
 

 

会場での主なやりとり 

会 議 名 移動教育委員会 駿河区 

開催日時 平成 27年８月 18日（火）19:00～ 21:00 

開催場所 来・て・こ ホール 

出 席 者 教育委員、事務局職員 

参 加 者 約 90人 

【主な意見・質問等】 

●不登校対策と食育について 

来場者 

：８月 13 日の夕刊に不登校対策について掲載されていたが、具体的にはどのような対策

を講じているのか。 

：本市教育施策の基本的な方向性１の中に「知（確かな学力）・徳（豊かな心や感性）・体

（健やかな体）という基礎的な力をバランスよく備えることが重要」とあるが、なぜ食

育が取り上げられていないのか。食育について積極的に施策を打っている市町村もある

中で、掲載されていない理由を伺いたい。 

 

事務局 

：不登校のきっかけとなる問題は、友人関係や学業の不振など、様々。学校生活の中で相

談にのる体制を整えており、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー（家

庭における福祉分野の問題対応）を配置している。 

：実際に不登校になっている子に対しては、家庭にいる状況をそのままにするのではなく、

各学校が家庭訪問やご家族との情報交換などを行っている。 

教育委員 

：食育の重要性についてご指摘いただき、ありがたく思う。私自身も、食育は大変重要だ

と考えている。 

：静岡市教育委員会も、「第２期静岡市教育振興基本計画」の方向性１に、ご指摘いただ

いた「知・徳・体のバランスがとれ、社会の変化にも対応できる力を持った子どもたち

を育てる」という方向性を掲げている。そして、その右下に記載してある「主な取組」

の３つ目に「食育の推進」を掲げている。静岡市教育委員会では、第１期教育振興基本

計画策定の際から食育を重要なものだと考えており、家庭科や給食の時間に限らず、よ

り広い範囲での取り組みを行っている。作物の作られ方を学んでいる学校や、「子ども

たちが作るお弁当の日」を設け、買い物、献立作成や調理を自分たちが行うことで、食



 

 

育を学んでいる学校もある。静岡市は食育について、勉強だけでなく、日常生活にも取

り入れられるものにしたいと考えているので、どうかご協力願いたい。 

 

来場者 

：不登校対策について、思う存分遊べるような体制を作ったらどうか。私の近所の保育園

に木登りができる大きな木を植えているところがある。こういった取組みを学校でも行

えば、不登校の子も喜んで来るのではないか。 

：ＮＰＯが学校に入っていけない。若い母親に、食育にもっと関心を持ってもらいたい。

学校に食育応援団があるが、実効性がない。食育は大切だ。このテーマについて、もっ

と深く考えていってほしい。 

 

教育長 

：不登校の問題について、「子どもたちが精一杯力を発揮できる場を作ったらいかがか、

勉強ばかりでなく、身体も心も精一杯使って表現できる場ができたらいい」というご意

見をいただいた。その通りだと思う。今の話はしっかり受け止めたい。 

：具体的に私たちが今取り組んでいることとしては、小学校の段階で「わかる」子どもを

育てることだ。いろいろなことがわからないまま中学に進学すると、より専門的な教科

に入っていけず、距離感ができてしまう。これを避けるためにも、小学校の勉強は小学

生のうちに習得させようと試みている。そのために、「学力アップサポート」として若

干学力に課題がある子どもに対して、大人が入り、先生と一緒になって、わかるまで教

えていこうとしている。 

：中学校に入って、やはり心に悩みを持つ子もいる。そんな子に心から寄り添い、心の奥

深いところにある心配事や困りごとを聞き、ともに解決するスクールカウンセラーの配

置をしている。 

：自分自身の良さを知る場を設けるために、適応指導教室という一人ひとりと向き合う場

を作っている。 

：王手飛車取りのような名手はないが、総力を挙げて不登校には対応していきたい。 

：冒頭申し上げた小中一貫教育もそうだが、中学校の先生が小学校に行き、「中学ってこ

んなところだ。安心しておいで」と言えるような小中の交流も、先生方の間でも必要だ。 

：食育についても、おっしゃる通りだ。私たちは「知・徳・体」という言葉を頻繁に使う

が、これらの四つ目の項目として、食育が入ってくると私も思っている。自らの健康を

自らが考える、食育は本当に大切なものだ。 

 



 

 

 

●教師によるいじめについて 

来場者 

：不登校になるきっかけに、子どもの友人関係や学力の問題が挙げられていたが、私の子

どもが通っている学校では、本来手本を見せる立場である教師によるいじめ、精神的な

虐待がある。教育委員会にも報告済だが、この状況は数年間続いている。 

：実例としては、ある教師が一人の子について「～が嫌い」とクラス全員の前で、一時間

連呼していることがある。非常に気分が悪い状況だが、親には言わないよう子どもに口

止めをしているようだ。その子に対し、なにも悪いことはしていないのに「反省しろ」

と言い、居残りをさせている。他の先生も子どもの不出来を強調してしまい、いじめを

助長してしましまうような状態で、本末転倒だ。 

：優秀な先生ももちろんいることは承知している。教師にも苦手な分野もあるだろうから、

その方を排除しようとは思わないが、うまく適材適所の人事異動をすることはできない

か。校長先生にその教師を級外にできないか提案したところ、逆にその教師にサポート

をつけて担任を持たせるという意見だったが、一年間の猶予がつき、即座に実現はしな

かった。 

：子どもたちに不利益になることはしないと約束をしたようだが、彼らの心の傷はとても

深く刻まれてしまった。またこの一年間、３年生、２年生が苦労してしまうのかと思う

と、本当にいたたまれない気持ちになる。挨拶運動に行くと、怯えるように肩をすくま

せて学校に行く子どももいる。実務的にも問題がある先生だ。宿題を出せず、子どもを

いじめ、独自の制限をしてしまう。校長先生のいうことも聞かない。そのような先生に

対し、うまい対策はないか。 

教育委員 

：子ども同士のいじめ、教師による子どもへの体罰については問題に上がりやすいのだが、

今回は教師がいじめを与えているというケースだ。個別の対応についてはこの場で話す

のは難しいと思うが。真摯に受け止めていかなければならない問題だと感じている。 

教育委員 

：子ども同士のいじめについてはマニュアルの作成をはじめ、教育委員会でも議論を重ね

ている。先生方の体罰についても、一昨年大阪の高校で問題になったことをきっかけに、

以後毎年調査を行っている。体罰というのは文字に書く通り「体への罰」であり、今回

のようなケースは初めて耳にした。これは精神的な体罰といえるのではないか。教師へ

の研修を重ねてはいるが、また何かお気づきの点があれば、調査の際、または学校・校

長先生・教育委員会に直接、連絡していただきたい。質問に対する回答になっていない



 

 

かもしれないが、また、情報があれば教えていただきたい。 

教育委員 

：こういったことがあると聞き、本当に残念であり、申し訳なく思う。 

：力による指導は決して心に届かない。これは教師と子どもの関係然り、子ども同士の関

係然りだ。力によって一時的に服従しても、決してその指導は心に響かないと私たちは

強く思っている。まずは、教職員指導に改めてあたる。 

：アンケートなど、いろいろな調査がある。意見が上がれば必ず調査をするので、上手く

活用してもらいたい。 

：地域の力がとても大切だ。学校はかつて先生と子どもだけの世界だった。いろいろな方

が学校に入ってくださると、子どもたちを見守るだけでなく、ある意味監視することに

も繋がるかもしれない。いろいろな目で学校を見ていくことが、変わっていく方法の一

つとなる。学校応援団という静岡市ならではのいいシステムもある。いろいろなルート

を活用して欲しい。 

教育委員 

：学校と教育委員会の意思疎通が欠けている面があるのではないか。校長先生の立場から

すると、学校内で問題を解決したいと思いがちだが、解決しきれない問題もあるはずだ。

学校と教育委員会とがしっかりコミュニケーションをとる。いわゆる上から目線ではな

く、子ども目線で学校が良い状態になるように、みんなで解決していかなければならな

い。 

教育委員 

：明確なお答えがなかなかできないが、子どものためにどうあるべきか考えるのが一番大

切だ。具体的な事案であり、我々が今直接お答えすることはできないが、然るべき形で

解決できるようにしたい。 

来場者 

：不登校の子が立ち直るために、特別支援クラスに行っている。 

：校長先生は学校評価が一番気がかりなのだと思う。問題を大きくしたくないと考えてい

るのでは。教育委員会の視察の際には事前連絡があり、綿密な準備をして臨んだため、

かえって評価が上がってしまったようだ。抜き打ちで保護者のふりをして行ってほしい。 

：校長先生は、助けてほしいと声を上げづらいと思う。学校に歩み寄ってもらいたい。 

 

●保健室登校と小・中学校学区について 

来場者 

：私自身は富士市内の小・中学校で、同じ友人たちと９年間を過ごしてきた。 



 

 

：保護者として 30 年ぶりに中学校の中に入り、自分のクラスに登校できない保健室登校

の子どもたちが多くいることに驚いた。殻に閉じこもってしまうと、友人関係の悪化や、

学力低下につながってしまうと思う。彼らの背中を後押し、クラスに行けるようにして

あげられないだろうか。 

：同じ小学校にいながら、別々の中学校に強制的に分けられてしまうシステムは良くない。

仲の良い友達同士が別々の学校に行かなければならない仕組みには、首をかしげてしま

う。中学校の年代は非常に難しい年頃だ。保健室登校、不登校やいじめなどの様々な問

題は、子どもの置かれている状況を変えてしまうことに起因するのではないか。どうし

てこうなってしまっているのか、ご説明いただきたい。 

 

教育委員 

：私が勤めていた小学校でも、ごく一部が別の中学校に行かなければならず、涙のお別れ

があった。 

：小中一貫教育の導入の際には、学区・学びやすい規模・範囲をセットで再考しようと話

題になっている。具体的な検討はこれからだが、どういった形が子供たちにとって望ま

しいのか、どうすればなだらかに中学校に上がれ、楽しく過ごせるのか、検討を重ねて

いる。是非ご期待ください。 

教育委員 

：複雑な学区割は静岡市内にも多くある。これは地域の自治会によるものだと考えられる。

これは長い目で見たときにも、適正規模・適正配置を考えたときにも大きな問題だ。地

域の自治会の方々と根本的な解決方法を話合っていかなければならない。適正規模・配

置について、今後、総合教育会議の中でも話題に上がるのではないか。是非検討してい

きたい。 

教育委員 

：なかなか学校に足が向かない子どもにとっては、まず家を出ることに勇気がいる。学校

に行って正門をくぐりぬけることはできても、教室に向かう階段が上がれない子もいる。

現職で学校の正門の前で子どもたちを待っていたとき、「今日はあの子来るかな、どうか

な」と本当に深く考えるものでした。迎える側でもこのような心境であるから、まして

や子どもにとっては本当に大きなことだったのだと思う。夜寝るときには大丈夫でも、

朝起きるときになると、やはり学校に行くことが苦しくなってしまう気持ちもわかる。 

：子どもの話をいろいろ聞いてあげることが大切だ。教員や親は、子どもの話を聞けるよ

うで聞けない部分もある。子どもたちが話しにくいこともあるからだ。 

：保健室の先生には、比較的いろいろな話をしやすいものだ。成績をつけず、だれにも優



 

 

しく話を聞いてくれる存在は、子どもにとっても貴重だ。スクールカウンセラーにも、

同じことが言えるが、話を聞いてもらえる、聞いてくれるような人が近くにいる環境は

大切で、こういった配置を学校内で確保していきたいと思う。 

：いろいろな歴史の中で今があるので、学区の形態も一概にどれがよいと断定はできない。

静岡市内には、山間地の一小一中地区のような歴然とした学区があるところだけでない。

中学進学時に、二つの小学校から全員が一つの中学校に集まる学区があったり、一つの

小学校から複数の中学校に分かれる学区もあったりする。小中一貫教育を導入する際に、

子どもにとってどういった学区割が良いか、大人の我々が地域とともに、多面的に考え

ていきたい。簡単には解決しない問題であるが、努力していきたい。 

来場者 

：簡単には解決できない問題ではあると思うが、未来ある子どもたちのために、少しでも

良い方向に向かうよう、できるだけ迅速に対応いただきたい 

 

●選挙権や社会福祉、環境に関する教育について 

来場者 

：学校評価委員を長年やってきたが、先生の勉強の教え方が変わってきている。創意工夫

をした教材を用いており、とても感心している。 

：方向性１の施策として「特色ある高等学校の推進」について取り上げられている。来年

以降、18歳から選挙権が取得できるようになる。一方で、酒・たばこなどの年齢制限は

引き続き 20歳以上とされる。こういった問題について、高等学校において、どのように

教育・指導していくのか。 

：社会福祉や地球温暖化の問題について、どのように子どもたちに教えていくのか。私自

身、地域において環境や福祉の問題について毎日取り組んでいるが、大学を卒業した人

でさえ、これらへの理解があまりないことが多い。こういったテーマは、子どもたちに

教えた上で、継続することが大切だ。めまぐるしく環境が変わる中でも、社会福祉や環

境について、現状に即して子どもに教えていただきたい。 

：小中一貫教育には、地域性の問題が大きい。子どものことを考えて動こうとしても、地

域からダメ出しがある。しかし、小中一貫は早々にやっていくべきだ。昭和 20年代に決

められたものを未だに使っているのは、遅れている感じがする。早め早めに動いた方が

良いのではないか。 

教育委員 

：18歳に引き下げられた選挙権の話と、高校生が大人になる過程においてどのように学び

を進めていけばよいかという話だと受け取った。 



 

 

：今回の「第 2期教育振興基本計画」の「計画期間内に重点的に取り組む事項」の二つ目

に「シチズンシップ教育の推進」を掲げた。受験のための勉強だけでなく、よき大人・

社会人になってもらうために学んでいくことが大切だからである。 

：自分たちが地域に、社会にどのように貢献していけばいいのか基礎を学んでもらう必要

がある。そのためには、地元である静岡をもっと知ってもらうことが大事だ。大人にな

って静岡を離れるかもしれないが、いずれ戻ってきてもらえたらいい。世界で活躍して

もらってもいいかもしれない。 

：大人になったときに、社会に貢献できるような人であってほしいという目線で考えれば、

高校生だけでなく、小学生・中学生のころから基礎を積み重ねていってもらいたい。シ

チズンシップ教育は特定の教科があるわけではない。社会や総合的学習などの時間を使

い、福祉・環境・ボランティア・防災などをテーマにすることにもなるだろう。 

：この学習においては、学校外の人たちとの関わり合いが非常に大切で、地域の人たちの

協力が必須だと考えている。地域で子どもを育て、子どもが地域に貢献していくという

姿勢を身につけることができるようにしたい。 

教育委員 

：教え方に工夫が出ているという励ましの言葉をいただき、有り難い。 

：「特色ある高等学校の推進」という話が出たが、本市は市立高等学校と清水桜が丘高等

学校の 2 校を持っている。科学探究科や普通科、職業の学科があり、それぞれの特色の

中で高等学校の運営がなされている。 

：新しい時代の中で、国の動きの中で、18 歳から選挙権を取得するようになった。20 歳

前の子どもたちが、社会や世の中の動きを感じて自分の思いを発揮するための、今まで

にない教育を展開する必要がある。具体的な動きはこれからだが、頂いた貴重な意見を

大事にしていきたい。 

：環境・社会福祉についての話は、ただ大学に行く、就職するということだけが進路では

なく、視野を広げて、自分の人生観を持つことが教育の大切なことだという意見だと受

け止めた。 

：いろいろな方々に人生を語ってもらうと、視野が広がる。経験値の高い皆さん世代の方々

に学校に入ってもらえれば、環境や福祉、また人生そのものを学び、視野が広がるので

はないだろうか。是非これからも、たくさんの方に関わってもらえる学校をつくってい

きたい。 

教育委員 

：社会福祉・環境については、学問というより社会で生きていく術、考え方を学ぶ場であ

り、非常に大切だと思う。キャリア教育としては、中学生での職業体験が挙げられる。



 

 

環境教育としては、理科・社会などで科目横断的に授業を展開する。小学校ではごみの

焼却や電気の大切さ、エネルギー問題などについて、学校生活の中で学べるように取り

組んでいる。 

：小中一貫教育について、総論賛成・各論反対の意見も出てくるかもしれない。委員の中

でも統一した意見をまだ持つに至っておらず、まだ勉強を積み重ねている状態だ。より

良いものにしていきたいが、同時にスピード感も持って行きたい。 

 

●静岡市の特色についての教育と、教員の確保について 

来場者 

：安倍川花火大会は、静岡大空襲で亡くなった方の鎮魂の意味で開催されていることを知

らない子どもが多い。静岡市の特色を学校教育の中で取り上げてほしい。 

：教職員の多忙について、教員のさらなる拡充の必要性を市長部局に訴えてほしい。 

教育委員 

：郷土を知る教育については、先ほど話題に挙がったシチズンシップ教育が挙げられる。

我々大人でも知らないものもあるかもしれないが、いろいろなことを学んだうえで、世

界に羽ばたいてもらいたい。 

：教員の多忙化・教員の確保の必要性については我々も重々承知で、いつも議論に上がっ

てくる。教員の確保について、前向きな方向で考えていきたい。 

教育委員 

：各地域の中で地域の小さなお祭りがたくさんあると思う。なかなか子どもたちに知られ

ないお祭りの由来について、伝えていってほしい。地域との連携が必須だ。静岡市とい

う規模よりもっと地元、自分が生まれ育った学区や、もっと小さな範囲である町内のこ

とについて、地域の方が子どもに伝えていってほしい。教育委員会の中で、学校と地域

との連携についての話でこの話題が上がってくる。学校の中でも伝えられたら素晴らし

いが、ぜひ地域の方の御協力をお願いいしたい。 

教育委員 

：郷土を知る教育について、ご意見いただき、有り難く思う。 

：花火が話題に上がったが、戦争に絡んだこの話はご存じだろうか。『日赤病院のバス停

の隣にある大きな楠は、戦中に焼け焦げたが、そのまま伐採せずおいていたら、戦後 70

年の中で木が再生した。』このことを民間の方が自費で本を作って子どもたちに語って欲

しいということで小学校に寄贈してくださった。 

：静岡の郷土にいろいろな歴史があり、ひとつひとつの出来事にいわれがあるということ

は、学校でも十分に感じている。話をしていただいたことも、この場にいる教員に伝わ



 

 

っている。先生方は、この話をぜひ活用して欲しい。 

：教職員の多忙化の解消について、教育委員会としても大きく取り組んでいきたい。 

：この目的は、教員にしっかり子どもと向き合い、語り合う時間と、分からないことを教

えてあげる時間を確保することにある。少しでも教育委員会から出すアンケートの類を

減らしたり、時間をうまく組み立てるために学校行事の見直しをしたりするなど、教職

員の時間の確保に努めていきたい。とても大切な事だ。良い方策があれば、ぜひ校長先

生や教頭先生に伝えていただきたい。必ず私たちの耳には届く。 

教育委員 

：地域の歴史の話が出たが、歴史だけでなく、地域にいる素敵な大人と関わることが大事

だ。「学校応援団」は、学校に地域のいろいろな方が入られる素晴らしい機会となり得る。

学区には隠れた才能があると思う。女性の先生には難しい木製机の高さ調整や、読み聞

かせ、生花など、地域の方の活躍を子どもたちは見ている。学校で、こんな大人になり

たいなという人と触れ合う機会を設けることこそ、シチズンシップの醸成になる。地域

の方と、歴史だけでなく人の魅力も伝えていってほしい。 

教育委員 

：多忙化の問題提起について、葵区で行われた移動教育委員会でも話が挙がった。 

：明日、市長と連携していくための「総合教育会議」が開催される。教育委員会は執行機

関であるが、予算の権限がない。市長に理解してもらえないと、予算が付かない。総合

教育会議のテーマにも教員の多忙解消が挙げられている。公開で行われるので、是非見

に来ていただきたい。 

 

●大学生の教育に関する取組みについて 

来場者 

：静岡市にとって、近隣の市町村に比べ大学生が多いことは強みとなる。しかも彼らは３.

１１以降意識が高くなり、多様な取り組みを始めた。大学生が子どもの貧困対策として

一般社団法人静岡学習支援ネットワークを立ち上げ、家庭で学習できない子どもに、公

民館などに誘って勉強をする機会を提供している。親でも教師でもない、ナナメの関係

として、他にもキャリア教育など、幅広い取り組みが広がっている。大学生を、第２期

教育振興基本計画の中でも積極的に巻き込んで頂きたい。 

教育委員 

：新たな形で大学生などに御協力をいただくことも大切だと考える。貴重なご意見有り難

く思う。 

 


