員と一緒に

外に出て、露頭の観察、あるいは海岸での石拾いといったものが、
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佐藤教育長職務代理者 

 

 

 

 

 

木島課長 

 

 

田原教育長 

 

 

 

 

 

佐藤教育長職務代理者 

 

 

 

 

 

永野委員 

 

 

 

 

佐藤教育長職務代理者 

 

 

 

田原教育長 

 

田原教育長 

委員 

 

田原教育長 

 

ジオパーク学習として継続している。 

 市内・市外に関わらず、学校等への対応については、できる限り

協力しているところである。 

 全国良寛大会でホールが満員になったということは、私の記憶で

はあまりなく、非常に驚いた。今回の大会のように、集まってこら

れる方々の人数がある程度把握できる状況もあったかもしれない

が、今後そういうものの招致について検討をしていただきたい。随

時というわけにはいかないが、継続していくことが必要ではないか

と会を通じて感じた。 

 おくのほそ道の風景地ということで、該当する市町村が協議会を

立ち上げており、今年も糸魚川でその協議会が行われる。市振小学

校で講演会を開催する予定にしている。 

 施設を有効に活用するという意味で、市民から要望をいただいた

わけであるが、交流という面では、他からくる方への誘客へもつな

がるため、全国大会、北信越大会への事業についても誘致を積極的

に行っていくという姿勢である。しかし、事務局対応等が大変だと

いうことが良寛会等の準備等見てもわかるわけであるが、それ以上

に得る物が多いだろうと思っているため、進めていきたいと思う。 

 市民の方々へのサービスということでいろいろな施設が整備され

ているのはよくわかる。しかし、そういう所に外部からの誘客によ

って訪れる人が増え、好印象を持って帰られることが大切なのでは

ないかと思う。特に糸魚川についてはそこが大事なのではないかと

いうことを今回の会を通じて強く感じた。終わってみればとても実

りある会だったのだと感じている。 

 良寛会にいらしていたお客さんの中に、駅や会場周辺にコインロ

ッカーが少ないと言われていた方もいたようである。荷物を持って

街中を歩くのは不便であるため、駅のエレベーターやエスカレータ

ーの前に空いているスペースなどを活用してコインロッカーを設置

してほしい。そういったところを有効活用していただきたい。 

 私も良寛会の時に同じように尋ねられた。たまたま通ったら、バ

ッグを引いているご夫婦に、「お尋ねしますがこの辺にロッカーはあ

りますか」と聞かれたが、自分もわからないため、答えられなかっ

た。 

 切実な要望だと思うので、磯野企画主幹から伝えていただく。設

置する前に案内をすることが大切だと思う。 

 他にご質疑、ご意見はないか。 

（「なし」の声あり） 

 

 追加の報告をお願いする。 

 報告第 53 号和解について事務局の報告を求める。 
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山本課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田原教育長 

 

 

 

田原教育長 

委員 

 

磯野課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 日に保護者の方と和解したため、報告する。 

 資料に、確約書、いじめ防止に向けた確認事項が示してある。前

回、お示ししたところと少し変わったところもあるが、おおむね一

緒である。和解の際には糸魚川市小学校長会長、中学校長会長も同

席され、いじめ防止にむけた確認事項についてしっかり取り組んで

いくということを保護者の方にも話をしたところである。これにつ

いては、先日の市議会総務文教常任委員会で議案第 73 号として和解

について、それに伴う補正予算として議案 74 号について審議を頂い

たところである。議会最終日 30 日に議決を得るという形になってい

る。 

 この件については、協議会でも説明したところである。23 日の市

議会総務文教常任委員会では、質疑の後、委員会としては全会一致

で採用されている。これを 30 日の本会議へ付託した審議の状況を報

告し、議決されるという手続きとなる。 

 今ほどの報告について、ご質疑はないか。 

（「なし」の声あり） 

 

２点報告をさせていただく。 

１点目は、県立高校等再編整備計画についてである。再編整備計

画は６月 17 日に県が公表したものである。現時点でのデータに基づ

く見通しだということで、平成 29 年度の学級、募集学級、募集定員

について、最新の学校基本調査の結果等も踏まえ、本年 10 月の教育

委員会の議決により決定されるということである。上越地域の平成

29 年から 31 年までの募集学級を見ていただくと、高田、高田北城、

上越総合技術は平成 30 年に学科が改編され、現在６学級が５学級に

なり、高田商業も１学級減るということで、上越市の学校が軒並み

平成 30 年には学級減となる予定である。糸魚川市からも少なからず

高田、高田北城等に通っているお子さんがいらっしゃるため、糸魚

川市の中学生も影響を受けてくると思う。教育委員会としても、講

演会や学校を通して市民にも周知をしていかねばならないと思って

いる。 

６月 17 日に公表されたため、本日の教育委員会定例会で皆さんに

報告した次第である。県のホームページに情報が出ているため、ご

覧になっていただきたいが、この元となっているものについては、

昨年度に、平成 30 年から平成 39 年の県立高校の将来構想が策定さ

れたため、それに基づくものだと思っている。 

２点目は、市内産婦人科確保対策事業についてで、資料は健康増

進課が議会の委員会に提出した資料である。というのは、６月の補

正予算で計上し、市内の産婦人科確保対策事業をやりたいという説

明をした資料を配布させていただいた。市内産婦人科の現状を見て
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いただくと、市内の出生届の届け出件数が、平成 23 年と比べると、

平成 27 年は約 50 件減っている。そのうち、市内産婦人科の分娩件

数、これは糸魚川総合病院の数値であるが、平成 27 年度には 182 件

と激減している。内訳については 60 件については里帰り出産、いわ

ゆるこちらに住所はないが、糸魚川の出身者のために分娩をするた

めに糸魚川に帰ってきて産んでいただいている方である。その他市

内在住者が 122 件という内訳である。244 件の出生届けがあるのに、

122 件の方しか市内で産んでいただいていないという状況である。そ

れに伴い、産婦人科の常勤医師も平成 27 年から 1 名となった。糸魚

川総合病院の分娩件数が 200 件を下回る状況になれば、産婦人科の

常勤医師の確保が難しいということは、以前から言われている。産

婦人科の医師の確保ができず、産婦人科が無くなってしまうという

ことになれば、当然小児科の存続も危ぶまれるということが懸念さ

れるということで、市で少し危機感を持ち、６月補正で（２）の事

業の概要ということで、１つ目は市内出産等の奨励金１千万円を計

上し、市内病院である糸魚川総合病院で分娩された方に奨励金を交

付する。７月１日から一人５万円を交付する事業を健康増進課が主

体となって実施する。（２）の市内産婦人科支援補助金である。魅力

ある産婦人科になっていただかなければ、分娩数は伸びない。とい

うのは、市内の分娩数を上げようとする方々は、上越市の開業され

ている産婦人科に行くか、富山県の方に行かれる方がかなり多いと

いうことである。出産するとフランス料理が出てくるなどのサービ

スの違いやきれいな病院だということもあり、そちらに流れてしま

う現状もあるため、事業費 100 万円を計上し、糸魚川総合病院とこ

ども課も妊産婦検診等を行っており、関係が深いことから、健康増

進課と連携して、どうしたら魅力ある、分娩していただける病院に

なるのかということを産婦人科のお医者さんをはじめ、看護師、助

産師とプロジェクトを組んで話し合いをさせていただいているとこ

ろである。その話し合いの内容で、100 万円の事業内容が決まってく

るということで、情報提供として報告をさせていただいた。 

 ２点の事業について状況を報告させていただいた。先ほどの説明

についてご質疑、ご意見はないか。 

 担当の方の話にもあったように、上越市の学級減が糸魚川市内に

も影響するのではないかという見込みをお話しされたが、そのあた

りの情報提供を積極的にするのか、もしくは時の流れに身を任すの

か、一貫教育をしている関係で、糸魚川市教育委員会としてどうい

う立場に立って、県から示されている情報を市内の方々に提供して

いくのか、その見込み、見通しを持って動いていかないと、反発を

買われる可能性もあるため、その立場、立ち位置をどのように取り

組んでいくのか、方法のようなものでも結構であるが、もし考えが
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あれば聞かせていただきたい。 

 現在、３つの高校で魅力づくりの事業を進めている。それぞれの

学校で特色のあるカラーを出している。 

 海洋高校は、今の路線で行く。糸魚川高校は、進学を強化してい

く。糸魚川白嶺高校は、魅力づくりの計画を具体的に市民の方を交

えて作っているところである。そういうものも、それぞれの高校の

方針というものを整理して、市民、議会にも報告するため、その時

点でこの情報を流しながら、糸魚川市の３つの高校はこういう路線

でいくのだと示したい。昨年も、海洋高校、糸魚川白嶺高校が学級

減となったが、こういう情報が流れれば、またいろいろな面で、ご

心配される保護者や大勢の方々がいらっしゃるため、そういうこと

のないようにできる限り早めに出していきたい。県の出したものを

そのまま出すのではなく、計画もこういう方向で糸魚川市の３つの

高校は考えているということを含めて出すべきと考えている。 

 昨年、県教育委員会の方から説明に来ていただき、私も説明を聞

いたが、３学級と４学級では大きな違いで、３学級なら統合を考え

なくてはならないということで、これから糸魚川高校と糸魚川白嶺

高校の統合も考えられるという状況になってきているが、そうなら

ないように魅力ある学校づくりという方向に持っていっていると思

う。しかし、糸魚川白嶺高校の魅力づくりの会議に参加されている

方から、それだけで残せるのかと思っているという話を聞き、そう

なった場合にこれから糸魚川としては３校をしっかり残していきた

いということをしっかり持っておかないと、本当に残してもらえな

いのではないかと思う。糸魚川白嶺高校の魅力を一番残していける

方法を皆さんで意見を出し合い、吸収していただきたいが、今の状

況的にはどのような感じになっているのか。 

 今は再編ありきで考えては、本来の目的から遠のいてしまう。今

ある環境の中でベストな方法は何なのかということを考え、もし仮

に糸魚川高校と糸魚川白嶺高校が一緒になったとしても、それぞれ

の学科なり、いろいろな方向で、その環境の中でも、学科を設けて、

ベストな方向へ持って行くための基礎にはなると思う。今最初から

一緒になることを考えるのではなく、仮になったとしても、それぞ

れの子どもたちが輝いて将来を計画できるような方法を考えるとい

うことで、糸魚川白嶺高校は今、難しい中でやっている。さらに特

色のある、というところをもう一度見直すべき時期に来ていると考

えて、校長先生を中心に市民を交えて、これから絞り込んだ取り組

みをはじめるということである。 

 今の話で、かつての議会で市長が言われたことを今でも覚えてい

る。市長は、高校側が特色ある学校づくりに真剣に取り組まなけれ

ば、行政がなにを言っても仕方ないと議会で発言している。私もそ
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の通りだと思う。やはり、高校に子どもたちが進学してくるときに、

意欲を持って入ってきているという状況が前提にある。これから子

どもが少なくなっていく中で、果たして糸魚川市内の３つの高等学

校で、そういう状況が確認できてきたのかという問題があると思う。

今回、海洋高校に県外から 40 人の生徒が集まったというのは、昨年

からいろいろな宣伝効果や、魅力のある活動をしているということ

もあり、相乗効果があるように思う。例えば、糸魚川高校は進学校

だと言うならば、実績を示すだけの学力がなければ進学校としての

立場がない。糸魚川白嶺高校は、グローバルな総合学科であるから、

あらゆる人材を育成する魅力づくりをしていかなければならないと

思う。理想的なことを言っているだけかもしれないが、そういうこ

とをやっていかなければ、この生徒確保が難しい今の時代に、学級

が減にならずに学校が存続していくということはありえない。簡単

な話ではないと思うが、努力をしなければならないと思う。海洋高

校は、今から３代前の校長先生が、文部科学省に、いわゆる研究開

発学校の申請を何年もかけてやっと勝ち取り、３年間の指定を受け

て、そこから始まっている。今、海洋高校はもともとからあの状態

ではなく、その時点から盛り上がってきている、これは、その時の

校長先生の頑張りだとみることができるのではないか。こうしたい

という想いがきっかけだったと思う。魅力づくりのためには一肌も

二肌も脱いでいただかないと、どうしようもないと思うし、やはり

糸魚川はいいねというものにしていかねばならないと思う。 

 事実、前に八王子の弐分方小学校に行って度肝を抜かれたわけで

あるが、あの校長さんのような方が出てくると、一発で糸魚川も学

校がひっくり返るのではないかという感じがあった。すごい校長先

生である。実績が上がるようにしか実践していない。余計なことは

していない。とにかくすごかった。 

 高校については、県が将来構想を出し、その計画通りに行くと、

糸魚川の子どもたちも、卒業して進学するということについても不

安があるということで、懇談会を開いている。その中の話では、先

の話のように、市長は県立高校については、学校が主体となって考

えてもらうというスタンスではあるが、こういう事態になった場合

には、市民や行政も一緒になって考えていかないと前へ進まないだ

ろうということで、市がかなり入り込んで、懇談会をやっていると

ころである。校長先生の考え方だけでなく、ＰＴＡや同窓会、保護

者の意見も聞きながら、これからの３つの学校の道筋、方向性、現

状を理解しながら考えるということが大事だと思う。今報告させて

いただいたのは、この３年間の間では、学級減もないし、統合もな

いということで、一安心ではあるが、その後については予断を許さ

ないという状況であるため、こういった理解の輪を広げていきたい
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という気持ちで動きをさせてもらっている。その都度、定例教育委

員会にも状況報告をさせていただく。以上で報告を終わりとさせて

いただく。 

 

11 次回教育委員会定例会開催日 

 

    平成28年7月29日（金） 午後２時より  

 

12 閉会 

田原教育長 

佐藤教育長職務代理者 

 閉会のあいさつを佐藤教育長職務代理者にお願いする。 

 今朝のニュースで佐賀県教育委員会の情報不正アクセスによる

17歳少年の大量個人情報漏えいが、大変な問題になっている。佐賀

県の教育委員会は自慢のシステムを構築したと言っていたが、不正

アクセスによって、生徒の成績など21万件が流れてしまった。今は

そういう時代である。ＩＴ、情報関係が、考える知恵を働かす人間

にしてみれば、面白いように穴が見つかって、それを不正に利用す

るということが起こる。情報が公開されるようなことが起こると、

ますますそういった状況になるし、非公開であってもそういうこと

がある。もう一点は、新聞のある論評を見ていたら、株式会社アデ

ィッシュが、スマートフォンを使ってのいじめが行われる時がある

と思うが、ある部門がそれをキャッチするシステムを作り、関係学

校に通報するというシステムを作ったようであり、早速効果がでて

いるようである。つまり言ってみれば、情報の悪を逆手にとって、

それを利用しているという方向性を持っていると考えられる。問題

はどんどん出てくるが、各省庁からの次々に出される政策的なこと

だけでは解決が難しいことがたくさんある。例えば厚生労働省が出

している政策と文部科学省が出している政策は関連性がないよう

な気がする。国として何かまとまった方向性を示そうとしているこ

とはおかしいというか、そんなことは一体できるのかということが

公然と資料として流されている。ネットを開けば数限りなくいろん

な細かい政策がある。私たちはそれを読んでいてもチンプンカンプ

ンになるばかりである。これをまとめてきっちり説明できる人がい

たら説明してほしいと思うのだが、例えば文部科学省あたりの調査

官あたりを呼んで演説を聞くと、彼らはぶ厚い資料を持ってきて、

めくりながらなんだかんだと言っている。私たちは何もわからな

い。それは説明とは言えないと思う。あなたは持ち時間をページめ

くりに過ごしただけだということもあるので、こんなことをいつま

でやっていても日本はよくならないと思う。 

       

午後３時30分 終了 


