平成 30 年 3 月 14 日(水)午前 10：00〜 第二回新潟市地域と学校パートナーシップ事業運営協議会
枝並補佐

皆さまおはようございます。定刻になりましたので、ただいまから平成 29 年度第二回新潟市地域と
学校パートナーシップ事業運営協議会を開催いたします。
本日の進行をさせていただきます、課長補佐の枝並と申します。よろしくお願いいたします。
渡邉委員から少し遅れるとの連絡が入っておりますので、先に始めさせていただきたいと思います。
会議録の公開のために議事を録音して会議録を作成いたしますので、あらかじめご了承いただきた
いと思います。
まずはじめに、担当課の地域教育推進課長の緒方からあいさつを申し上げます。

緒方課長

皆さまおはようございます。昨日上着がいらないほど暖かな日差しが出まして今日も引き続いて大
分暖かな日になりました。春がようやく近づいてきたなというふうに感じておるところでございます。
同時にちょっと鼻がムズムズしておりまして、皆さま大丈夫でいらっしゃいますでしょうか。花粉症
の季節でもあります。
大変お忙しい中、皆さまからお集まりいただきましてありがとうございます。
平成 29 年度新潟市地域と学校パートナーシップ事業運営協議会第 2 回目を開催させていただきたい
と思っております。この地域と学校パートナーシップ事業につきましては、皆さまのご尽力のおかげ
で 11 年目を終了するころになりました。これまでこの運営協議会の中での貴重なご提言を毎年ちょう
だいし、それを改善に生かす形で繰り返し繰り返しの 11 年目ということになっております。その都度
課題は変わりつつもそれぞれの応じた課題があり、それについてのご提言をいただいたからこそ 11 年
も続けることができたな、と感じているところです。
皆さまもご承知かと思いますけれども、現在国の方がまるで新潟市のパートナーシップ事業を追い
かけるかのように地域との連携協働をより一層進めるようにということで、法令の改正に今年度動き
始めています。また社会教育法の一部改正により、社会教育主事有資格者の講習が今度は社会教育士
という資格にかわる。しかもカリキュラムの中には学校との連携という内容が入ってくるということ
で、生涯学習・社会教育の考え方も変わってきているというところです。その中には私どもパートナ
ーシップ事業が目指す姿が盛り込まれているような方向性になっているということを聞いて、新潟市
は皆さまからのご支援をいただきながらスタートしてきたことが国全体にも影響を及ぼしてるのかな
ということで逆に私たちはきちんとより一層やっていかなくてはならないなと思っているところで
す。
本日は今年度の成果と課題をご説明申し上げます。これにつきまして忌憚のないご意見を頂戴して、
来年度以降の事業運営に役立てていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
また後半は一部の委員の皆さまからお残りいただきまして、地域と学校のウェルカム参観日の選考
をさせていただきたいと思います。そちらの方もどうぞよろしくお願いします。
それでは短い時間かもしれませんが貴重なご意見をちょうだいできればと思っております。よろし
くお願いします。

枝並補佐

協議会の前に資料の確認をさせていただきます。事前配布資料といたしまして 1 冊お送りいたしま
した資料があるかと思います。本日の配布資料といたしましては次第と座席表、あとこちらの資料の
追補版をお配りしておりますが、不足の方いらっしゃいますでしょうか。
これから会議に入りますが、本日の会議は 11 時終了という予定となっております。そのあとのパー
トナーシップの選考会議の集計のためにあの衝立の後ろに職員のしゃべり声が聞こえるかと思います
が、ご了承いただきたいと思います。
それではここから先は委員長の方にお渡ししたいと思いますのでお願いいたします。

丸田委員長

ではどうぞよろしくお願いします。次第に沿って進めてまいります。今ほど補佐からお話しがあり
ましたように、11 時を目安といたしておりますので、議事の円滑な進行についてご協力をいただきた

いと思います。では議事の（１）になります。平成 29 年度の事業の成果と課題について、事務局から
ご説明をお願いいたします。
宇ノ井指導

副参事指導主事の宇ノ井修二でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

主事

それでは先にお送りさせていただいた資料の追補版ということで、本日資料をお配りさせていただ
きました。そちらの方をご覧いただいたほうがよろしいかと思います。内容的な変更はございません
が、最初にお送りした資料では各学校からの数字がまだ出そろっていませんでした。完全にそろった
状態が追補版の方の数字でございますので、そちらをご覧いただいたほうがよろしいかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
それでは追補版資料の 4 頁からご覧ください。そちらに本年度事業の成果を記載いたしました。ま
ず 4 頁でございます。
実施校数は統合により１校減の 166 校です。左下のグラフにお示ししたものでございます。隣のコ
ーディネーター数に関しては 297 人、これは現段階でございます。年度途中に複数制を取り入れて加
わった学校さんもございますし、逆にコーディネーターさんのご都合などでやめて行かれたかたもお
られます。現段階 297 ということでございます。
右側 5 頁に移ります。本年度の事業にかかる研修ということで一覧にさせていただきました。
①です。第一回研修会を 3 会場において行いました。参加対象者は学校担当者、職員です。地域教
育コーディネーター、そして学社民融合支援主事、図書館職員ということで、総勢 522 人の参加でご
ざいました。
②第二回研修会についてでございますが、参加対象が校長でございます。195 人の参加でございま
した。
③第三回の研修会、こちらは春と違いまして小学校、中学校別に開催し、それぞれのグループの中
で情報交換会を行いました。参加人数 493 人でございます。
④新任コーディネーター研修についてです。参加人数として 48 人、45 人と 2 回実施いたしました
が、この中には新任コーディネーターをそれぞれの区で指導的な立場から指導助言をする、アドバイ
スをするということでアドバイスコーディネーターからも参加していただきましたが、その人数も含
めた参加人数でございます。約 10 人のアドバイスコーディネーターが参加しました。
⑤研修幹事会についてです。各区から選出され小学校１人、中学校１人を基本とした研修幹事によ
る区研修を実施いたしました。そのための研修幹事の研修会でございます。これが７月３日と１月 26
日の 2 回実施したものでございます。
6 頁をお開きください。今ほど申し上げました区の研修幹事を中心として、それぞれ区で行う研修
会、巻末の 19 頁をご覧いただくと各区でどのような区ごとの研修を行ったかという一覧表がございま
す。こちらを実績としてご報告申し上げます。各区 3 回〜5 回の研修を研修幹事さんから計画してい
ただき、実施してまいりました。
それでは 6 頁に戻ってください。⑦教職員研修に関して、そこにお示しした１〜５、新任教頭とか
校長とか 12 年経験者とか初任者あるいは事務職員などを対象に研修を実施してまいりました。
研修会についてのアンケート調査が以下に 4 つの円グラフに示してございます。何よりも本年度の
研修の中で一番反響が大きかったのが新任コーディネーター研修でございました。新任の皆さんが 6
頁下の四角のなかに囲まれたような、そのような声をお寄せくださいました。自分だけで悩みを抱え
ておられる新任のコーディネーターさんにとってアドバイスコーディネーターがおられるということ
がどれだけ心の頼りになったかがここから見てとれます。
このまま続けて説明させていただきます。
（3）本事業にかかる調査ということで、4 つの調査を行いました。①は新潟市全体で行っておりま
す生活・学習意識調査でございます。ここから当課に関係する項目を抜き出しました。②地域と学校

パートナーシップ事業そのものに関する意識調査、これが 12 月に実施したもの、アンケート調査でご
ざいました。③事業報告書、3 月の中旬までで全学校が出そろいました。ついこの間出そろったとこ
ろでございます。④勤務実態調査、これは 11 月に実施いたしましたが、コーディネーターがどのよう
な勤務を行っているかということを調査させていただき、まとめました。
それではそれぞれの項目ごとにご説明いたします。
まず①の新潟市生活・学習意識調査についてが 7 頁にまとめてございます。例えば小学校では「地
域の大人とあいさつしたり、言葉を交わしたりする」という項目について、小学校だけではなく中学
校もそうなんですけれども、年々上昇しております。つまりパートナーシップ事業の成果がこういっ
たところにも現れているんだろうなと私どもは考えております。下の二つのグラフについては「地域
や学校で先生以外の大人からほめられたり、認められたりして、うれしいと感じる」
、このような項目
では小学校中学校ともにまたこれもかなり上昇しております。年々上昇してきております。これが事
業の成果であるという風に考えておるところでございます。
それでは 8 頁をお開き下さい。調査の内のアンケート調査についてです。このアンケート調査は教
職員やコーディネーターあるいは学校支援ボランティア、そして地域団体などにとった調査アンケー
トでございまして、これから説明するところでたくさん出てきますが、ご理解いただければと思いま
す。
まず 8 頁に載っている 6 つのグラフは教職員に対しての調査の結果でございます。
「学力向上にこの
事業がつながっている」と考えている教職員が、これだけ肯定的な評価があります。例えば小学校で
言うと 94％ほどでございましょうか。中学校でいうと 83％以上、それだけの職員がパートナーシップ
事業が学力向上につながっていると評価しております。そして「社会性」が 2 段目、
「自己肯定感」が
3 段目です。それぞれ高い数値で示されております。特に社会性にいたっては小学校の社会性のグラ
フをみるともうこれ以上上がりようがないという風にも感じているところでございます。社会性の育
成にパートナーシップ事業が貢献しているということです。
右側のページには学校支援ボランティア、そして地域団体のアンケート集計結果を記載いたしまし
た。例えばボランティアですと一番上のグラフ「子どもから喜びや元気をもらう」
、
「活力・意欲につ
ながる」
、あるいは自分自身の心をさらに成長させていくことにつながる「役立っているという実感」
という項目に関しても同じような結果が得られています。
ちょうど真ん中にありますグラフから「生きがいや生涯学習になっていると感じる」と評価してい
学校支援ボランティアさんが、これだけたくさんおられるということも分かります。
地域団体さんについては「学校と地域の結びつき」という点が下から 2 つ目のグラフです。高い数
値です。一番下が「子どもが地域のことに関心を持ってくれていると感じる」という地域団体さんも
かなり多くございました。生涯学習・社会教育の視点からも事業に意味があるということがこのペー
ジからお分かり頂けたかと思います。
それでは 10 頁をお開きください。
コーディネーターが「どのように事業を感じているか」というアンケート結果です。保護者の理解
が深まっているという項目に関して、小学校の方でちょっと数値が下がっております。もしかすると
コーディネーターさんが保護者に働きかけたときに協力が思うように得られていないということから
連携協働の意義を理解していないのではないか、とコーディネーターが捉えているということがうか
がえます。
地域住民の理解についてが上から二段目のグラフです。おそらくもっとボランティアに来てほしい
んだけれども協力者が増えにくいという現状から、このような数値に留まっているのではないか、決
して低い数値ではないのですが、このような数値に留まっているのではないかと考えているところで
す。

11 頁をご覧ください。「パートナーシップ事業を進めるに当たり、課題になっていること」のアン
ケート結果でございます。上段は全体です。中段をご覧ください。中段は教職員が課題として感じて
いることです。本年度も一番上の項目が「教職員の理解」となりました。教職員自身が教職員の理解
が足りないのではないかと課題に感じているということです。
ただ本年度の研修の中で、教職員自身が教職員の理解が足りないと感じているということを盛んに
申し上げ、各学校で研修会などを実施していただくようにお願いをいたしました。このグラフでは小
学校の方で 10.9％、中学校の方で 16.7％と出ております。が、昨年度は実は小学校は 12.3％でござい
ました。中学校の方は 17.3％でございました。つまり研修会の中で働きかけたことが有効に役に立っ
たかなというふうに思っております。
事業の概略は理解しているんだけれども、地域と連携することの効果や良さ、意味をもしかすると
理解し得ていないのかもしれません。あるいは労力との天秤にかけているのかという風にも感じると
ころでございます。
一番下はコーディネーター自身が課題に考えているところです。トップに「地域、保護者の理解」
と上がってきました。昨年度も同じような数字があがっています。何とか広報活動を充実していかな
ければいけません。ただコーディネーターの一番下のグラフなんですけれども「教職員と地域のコミ
ュニケーション」というものがございます。これが今回上から 7 番目に位置しておりますが、実は昨
年度は上から 4 番目にありました。数値でいうと本年度小学校は 9、中学校が 8.6 だったんですが、昨
年度は小学校 12.5、中学校 11.6 でございました。これが本年度の研修の成果であったなと感じている
ところでございます。
それでは 12 頁に進みます。ここのページの数字が前回お送りした数字と大きく変わっております。
特に中段「のべボランティア数」について最終集計結果がこの数字でございます。276,309 人。そし
て「のべ事業数」52,495 ということでございます。学校割をいたしますと、昨年度は 1,611 というの
べボランティア数でした。本年度ののべボランティア数を学校割にいたしますと 1,664 ほどでござい
ます。
一番下の「地域貢献活動実施校の推移」についてです。ちょっと太くしておいたんですけれども、
お示しのように地域防災に関しての取組みが各学校さんでかなり進んでいるということがこのグラフ
からわかります。
「その他」の項目がかなりあがっております。この「その他」というところには、例
えば「元旦マラソン」
、学校で実施したということです。「元旦マラソン」とか「職場体験」、「地場産
食材レシピ」とか、
「名産品開発」とか、
「保育園児との交流」などがあがっております。
右側のページに移ります。コーディネーターから得た勤務実態調査の結果でございます。
「この調査
をどのように活用しているのかが分からない」という自由記述がコーディネーターさんから寄せられ
ました。
「このような調査やアンケートで時間がとられる」という風にも訴えておられるコーディネー
ターさんがおられました。つまりこれらのグラフ、例えば上から 2 段目、標準配当時間などで見ます
と、時間が足りない、もっと仕事がしたいというふうに感じておられるコーディネーターさんがたく
さんおられます。そのような方々の自由記述であろうと、先ほど私が申し上げました「このような調
査アンケートで時間を取られるのが非常に苦しいんだ」と、そういう訴えも理解することができます。
仕事もかなり多くなっているし、地域からのニーズも多くなっている、そして学校職員からのニーズ
も多くなりつつあるということが、これらの表から理解できます。
14 頁をご覧ください。複数制を取り入れている学校さんのコーディネーターから得た結果でござい
ます。すみません、数字がはっきりしておりません。一番上の３（１）一番右上が 100 でございます。
３（２）これも 100 でございます。３（３）は右上が 200 でございます。ここだけ複数回答、複数選
択が可となっておりますので 200 です。３（４）にかんしては 100 です。
複数制を取り入れている学校が非常にうまい具合に機能しているということが分かります。肯定的

に捉えておられる方がとてもたくさんおられ、ある方の声では「もう一人制には戻れない。それくら
い複数制が良いんだ」と複数制の良さを実感しているというコーディネーターの声もございます。
15 頁についてです。本年度、文部科学大臣表彰をまた新潟市から 2 ヵ校受賞することができました。
笹口小学校と新津第一小学校でございます。12 月 7 日に文部科学大臣表彰を受け、私も同行させてい
ただきました。
最後（５）です。
「市民への周知・広報活動」について。区だよりの掲載が 45 回に上りました。た
だアンケート調査などでは「広報活動が不足しているのではないか」という声もございますので、色々
な方法でさらに広報活動を取り入れていかなければならないと感じております。
16 頁をご覧ください。「関連事業」として、今年度行ってまいりました「ドリームプロジェクト支
援事業」を掲載いたしました。その広報活動の一つとして私たちは位置付けておったところでござい
ます。例えば③地域と学校ウェルカム参観日アンケート結果に見られます、地域住民や市民の参加数
を見ますと平成 28 年度で 2,995 人、平成 29 年度で 2,619 人、かなりたくさんの地域住民、そして市
民の方が参加してくださいました。非常にありがたく思います。ただそのすぐ下にある円グラフ、一
番大きい場所が「知っているがよく分からない」という声でございます。何とか広報活動を進めてい
きたいと、現段階でもリーフレットを各学校さんにお配りしているところでございます。
さて 17 頁下段の「成果と課題」についてご説明申し上げます。文末のカッコ内の数字については関
連するページを記載いたしました。後ほどページなどをお開きいただき、ご確認いただきたいと思い
ます。まず子どもにとっての成果として、学力の向上、社会性の育成、そして自己肯定感の伸長に大
きなつながりがある、という評価でございます。
②地域にとって、中学校での防災訓練、そして福祉関係などに関する地域に対する貢献の取組みが
非常に増えてきたということが成果でございます。めくってください。最後 18 頁です。地域にとって
は「元気をもらう」
「生きがいになる」
、先ほどもグラフの紹介で申し上げましたが「住民同士の結び
つきが強まる」というそのような効果も得られております。
学校にとって、そして社会教育施設にとってはお読みください。
（２）29 年度の重点的な方策からみた成果として以下にお示しいたしました。③をご覧いただきた
いと思います。特色ある教育活動と市民への周知の推進、これについてですが、地域と学校ウェルカ
ム参観日を拡充した結果、多くの保護者、地域住民に事業を周知するきっかけとなったと捉えること
ができます。来年度も先ほどの話のとおり形を少し変えて実施していこうと考えているところです。
最後の（３）です。今後の課題と事業推進の方向です。事業開始から 10 年が経過します。来年度か
ら 12 年目となります。
「学・社・民の融合による教育」の意義を学校と地域が再確認し、持続可能な
事業として継続的に充実が図られるようにしていきたいと思っております。これまでは拡大拡大とい
う風に考えておりましたが、これからは持続可能ということをぜひ前面に押し出した研修会などを実
施していこうと思っております。
③です。保護者や教職員の事業に対する理解を一層促していく必要があると考えております。その
ための研修会なども、研修会でそのような内容もさらに伝えながら実施していこうと考えているとこ
ろです。そのほかに関してはお読みいただければと思います。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

丸田委員長

ありがとうございました。すばらしいですね。
では 29 年度の事業成果と課題についてご質問なりご意見があれば承りたいと思います。
なお、次年度に向けてについてはこの後時間を取って意見交換することになっておりますので、ま
ず 29 年度の事業の成果と課題について、ご質問ご意見をお出しいただければと思います。いかがでし
ょうか。
指名はしませんので、どうぞ、質問なりご意見なりお出しいただければ。
とはいえあれでしょうかね、小島さん・・・

小島委員

資料をこんなふうに見やすいようにまとめていただきましてありがとうございます。
気になったというか、コーディネーターの勤務時間が足りないというアンケート結果についてなん
ですけれども、私自身も一人でやっていたときは実はものすごく勤務時間が足りなかったんです。な
ぜか一人の時は足りなかったんですけれども、全部やらなきゃいけないというのもあり、余計なこと
もやっていた。それが二人になって、
「二人になって良かった」というのがここにも出てるんですけれ
ども、実は二人になったことで一校あたりで勤務時間が決められているので、私個人の部分は半分に
なったわけですよね。一人で働いているときよりも。半分になったことで、自分の中で仕事をセーブ
する気持ちも生まれたし、仕事を割り振るという作業の中でこれは要るいらない、これは先生がやる
べきという線引きができたので、それぞれコーディネーターさんたち個々の考え方があります。私も
色んなコーディネーターさんと話す機会もあり、1 人が良いというコーディネーターさんも実際おら
れます。そういう方たちに 2 人にというのはまだまだ時間をかけていかなければいけないと思うんで
すけれども、私個人的には経験者として 2 人になったことは実は勤務時間が足りないわっていうのも
もしかしたら考え方を変えると、押えて行けるのかなと感じました。
以上です。

丸田委員長

今の点について事務局の方の認識といいますか、現状の認識についてコメントがあれば。

宇ノ井指導

ありがとうございます。複数制に対して今ほどおっしゃっていたように小島委員の方からご意見と

主事

して出されたように、複数制に踏み切ることに二の足を踏んでいる学校さんも確かに多くございます。
そういったところに複数制を取り入れた学校さんの良さと利点だとかをできるだけ紹介しながら、ま
た来年度も推奨していきたいと考えております。

丸田委員長

他にいかがでしょうか。

種村委員

小島さんのところはコーディネーターは 2 人なんですか。
（2 人です。
）2 人なんだ。わかりました。
味方は最初 2 人で、他の 7 校は 1 人で始めたんですけど、味方は最初から 2 人で始めました。そう
いう区分で良いんだなとは思ってましたけど、1 人でやりたいという方もいらっしゃると思いますけ
ど、まあ 2 人だと、色々なつながりもあるからボランティアも呼びやすいということで、複数の方が
良いかなと私は思います。

丸田委員長

複数制のメリットも今お話しいただきましたが、他にいかがでしょうか。

渡辺委員

コーディネーターさんのお話を聞いていて、1 人から 2 人体制になった時はやっぱり仕事をどうい
う風に振り分けたらいいか分からなかったりとか、パソコンが一台しかなくてちょうど仕事がうまく
回らないこともあったみたいな話もちょっとお聞きしたことがあったんですけども、2 人で考えるこ
とによって行事とか色々計画を立てる幅ができたというか奥行きができたし、今は分担も上手くいっ
ていて、すごくスムーズにいっているというお話をお聞きしたので、幅ができたというか奥行きがで
きたというのは子どもたちにとっても良いことだと思うので、2 人体制なってよかったんだなと思い
ました。

丸田委員長

他の委員の方いかがですか？

小島委員

さっきの複数についてどうしても 1 人が良いという方の意見の中のある一つが、複数になるという
ことは気の合う方と、仕事の進むスピードであったり価値観ですよね、そういったものが一緒じゃな

いと中々同じ歩幅で進むことができないので、なので複数にする時のデメリットとは言いませんけれ
ども、誰とやるのか、どんな形でできるのかって、そこが一番大きな問題であって、でもそれは周り
からは決められることではなく、現在やっているコーディネーターさんがもう一人加わるというとこ
ろであれば、そこは自分がやりやすい人を連れてくるしかないのかなと。
丸田委員長

今の点については行政の方で複数制に移行するときに、あるいは複数制を継続してる中でコーディ
ネーターが変わる方が変更したりするときにどのような配慮と言いますか、工夫をしていただいてい
るのか、少し皆さんの情報共有できれば、お願いします。

宇ノ井指導
主事

基本的には各学校に設置してあります、推進会議でコーディネーターを選任します。つまりその推
進会議の中で座長さん、地域の方なんですけれど、座長さんから選任されて我々に上がってきます。
そういった推進会議の中ではもちろんコーディネーターさん、今いる一人のコーディネーターさんが
コンビを組んでやっていけそうな方も当然選ばれてくるでしょうし、あるいは地域のことを良く知っ
ているとか、学校教育について理解があるだとか、色んなネットワークを幅広く持っているだとか、
色んな観点から選ばれます。その時にこの方を採用することで複数制になるという時には、やはり学
校さんも今ほど小島委員がおっしゃったようなところに一番配慮してくださると思うんです。配慮し
ていただけたとしても、やはり 2 人で一つの仕事を進めるという点に関してはその 2 人がそろった時
の 2 人の人間関係の中でまた進めていただかなければいけませんので、色々と考えていかなければい
けないなと思っております。
ただ複数制になったということに関して、先ほど渡辺委員さんからもお話をいただきましたが、ネ
ットワークが広がったというお声が非常に多いです。一人が持っているネットワーク、そしてもう一
人が持っているネットワーク、つまり 2 倍になるというところが一番の利点なのではないかと私個人
的にも思っております。以上です。

丸田委員長

分かりました。他にいかがでしょうか。
もしご発言がないようであれば、この後次年度に向けての意見交換が大変有効だろうと思いますの
で、では意見交換に移ってよろしいでしょうか。
では次年度に向けまして率直なご意見をいただきたいとおもいます。いかがでしょう。

伊比委員

新通小学校の伊比でございます。お世話になっております。
パートナーシップ事業のことについて、会議に出るといつもいうんですけど、やっぱり名称が文科
の補助事業の名称が変わったんだけども、現に行われているのは学校支援という色が非常に強いと思
っています。それはさっきのアンケートの結果のご説明でもありましたけれども、教職員の理解が中々
進まない、10 年経ってもですね。それは 27 年の 12 月 21 日に中教審が出した答申の一報に、初等中
等教育局と生涯学習局が初めて一緒に作った答申の中で、これからの学校が備えなければならない 3
つの要素として、熟議と協働とマネージメントとあったのですが、協働についてはほぼ新潟市の小中
学校は取り組まれていると思うんですけど、その１番の「熟議」というのがやられていない。目的の
共有も図られていませんし、役割分担も図られていませんし、当然学校が作った計画をコーディネー
ターにお願いをしてボランティアさんにやっていただいているというのが現状だと思っています。最
終的には地域貢献につながるかどうかというあたりも、学校としては「これが課題だから今年度はこ
れを重点にやっていきたいんです」
、地域は「子どもを見た時にこれが課題だと思っているので、これ
を学校と一緒にやりたいと思っているんです」
、同じように保護者もそういった面で「これが課題だか
ら優先で今年度これを重点にやりましょう」というまず共通の土台を中々持っていないところがほと
んどかと思っていて、私たちも全体には働きかけなかったですが、街づくり協議会のところに地域の
方とか保護者の方とか職員も出るので、そこで今年度やらせていただいたんですけど、時間がかかっ
て忙しくなるという場か、懸念があるかもしれないんですが、その最初の段階が行われていないので
一年間が事業数が増えるけど、やっぱりマネージメントとしても教育課程の中、しっかりと位置付け

られている学校っていうのは少ないかもしれない。教科領域の中でどうやって地域と連携協働を取り
込んでいって子どもたちにどういう力をつけさせるんだ、で評価もしっかりできていない。アンケー
トで褒められてうれしかったというのが評価かというと、事業を使ってやっているわけですので、こ
の活動を通して、例えば道徳的な内容項目の尊敬であったり公共の精神であったりというのが、いわ
ゆる前はこんなだったけどやったらこんなになったよとか、そういう評価というのができていない。
なので 12 年目を迎えるにあたって、時間がかかることだと思うんですけど、最初のスタート、熟議を
やりましょうよというのはどうしてもやっている学校には働きかけていただきたいと思いますし、評
価はあなたの学校はどんなふうにやってますか、というあたりもやっぱり大切なのかな。それはこの
事業が生き残る一番の鍵なのかななんて思ってました。
丸田委員長

はい、ここはコメントありますか。

緒方課長

伊比委員から貴重なご意見頂戴しました。ありがとうございました。
これまではどちらかというと何のイベントができたか、その回数はいくつだったか、ボランティア
さんが何人きたか、そういう視点がこれまでの事業運営の中では多かったと思うんですけれども、今
伊比委員からいただいたのはその本質的な部分、子どもの学びや地域の本当の為になっているのか、
というそのための方策と検証をしなさいというご指摘ではなかったかなと思っているところです。
私たちは拡大から持続へということで昨年度からスタンスを変えているところなんですが、まさに
その部分、量じゃなくて質に入ってくる、そしてその成果に入ってくるというふうに考えているとこ
ろです。
今年度実は地域学校連携の加配教員がついた学校が一校だけございます。その学校が調査をかけま
した。
「どのような変化がありましたか」実際伊比委員がおっしゃったように熟議を入れていらっしゃ
います。地域と先生方、その仲立ちをコーディネーターさんが一緒になって、学校が何を目指してい
るか、地域は何を求めているか、そのためにはどんな活動がふさわしいか、ということで初めて○○
小学校応援団の会議というのをはじめたそうです。
この中でたくさんのご意見が出ていく中から、今のうちの学校に必要なこと、できることはここで
すからこれをやりましょうということを地域の皆さんと共有してこの一年進めたというお話でした。
その結果、非常に整理がされた、そして最終的にはコーディネーターさんのお仕事も整理されて、今
回時間が余っちゃったんですという返事がもらえるほど、非常に学校の役割、地域の役割、コーディ
ネーターの役割が整理されたというふうに聞いています。
伊比委員がおっしゃったことが正にある学校では具現されているかなと思ってますし、このような
好事例をこれから広げていき、各学校に促していくのが私たちのお仕事かなと思っております。貴重
なご意見ありがとうございました。

丸田委員長

ありがとうございました。ではいかがですか。

種村委員

そんな中であの、南区で先月研修会に私は講師でよらせてもらったんですが、それにおいてその中
で南区は大学もない、元職員の方とかそういう方も少ない、そして高校もなくなりそうな地域という
ことで、なかなかボランティアの質だとかそういうのじゃなくて集めにくいという、学生とかそうい
う元教職員の方とかそういう人たちがなかなか集まらないけど、皆で一生懸命やっているんだから、
そういうところも理解してもらいたいという話も聞きました。
あともう一つ、また来年度、三百三十何万ですか削られるって話で、時間が減らされるのか、また
備品が減らされるのか、またはっきり前もって聞かせてもらえればありがたいということも言ってお
られましたので、ぜひその点をよろしくお願いします。
あともう一つだけ、パートナーシップ事業の広報活動、確かに一生懸命やって広がってます。私前
から言ってますけど、自治協議会よりもパートナーシップ事業の方が皆さん良く知ってられると思い
ますので、ぜひ頑張ってほしいと思います。以上です。

丸田委員長

自治協議会というのはこのパートナーシップ事業のことが話題になったり、それから一年間の成果
が自治協の委員さんにきちんと伝えられるような場というはあるんでしょうか。

種村委員

あんまりないみたいですよね。

小島委員

中央区は教育委員会が来るのが、教育ミーティングが…（教育ミーティングはあるわね）
、そうそう
そのときにパートナーシップ事業のことが自治協の中で話される。

緒方課長

今年度実は自治協の中で年 2 回教育ミーティングのテーマが地域との連携になりましたので、その
ことを話題にさせていただいて、お話しをさせていただいております。今後より一層自治協等の取組
の中でもご紹介をしていかなければいけないなと思っております。

丸田委員

そうですね、ぜひよろしくお願いします。

小島委員

今のお話の中で少し懸念されることというか、今年度は私は自治協議会に関わってなかったんです
けれど昨年度まで関わっていて、教育ミーティングをした中で各コミュ協の会長さんたち、代表の方
が参加し、どうしてもコーディネーターを比べるということが結構たびたびあったんですね。中央区
の中では。ここの学校のコーディネーターさんはするけどここの学校のコーディネーターさんはしな
いとか、そういう風に比べられるものではないのを私はそこでも言ってきました。それぞれの学校の
色があって、地域の財産はそれぞれの学校が違って、教育方針もそれぞれ違うからどこ、誰がいいと
か悪いとかではないということは言ってきているんですけど、中々そういった部分がまだ浸透してい
ないところがあるのかなということは感じているし、今年も別なコーディネーターが代表として中央
区の自治協に行ってくださっているんですけども、やはりそういう声が上がってくるので、そこはま
だまだこれから発信していかなければいけないのかなというのを思っています。
あともう一点、予算うんぬんについてはそれこそ種村さん同様私も初年度からなので、あの頃は予
算がなくなると三年後にはなくなると言われてコーディネーターになったので、いつかはなくなると
いう覚悟でずっと、ずーっとそれでやってきてるので、まあ減っていくのは仕方ないかなというか、
他の自治体、自治体と言いますかね、横浜であったり、千葉であったり、世田谷であったりは、この
ような行政が充分支援しているというのは本当に新潟市は特別だと思っているので、本当にありがた
いことだと。今でも減るとはいえ予算を付けていただけるというのは本当にありがたいことだと思っ
ています。今後予算が減る中で、じゃあコーディネーターさんたちが満足できる形にするには、今現
在小学校と中学校を分けてコーディネーターを配置してますけれども、小中連携という言葉もありま
すので、やはりできれば早いうちに中学校単位の支援事業みたいなものの組織にして言うことで、コ
ーディネーターの数も減らすことのできる、小中連携も取れる、最初立ち上げるときは多分みんな苦
しみはいっぱいあると思うんですけれども、できれば小学校と中学校が一緒に活動できる、それがま
た地域のためにもなるので、地域貢献にもまたそれもつながっていくと思うので、そういったことも
視野に入れて来年度考えていただければいいなと思っています。

丸田委員長

今のようなことは行政の中で意見交換とか議論のプロセスはあるんでしょうか。

緒方課長

まず予算面についてはご存じのとおり、新潟市は財政状況が厳しい状況でしたので 30 年度予算を削
らせていただくことになりました。結論からいうと需要費、物品を購入する予算を削らせていただき
ます。標準配当の実数は何とか維持をすることで財務とのやり取りはさせていただいていますが、こ
れからも働いていただいた分だけとは中々いかないんですけど、頑張っていきたいと思っています。
それから小中については小島委員がおっしゃるとおりで、実は小学校と中学校のコーディネーター
が連携していくことが一つの学校区として子ども達、社会を支える基盤としても大事な視点だろうな
という風に思っています。複数制を敷いて小中相乗りをしているコーディネーターさんたちがいらっ
しゃるんですが、これはすごく良い効果があるという声もあるので、この点についてはいただいたご
意見をまた今後に生かしていきたいなと思っております。

丸田委員長

よろしくお願いします。他にありますか。

三保委員

3 点ありますが、先ほどのアンケートの中でパートナーシップ事業の課題となっているというとこ
ろで、教職員の理解というのが教職員の方々から一番にあがってたというところで、それで終わりか
なという感じがするんですけれども。第二段階とすればどういう教職員の方の理解が何なんだろうか
というところの分析が、例えば校長先生・教頭先生みたいな管理職の方なのか、ベテランの先生なの
か、中堅先生なのか、新任先生なのか、その辺の分析をして今度研修の中に集中的に突っ込んでいく
というのがこれからの課題になるんでないかなと思います。
それから社会教育施設との連携ということでコーディネーターさんがちょっと難しいと思っている
のが、今年は図書館からも研修に出させてもらいまして、図書館の職員が何で私たちがそこに行くの？
という風に言われたんですけど、館長レベルでは大分わかってきて来てくれているらしいんですね。
でも具体的にどうしていいかっていうのがまだ分からないので、これはおいおいと研修を受ければわ
かってくると思うんですけど、例えば公民館とかそういう社会教育施設との連携についてはモデル的
に頑張ってるところを全体に情報提供していくなり、真似してもらえるような工夫が必要かなと思っ
ております。
また社会教育施設ってのはどんなのかという認識が学校には浸透してないのかなという気もするの
で、その辺の協調が必要かなと思っております。
それから一番懸念しているのが、ドリームプロジェクトと大好きにいがたの予算が合体されちゃっ
たってことで。だいたいは学校の先生たちは大好きにいがたの方に重点を置いていっちゃうんじゃな
いかなという気がするんですけど、学社民の融合という視点を必ず取り入れるということは、たぶん
そちらの課の方々のこれから大きな役割になっていく、今までは別々だったから、ああこういうとこ
ろはこういうねらいで申請すれば良いなっていうのはあったんですけど、一緒になっちゃうとどんど
んこっちにひきづられていくんじゃないかという懸念がありますので、その辺は懸念を払しょくいた
だけるようお願いしたいなと思っております。

丸田委員長

意見として頂戴して、とはいえ学校の先生方のご理解ですとか意識をちょっと質的に捉えてという
時に何かヒントなりご意見ございますか。

伊比委員

本日ご出席の学校人事課の吉田管理主事先生からもご指導いただいたんですが、うちの学校は本当
にひとが足りなくて、どこの学校もそうです。ほとんどの教員は今までの意識でいうと、新たに地域
との連携協働を進めるには時間も労力もかかるであろうと。そういったときに 16：45 が退勤時刻にな
っていますが、それはどこでも絵に描いたというか、無理なわけです。これ以上時間を割かれるんじ
ゃないかという恐れがあったと思うんですね。今年度 9 月 25 日からうちの学校は月曜から金曜まで、
10 時から 12 時に 2 人ずつボランティアの方が入ってくださっているんです。これは先生お助けボラ
ンティアという方々なんですが、実働土日長期休業をどけると 87 日間で、140 時間分の教職員の業務
軽減をやっていただいたんですね。これは教員がやらなくてもお願いできる部分、印刷であったりと
じ込みであったり配布であったり、そういうお仕事をやっていただいてます。そうすると教職員の理
解、この前 2 回目のそのボランティアの方々の反省会をやったんですけれども、教職員に一人ずつメ
モを書いてくださいと。やっていただきましたよね。140 時間くらい助けてもらいましたけど。そう
するとメッセージを見ると、おかげで健康で過ごせますと。やっぱり自分たちにとっても、助けてい
ただいてありがたかったなというのが一番理解進めるには私は良いと思いました。

丸田委員長

今の世の中、学校マネージメントも大変良い事例としてご理解を各学校からいただくということも
必要なんでしょうか。

緒方課長

学校人事課の方も多分、教員の多忙化解消のこともあるかと思いますし、地域連携協働が負担では
なくて、逆に役割分担ができて学校運営上も良いのだということを課にまたがりつつ進めていく必要
があると私は思っていますが、吉田管理いかがでしょうか。

吉田委員

今ほどのご意見は私は同じことを感じていたので、教職員の理解について少しご意見を述べさせて

（田村委員

いただきますが、ちょうど 11 頁のグラフを見ていてあれっと感じたんですけれども一番下のグラフ

代理）

で、コーディネーターの立場で一番上の項目の「地域、保護者の理解」が課題だと感じるってのはと
てもよく分かります。協力していただけるとか、まだまだたくさんの方に関わっていただきたいとい
う思いがこういうところに出てくるんだろうなと思うんですが、真ん中のグラフの教職員が自分を振
り返って「教職員の理解」といった時に何を指しているのかなというのは、私も分からなかったんで
す。この中身をより細かに分析していく必要があるのかなと思いました。そのヒントとして今伊比委
員のほうからもお話をでてきましたが、二項目めに教職員の負担軽減という項目も出ているので、そ
のあたりも恐らく関連してくるんじゃないかなと思っています。
もう一つは小学校と中学校で教職員の理解に対してはすごく差があるんですね。ですからそこもや
っぱり学校種に応じた動きの違いがあるかもしれないので、良く見ていく必要があるのかなというこ
とを感じました。以上です。

丸田委員

いかがですか。

髙橋委員

特にこの中学校の教職員の理解がですね、足りないんじゃないかっていうことなのかな、課題なっ
ているということなんですけれども、例えば私の学校では今年度周年行事が 70 周年がありまして、こ
こでは本当に地域教育コーディネーターの方々が地域の方、過去の卒業生で有名な方ですね、色んな
ところで活躍していらっしゃる方からビデオレター的なものを取っていただいたりというふうなこと
で本当に大活躍してるんですけど、もしかすると職員の意識の中ではそれは学校という組織のなかで
役割分担としてそのコーディネーターの方々がやってくれてるという意識があるのかなという気がす
るんですね。実際にはコーディネーターが組み込まれてしまっているというんでしょうかね。そうい
うところがあって周年行事なら周年行事の中の一部分をコーディネーターさんが担ってくれてるの
が、当たり前のようにもしかするとなっている可能性があるかなと思います。同じように体育祭、合
唱コンクール、様々な行事の中でコーディネーターさんが学校の職員の一部というふうになっている、
その意識があるかもしれない。そのあたりをもっとコーディネーターさんが影の部分でこんなふうに
頑張ってくださってるという部分をもっともっと周知していくしていく必要があるのかなということ
を感じますし、独自に公民館との連携で例えば味噌作りみたいなのをうちの学校の施設を使ってやっ
たりとかってやって、これはもう学校というよりも地域の方々を学校に呼び寄せるというか引き入れ
るというか、そういう活動としてちょっと試みてやってもらったんですけれども、なかなかそのあた
りも一般の職員には十分に伝わってないというあたり。私は行ってご挨拶をさせていただいたり、お
礼も述べさせていただいたりするんですけど、他の職員はなかなかそこまで足を運んでいくことが、
あまりにも忙しいのもあるんですけど、できないとか。そうすると実態が分からないままだったりす
るので、もっともっとそのあたりを周知していく必要があるのかなと感じながら、この数字というか
グラフを見せていただいてました。

丸田委員長

ありがとうございました。他にご意見ご発言の無い方いかがでしょうか。

春日委員

社会福祉協議会の春日と言います。今日は皆さんのところに私たちのボランティア情報誌というこ
とで 2 枚配布させていただきました。その黄色いウコンの話なんですけど、私たち社会福祉協議会で
も福祉教育ということで色々地域の人とか子どもたちを福祉の心をもってもらうためにということで
活動していて、パートナーシップ事業とものすごく近いけど、全く一緒ではないけれど、かなり重な
っている部分があります。それでその中で 5 頁を開いていただきまして、学校からいわれもあるんで
すけれど、昨年福祉教育セミナーということで学校の先生、教育コーディネーターさんにもお声掛け
をして一緒にちょっと学びをしましょうということでやらせていただきました。
それでこの時に実は視覚障がい者のかたの体験ということで色んなお話をしていただいた時に、学
校の先生の方から自分たちはお年寄りとか障がい者とかそういう方たちに何か子どもたちが助けてあ
げたいと思っているけれど、こうやって障がい者の人が何でもできますすごいですっていうと、自分

たちのやることは何もないと思うっていうふうに言われたんですけれど、ちょっとそこのところで私
たち社協の方で進めているのは誰かを助けてあげるというのではなくて、皆人間は弱いものなので、
そこで助け合いをしていきましょうという文化を進めていくというようなことを考えていまして、そ
ういうあたりを共有するために、30 年度も福祉教育セミナーを開催いたしますので学校の先生とかコ
ーディネーターさんが出やすいように、夏休み頃に企画しているんですけれど、ぜひそこに出ていた
だいてグループワークなんかもさせてもらったんですけれど、いろんなところで色んな取組みがある
ということで情報交換をしていただければいいなというふうに思っています。
社協の進める福祉教育についてはこの前段のところで色々書いてありますので、これを読んでいた
だければなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。
丸田委員長

ありがとうございました。まだ、時間は大丈夫ですか？

緒方課長

はい、あと一分弱でございます。

丸田委員

確かにおっしゃられたように 10 年という経過の中でごく当たり前のこととして役割分担が振られ
てしまっている、でもそれは役割分担を踏まえて伊比校長先生がおっしゃったように、何を目指して
いくのか、目指していく一つの価値の中に先生方の負担の軽減があったり、それから学校区の中での
共通の目標に向けてどう役割分担したり、どう協力していくのか、そういう理解が必要なんでしょう
ね。ただ役割を分担すればいいとか、一緒にすればいいということではなくて、それを通して何をそ
の小学校なり、その地域では何を課題としてどう解決していくのかという、そういう考え方も必要な
のかなというふうに改めて今日勉強させていただきましたが、いかがなもんでしょうか。

緒方課長

大変ありがとうございました。それぞれが貴重なご提言を頂戴いたしましたので、これをまた私ど
もで持ち帰りまして、今後の事業運営に生かしていきたいと思っておりますし、また 30 年度に運営協
議会でいただいたご意見でこういうふうに進めていきますというご提案をさせていただくようにした
いと思います。ありがとうございました。

丸田委員長

それではここで閉じさせていただきます。その他何かありますか。ありませんか。
はい、以上をもって議事を閉じさせていただきたいと思います。この後進行をお返しします。

枝並補佐

大変ご多用の中ありがとうございました。以上もちまして平成 29 年度第 2 回地域と学校パートナー
シップ事業運営協議会を終了したいと思います。この後すぐに「地域と学校ウェルカム参観日」の認
定校の選定委員会を開催させていただきますので、選考委員の方はお残りいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

