
１月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成28年１月22日（金） 午前９時30分～午前11時38分

２ 場　所 湖西市役所　市長公室

３ 出席者 教 育 長 山下　宗茂

委 員 袴田　雄司 飯田　宣子 佐原　陽子 河合　禎隆

事 務 局 教育次長兼図書館長(落合　　進) 教 育 総 務 課 長(竹上　　弘)

学 校 教 育 課 長(渡辺　宜宏) 幼 児 教 育 課 長(杉浦よしみ)

社 会 教 育 課 長(朝倉　陽美) 文 化 課 長(切池　　融)

スポーツ推進課長(河合　利和) 教育総務課長代理(三浦　祐治)

４ 議　案 第 １ 号 湖西市青少年健全育成表彰要綱の一部改正について

第 ２ 号 湖西市青少年育成センター青少年補導員の委嘱又は任命

について

５ その他 ・『佐吉道場』構想提言書について

・成人式のあり方について



午前９時30分開会

(山下教育長)　出席は５名、定足数に達しているので、平成28年１月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

　それでは審議に入る。

　議案第１号「湖西市青少年健全育成表彰要綱の一部改正について」事務局の説明を

求める。

(社会教育課長)　議案第１号「湖西市青少年健全育成表彰要綱の一部改正について」、

湖西市青少年健全育成表彰要綱（平成12年湖西市教育委員会告示第28号）の一部を別

紙のとおり改正したいので承認を求める。平成28年１月22日提出　湖西市教育委員会

教育長　山下宗茂。

　湖西市青少年健全育成表彰要綱は、青少年健全育成に貢献し、その功績の顕著なも

の又は他の模範となるものに対する表彰に関し必要な事項を定めたもので、その一部

を改正しようとするものである。今回の改正は、第５条の表彰の推薦期限について、

現状に見合ったものにするため、「９月末日までに」を削除する。また、その他の条

項については、字句の修正を行うものである。

　以上。

(山下教育長)　旧規定では該当者が条件で既に決まっていたが、それらを対象にして

審議し決定する形に変える。私もこの対象の審議について関わってきたが、現在、文

化的なもの、体育的なもの、様々な大会があり、主催者も様々であり、３位までを表

彰するという単純な形では範囲が広がり過ぎてしまう。また、その３位の価値もまち

まちで審議をするのに非常に苦慮している。そこで、全国以上の大会等で上位３位相

当に入賞したものを一応対象にした上で、そのレベル等を勘案して表彰者を決定した

いと考え、条文の表現を変え、できるだけ毎年レベルが変わらないような形で審議す

ることにした。

　質疑のある方は発言をするように。

(飯田委員)　「９月末日まで」という期日をなくすのか。

(山下教育長)　９月末までの場合、10月に入ってしまった大会等については、その年

度に表彰することができなかった。１年先送りの形で表彰せざるを得なかった。同じ

大会でも、９月までの県大会表彰と、10月以降の全国大会表彰に分けざるを得なかっ

た。

　他に質疑がないようであれば、議案第１号「湖西市青少年健全育成表彰要綱の一部

改正について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認する方の挙手を求

める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、議案第１号「湖西市青少年健全育成表彰要

綱の一部改正について」は原案のとおり承認された。

　議案第２号「湖西市青少年育成センター青少年補導員の委嘱又は任命について」事

務局の説明を求める。

(社会教育課長)　議案第２号「湖西市青少年育成センター青少年補導員の委嘱又は任

命について」、湖西市青少年育成センター設置要綱（昭和47年湖西市教育委員会告示

第１号）第９条の規定により、下記の者を湖西市青少年育成センター青少年補導員に

委嘱又は任命したいので承認を求める。平成28年１月22日提出　湖西市教育委員会教

育長　山下宗茂。



　委嘱又は任命する委員は１名で、任期は前任者の残任期間の平成28年２月１日から

平成29年４月30までとする。

　湖西市青少年育成センター設置要綱では、青少年の補導活動を行うため青少年育成

センターに補導員を置くこととされており、その数は60人以内、任期は２年で、教育

委員会が委嘱又は任命をすることになっている。平成27年５月１日付けで委嘱した補

導員のうち１名が辞職したことを受け、新たに補導員１名を委嘱するものである。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

　これは、前任者が何らかの都合によりやめられたということか。

(社会教育課長)　前任の方が転勤され、湖西市内から転出したためである。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第２号「湖西市青少年育成セン

ター青少年補導員の委嘱又は任命について」採決を行うがよろしいか。本案を原案の

とおり承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、議案第２号「湖西市青少年育成センター青

少年補導員の委嘱又は任命について」は原案のとおり承認された。

　続いて、「その他」事項の「『佐吉道場』構想提言書について」私から説明する。

　以前にもお話しさせていただいたとおり、豊田佐吉翁生誕150年記念事業の一つと

して「ものづくり」構想というのがあり、そこから「佐吉道場」構想が持ち上がって

きた。企画委員会で何度か検討し、最終的に市長に提言書が出された。ご存じのよう

に、提言書には多くの事業提言が入っており、それに対して市長から担当課に内容、

実施の可否について検討するようにという話があった。教育委員会でも、それぞれの

担当課で事業内容、実施について検討してきた。その結論について今から担当課から

説明させるので、それについて意見を頂きたい。

　ただし、実は昨日、企画委員会のメンバーの方々に市長から、事業の取組、可否に

ついて説明する会合を持つということであったので、本来教育委員会に諮って意見を

頂いてからと思っていたが、今渡してある資料の内容で市長部局に提出させていただ

いた。ただ、ここで意見を頂く中で、「できない」又は「部分的にしかできない」と

いう回答をしている内容について、「何とか取り組んで実施しよう」という意見が大

勢を占めるようであれば、また修正させていただきたい。逆に、「実施する」と言っ

た内容について、教育委員会として「必要ないのではないか」という意見がもしあれ

ば、修正させていただき、市長部局に話をしたいと思っている。

　基本的には、実施するとなると今後５年、10年という長いスパンで取り組まなけれ

ばいけない事業がほとんどであるので、その辺りも含めて検討していただきたい。

　また、この提言の事業の実施については、今の段階では、基本的に市長部局からの

費用についての保証がない。要するに、何もない状態の中でまず取り組めるかどうか

検討という話であるので、そこら辺も含めて内容を検討していただきたい。

　まず、それぞれの担当課から簡潔にこういう決定にしたという説明を頂き、それに

ついて質問、補足が必要な部分があればそれを出していただき、その上で内容につい

て検討していきたいと思うがよろしいか。

　まず、「機械のメカニズム（歯車や滑車など）がわかるような、安価な工作キット

等の製作を体験させる。」という事業提案について、社会教育課と学校教育課に説明

を求める。

(社会教育課長)　現在、発明クラブの活動や青少年科学体験事業等で実施しているの

で、今後も続けていきたいと考えている。



(学校教育課長)　機械のメカニズムあるいは工作キットを使って体験させるという部

分が少し引っ掛かる。工作キット等はどうしてもお金が掛かるので、保護者に負担が

掛かってしまう。現在、１、２年生の生活科でドングリやマツボックリ等を使ったお

もちゃづくりをしている。「メカニズム」とまではいかないが、そんなおもちゃづく

りをする。また、４年生以上のクラブ活動で工作クラブを設置している学校もある。

そのような中で機械のメカニズム等も分かるような工作をするということならば、現

在も取り組んでいるということである。

(山下教育長)　続いて、「おもちゃ職人など、技をもっている指導者の配置や教室の

開催をする。」という事業提案について、社会教育課と学校教育課に説明を求める。

(社会教育課長)　発明クラブの活動や青少年科学体験事業、西部公民館等の子ども講

座、放課後子ども教室等で実施している。指導員については、発明クラブの指導員、

社会教育指導員等で対応している。

(学校教育課長)　先ほどの説明と同じような状況である。指導者の配置はできないが、

教員が行うことで可能かと思う。

(山下教育長)　続いて、「からくりを使ったからくり玩具を数種類用意し、子どもた

ちに自由に触れさせる。」という事業提案について、社会教育課の説明を求める。

(社会教育課長)　作成されたからくり玩具の提供、定期点検があれば、公民館等で実

施することは可能である。どこまでのからくり玩具かということがまだ明確に出され

ていないが、簡単なからくりであれば、点検も要らず公民館に置いて児童室で遊ばせ

るということも可能である。しかし、多分ここで言う「からくり」については、もっ

と精密なからくりであるような気がする。定期点検等が必要になると、実施は少し難

しい。可能性はあるが、問題点もあるということである。

(山下教育長)　提言書では「日本古来の機械的仕掛け、からくりで遊びながら」とタ

イトルに付いている。そうすると、この「からくり」というのは単純なものではなく、

日本古来の機械的仕掛け、お茶を運ぶからくり人形や弓を射るからくり人形というも

のだとすると、なかなか難しい。復元した織機も誰かそこにいないと、糸が切れたと

きに対処できないという話があっての定期点検という言葉だと思う。

　次に、「「からくり」に詳しい人の配置や、「からくり」のしかけを子ども自身に

発見させ、新たな作品づくりに挑戦させる。」という事業提案について、社会教育課

の説明を求める。

(社会教育課長)　日本古来のからくりではないが、簡単なからくりについては現在、

発明クラブで実施している。車が動くなど全ての発明はからくりだということを原点

として、簡単なからくりについては、発明クラブの活動で行っている。「日本古来

の」と言うと、やはり子どもたちには作成などが少し難しい。社会教育課としては、

発明クラブの活動の中で実施していきたいと思っている。

(山下教育長)　「からくり」に詳しい人は、発明クラブにたくさんいるのか。

(社会教育課長)　エンジンのかかり方やミッションの仕組みというのは、企業の方が

いるので、その方たちに５、６年生を中心に教えていただいている。

(山下教育長)　次に、「出前講座を活用して、匠や職人を招き、どのように技を磨い

てきたか等を聴くとともに、その技を観て感じることで、職業に対する意識を高め

る。」という事業提案について、学校教育課の説明を求める。

(学校教育課長)　市内５校、中学２年生で総合的な学習の時間に職業体験を実施する。

その職業体験の前に、「未来授業」やいろいろな職業の方を招きお話を聞くという会

を設けているので、今の取組を続けていけばいいのではないかということである。

(山下教育長)　では、「年代別「発明クラブ」を創設する。」という事業提案につい



て、社会教育課の説明を求める。

(社会教育課長)　発明クラブでは、小学校３年生から６年生までを発明クラブ員とし

て募集している。中学生まで拡大してはどうかという意見が出ているが、中学生は勉

強や部活動、運動に忙しいので、拡大してもどのくらい応募があるか分からない。小

さい子たちを見てもらう指導者的なものも、そこで育成してはどうかという話も出て

いる。

(山下教育長)　続いて、「年代別「発明クラブ」をつなぐ仕組みとして「湖西発明く

ふう展」を拡大し、発明・工夫・モノづくりに関わる全市的なイベントとして開催し、

「発明のまち」づくりを目指す。」という事業提案について、社会教育課の説明を求

める。

(社会教育課長)　発明クラブは青少年を対象にしているので、中学生までは対象にし

ていきたいと思っている。それ以降の方については、商工観光課が担当する形に変

わっていくと思う。今のところ、社会教育課では中学生まで、現在と変わらない形で

行いたいと思っている。

(山下教育長)　「図書館をはじめとする公共施設において、「豊田佐吉翁」関連の

コーナーを設置する。」という事業提案について、図書館の説明を求める。

(教育次長兼図書館長)　図書館では既にコーナーを設置し、展示してある。

(山下教育長)　中央図書館に展示してあるのか。

(教育次長兼図書館長)　中央図書館である。

(山下教育長)　新居図書館にはないのか。

(教育次長兼図書館長)　新居図書館にはない。

(山下教育長)　続いて、「書籍等の紹介、朗読会、ＤＶＤ鑑賞会等を実施する。」と

いう事業提案について、図書館の説明を求める。

(教育次長兼図書館長)　中央図書館で夏休みにＤＶＤの上映会を行っているので、継

続して行っていきたい。

(山下教育長)　次に、「市内の全小学校で「豊田佐吉記念館」（中学年程度）や「ト

ヨタ産業技術記念館」（高学年程度）へ見学等で訪れ、学習する機会を設ける。訪れ

た児童に、感想文または調査レポートを提出させ、優秀者には「豊田佐吉翁博士号」

を授ける。」という事業提案について、学校教育課と社会教育課の説明を求める。

(学校教育課長)　現在、地域によって大分温度差があり、鷲津小学校４年生では、総

合的な学習の時間の一環として豊田佐吉記念館を見学している。ただ、他の小学校に

おいては交通手段がなく、授業の中ではなかなか足を運べない。もしやるとすれば、

保護者に負担を掛けてしまい、バスを頼む形になってくる。どうしてもお金が掛かる

ことになってしまう。学校によって取組は違うが、やっているところもあるというこ

とである。全小学校が対象となると、実施するにはバス代の経費が掛かり、その予算

を取ってないので難しい。個人的に親子で行ってもらい感想文を書かせることはでき

ると思うが、その後の活用の仕方を検討しなければいけない。

(社会教育課長)　社会教育課では、発明クラブの研修旅行として３年に１回行くこと

を予定している。３年生からずっと来ている方もおり、毎年そこへ行くとなると視野

が狭くなってしまうので、浜松科学館など行き先を変えて３年に１回ぐらいを目安に、

名古屋の記念館とトヨタ博物館の２箇所を見学する形を採る。

(山下教育長)　現在、発明クラブでそういう旅行を実施しているということか。

(社会教育課長)　実施している。レポートについては実施していない。

(山下教育長)　行き先は、浜松科学館などか。

(社会教育課長)　今年は浜松科学館で、その前の年は静岡にある子どもが職業体験も



含めた体験をできる施設であった。そういう施設を見ながら、視野を広げていきたい

と考えている。

(山下教育長)　「市内の全小学校で「クラブ活動」において、郷土の偉人・発明王

「豊田佐吉翁」の精神・功績を学ぶとともに、モノづくりや発明に打ち込める「佐吉

（モノづくり・発明）クラブ」を設置する。」という事業提案について、学校教育課

に説明を求める。

(学校教育課長)　先ほど説明したように、小学校４年生以上では年間10時間クラブ活

動の時間があるので、そのクラブを設置するということは可能だと思うが、クラブ設

置となると指導者や材料費の問題がどうしても付きまとう。予算があれば、あるいは

人材がいれば可能であると思う。

(山下教育長)　次に、「佐吉翁の発明した織機と発明以前の織機を体験し、佐吉翁の

発想のすごさを学ぶ場をつくる。」という事業提案について、社会教育課の説明を求

める。

(社会教育課長)　生誕150年記念事業の中に織機を作ろうというのがあり、それは発

明クラブで１機、新規に募集して作るようになっている。ただし、先ほどの説明にも

あったように、糸が切れることもあり、すぐに誰でも織れるというものでもないので、

指導員が必要になる。青少年科学体験事業でのイベント等ではそういう人たちを派遣

して実施することはできるが、常時体験できるようにするのは難しい。

(山下教育長)　ちなみに、発明以前の織機はあるのか。

(文化課長)　今のところ見当たらない。糸繰りぐらいならばある。

(山下教育長)　織機を復元するというのはもう既に、青少年の科学体験でお披露目さ

れている。きっと、佐吉翁が改良する以前の織機と改良した後の織機の違いを体験し、

比較の中で発明のすばらしさ、すごさを学ぶということだろうと思う。だから、改良

した織機を復元するというだけでは、趣旨が違う。

　次に、「市内の全小学校の各クラス（高学年程度）に「日めくりカレンダー」を配

布し、日々活用する。」という事業提案について、社会教育課の説明を求める。

(社会教育課長)　今、150年記念事業で「佐吉日めくりカレンダー」を作成している。

３月末完成予定になっており、現在全てのものについて検討し、トヨタとも協議が終

わり、業者に発注している。大きな文字については、文化協会の書道家にお願いし、

書いていただけることになっている。日めくりなので、１日から31日まである。佐吉

のイラストがトヨタにあり、そのイラストを使ったり、写真を使ったりして標題――

１日目は「障子を開けてみよ、外は広いぞ」になっているが、その「障子を開けてみ

よ、外は広いぞ」の部分は書道家に書いてもらい、その内容の説明については印刷と

している。卓上でも壁掛けでも使用できるような、Ｂ５サイズのカレンダーを予定し、

今、企画政策課で発注している。カレンダーについて検討していく中で、小学生には

意味がなかなか理解できない言葉が多く、特にトヨタから「この言葉を使って」と言

われている言葉については中学生でも難しい言葉がある。その言葉については振り仮

名を振るなどしている。小学校に置くことについては今作成されているカレンダーで

は無理ではないかということで、このカレンダーの活用方法を今検討している最中で

ある。小学校には向いていないことは、はっきりしている。

(山下教育長)　「日めくりカレンダー」は作るけれども、小学生向けではないという

話である。

　次に、「佐吉翁の生涯をきっかけとして、郷土史について学び、郷土愛を醸成する

場と機会を設ける。」という事業提案について、学校教育課の説明を求める。

(学校教育課長)　小学校社会科副読本「わたしたちの湖西　下」の中に、「きょう土



の偉人を調べよう」という章が８ページにわたってある。豊田佐吉翁の事柄が主に

なっている。各学校で、４年生が５時間この章を学ぶ。５時間のうちの４時間で、豊

田佐吉翁の関係を勉強する。５時間のうち最後の時間は、郷土の偉人についてまとめ

をする。そんな形で全小学校で取り組んでいるので、これはこれで達成できるのでは

ないかと思っている。

(山下教育長)　次に、「佐吉翁の精神を学び、広く伝承する仕掛けの１つであり、佐

吉翁を知るきっかけづくりとして、「佐吉検定」を実施する。」という事業提案につ

いて、文化課の説明を求める。

(文化課長)　検定ということで、いろいろな検定の内容等を見てみたところ、きちん

とやっているところと、それなりのところがある。検定となると50問、100問という

非常に多くの問題が出題されることになる。何年か継続していくことが必要だろうと

いうことを考えると、佐吉翁に関するテキスト本があり、そこから出題することを考

えた方がいいのではないかと考えている。そのため、現状ではすぐに実施というのは

なかなか難しい。先に佐吉翁に関するテキストを作成した上で、それを活用していく

ことがいいのではないかと考えている。

(山下教育長)　次に、「幼児、小学生には、外国人との交流・遊びを通じて、英語に

親しみなじむ機会を設ける。」という事業提案について、学校教育課の説明を求める。

(学校教育課長)　学校教育課事業として今ＡＬＴを４名、市内に配置している。幼稚

園、小学校、中学校に派遣し、授業の中で機会を設けている。今の予算の中では、こ

れが精一杯ではないかと思っている。

(山下教育長)　次に、「市内在勤の外国人等、実用英語を授ける能力のある講師を採

用する。」という事業提案について、教育総務課の説明を求める。

(教育総務課長)　この事業については、実際に提言書が提出されたときに担当は教育

総務課ではない旨を伝えたが、そのまま担当として残された。基本的には何のために

講師を採用するのかということが分かっていない状況では動けない。幼児、小学生を

対象とした事業、実用の場面で活用する事業が該当するかと思われるが、幼児、小学

生を対象とした事業についてはＡＬＴを採用しているし、実用の場面での活用につい

ても市民協働課の事業が小、中、一般社会人まで含めた形になってくると思うので、

教育総務課で講師を採用というのはいかがなものかと考える。

(山下教育長)　「資格の取得（英語検定、ＴＯＥＩＣ、ＴＯＥＦＬ）を目標とするこ

とで、学習意欲を高める工夫をする。」という事業提案について、学校教育課の説明

を求める。

(学校教育課長)　資格取得の情宣をすることは、学校でできると思う。しかし、資格

を取得させるということについては個人の裁量であると考えるし、現在、学校の中で

先生が土日に試験を行うということは勤務上不可能である。

(山下教育長)　英検やＴＯＥＩＣについて、やっているところもあるのか。

(学校教育課長)　学校ではない。

(山下教育長)　高校では、学校の校舎を使って休みの日に別に教員に日当を払って検

定を実施し、それによって就職や進学のための資格取得を補助、助長をするというこ

とはあるが、なかなか難しいのかもしれない。

　「市内の全小学校で、「豊田佐吉翁」の海外進出の動機を教える。」という事業提

案について、学校教育課の説明を求める。

(学校教育課長)　先ほども説明したように、小学校社会科副読本「わたしたちの湖

西」で学んでいるので、現行どおりの事業を展開していくということである。

(山下教育長)　最後に、「海外留学の機会を増やすために、市独自の海外留学制度を



創設する。」という事業提案について。これは一度、教育委員会に提案させていただ

き、「こういう話が市長部局からきているが、いかがか」ということで、現状等を説

明していただいた上で、最終的に教育委員会としては、今の状況では無理である旨を

回答させていただいたものが、またそっくり来ているということであるが、教育総務

課の説明を求める。

(教育総務課長)　教育長から説明していただいたとおりだが、基本的に創設の意図が

明確でないことと、教育委員会事業としては他に優先するものがたくさんあるという

ことで、しかも財源はないということであるので、とてもできないという形で回答さ

せていただいている。

(山下教育長)　これは、話をしたのは６月であったか。そうすると、佐原委員はい

らっしゃったか。

(佐原委員)　いた。

(山下教育長)　河合委員がいらっしゃらなかった。

(河合委員)　市長からは個人的に話を聞いた。

(山下教育長)　全体を通して分かりにくい部分、内容の補足等の必要があれば、お願

いする。

(飯田委員)　私は企画委員会に参加させていただき、企画委員の話等も聞いているの

で、こういったことを考える前提について話したい。

　この『佐吉道場』構想については、人材の育成を目的とするということであった。

「障子を開けてみよ、外は広いぞ」ということで、世界のいろいろなものを見ながら

自分の位置を考えて物事に向かっていく気持ちを養ってほしいということ、発明工夫

を繰り返していくこと、つまずきながらも何度も何度も工夫をしていくことで何か道

が開けてくるのではないかというところを目指してほしいということ、それから報恩

感謝の気持ちを持ちながら物事に取り組んでいってほしいということ、そういう佐吉

翁の残した言葉、精神を学んでほしいというところが大きな目標であった。たくさん

構想があったが、一つには豊田佐吉記念館があるエリアには、佐吉翁が学んだ寺子屋

の観音堂というお堂など、幾つかそういった足跡をたどるものが残っており、環境も

とても良く、佐吉翁の織機づくりから始まってヤマハ、カワイ、スズキ等の会社、事

業が起きている遠州地域のモノづくりの一つの源、原点になった人の生まれた場所、

研究をした場所がいまだに残っているので、そこを生かした地域づくり、モノづくり

に興味を持ってそういったものを自ら発展させていくような人づくりというものを目

的に、いろいろな事業の提案を、会議を重ねながら作っていった。構想は、幼少の頃

からいろいろモノづくりに触れる、おもちゃについてももう形ができているもの、

キャラクターもので遊ぶのではなく、ブロックのように自分たちで何か作りながらい

ろいろなことができていく、発想が広がるようなおもちゃとしてはどうかというとこ

ろから始まり、幼児、小学生、中学生、それから高校生、大学生、社会人等も幅広く

対象にした内容になっている。

　その対象についても、これまでどちらかというと、豊田佐吉翁について学ぶという

と鷲津小学校・中学校エリアの子たちが集中的に学んでいて、その他の学校区の人た

ちにはどちらかというとあまりなじみがない。特に新居地区などはまだ合併して５年

なので、どちらかといえばこれまでは隣の市の偉人であったものが、合併したことに

よって地域の偉人の一人であるということがだんだん認識されてきつつあるが、地域

の偉人として認識されるようになるには時間はかかると思う。企画委員の中でも「わ

たしたちの湖西」により全市の小学校４年生が授業で、豊田佐吉翁のことにこれだけ

時間を割いているということについての認識は薄く、昨日企画委員に話をしたことに



より、小学校の子どもたちについてはもう学んでいるという認識を持たれたのではな

いかと思う。

　小学校４年生については全地域で学んでいるわけだが、今回いろいろ提言に挙げた

内容は、一部の子たちだけではなく、全市の対象となっている人たちにこういった機

会を設けてはどうかという視点で提言を上げているということを、一つ話し合う前提

としてお伝えしたいと思う。

　今、自分で説明していて思ったのだが、例えば佐吉翁の本が置かれているのは中央

図書館だけであり、中学生になれば移動範囲が広がるので中央図書館へ行けると思う

が、新居地区の小中学生にとっては身近な図書館に行く機会の方が圧倒的に多いと思

うので、新居図書館にも設置してはどうか。クラブ活動についても、工作クラブを設

置している学校があるということだが、全学校中何校ぐらいなのか、どこがやってい

るのか、そういったことも知りたいところではある。

(袴田委員)　今の話だと、発明クラブや青少年科学体験といった小さい枠ではなく、

全体で子育ての中の一環で勉強してほしいという思いが入っているということか。

(飯田委員)　そのとおりである。そういう触れる機会というのはなるべく増やして

いって、豊田佐吉翁が出た湖西市独自の取組としてやってほしいということであると

思う。

(袴田委員)　図書館でＤＶＤを上映できるという話であれば、例えば授業５時間のう

ちの１時間をそのＤＶＤを学校で上映する機会に充ててもいいのではないか。また、

寺子屋をうまく活用する、商工観光課で織機の勉強をしておいてもらって観光に役立

ててもらう、体験してもらうといったものでも人を呼べるようになるのではないか。

　僕は鷲津小学校に通っていたので、豊田佐吉翁を結構知っているのだが、今日の朝、

自分の会社で朝礼をやったときに、生誕150年事業が２月14日から１年間かけてある

という話をし、記念館に行ったことがあるかと聞いた。岡崎出身の子や新居出身の子

が結構いるのだが、ほとんど行ったことがない。鷲津の子はやはり行ったことがある。

その部分の予算を、年に１回ぐらいのバスの価格になると思うが、うまくしぼり出し

てもらって行けば、触れることによって結構記憶に残ると思う。鷲津だけの特権では

なく、湖西市の偉人という形で勉強してもらうのがいいのではないか。各課の説明を

聞いて思った。

　もう一つ、日めくりカレンダーの件で、日めくりカレンダーが小学生には向いてい

ないという表現をされていたが、それがあることによって「どういう意味なのかな」

と小学生なりに興味が湧くと思う。そこをお父さん、お母さんに聞いてもらうとか、

お父さん、お母さんが分からなければ調べてもらうとか、うまく活用してもらえば結

構いい言葉が入っていると思うので、いい勉強になるとは思う。

(社会教育課長)　今、カレンダーのプロジェクトチームの中に入っているのだが、こ

のカレンダー自体を子どもに見せるというよりも、家族で見てもらいたいという意味

があるので、どこで配るかまだ決定してないが、親子で見てもらって、親子でこの言

葉を理解してもらうという方が向いているのではないかという意見が一部出ている。

小学校に置くことは、先生がこの言葉を理解して説明ができないと、やはり少し難し

い。見ていただければ分かると思うのだが、難しい言葉が多い。このカレンダーを置

いて、朝、学校の先生がこういう内容だと説明したときに、小学生の子たちがどこま

で理解できるか。中学生になれば少し理解できるかもしれないということも含めて、

プロジェクトチームでは考えることになっているが、提言書が出たときにはプロジェ

クトチームがやっている内容が反映されていないため、このような「小学校に」とい

う意見が出てきたというのが現状である。



(山下教育長)　例えばやり方を変えて、日めくりカレンダーを市内の全戸に無償配布

するということであれば、別に小学生だけが対象ということではなく、家庭で活用す

ればいい話だと思う。あえて小学生を対象にするのであれば、それに見合った分かり

やすい内容ということを基本にしないと、対象者に対する配布というのは非常に難し

い。今、袴田委員がおっしゃったように、親御さんが説明しながら話をするきっかけ

として日めくりカレンダーが全戸配布されるということであれば、それは非常にいい

ことだと思う。趣旨とそのやり方がどういう形で一致しているかという話になってく

る。

　また、先ほどの話でバスのこともあったが、やりくりをするような状況にはもうな

い。何か事業をやめないと新しい事業ができないというのが、現実の学校の状況であ

る。教育委員会もそうである。そういう中で、お金を工面するということがもう非常

に難しい。何らかの形でこういう事業を取り組むためにこれだけのお金を付けるとい

うプラスアルファがあれば、やりたいことはいっぱいある。例えばトヨタ産業技術記

念館に子どもたちを毎年行かせたいというのは、それはすばらしい話なのだが、毎年

一つの学年を行かせるとすると500人。ということは、最低でもバス15台ぐらい必要

になってくる。それだけのお金を毎年市がきちんと付与して、子どもたちの育成のた

めにというのであれば、また話は全然変わってくると思うが、自前で全部やるという

話だと、趣旨はすばらしいけれども取組は不可能だという状況が非常に多い気がする。

教育委員会事務局の中でも、この提言の中身や趣旨を否定することは全くない。それ

はすばらしい。ただ、それを実施いていくのに対象者、取組内容、費用の点などいろ

いろなものを勘案したときに、本当にそれができるのか、それがふさわしいのかとい

う話になっていかないといけない。「いいからとにかくやれ」、「できないのはおか

しい」という話にはならないと思う。そこら辺を「こうしたらどうか」ということで

クリアできるのであれば、三角が当然丸になるだろうし、バツが三角になるのではな

いかと思う。

(袴田委員)　逆に、せっかく市長部局から話が出ているのであれば、ある程度この

150年に向けての教育委員会のこの予算を出してもらうということはできないのか。

(山下教育長)　無理だろう。

(飯田委員)　これだけたくさんあるから。

(山下教育長)　このうちの一つも、次年度の予算に反映されたものはない。

(袴田委員)　お金が掛かるものに関しては、難しくなってしまう。

(山下教育長)　市長はよく「知恵を出せば何とかなる」という話をされるが、知恵と

同時に人工、時間、費用などいろいろなものがあってそれを総合的に考えなければ、

知恵だけでは難しいと思う。人工だけでも難しい。正直に言って、これを見たときに

そういう部分がクリアされていない、提案としてすばらしい提案というような形で終

わってしまいそうな状況にあるのではないかという気がした。だから、最初の方にあ

る「からくり玩具」も非常におもしろい発想で、先ほど飯田委員から話もあったよう

に、出来合いのものではなく、仕組みも含めて昔ながらのからくりのおもちゃに触れ、

実際にそれを作って見たり、それで遊んでみたりすることで、「先人の知恵ってすご

いな」、「発明ってすごいな」と思いながら、自分自身もそういう発想でいろいろな

モノづくりなどに手を出していくということは、すばらしいと思う。では、そのから

くり玩具はどういう形で提供されるのかということがない。提供していただいて、あ

るいは作り方をきちっと教えていただく方がいて、そういう中で子どもが学んでいっ

てほしいという話であれば、また違ってくると思う。単に日本古来のからくり玩具を

体験しようということだけでは、なかなか具体的な取組として難しい。



(飯田委員)　市と予算の話をするときに、かなり具体的なものがないと予算の要求が

できないのか。

(山下教育長)　そのとおりである。基本的に予算立てをする場合は、１円単位までは

じいて予算案を作る。

(飯田委員)　「こんなことをやりたいからこれくらい」ということではできないのか。

(山下教育長)　できない。ドンブリなのは修繕費ぐらいではないか。

(社会教育課長)　修繕費もドンブリではない。

(山下教育長)　学校の修繕費にそういうものがなかったか。

(教育総務課長)　基本的には「これをやりたい」というものを要求するが、最終的に

は枠で配分されるような形である。

(山下教育長)　学校の施設、設備については、ちょっとしたお金で簡単に取り替えた

り、修理したりすることができるものは何とかなるという話だろう。大きなお金が動

く修理等をする場合は、要求をしなければいけない。

(文化課長)　先ほどの予算の話で、この提言書は予算の要望が終わった後に出されて

いるので、来年度予算に反映できないという話を、財政課も言っていた。時期が遅

かったということもあると思う。

(山下教育長)　この１年、イベントとしてやっていくというのにか。

(社会教育課長)　記念事業には、予算を付けたそうである。

(山下教育長)　イベントに対してということか。

(社会教育課長)　イベントや織機の作成などについて予算要望はしているが、まだ承

認はもらっていないので、細かいことは言えないということであった。

　「からくり館」についても、犬山にあるからくり展示館や高山の屋台会館のような

ものを狙っている。そこは、子どもたちが見てもただ見るだけであって、使って遊べ

るようなからくり館ではない。ちょっと触ったら壊れてしまうような精密なからくり

を展示することを狙っていると聞いたので、教育委員会が所管する内容としては少し

違うのではないかと思っている。

　実は私も提言書を出した委員の一人なのだが、もう少し、今やっている事業の把握

ができれば違った提言書が出てきているかもしれないと思っている。時間が短かった

関係で把握できなかったが、先ほどの学校教育課や社会教育課がやっている事業のあ

る程度のものが把握できていれば、また違った提言書が出ているような気がしないで

もない。昨日の報告会の中では、事業をやるときに佐吉翁の精神だけをしっかり伝え

てとの意見もあった。社会教育課で発明クラブを所管しているが、発明クラブという

のはどういう趣旨で行っているかということを伝えていくだけでも、提言書の実現の

一つになるのではないかと思っている。公民館や北部多目的センターなどで放課後子

どもを預かるときに少しずつ、発明クラブでやるような難しいメカではなく、もっと

自分たちで簡単にできる折り紙や青少年の科学体験でやっているようなもののメカニ

ズムを教えていけば、そこから発明クラブにつながっていくのではないかと思ってい

る。難しいことはできないが、今ある中でやればいいのではないかという感じがした。

(山下教育長)　なかなか、いろいろな部分で限定されるので、難しいところだ。

(袴田委員)　予算がある中でそういう話をするのならば分かるのだが、全く遣えるも

のがないというと本当に、今やられている学校の授業や公民館などの部分で工夫する

くらいしかできない。

(山下教育長)　今授業でやっている、工作クラブを設置してやっている、希望者対象

だが発明クラブをやっているなど、そういうやっているところにこれらの提言された

内容・趣旨を生かした形で取り込んでいくことは可能ではないかと思う。まず第一に



費用が掛からない。ただ、新たに作るということになると、なかなか難しい部分があ

ると思う。

(飯田委員)　多分、来年からやり始めようという話ではないと思う。これから５年、

10年後を見据えながら少しずつ、取り組めるところから取り組んでいったらどうかと

いう内容の提言だと思う。次年度の予算は難しいということなので、それ以降の予算

や補正予算の中で、おもちゃがだんだん壊れていったり新しくものを買ったりすると

きに、モノづくりの視点でそういったものに替えていくとか、クラブ活動であれば内

容を変える時期が来たときにモノづくりの関係の工作クラブの創設を考えるとか、そ

ういったことが考えられないかと思う。

　未来授業についても、いろいろな職業の方の体験を伺っているが、これも特に匠や

職人などモノづくりに関わる人に限っては今はいないのではないかと思う。人選をす

るときに、例えばそういったことに携わっている方に、湖西の人に限らず打診してみ

ることはできるのではないかと思う。

(河合委員)　小学校４年生の時点で、鷲津小学校は佐吉記念館に行っているが、中学

校になれば職業体験で市内各地域へ行くのだから、中学生が佐吉記念館へ自分たちで

行くというカリキュラムを組んでもいいのではないか。それならばお金が掛からない。

限定的に小学校でやらなければという部分をはずして、幼稚園から成人までの間に行

こうという提言をしてしまえば、問題なくできるのではないかと思う。最初に立つ位

置を生涯教育を踏まえたものとして考え、限定対象を取り払って進めていくという広

い視野に立つべきではないかと思う。

(山下教育長)　市内のいろいろな文化財、佐吉記念館や生家等についてはおそらく親

御さんが興味、関心を持たれていれば、きっと子どもたちを連れて行っているはずだ

と思う。学校で何かしなさいという以前の問題として、家庭の方で市内の偉人ぐらい

はという意識が親御さんにあれば、どんなところだろうということでお子さんを連れ

て勉強、見学に行くということは、当然ある話ではないかと思う。それをあえて小学

生だから小学校、中学生だから中学校という話に限定してしまうと、なかなか動きが

とれなくなる。今、河合委員のおっしゃった話をそのとおりだと聞いていたのだが、

そうすると今度は、自転車で行くといったときに、ではそのときに事故があったらど

うするのかというのが今、現実問題として保護者からまず出てくる話である。そうい

ういろいろなものが付帯をしてくる。なぜ先生が引率しないのかという話も、当然出

てくる。そういうことを踏まえれば、本当は親御さんが関心を持って、市内のいろい

ろな特色のある風土、人物などを子どもにも勉強させるために見学をするという流れ

があってしかるべきではないかと思う。なかなか難しいところである。

(社会教育課長)　策定した委員の考え方として、希望者のみを対象としたのでは今ま

でと同じではないかと言われた。だから、全員が参加することが趣旨である。織機に

しても学校に持っていき子ども全員が見て触れる仕組みをつくるといった形の提言書

になっているのが現状である。全員の子を対象にするというのがこの提言書の趣旨で

ある。

(山下教育課長)　職業体験も含めて、モノづくりに興味、関心のある子たちはモノづ

くりについて学べばいい。他のもの、例えばスポーツならスポーツに興味、関心を

持っていて、将来スポーツで生計を立てたいと思っている子はそういう方面に興味を

持ちいろいろ学ぶというのが、普通の形ではないか。だから、「こういうものがあ

る」という提供は当然子どもたちにしなければいけないと思うが、その提供したもの

について全て子どもたちに与えるという話とは少し違うのではないか。提供したもの

を選ぶのはやはり子どもたちであろう。一つ一つのものについて子どもたちに説明し、



その子どもたちが興味、関心を持ったものを、子ども自身がそれを積極的に学んでい

く。本当はそういう気持ち、姿勢を育てるべきではないか。だから、基本的な部分に

ついては提供してもいいと思っている。社会科副読本「わたしたちの湖西」の中で郷

土の偉人について紹介し、あえてそこに時間を割いて学習をしているところに、そう

いう意図がある。だから、いいことだから全員にやらせたいというのは分かるが、そ

れがどの程度のバランスなのかというところを考えなければいけないのではないか。

(飯田委員)　小学校４年生の授業の中で、３時間かけて佐吉翁のことを聞いていて、

「障子を開けてみよ、、外は広いぞ」という言葉がどういうときに出たのかというと

ころまでしっかり伝えているということは、全小学生に対しては佐吉翁の精神につい

て授業の中で伝えているということであり、一つはクリアしているのではないかと思

う。また、先ほど教育長が言われたように、親も含めた全体の地域の中で、地域の偉

人であり、産業の礎を築いた人だという認識の醸成をこの何年かでやっていくことが

必要ではないかと思う。その認識すらもない人がまだまだ多いと思う。生涯学習や図

書館活動など様々な取組の中でそういう醸成を少しずつ取り入れていくことは、やっ

てみる価値があるのではないかと思ったのだが、いかがか。

(袴田委員)　豊田佐吉翁というと、小さいときからずっと「偉大」、「発明家」とい

う話を聞いてきている。特徴ある教育の一つとして入れていくというのも一つありで

はないかと思う。大人になって他の地域に行ったときに、うちの地域はこういう授業

が入っていると言えるし、それでだんだん湖西市が有名になってくればおもしろいの

ではないか。目の前の予算があるわけではないので、少しずつ取り入れながらやって

いくのがいいと思う。

(山下教育長)　おそらくこの生誕150年記念事業のイベントを通して、新居町の人た

ちも含めて市内の人たちが、豊田佐吉翁が生まれてもう150年経つということを当然

認識するだろうし、それがきっかけになって豊田佐吉翁についてもう少し理解したい

という人たちもきっと出てくるのではないかと思う。

　おそらく新居図書館にも豊田佐吉翁についての簡単な紹介本はあるのではないか。

ただ、中央図書館が持っているような詳細な資料を新居図書館にも置かなければいけ

ないという話にはなかなかならない。新居図書館は新居図書館で新居関所についての

資料がたくさんあり、それが一つの特色だと思う。簡単なことであればどちらの図書

館に行っても資料があり読むことができるが、そこから更に詳しいことを調べたいと

きには、豊田佐吉翁については中央図書館に行き、新居関所については新居図書館に

行くという話に自然になっていくのが一番いいのではないか。特に今、公共施設が多

過ぎるという提言もあり、今後いかに公共施設を減らしていくかといったときに、同

じような施設が複数あるものについては、今後は減らしていく形になるような雰囲気

がある。維持費やいろいろな部分にお金が掛かるので、学校も対象になっているし、

将来的には図書館や体育館といったものも対象になるのではないか。そういう意味で

は、既存のものが特色を持って存在しているということが非常に大事ではないかと感

じている。

(飯田委員)　市にはやはり予算がなく、今の事業をやっていることでいっぱいいっぱ

いというところで、人口も減っていく。あらゆる地域の資源を生かした産業を考えて

いかないといけない中で、そういったことが衰退していってしまうと、地域のいろい

ろな行政サービス、教育、いろいろな施設サービス等がどんどん少なくなっていかざ

るを得ない。私たちはどちらかと言うと高度経済成長期に育ったので、そんなことを

言われることも考えることもなく、そのときの状況で学んできたわけなのだが、今の

子どもたちがいずれ湖西市に住みたい、湖西市で何かをやっていきたいと思う気持ち



やきっかけを持つよう、地域に関心を持っていかないといけないのではないか、以前

より関心を持っていかなければいけないのではないかと思う。総合学習についてもそ

れぞれ一つ一つ大事なことを学んでいると思うが、そういうことを考えてもらう機会

を少しずつ増やしていくということはあり得るのか。

(山下教育長)　郷土を知るということは今までもずっと教育の基本に据えてやってい

るし、子どもたちに良さも悪さも含めて湖西市の全てを知ってもらいたいとは思う。

その中で、子どもたちが将来どういう人生設計を求めていくかということだと思う。

湖西がどうなるか分からないが、子どもたちを引き止めるそれだけの魅力が湖西市に

あれば、市内に勤務先があってもなくても子どもたちはここに残る。浜松と豊橋に挟

まれたこの湖西市にあっては、湖西の中で生活をするのに湖西に仕事がなければいけ

ないとは思わない。浜松へ出て行ってもいいし、豊橋へ出て行ってもいい。今であれ

ば新幹線もあるので、名古屋でもどこでも行ける。ただ、できればここで生まれ育っ

た子どもたちには、湖西市にずっと住みたいという気持ちを持ってもらいたい。そう

いう教育をしていくことが一番いいことではないかと思う。これがいいという話では

なく、こういうこともある、良いも悪いもある中で子どもたちが、やはり私は湖西に

住みたいという思いを持ってくれれば、それが一番いいのではないかと思う。その中

の選択肢として郷土を学ぶということも当然あり、その中に豊田佐吉翁という人がい

るのだと思う。

(佐原委員)　各学校から２、３人代表が出る小学校のリーダー研修のようなものがあ

り、そこで佐吉翁のことをやっていなかったか。

(学校教育課長)　佐吉翁に限ってやったことはなかったと思う。学校の紹介やそう

いったことが主になっている。中学校の生徒を対象にした「夜学会」というのは、昔

あった。

(袴田委員)　僕は、小学校のときに劇をやった。

(社会教育課長)　それは鷲津小学校で今もやっている。

(幼児教育課長)　それはずっと、鷲津地区は幼稚園も保育園も、佐吉記念館を４歳、

５歳で見には行くし、そういうことはずっとやっている。

(袴田委員)　市民会館でやった記憶がある。

(佐原委員)　「夜学会」も佐吉翁とは関係ないのか。

(山下教育長)　佐吉翁の故事にちなんで、「夜学会」と称して佐吉翁の生家へ集まり

いろいろなテーマに従って討論などを行うということを、自分が教育長になったとき

に１回やった。

(学校教育課長)　トヨタの社長さんが見えて、膝を交えて話をしようとわざわざ時間

をとってくれた。各学校から２、３名ずつ出した。

(社会教育課長)　あれは、最初は記念館開館20周年の記念事業として、トヨタが主催

して行った。

(飯田委員)　今後、何か取組が行われたことについては、報告していただきたい。こ

の返事をしてこのままで終わるのかどうか。もしかしたら市長部局からまた、こうし

たらどうだというようないろいろな話があるのかもしれない。

(山下教育長)　また次年度、予算編成の時期にもう一度これを見ていただき、予算を

付けてでもやった方がいいというものがあれば、そのときに提案していただき、今の

予算枠の外に付けていただくような要望をしていかない限り、無理な話が多い。それ

も５年、10年続けるとなると、先ほどの名古屋へのバス代にしても大きなお金を毎年

注ぎ込むという話になるので、そこら辺の了解が得られていかないと、この事業を実

施していくのは難しい。記念で単発でやるのならば、おそらく出せるお金はあると思



うが、提案されている提言書の内容はずっと続けていってほしいという思いが込めら

れている提言であるので、またじっくりと予算要望等をしながら、やりたいものにつ

いては手を挙げるという形になるのではないかと思う。

　これで、現時点ではということで了解いただきたいと思う。

　少し休憩とさせていただく。

午前10時58分休憩

午前11時05分再開

(山下教育長)　会議を再開する。

　続いて、「成人式のあり方について」私から説明する。

　今回、成人式の式典の開催前に、アメニティプラザの駐車場で新成人が事故を起こ

した。開催前に救急車や警察が来たので、事務局の判断で成人式については時間に合

わせて開催した。ところが、この事故について全国的に大々的に報道され、実際には

市に対するクレームや市の責任を問う話もあった。

　事務局で、この事故についての詳細な情報を把握しているか。

(社会教育課長)　新聞報道のとおりの情報しかない。警察からそれ以上の情報を教え

てもらうことはできない。ただ、けがをした方については入院中であるという情報は、

被害者のお子さんから聞いている。

(山下教育長)　ちなみに、聞くところによると、加害者は別の駐車場、アメニティプ

ラザの門の外にある駐車場に車をとめ、本人は歩いて会場へ行って受付をし、それか

らまた戻って、車を駐車場に持ってきたという話であった。

　いろいろ非難を頂く中には、「こういう新成人を育てている、教育している」とい

うような言い方等もあった。それと同時に、今回他市でも市長が祝辞を述べていると

きに乱入してきた新成人が式を妨害したということもあり、そうした報道も関係して、

「こんな新成人に対して市が成人式を行う必要があるのか」というような話もあった。

　今回のこの事故をきっかけとして、今後の成人式のあり方、それから成人になる子

どもたちに対するこちらのアプローチ等について、教育委員の皆様に意見を頂きたい。

成人式の内容についてもご覧いただいたとおりセレモニーとその後恩師等から話を聞

く思い出の部分とビンゴ大会という形でここ数年やっている。そのあり方についても

率直な意見を頂ければ、参考にさせていただき担当課を中心に検討したいと思ってい

る。

(佐原委員)　成人式の中身自体はどこが考えているのか。

(山下教育長)　市が主催である。

(佐原委員)　実行委員会はないのか。

(山下教育長)　実際には実行委員会があるが、直接の担当は社会教育課である。

(佐原委員)　毎年、成人が集まり実行委員会を開いて内容を決めているのか。

(社会教育課長)　毎年、企画運営委員の募集広報を行うが、なかなかそれを見て来て

くれる方がいないので、各中学校の先生方に推薦をしてもらっている。その中から各

中学校２名を企画運営委員としている。

　１回目の会合を８月に行い、そのときにやりたい内容について意見を聞くのだが、

皆初めてのことなのでなかなか意見が出ない。そんな中でもやはり、思い出の先生と

の交流をしたいという意見が多い。また、昔は記念品を付けていたが、今は記念品が

付いていないのでビンゴ大会を行っている。なるべく式典部分を短めにしており、昔

であればいろいろな来賓に挨拶を頂いたのだが、市長からのメッセージだけとしてい

る。オープニングについても毎年やりたい内容を聞いており、今年の意見の中にも吹



奏楽や太鼓という案も出たのだが、アメニティプラザを会場とする場合、出演者の出

入りが短時間にできないので、今回の形となっている。アメニティプラザにはピアノ

や楽器がないので、ＣＤを作ってもらい、音楽を流している状態である。市民会館等

であればいろいろな形をとることができると思うが、今の状態だとオープニングは歌

が主となる。歌については、ピアノの先生に頼んで企画してもらっている。

　２回目の委員会は、12月に行う。子どもたちは大学に通っているなど夏休みと冬休

みしか戻って来られないので、その時期にしか会合ができない。あとはメールでやり

取りしている。そうしたやり取りの中で、市歌などの合唱に新成人を含めた会場の全

員が参加する企画とさせていただいた。恩師の紹介のスライドについては、これまで

は先生が選んでいたが、今年は企画運営委員を中心にしたものにした。

　ちなみに、今年の対象者は、11月30日現在市内在住の住民基本台帳登録者、男性が

267人、女性が259人、計526人であった。来場者は、配布した入場券の回収状況から

見ると男性が220人、女性が226人、計446人であった。住民基本台帳登録者ベースで

は、84.7パーセントの出席率である。昨年は83.5パーセントであったので、少し出席

率が上がった。

(山下教育長)　湖西市に住民票がある人だけが対象なのか。

(社会教育課長)　湖西市に住民票がある人だけしか数字が出ない。

(山下教育長)　入場券配布対象者についてはどうか。

(社会教育課長)　市内在住でなくても出席できる旨を広報している。親御さん等から

連絡があったときには、追加で送っている。

(山下教育長)　今回の加害者もそうか。

(社会教育課長)　今回の加害者については入場券なしに来場していると思う。入場券

なしでも出席できる。

(山下教育長)　入場券なしでも出席できるのならば、入場券を出さなくてもいいので

はないか。

(社会教育課長)　人数の把握をしたい。

(山下教育長)　入場券がなくても入れるのであれば、同じことではないか。

(社会教育課長)　案内の意味もある。

(佐原委員)　入場券なしでも受付は通るのか。

(社会教育課長)　そのとおりである。

(飯田委員)　湖西市の小中学校を卒業したわけではないかもしれないということか。

(社会教育課長)　市内の中学校を卒業した方だけが対象である。

(佐原委員)　最初のオペラや歌謡を歌っていた方々について、どこにも案内がなかっ

たので、誰なのか、どういう団体なのか分からなかった。

(社会教育課長)　市政40周年のときに記念合唱団というのを作った。そのときのメン

バーが今もやってくださっている。

(佐原委員)　毎年、同じ団体がやっているのか。

(社会教育課長)　毎年メンバーは変わる。オペラをやることについては、前日に話を

頂いた。企画は企画運営委員がやるのだが、設営、運営、司会等の事業自体は業者に

委託していて、オープニングの演出についても委託業者に頼んでいる。

(佐原委員)　業者があのオペラを入れたいと言ったのか。

(社会教育課長)　オープニングを行った人たちが業者と打ち合わせて、ＢＧＭの替わ

りにオペラを入れた。１人目の女の方は湖西の方ではなく、市外の方で小学校の先生

をやっている。

(佐原委員)　新成人というわけではないのか。



(社会教育課長)　新成人ではない。合唱団の中になるべく新成人を入れるよう、声は

掛けている。

(飯田委員)　重低音ばかり響き、迫力はあったが音響がすごく悪いと感じた。最初の

３人の方については雰囲気が良かったものの、合唱については、合唱団の方が一生懸

命歌っているのは分かるのだが、音がすごくて新成人の方とかみ合ってないように感

じた。オープニングもそうだが、市歌、国家斉唱もそうであった。その辺は見直した

方がいいのではないか。

(社会教育課長)　アメニティプラザの場合、なかなか難しく、マイクの位置や音量な

どについていろいろと検討し、当日もリハーサルをしたのだが、音を拾いきれなかっ

たというのが現状である。人数を減らしてはどうかとも提案したのだが、歌いたい方

がたくさんいらっしゃるので実現しなかった。

(飯田委員)　趣旨は新成人を祝うことなので、なるべく新成人とステージが一体感の

ある形にするといいのではないか。「やりたいからやる」ではなく、あくまでも新成

人が主役であり、二十歳の節目として心に残る成人式にすることを考える必要がある

のではないか。２部の恩師との交流についてはすごく良かった。

　また、式をやっていく上で、首を傾げたくなる点が幾つかあった。例えば、市長の

祝辞の際に新成人に起立を促すべきところで、司会が会場全体に起立を促したので、

どうすべきか迷った。また、市長が演壇に立ったときに「礼」の号令がなかったので、

市長と前列の人たちが何となく礼をしていた。来賓紹介でも、席順と紹介順が異なっ

ていた。細かい流れを一度確認された方がいいのではないかと思った。

(袴田委員)　車での来場を送迎だけに絞ることはできないのか。

(山下教育長)　アメニティプラザには入浴などいろいろな利用目的の方々が訪れ、駐

車場を使っているので難しい。

(袴田委員)　新成人への案内で連絡してはどうか。

(佐原委員)　車に乗ってこないように連絡するということか。

(袴田委員)　車に乗ってきてそのまま駐車しないように連絡することはできないか。

(山下教育長)　そういう連絡をして、それを守らなくてもこちらで何かできる話では

ない。今回も、交通整理をする方はいたが、そこで規制をかけられるわけではない。

あくまでも交通整理である。そういう意味からすると、今回のような事故というのは、

新成人に限らず車を運転する人のマナー、ルール遵守ということに尽きると思う。交

通整理で立っている職員を見て、指示を仰ぐ人たちはたくさんいるはずではある。だ

が、守らない人もいるということからすると、規制はなかなか難しい。今の袴田委員

の話からすると、駐車場のないところで開催する、車を置いておけない状態でやると

いう発想になってきてしまうのではないか。

(袴田委員)　警察にお願いしてはどうか。

(山下教育長)　イベントに関しては、警察はやらないのではないか。

(飯田委員)　場所はやはり、アメニティプラザ以外の選択肢はないのか。

(山下教育長)　各学校でやるという手もある。

(佐原委員)　浜松はそのやり方である。

(山下教育長)　成人の方々が集まって皆で話をして企画をし式を作っていくことがで

きればいいが、基本的にはほとんどお客さんであるので難しい。同じ職場にいて話し

合える時間がある等であればいいのだが、そうではない。

　思い切って、最初のセレモニーは市長の祝辞と新成人の決意表明だけで、５分ぐら

いで終わるという手もある。その後は新成人側に任せて、イベントでも何でもやって

お互いの交流の場にするという手もある。おそらく式自体は、昔に比べてどんどん短



くなっていると思う。それだけやはり、その部分に魅力を感じる人たちがいなくなっ

た。

(飯田委員)　式は式として、市が行う行事でもあり、一つの節目でもあり、そういう

場でなければなかなか成人としての式に出ることはないので、交流会メインで終わっ

てしまうのは寂しい気がする。選挙権の年齢も引き下げられるし、家庭の環境等で苦

労して進学したり、卒業したり、就職したりしている方もいらっしゃると思うので、

無事に成人したことを祝い、社会人になることを皆で祝福したいと思う。参加された

方にも、式に出て何か新たな思いを一つでも持っていただけたらという気持ちで、式

を作っていけたらと思う。

(山下教育長)　私自身は４回、成人式を見ているが、皆お客さんである。ごく一部の

担当だけが式を作っていて、市長にしても、自治会長さんたち来賓にしても、新成人

の方にしても皆お客さんである。今飯田委員が言われたようにもう少し有意義な、新

成人にとって思い出に残り、これからの意欲を喚起できるものにするのであれば、学

校ごとに行い、地域の人たちと一緒に成人式を作り上げ、これから地域の社会人とし

て生きていくのだという気持ちになるような地域のイベントとしてやっていく方が、

人と人とのつながり、地域とのつながりが大きいのではないか。人口６万人といって

も全部集まってくると、どこも主体になり得ないという気がする。本当は、形式的な

ことならばもうやめてしまい、実を取るようなイベントになればいいのではないか。

　今回の事故でも、やはり「車を見せびらかしたい」、「自己主張したい」、「自分

を見せたい」という思いがあってこんな事故を起こしてしまったのではないか。そう

いう意味では、自覚がないと言えばない。自分自身がお客さんのような気持ちで来て

いるから、ああいう形になってしまったのではないかという感じがする。

　また、次年度の成人式についても、各学校から企画運営委員を選んで社会教育課が

所管してやることになるだろうが、意見、知恵があれば出していただきたい。

(袴田委員)　各学校でやった場合には、例えば当時いた恩師の先生などから祝辞を述

べていただく方を選ぶというのもおもしろいのではないか。

(山下教育長)　それぞれの自治会が中心になってやれるかどうかということだと思う。

(佐原委員)　難しいのではないか。

(山下教育長)　学校が中心になってやれる話ではないので、おそらく鷲津中学校区な

ら鷲津地区の自治会が音頭を取って、子どもたちと一緒に作り上げるということまで

できればいいと思う。

(佐原委員)　熱意のある人がいればいいが、なかなか難しい。

(山下教育長)　そうするとやはり、形式的にならざるを得ないのではないか。

　理想論になってしまうが、今委託している費用をそれぞれの地域に実行費用として

配分すればいい。

(佐原委員)　委託してあれでは少し問題がある。

(社会教育課長)　委託費のほとんどは設営費である。アメニティプラザの場合はマイ

クもスピーカーも全てないのでそれを用意する経費や、床全面にシートを敷くための

経費で、企画に掛かる部分は少ない状態である。市民会館のように音響が全てそろっ

ていても、成人式用の音響を別に作って使っているので、音響がないところ、特にス

テージも狭い、袖もないところでやるということは、業者としては負担が大きい。運

動施設なので本当に何もない。160万円近く掛かっている費用のほとんどがその設備

費とビンゴ大会の賞品である。オープニングなどについては、５、６万円という状態

である。もっとしっかりとしたオープニングをやることになると、もっと委託料を高

くしなければならない。ピアノ演奏等も検討したが、楽器を借りるとなると10万円ぐ



らいは最低掛かる。

(飯田委員)　新居地域センターでできないか。

(社会教育課長)　全員が入りきれない。

(山下教育長)　保護者なども参観したいということになるので、そうすると今の成人

の子たちが550人から600人弱として、その倍以上の人数ということになると難しい。

　今、細かい部分についての意見等を頂いたので、もし同じような形でやることにな

れば改善をしてもらい、今後の成人式のあり方について新たな提案等があれば、また

頂きたい。

　最後に１点、12月湖西市議会定例会での一般質問事項と答弁内容について説明する。

「子どもの「いじめ」対策について」、「子どもの生活習慣病予防について」、「湖

西運動公園野球場のトイレ整備について」、「湖西市総合戦略における、教育施策と

若年女性の就労支援策について」、「湖西市地域防災計画における防災、減災対策に

ついて」、「郷土民謡を生かしたまちづくりについて」、「学校・幼稚園・保育園の

給食及び給食室について」という大きなテーマで質問を頂いた。私や教育次長が回答

した内容について簡潔に掲載した資料を作成し、配付したので、ご覧おきいただきた

い。「今後取り組んでいく」という回答、説明で終わった部分、「話は分かるが、今

は難しい」という回答もあるので、見ていただきたいと思う。これについて質問等が

あれば、いつでも言っていただきたい。

　本日の案件については、これをもってすべて終了した。

　これにて、平成28年１月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午前11時38分終了


