
    様式第様式第様式第様式第３３３３号号号号                会会会会            議議議議            録録録録    

会会会会        議議議議        名名名名    

（（（（審議会等名審議会等名審議会等名審議会等名））））    
平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度    第第第第３３３３回回回回    川西市社会教育委員川西市社会教育委員川西市社会教育委員川西市社会教育委員のののの会会会会        

事事事事        務務務務        局局局局    

（（（（担担担担    当当当当    課課課課））））    
教育振興部教育振興部教育振興部教育振興部    社会教育室社会教育室社会教育室社会教育室    （（（（内線内線内線内線    ３４２１３４２１３４２１３４２１））））    

開開開開    催催催催    日日日日    時時時時    平成平成平成平成２２２２１１１１年年年年６６６６月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（水水水水））））１０１０１０１０時時時時００００００００分分分分～～～～１２１２１２１２時時時時００００００００分分分分    

開開開開    催催催催    場場場場    所所所所    川西市役所川西市役所川西市役所川西市役所    ２２２２階階階階    ２０２２０２２０２２０２会議室会議室会議室会議室    

    委委委委        員員員員    

    

生田議長生田議長生田議長生田議長、、、、小柳副議長小柳副議長小柳副議長小柳副議長、、、、佐道委員佐道委員佐道委員佐道委員、、、、武村委員武村委員武村委員武村委員、、、、渡邊委員渡邊委員渡邊委員渡邊委員、、、、

末澤委員末澤委員末澤委員末澤委員、、、、眞田委員眞田委員眞田委員眞田委員、、、、野原野原野原野原委員委員委員委員、、、、廣末廣末廣末廣末委員委員委員委員                                    

                                                                                            計計計計９９９９名名名名    

    そそそそ    のののの    他他他他    鈴木学校支援地域本部鈴木学校支援地域本部鈴木学校支援地域本部鈴木学校支援地域本部コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    

    
    
    

出出出出    
    

席席席席    
    
者者者者    
    
    

    
    事事事事    務務務務    局局局局    

    

谷社会教育室長谷社会教育室長谷社会教育室長谷社会教育室長、、、、渡瀬中央公民館長渡瀬中央公民館長渡瀬中央公民館長渡瀬中央公民館長、、、、藤巴中央図書館長藤巴中央図書館長藤巴中央図書館長藤巴中央図書館長、、、、

小田中央公民館主幹小田中央公民館主幹小田中央公民館主幹小田中央公民館主幹、、、、中定生涯学習中定生涯学習中定生涯学習中定生涯学習センターセンターセンターセンター所長所長所長所長、、、、宮脇社宮脇社宮脇社宮脇社

会教育室主幹会教育室主幹会教育室主幹会教育室主幹、、、、片山主片山主片山主片山主任任任任、、、、長長長長舩舩舩舩                                                                        

                                                                                            計計計計８８８８名名名名    

        傍聴傍聴傍聴傍聴のののの可否可否可否可否    可可可可・・・・不可不可不可不可・・・・一部不可一部不可一部不可一部不可        傍聴者数傍聴者数傍聴者数傍聴者数    ００００名名名名    

傍聴不可傍聴不可傍聴不可傍聴不可・・・・一部一部一部一部    
不可不可不可不可のののの場合場合場合場合はははは、、、、    

そのそのそのその理由理由理由理由    

    
    

    

会会会会    議議議議    次次次次    第第第第    

    

１１１１. . . . 報報報報    告告告告    
        
（（（（１１１１））））阪神北地区社会教育委員協議会総会阪神北地区社会教育委員協議会総会阪神北地区社会教育委員協議会総会阪神北地区社会教育委員協議会総会についてについてについてについて        

（（（（２２２２））））そのそのそのその他他他他    
                                            

２２２２．．．．議議議議    題題題題    
    
（（（（１１１１））））年間年間年間年間テーマテーマテーマテーマ    

        「「「「地域教育地域教育地域教育地域教育のののの向上向上向上向上をめざしたをめざしたをめざしたをめざした仕組仕組仕組仕組づくりづくりづくりづくり」」」」    

            ～～～～人人人人でつながるでつながるでつながるでつながる場場場場づくりづくりづくりづくり～～～～    
    

３３３３．．．．そのそのそのその他他他他        
    

            会議結果会議結果会議結果会議結果    別紙別紙別紙別紙のとおりのとおりのとおりのとおり    

    



    

議長議長議長議長    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

議長議長議長議長        

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

第第第第３３３３回社会教育委員回社会教育委員回社会教育委員回社会教育委員のののの会会会会をををを開会開会開会開会するするするする｡｡｡｡    

    

挨拶挨拶挨拶挨拶    

    

1.1.1.1.報告報告報告報告    

（（（（１１１１））））阪神北地区社会教育委員協議会阪神北地区社会教育委員協議会阪神北地区社会教育委員協議会阪神北地区社会教育委員協議会    総会総会総会総会についてについてについてについて    

            平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年６６６６月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（火火火火））））午後午後午後午後１１１１時時時時～～～～    

川西市郷土館川西市郷土館川西市郷土館川西市郷土館    

            副議長副議長副議長副議長よりよりよりより報告報告報告報告    

    

（（（（２２２２））））川西人権教育協議会川西人権教育協議会川西人権教育協議会川西人権教育協議会についてについてについてについて    

            副議長副議長副議長副議長よりよりよりより報告報告報告報告    

    

（（（（３３３３））））阪神北青少年本部阪神北青少年本部阪神北青少年本部阪神北青少年本部についてについてについてについて    

議長議長議長議長よりよりよりより報告報告報告報告    

    

    

2.2.2.2.議題議題議題議題にににに入入入入るるるる    

（（（（１１１１））））年間年間年間年間テーマテーマテーマテーマ「「「「地域教育地域教育地域教育地域教育のののの向上向上向上向上をめざしをめざしをめざしをめざしたしくみづくたしくみづくたしくみづくたしくみづく

りりりり」～」～」～」～人人人人でつながるでつながるでつながるでつながる場場場場づくりづくりづくりづくり～～～～についてについてについてについて    

    

先月先月先月先月のののの委員委員委員委員のののの会会会会ではではではでは、Ｇ、Ｇ、Ｇ、Ｇ委員委員委員委員ややややＦＦＦＦ委員委員委員委員からからからから教育現場教育現場教育現場教育現場のののの

実情実情実情実情をををを伺伺伺伺いながらいながらいながらいながら論議論議論議論議がががが進進進進みみみみ、、、、具体的具体的具体的具体的なななな形形形形でででで論議論議論議論議しししし、、、、そそそそ

のののの結果結果結果結果をををを、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会にまとめてにまとめてにまとめてにまとめて出出出出せればとせればとせればとせればと思思思思うううう。。。。    

            そのそのそのその中中中中でででで、、、、学校現場学校現場学校現場学校現場とととと地域教育地域教育地域教育地域教育とのとのとのとの関連関連関連関連をををを含含含含めめめめ、、、、学校学校学校学校

支援地域本部支援地域本部支援地域本部支援地域本部についてについてについてについて、、、、実情実情実情実情をををを学学学学びびびび支援支援支援支援していくしていくしていくしていく必要必要必要必要がががが

あるのではないかあるのではないかあるのではないかあるのではないか。。。。    

昨年昨年昨年昨年もこのもこのもこのもこの件件件件についてはについてはについてはについては、、、、論議論議論議論議をををを行行行行ったったったった。。。。    

            阪神間阪神間阪神間阪神間のののの他市他市他市他市でもでもでもでも、、、、論議論議論議論議されされされされ、、、、社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員がががが一緒一緒一緒一緒にににに

活動活動活動活動しているしているしているしている話話話話もももも聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。    

            われわれがわれわれがわれわれがわれわれが地域地域地域地域のののの一員一員一員一員としてとしてとしてとして、、、、またまたまたまた、、、、各団体各団体各団体各団体のののの構成員構成員構成員構成員

としてとしてとしてとして、、、、どのどのどのどのようなようなようなような支援支援支援支援がががが可能可能可能可能なのかなのかなのかなのか。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、教育教育教育教育

委員会委員会委員会委員会ににににアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスができるようにまとめられるかができるようにまとめられるかができるようにまとめられるかができるようにまとめられるか。。。。    

これらはこれらはこれらはこれらは、、、、社会教育施設社会教育施設社会教育施設社会教育施設とのとのとのとの関連関連関連関連もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、事務局事務局事務局事務局かかかか

らららら学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部のののの現状並現状並現状並現状並びにびにびにびに課題課題課題課題についてについてについてについて説明説明説明説明をををを受受受受

けたいけたいけたいけたい。。。。    

    

事務局事務局事務局事務局がががが学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部のののの現状並現状並現状並現状並びにびにびにびに課題課題課題課題についてについてについてについて

説明説明説明説明。。。。    

教育現場教育現場教育現場教育現場はははは、、、、学校学校学校学校のみではのみではのみではのみでは、、、、対応対応対応対応できないできないできないできない現状現状現状現状があがあがあがあ

りりりり、、、、そのそのそのその対応策対応策対応策対応策としてとしてとしてとして、、、、学校地域支援本部事業学校地域支援本部事業学校地域支援本部事業学校地域支援本部事業ががががスタースタースタースター

トトトトしたしたしたした。。。。    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

    

    

ＧＧＧＧ委員委員委員委員        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

そのそのそのその参考例参考例参考例参考例がががが、、、、東京都東京都東京都東京都のののの杉並区杉並区杉並区杉並区のののの和田中学校和田中学校和田中学校和田中学校のののの実践例実践例実践例実践例

であるであるであるである。。。。    

和田中学校和田中学校和田中学校和田中学校のののの現状現状現状現状はははは、、、、学校学校学校学校からからからから独立独立独立独立しししし（（（（先生先生先生先生のののの支援支援支援支援をををを

受受受受けずにけずにけずにけずに）、）、）、）、事業事業事業事業をををを運営運営運営運営しているしているしているしている。。。。    

なおなおなおなお、ＰＴＡ、ＰＴＡ、ＰＴＡ、ＰＴＡはははは、、、、都市化都市化都市化都市化のののの影響影響影響影響でででで形骸化形骸化形骸化形骸化しているたしているたしているたしているた

めめめめ、、、、別途保護者別途保護者別途保護者別途保護者のののの会会会会をををを作作作作りりりり、、、、運営運営運営運営にににに参加参加参加参加しているしているしているしている。。。。    

和田中学校和田中学校和田中学校和田中学校をををを参考参考参考参考にににに文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省がががが３３３３年間年間年間年間のののの事業事業事業事業としてとしてとしてとして

発足発足発足発足しししし、、、、それをそれをそれをそれを受受受受けけけけ、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県でもでもでもでも事業事業事業事業をはじめたをはじめたをはじめたをはじめた。。。。    

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県ではではではでは、、、、中学校中学校中学校中学校にではなくにではなくにではなくにではなく、、、、一市町毎一市町毎一市町毎一市町毎にににに学校支援学校支援学校支援学校支援

地域本部地域本部地域本部地域本部があるがあるがあるがある点点点点であるであるであるである。。。。    

川西市川西市川西市川西市のののの本部長本部長本部長本部長はははは、、、、議長議長議長議長になっていただきになっていただきになっていただきになっていただき、、、、実行委員実行委員実行委員実行委員

にはにはにはには、、、、公民館関係者公民館関係者公民館関係者公民館関係者やややや学校長学校長学校長学校長などになっていただいていなどになっていただいていなどになっていただいていなどになっていただいてい

るるるる。。。。    

活動活動活動活動のののの目的目的目的目的はははは、、、、学校学校学校学校をををを支援支援支援支援するきっかけをこのするきっかけをこのするきっかけをこのするきっかけをこの３３３３年間年間年間年間

ののののモデルモデルモデルモデル事業事業事業事業でででで展開展開展開展開することですすることですすることですすることです。。。。    

具体的具体的具体的具体的なななな活動活動活動活動につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、①①①①～～～～⑧⑧⑧⑧であるであるであるである。。。。２２２２大目大目大目大目

的的的的はははは、「、「、「、「地域地域地域地域のののの教育力教育力教育力教育力のののの拡大拡大拡大拡大・・・・推進推進推進推進」」」」とととと「「「「教員教員教員教員がががが子子子子どもどもどもども

とととと向向向向きききき合合合合うううう時間時間時間時間のののの拡充拡充拡充拡充」」」」であるであるであるである。。。。実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会としてはとしてはとしてはとしては、、、、

「「「「地域啓発部地域啓発部地域啓発部地域啓発部」「」「」「」「学校啓発部学校啓発部学校啓発部学校啓発部」「ＰＴＡ」「ＰＴＡ」「ＰＴＡ」「ＰＴＡ部部部部」「」「」「」「図書部図書部図書部図書部」」」」

のののの４４４４部体制部体制部体制部体制になっていますになっていますになっていますになっています。。。。    

なおなおなおなお、「、「、「、「学校図書学校図書学校図書学校図書ボランティアボランティアボランティアボランティア」」」」はははは、、、、以前以前以前以前からからからから活動活動活動活動ささささ

れていますのでれていますのでれていますのでれていますので、、、、定着定着定着定着したしたしたした活動活動活動活動にしていくようにしていくようにしていくようにしていくよう研修会研修会研修会研修会をををを

実施実施実施実施したしたしたした。。。。    

またまたまたまた、、、、現在現在現在現在７７７７７７７７名名名名ががががボランティアボランティアボランティアボランティアとしてとしてとしてとして登録登録登録登録されていされていされていされてい

ますのでますのでますのでますので、、、、そのそのそのその人人人人々々々々のののの活用活用活用活用をををを各学校各学校各学校各学校にににに依頼依頼依頼依頼しているしているしているしている。。。。    

よってよってよってよって、、、、今年度今年度今年度今年度はははは、「、「、「、「図書図書図書図書ボランティアボランティアボランティアボランティア」」」」とととと「「「「登録登録登録登録ささささ

れたれたれたれたボランティアボランティアボランティアボランティア」」」」のののの活用活用活用活用をををを目標目標目標目標としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

    

川西市川西市川西市川西市のののの実情実情実情実情についてについてについてについて、、、、事務局事務局事務局事務局のののの説明説明説明説明をををを受受受受けけけけ、、、、各委員各委員各委員各委員

のののの意見意見意見意見やややや質問質問質問質問をををを。。。。    

特特特特にににに現場現場現場現場サイドサイドサイドサイドのののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。。。。    

    

このこのこのこの事業事業事業事業のののの狙狙狙狙いであるいであるいであるいである、「、「、「、「地域地域地域地域のののの人人人人々々々々がががが学校学校学校学校ををををサポーサポーサポーサポー

トトトトするするするする。」。」。」。」部分部分部分部分をををを、「、「、「、「本来行政本来行政本来行政本来行政がすべきがすべきがすべきがすべき部分部分部分部分ををををボランテボランテボランテボランテ

ィアィアィアィアにやってもらうにやってもらうにやってもらうにやってもらう。」。」。」。」というというというという捉捉捉捉ええええ方方方方をされないかをされないかをされないかをされないか危惧危惧危惧危惧

しているしているしているしている。。。。    

今回今回今回今回のののの事業事業事業事業のののの参考参考参考参考になったになったになったになった和田中学校和田中学校和田中学校和田中学校のののの狙狙狙狙いはいはいはいは、「、「、「、「ここここ

れからのれからのれからのれからの日本日本日本日本においてどのようなにおいてどのようなにおいてどのようなにおいてどのような社会社会社会社会をををを作作作作るのかるのかるのかるのか。」。」。」。」とととと

いういういういうビジョンビジョンビジョンビジョンにににに立立立立っているっているっているっている。。。。    

「「「「成長社会成長社会成長社会成長社会からからからから成熟社会成熟社会成熟社会成熟社会へへへへ」」」」ががががキーワードキーワードキーワードキーワードになっていになっていになっていになってい

るるるる。。。。    

具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、「、「、「、「成長社会成長社会成長社会成長社会」」」」ではではではでは、、、、目標目標目標目標をををを設定設定設定設定しししし、、、、情報情報情報情報

処理能力処理能力処理能力処理能力がががが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが、「、「、「、「成熟社会成熟社会成熟社会成熟社会」」」」ではではではでは、、、、プラスプラスプラスプラス情情情情



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

    

ＣＣＣＣ委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

    

    

    

    

    

    

報編成報編成報編成報編成（（（（活用活用活用活用））））力力力力がががが求求求求められてめられてめられてめられているいるいるいる。。。。    

和田中学校和田中学校和田中学校和田中学校ではではではでは、「、「、「、「よのなかよのなかよのなかよのなか科科科科」」」」というというというという科目科目科目科目をををを設定設定設定設定

しししし、、、、地域地域地域地域のののの人人人人たちがたちがたちがたちが入入入入ってってってって授業授業授業授業をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

子子子子どもたちにとってはどもたちにとってはどもたちにとってはどもたちにとっては、、、、身近身近身近身近なななな人人人人々々々々がががが新新新新たなたなたなたな発想発想発想発想でででで新新新新

たのものをたのものをたのものをたのものを作作作作りりりり出出出出したことにしたことにしたことにしたことに触触触触れれれれ合合合合えるえるえるえる。。。。    

和田中学校和田中学校和田中学校和田中学校ではではではでは、「、「、「、「新新新新たなたなたなたな発想発想発想発想でででで新新新新たのものをつくるたのものをつくるたのものをつくるたのものをつくる

能力能力能力能力」」」」がががが教育教育教育教育のののの中中中中にににに必要必要必要必要とととと発想発想発想発想されたされたされたされた。。。。    

学校学校学校学校はははは、、、、情報処理能力情報処理能力情報処理能力情報処理能力をををを高高高高めることはめることはめることはめることは得意得意得意得意だがだがだがだが、、、、それそれそれそれ

プラスプラスプラスプラス情報編成情報編成情報編成情報編成（（（（活用活用活用活用））））力力力力をつけることはをつけることはをつけることはをつけることは、、、、苦手苦手苦手苦手なたなたなたなた

めめめめ、、、、人材人材人材人材をををを地域地域地域地域にににに求求求求めためためためた。。。。    

当方当方当方当方のののの学校学校学校学校ではではではでは、、、、情報編成情報編成情報編成情報編成（（（（活用活用活用活用））））力力力力がががが劣劣劣劣っているっているっているっている

がががが、、、、情報処理能力情報処理能力情報処理能力情報処理能力もきちっとしないとのもきちっとしないとのもきちっとしないとのもきちっとしないとの思思思思いからいからいからいからニーズニーズニーズニーズ

のののの発信発信発信発信をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、地地地地域域域域のののの活動活動活動活動がががが一致一致一致一致しししし、、、、各種各種各種各種のののの事業事業事業事業

がががが展開展開展開展開されだしているされだしているされだしているされだしている。。。。    

川西市教育委員会川西市教育委員会川西市教育委員会川西市教育委員会ではではではでは、、、、大学生大学生大学生大学生ののののボランティアボランティアボランティアボランティアをををを学校学校学校学校

にににに入入入入れることになりれることになりれることになりれることになり、、、、６６６６名名名名ほどがほどがほどがほどが本校本校本校本校をををを希望希望希望希望しているしているしているしている。。。。    

またまたまたまた、、、、本校本校本校本校ののののニーズニーズニーズニーズがががが「「「「地域地域地域地域ぐるみでのぐるみでのぐるみでのぐるみでの教育推進教育推進教育推進教育推進」」」」とととと

いうことをいうことをいうことをいうことを情報発信情報発信情報発信情報発信することですることですることですることで、、、、地域地域地域地域ののののコーディネータコーディネータコーディネータコーディネータ

ーーーー等等等等にににに伝伝伝伝わりわりわりわり、、、、少少少少しずつしずつしずつしずつ動動動動きききき始始始始めているめているめているめている。。。。    

    

ＧＧＧＧ委員委員委員委員のののの見解及見解及見解及見解及びびびび現状現状現状現状をををを聞聞聞聞いたいたいたいた中中中中でででで、、、、何何何何かごかごかごかご意見等意見等意見等意見等はははは

ありませんかありませんかありませんかありませんか。。。。    

    

学校学校学校学校にはにはにはには多多多多くのくのくのくの問題問題問題問題がありがありがありがあり、、、、地域地域地域地域のののの支援支援支援支援はははは必要必要必要必要であるであるであるである

がががが、、、、本来行政本来行政本来行政本来行政やややや教師教師教師教師がががが行行行行うべきうべきうべきうべき部分部分部分部分までをまでをまでをまでを、、、、ボランティボランティボランティボランティ

アアアアがががが行行行行うのはうのはうのはうのは問題問題問題問題ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。    

川西川西川西川西はははは、、、、このこのこのこの事業事業事業事業ををををモモモモデルデルデルデル的的的的にににに先行先行先行先行させさせさせさせ、、、、そのそのそのその成果成果成果成果をををを

見見見見てててて、、、、市全域市全域市全域市全域にににに広広広広げていくべきではないかげていくべきではないかげていくべきではないかげていくべきではないか。。。。    

確確確確かにかにかにかに補助金補助金補助金補助金はははは、、、、３３３３年年年年であるがであるがであるがであるが、、、、このことはこのことはこのことはこのことは大大大大きなきなきなきな問問問問

題題題題でありでありでありであり、、、、３３３３年年年年ではではではでは、、、、解決解決解決解決しないしないしないしない、、、、今今今今までのまでのまでのまでの教育支援体教育支援体教育支援体教育支援体

系系系系をををを根本根本根本根本からからからから変変変変えていくようにえていくようにえていくようにえていくように感感感感じられるじられるじられるじられる。。。。    

それならそれならそれならそれなら、、、、先生先生先生先生のののの能力開発能力開発能力開発能力開発（（（（研修等研修等研修等研修等））））もももも必要必要必要必要ではないではないではないではない

かかかか。。。。    

急急急急ぎすぎてぎすぎてぎすぎてぎすぎて方向方向方向方向をををを誤誤誤誤らないようにしてほしいらないようにしてほしいらないようにしてほしいらないようにしてほしい。。。。    

    

昨年昨年昨年昨年もももも論議論議論議論議しししし、、、、教育長教育長教育長教育長にににに「「「「このこのこのこの委託委託委託委託はははは、、、、３３３３年間年間年間年間であるであるであるである

がががが、、、、そのそのそのその後後後後のののの方向性方向性方向性方向性」」」」についてについてについてについて聞聞聞聞くとくとくとくと、「、「、「、「予算上予算上予算上予算上はははは難難難難しししし

いいいい。」。」。」。」とのとのとのとの雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気であったがであったがであったがであったが、、、、そのそのそのその後後後後ももももコーディネータコーディネータコーディネータコーディネータ

ーーーーがががが必要必要必要必要であることをであることをであることをであることを伝伝伝伝えたえたえたえた。。。。    

前回前回前回前回、、、、中学校現場中学校現場中学校現場中学校現場でのでのでのでの話話話話をををを聞聞聞聞きききき、、、、大変大変大変大変なことはなことはなことはなことは理解理解理解理解しししし

たたたた、、、、情報発信情報発信情報発信情報発信をしてないためをしてないためをしてないためをしてないため、、、、一般市民一般市民一般市民一般市民がそれをがそれをがそれをがそれを理解理解理解理解しししし

てないのではないかともてないのではないかともてないのではないかともてないのではないかとも感感感感じたじたじたじた。。。。    
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議長議長議長議長    

    

事実事実事実事実、、、、そのそのそのその面面面面はあるとはあるとはあるとはあると思思思思うううう。。。。    

地域地域地域地域とのとのとのとの接点接点接点接点がががが少少少少ないためないためないためないため、、、、学校現場学校現場学校現場学校現場のののの実情実情実情実情がががが伝伝伝伝わっわっわっわっ

てないのではないかてないのではないかてないのではないかてないのではないか。。。。    

そのようなそのようなそのようなそのような情報情報情報情報をもっとをもっとをもっとをもっと発信発信発信発信していくべきではないしていくべきではないしていくべきではないしていくべきではない

かかかか。。。。    

    

ＦＦＦＦ委員委員委員委員のののの学校学校学校学校はははは、、、、地域地域地域地域とととと上手上手上手上手にやっているにやっているにやっているにやっている学校学校学校学校とととと理解理解理解理解

をしていたをしていたをしていたをしていた。。。。    

    

確確確確かにかにかにかに協力的協力的協力的協力的なななな人人人人がががが多多多多いいいい。。。。    

ただただただただ、、、、１０１０１０１０年程前年程前年程前年程前にににに、、、、教育課程教育課程教育課程教育課程のののの変更変更変更変更でででで中学校中学校中学校中学校にににに選択選択選択選択

教科教科教科教科をををを導入導入導入導入したことがあったしたことがあったしたことがあったしたことがあった。。。。    

学校学校学校学校がががが講座講座講座講座をををを開設開設開設開設しししし、、、、中学生中学生中学生中学生がそのがそのがそのがその講座講座講座講座をををを選択選択選択選択するわするわするわするわ

けですがけですがけですがけですが、、、、学校学校学校学校としてはとしてはとしてはとしては、、、、大変大変大変大変なことでなことでなことでなことであったあったあったあった。。。。    

クラスクラスクラスクラスはははは、、、、子供子供子供子供たちがたちがたちがたちがトラブルトラブルトラブルトラブルをををを起起起起さないようにさないようにさないようにさないように編成編成編成編成

しているしているしているしている。。。。    

選択教科選択教科選択教科選択教科（（（（講座講座講座講座））））でででで、、、、子供子供子供子供にににに選択選択選択選択させるとそのさせるとそのさせるとそのさせるとその子供子供子供子供たたたた

ちがちがちがちが一緒一緒一緒一緒になりになりになりになりトラブルトラブルトラブルトラブルのもとになるのもとになるのもとになるのもとになる。。。。    

そのそのそのその対応策対応策対応策対応策としてとしてとしてとして地域地域地域地域ボランティアボランティアボランティアボランティアをををを募集募集募集募集しししし、、、、そのそのそのその方方方方

々々々々にににに講座講座講座講座をしてもらいをしてもらいをしてもらいをしてもらい、、、、教師教師教師教師はははは、、、、１１１１講座講座講座講座にににに３３３３人前後配置人前後配置人前後配置人前後配置

しししし、、、、フォローフォローフォローフォローをををを行行行行ったったったった。。。。    

成功成功成功成功したしたしたした講座講座講座講座もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、そうでないそうでないそうでないそうでない講座講座講座講座もあったもあったもあったもあった。。。。    

但但但但しししし、、、、一番大一番大一番大一番大きなきなきなきな問題問題問題問題はははは、、、、地域地域地域地域のののの方方方方がががが熱心熱心熱心熱心すぎてすぎてすぎてすぎて、、、、相相相相

当以前当以前当以前当以前からからからから準備準備準備準備をされをされをされをされ、、、、そのそのそのその対応対応対応対応がががが教師教師教師教師にとってにとってにとってにとって相当相当相当相当なななな

負担負担負担負担となったとなったとなったとなった。。。。    

同時同時同時同時にににに、、、、人人人人によってはによってはによってはによっては、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア意識意識意識意識がががが強強強強くくくく、、、、先先先先

生生生生にににに色色色色々々々々なことをなことをなことをなことを要求要求要求要求すすすするるるる人人人人がががが少少少少なくないなくないなくないなくない。。。。    

学校学校学校学校のののの指導方針指導方針指導方針指導方針としてとしてとしてとして、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの方方方方ををををセーブセーブセーブセーブすすすす

べきべきべきべき部分部分部分部分もありもありもありもあり、、、、教師教師教師教師のののの立場立場立場立場でででで対応対応対応対応すべきすべきすべきすべき場面場面場面場面もありもありもありもあり、、、、

そのようなそのようなそのようなそのような時時時時にはにはにはには、、、、相当相当相当相当なななな苦情苦情苦情苦情をををを言言言言われたこともあるわれたこともあるわれたこともあるわれたこともある。。。。    

そのためそのためそのためそのため、、、、地域地域地域地域のののの人人人人々々々々がががが自由自由自由自由にににに入入入入ってきてもらうことってきてもらうことってきてもらうことってきてもらうこと

にはにはにはには、、、、相当相当相当相当なななな抵抗抵抗抵抗抵抗があるがあるがあるがある。。。。    

今後今後今後今後、、、、高校生高校生高校生高校生やややや大学生大学生大学生大学生ががががインターンシップインターンシップインターンシップインターンシップとしてとしてとしてとして入入入入っっっっ

てくるがてくるがてくるがてくるが、、、、このこのこのこの人人人人たちはたちはたちはたちは使使使使いやすいいやすいいやすいいやすい。。。。    

一般一般一般一般のののの方方方方はははは、、、、コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターがががが間間間間にににに入入入入ってもってもってもっても、、、、学校学校学校学校

としてとしてとしてとして「「「「このこのこのこの部分部分部分部分をををを依頼依頼依頼依頼するするするする。」。」。」。」とととと明確化明確化明確化明確化がないとがないとがないとがないと難難難難しししし

いいいい。。。。    

例例例例としてとしてとしてとして、、、、クラブクラブクラブクラブ活動限定等活動限定等活動限定等活動限定等はははは、、、、相当相当相当相当ありがたいありがたいありがたいありがたい。。。。    

学校長学校長学校長学校長としてはとしてはとしてはとしては、、、、助助助助けていただけるけていただけるけていただけるけていただける部分部分部分部分についてはについてはについてはについては、、、、

助助助助けていただきたいけていただきたいけていただきたいけていただきたい。。。。    

    

現実現実現実現実のののの具体的具体的具体的具体的なななな部分部分部分部分をおをおをおをお話話話話いただいたいただいたいただいたいただいた。。。。    

私私私私もももも同様同様同様同様のののの経験経験経験経験がありがありがありがあり、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアをををを受受受受けるけるけるける方方方方もももも大大大大
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ターターターター    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

変変変変であることをであることをであることをであることをボランティアボランティアボランティアボランティアもももも理解理解理解理解すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。    

    

学校学校学校学校のののの話話話話をををを聞聞聞聞きききき、、、、学校学校学校学校はははは、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアをををを受入受入受入受入れするれするれするれする

ことによりことによりことによりことにより、、、、大大大大きなきなきなきな変化変化変化変化がががが起起起起こっているこっているこっているこっている。。。。    

同時同時同時同時にににに、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアにににに参加参加参加参加するするするする住民住民住民住民もももも、、、、受入受入受入受入れるれるれるれる学学学学

校校校校もももも慣慣慣慣れてないとれてないとれてないとれてないと思思思思うううう。。。。    

そのあたりのそのあたりのそのあたりのそのあたりの意識意識意識意識のののの違違違違いがいがいがいが大大大大きいときいときいときいと思思思思うううう。。。。    

本来本来本来本来ならならならなら、、、、先生先生先生先生がゆとりをもってがゆとりをもってがゆとりをもってがゆとりをもって教育教育教育教育にににに専念専念専念専念するためするためするためするため

のののの制度制度制度制度のはずがのはずがのはずがのはずが、、、、それにそれにそれにそれに反反反反するようなするようなするようなするような結果結果結果結果がががが出出出出ているのているのているのているの

はははは、、、、非常非常非常非常にににに残念残念残念残念だとだとだとだと感感感感じたじたじたじた。。。。    

和田中学校和田中学校和田中学校和田中学校のののの話話話話にあったにあったにあったにあった、、、、成長社会成長社会成長社会成長社会からからからから成熟社会成熟社会成熟社会成熟社会へへへへ、、、、

情報処理力情報処理力情報処理力情報処理力からからからから情報編成力情報編成力情報編成力情報編成力へへへへ、、、、学力学力学力学力のののの向上向上向上向上からからからから自分自分自分自分でででで考考考考

えるえるえるえる力力力力へのへのへのへの流流流流れのれのれのれの中中中中でででで、、、、変化変化変化変化するきっかけとしてするきっかけとしてするきっかけとしてするきっかけとして始始始始まっまっまっまっ

たことはいいことだとたことはいいことだとたことはいいことだとたことはいいことだと思思思思うううう。。。。    

ただただただただ、、、、過渡期過渡期過渡期過渡期でありでありでありであり、、、、どのようにどのようにどのようにどのように学校学校学校学校にににに組組組組みみみみ込込込込んでんでんでんで行行行行

くかのくかのくかのくかの戸惑戸惑戸惑戸惑いがあるといがあるといがあるといがあると思思思思うううう。。。。    

地域地域地域地域のののの方方方方がががが行行行行ううううボランティアボランティアボランティアボランティアのののの仕事仕事仕事仕事にはにはにはには、、、、大大大大きくきくきくきく２２２２つつつつ

のののの仕事仕事仕事仕事がありがありがありがあり、、、、１１１１つつつつ目目目目はははは、、、、そのそのそのその道道道道ののののプロプロプロプロがががが講座講座講座講座でででで教教教教えるえるえるえる

のとのとのとのと、、、、２２２２つつつつ目目目目はははは、、、、教育以外教育以外教育以外教育以外のののの仕事仕事仕事仕事があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。    

子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに直接接直接接直接接直接接するするするする方方方方にはにはにはには、、、、意識意識意識意識のののの持持持持ちちちち方等方等方等方等のののの講講講講

習習習習がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思うううう。。。。    

ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの方方方方のみののみののみののみの意気込意気込意気込意気込みだけではみだけではみだけではみだけでは、、、、だめだとだめだとだめだとだめだと

思思思思うううう。。。。    

    

実際実際実際実際ににににコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターをされているをされているをされているをされている方方方方のののの意見意見意見意見はいかはいかはいかはいか

がですかがですかがですかがですか。。。。    

    

実際実際実際実際のののの動動動動きだしているきだしているきだしているきだしている「「「「学校図書館学校図書館学校図書館学校図書館ボランティアボランティアボランティアボランティア」」」」のののの

報告報告報告報告をををを。。。。    

４４４４～～～～５５５５年前年前年前年前からからからから、、、、在学在学在学在学のののの保護者保護者保護者保護者がががが中心中心中心中心にほとんどのにほとんどのにほとんどのにほとんどの小小小小

学校学校学校学校でででで活動活動活動活動しししし、、、、子子子子どもがどもがどもがどもが卒業卒業卒業卒業してもそのまましてもそのまましてもそのまましてもそのまま継続継続継続継続してしてしてして活活活活

動動動動しているしているしているしている。。。。    

そのそのそのその方方方方々々々々のののの連絡会連絡会連絡会連絡会でででで、「、「、「、「分類等分類等分類等分類等をををを勉強勉強勉強勉強したいしたいしたいしたい。」。」。」。」とのとのとのとの

申申申申しししし出出出出ありありありあり、、、、それがきっかけでそれがきっかけでそれがきっかけでそれがきっかけで昨年度昨年度昨年度昨年度はははは、、、、研修会研修会研修会研修会をををを実施実施実施実施

したしたしたした。。。。    

今年度今年度今年度今年度はははは、「、「、「、「早期早期早期早期にににに研修会研修会研修会研修会をををを実施実施実施実施しししし、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみ等等等等のののの長期長期長期長期

休暇休暇休暇休暇にににに自主的自主的自主的自主的にににに活動活動活動活動したいしたいしたいしたい。」。」。」。」とのとのとのとの思思思思いからいからいからいから、、、、実技中心実技中心実技中心実技中心

にににに、、、、分類分類分類分類やややや補修補修補修補修のののの研修研修研修研修をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。    

参加者参加者参加者参加者はははは、、、、熱心熱心熱心熱心にににに受受受受けられたけられたけられたけられた。。。。    

各学校各学校各学校各学校にはにはにはには、、、、学校図書館以外学校図書館以外学校図書館以外学校図書館以外にもにもにもにもボランティアボランティアボランティアボランティアのののの核核核核にににに

なるなるなるなる方方方方がががが存在存在存在存在することをすることをすることをすることを確認確認確認確認しししし、、、、今後今後今後今後のののの動動動動きにきにきにきに期待期待期待期待してしてしてして

いるいるいるいる。。。。    

研修研修研修研修のののの中中中中でででで、「、「、「、「今回今回今回今回のののの研修研修研修研修はははは、、、、本来本来本来本来ボランティアボランティアボランティアボランティアがががが行行行行
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うううう部分部分部分部分をををを超超超超えておりえておりえておりえており、、、、本来司書教諭等本来司書教諭等本来司書教諭等本来司書教諭等がすべきがすべきがすべきがすべき部分部分部分部分であであであであ

るるるる。」「。」「。」「。」「今回今回今回今回のののの研修研修研修研修はははは、、、、行行行行ってもらうためではなくってもらうためではなくってもらうためではなくってもらうためではなく、、、、本本本本

来学校図書館来学校図書館来学校図書館来学校図書館があるべきがあるべきがあるべきがあるべき姿姿姿姿をををを学学学学んでもらうためのんでもらうためのんでもらうためのんでもらうための研修研修研修研修でででで

あるあるあるある。」。」。」。」とのとのとのとの話話話話がががが講師講師講師講師よりあったよりあったよりあったよりあった。。。。    

今後今後今後今後はははは、、、、図書館担当図書館担当図書館担当図書館担当のののの先生先生先生先生とととと話話話話をををを行行行行いいいい、、、、いいいいいいいい動動動動きになきになきになきにな

るとるとるとると楽楽楽楽しみにしているしみにしているしみにしているしみにしている。。。。    

今回今回今回今回のことがきっかけになってのことがきっかけになってのことがきっかけになってのことがきっかけになって、、、、学校学校学校学校がいいがいいがいいがいい方向方向方向方向にににに進進進進

んでんでんでんで行行行行ってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと思思思思うううう。。。。    

    

話話話話にもあったにもあったにもあったにもあった、、、、一点突破的一点突破的一点突破的一点突破的なななな方向方向方向方向からからからから進進進進んんんんでいくのもでいくのもでいくのもでいくのも

手法手法手法手法でないかとでないかとでないかとでないかと思思思思うううう。。。。    

社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員のののの会会会会としてとしてとしてとして、、、、論議論議論議論議をまとめてをまとめてをまとめてをまとめて、、、、教育委員教育委員教育委員教育委員

会会会会にににに述述述述べるとべるとべるとべると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部、、、、特特特特にににに学学学学

校図書館校図書館校図書館校図書館ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの活動活動活動活動のののの中中中中からからからから、、、、学校学校学校学校にはにはにはには、、、、司書司書司書司書

教諭配置教諭配置教諭配置教諭配置のののの規定規定規定規定があるにもかかわらずがあるにもかかわらずがあるにもかかわらずがあるにもかかわらず、、、、完備完備完備完備できてないできてないできてないできてない

（（（（兼務兼務兼務兼務のためのためのためのため、、、、十分十分十分十分にににに活動活動活動活動できないできないできないできない））））のがのがのがのが現状現状現状現状ではないではないではないではない

のかのかのかのか。。。。    

学校図書館学校図書館学校図書館学校図書館ボランティアボランティアボランティアボランティアをををを中心中心中心中心としたところからとしたところからとしたところからとしたところから学校学校学校学校

図書及図書及図書及図書及びびびび施設充実施設充実施設充実施設充実のののの提言提言提言提言もできるのではともできるのではともできるのではともできるのではと思思思思うううう。。。。    

    

昨年昨年昨年昨年もももも話話話話のののの中中中中でででで、、、、各学校各学校各学校各学校がががが求求求求めているものはめているものはめているものはめているものは何何何何かかかか、、、、子子子子

どもがどもがどもがどもが欲欲欲欲しているものしているものしているものしているもの何何何何かというかというかというかという話話話話をしたとをしたとをしたとをしたと思思思思うううう。。。。    

学校学校学校学校のののの授業授業授業授業のののの中中中中はははは難難難難しいしいしいしい。。。。学校学校学校学校がががが求求求求めているめているめているめている部分部分部分部分とのとのとのとの

格差格差格差格差があるのかなとがあるのかなとがあるのかなとがあるのかなと感感感感じているじているじているじている。。。。    

事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、スポットスポットスポットスポット的的的的なものはなものはなものはなものは、、、、スムーズスムーズスムーズスムーズだがだがだがだが継続継続継続継続

はははは難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思っているっているっているっている。。。。    

出来出来出来出来るものるものるものるもの出来出来出来出来ないものがあるとないものがあるとないものがあるとないものがあると思思思思うううう。。。。    

安全安全安全安全パトロールパトロールパトロールパトロールやややや学校行事学校行事学校行事学校行事のののの手伝手伝手伝手伝いいいい等等等等ははははスムーズスムーズスムーズスムーズであであであであ

るしるしるしるし、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ推進協議会等推進協議会等推進協議会等推進協議会等でもでもでもでも確立確立確立確立されているとされているとされているとされていると

思思思思うううう。。。。    

最終的最終的最終的最終的にににに支援本部支援本部支援本部支援本部はははは、、、、どうなっていくのかどうなっていくのかどうなっていくのかどうなっていくのかイメージイメージイメージイメージしししし

にくいようににくいようににくいようににくいように感感感感じたじたじたじた。。。。    

学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部のののの３３３３年間年間年間年間ではではではでは、、、、答答答答えはえはえはえは出出出出ないとないとないとないと思思思思うううう

しししし、、、、最終的最終的最終的最終的なななな目的目的目的目的、、、、社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員のののの会会会会でででで論議論議論議論議していたしていたしていたしていた

「「「「地域居場所作地域居場所作地域居場所作地域居場所作りりりり」」」」のののの中中中中でででで違違違違ったったったったステージステージステージステージになっていくになっていくになっていくになっていく

のかなとのかなとのかなとのかなと感感感感じるじるじるじる。。。。    

地域地域地域地域でででで学校教育学校教育学校教育学校教育のののの支援支援支援支援していくしていくしていくしていく方向性方向性方向性方向性をををを強強強強くくくく感感感感じるじるじるじる。。。。    

例例例例としてとしてとしてとして、、、、清和台清和台清和台清和台ののののアマチュアアマチュアアマチュアアマチュア無線家無線家無線家無線家がががが、、、、小学校小学校小学校小学校のののの子子子子

供供供供たちにたちにたちにたちに宇宙宇宙宇宙宇宙にににに滞在中滞在中滞在中滞在中のののの若田若田若田若田さんとのさんとのさんとのさんとの交信交信交信交信をさせてあげをさせてあげをさせてあげをさせてあげ

たいとのたいとのたいとのたいとの思思思思いからいからいからいから、ＮＡＳＡ、ＮＡＳＡ、ＮＡＳＡ、ＮＡＳＡにににに交渉交渉交渉交渉しししし、、、、学校学校学校学校、、、、コミュニコミュニコミュニコミュニ

ティティティティがががが動動動動いていていていて、、、、１１１１年年年年がかりでがかりでがかりでがかりでアリススクールコンタクトアリススクールコンタクトアリススクールコンタクトアリススクールコンタクト

事業事業事業事業をををを行行行行いいいい、、、、３３３３度目度目度目度目のののの交信交信交信交信でででで成功成功成功成功したしたしたした。。。。    

このこのこのこの事業事業事業事業はははは、、、、社会教育社会教育社会教育社会教育のののの中中中中でででで大大大大きなきなきなきな事業事業事業事業をされたなとをされたなとをされたなとをされたなと
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思思思思うううう。。。。    

今後今後今後今後はははは、、、、若田若田若田若田さんをさんをさんをさんを呼呼呼呼びたいとのびたいとのびたいとのびたいとの話話話話がががが出出出出たたたた場合場合場合場合、、、、川西川西川西川西

のののの企業企業企業企業・・・・団体団体団体団体でででで支援支援支援支援のののの展開展開展開展開になってになってになってになって行行行行くとくとくとくと思思思思うううう。。。。    

学校学校学校学校をををを支援支援支援支援するのはするのはするのはするのは、、、、大切大切大切大切であってであってであってであって、、、、先生方先生方先生方先生方がががが求求求求めてめてめてめて

いるものいるものいるものいるもの、、、、子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに必要必要必要必要なものがなものがなものがなものが一致一致一致一致するするするする方向方向方向方向がいがいがいがい

いといといといと思思思思うううう。。。。    

現在現在現在現在、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアにににに登録登録登録登録されているされているされているされている方方方方のののの活用活用活用活用についについについについ

てててて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように進進進進んでんでんでんで行行行行くのかをくのかをくのかをくのかを聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。。。。    

    

以前以前以前以前にににに、、、、学校安全協力員学校安全協力員学校安全協力員学校安全協力員（（（（学校学校学校学校によりによりによりにより名称名称名称名称はははは異異異異なるなるなるなる））））

制度制度制度制度のときののときののときののときの話話話話ですがですがですがですが、、、、急急急急なななな下校下校下校下校のののの変更時変更時変更時変更時のののの連絡方法等連絡方法等連絡方法等連絡方法等

でででで、、、、苦情苦情苦情苦情をををを学校学校学校学校がががが受受受受けけけけ、、、、学校側学校側学校側学校側はははは、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの対応対応対応対応

にににに苦慮苦慮苦慮苦慮したことがあるしたことがあるしたことがあるしたことがある。。。。    

登録登録登録登録されたされたされたされたボランティアボランティアボランティアボランティアからはからはからはからは、「、「、「、「学校側学校側学校側学校側からからからから連絡連絡連絡連絡がががが

来来来来ないないないない。」。」。」。」とのとのとのとの話話話話もあるもあるもあるもある。。。。    

学校側学校側学校側学校側にはにはにはには、、、、登録登録登録登録ボランティアボランティアボランティアボランティアにににに気楽気楽気楽気楽にににに声声声声をかけてほをかけてほをかけてほをかけてほ

しいとしいとしいとしいと話話話話をしているをしているをしているをしている。。。。    

和田中学校和田中学校和田中学校和田中学校のののの場合場合場合場合はははは、、、、校長先生校長先生校長先生校長先生のののの人脈人脈人脈人脈でででで有名有名有名有名なななな人人人人にににに講講講講

座座座座をををを依頼依頼依頼依頼しているがしているがしているがしているが、、、、各学校各学校各学校各学校にはにはにはには、、、、地域地域地域地域にににに埋埋埋埋もれたもれたもれたもれた人材人材人材人材

のののの活用活用活用活用をををを依頼依頼依頼依頼しているしているしているしている。。。。    

そのそのそのその人人人人々々々々をををを活用活用活用活用できるかができるかができるかができるかが、、、、学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部のののの将来将来将来将来

のののの方向性方向性方向性方向性をををを示示示示しているともいえようしているともいえようしているともいえようしているともいえよう。。。。    

なおなおなおなお、、、、学校図書館学校図書館学校図書館学校図書館ボランティアボランティアボランティアボランティアはははは、、、、このこのこのこの１０１０１０１０年間年間年間年間でででで２２２２

倍倍倍倍になったになったになったになった。。。。    

今後今後今後今後ボランティアボランティアボランティアボランティアをどれだけをどれだけをどれだけをどれだけ活用活用活用活用できるかができるかができるかができるかが一一一一つのつのつのつの目目目目

安安安安になるとになるとになるとになると思思思思うううう。。。。    

    

私私私私もももも、、、、登録登録登録登録されているされているされているされているボランティアボランティアボランティアボランティアがががが活用活用活用活用されるかがされるかがされるかがされるかが

気気気気になっているになっているになっているになっている。。。。    

一人一人一人一人でもでもでもでも多多多多くのくのくのくのボランティアボランティアボランティアボランティアをををを活用活用活用活用することがすることがすることがすることが、、、、新新新新たたたた

にににに進進進進むきっかけにもなるしむきっかけにもなるしむきっかけにもなるしむきっかけにもなるし、、、、学校学校学校学校がががが必要必要必要必要とするとするとするとする情報情報情報情報をををを発発発発

信信信信しししし、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの希望希望希望希望とととと学校学校学校学校のののの要望要望要望要望ををををマッチングマッチングマッチングマッチングささささ

せてせてせてせて、、、、活用活用活用活用してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

地域地域地域地域ののののコーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターがががが早早早早くくくく出出出出てきててきててきててきて、、、、地域地域地域地域とつなとつなとつなとつな

がればいいなとがればいいなとがればいいなとがればいいなと思思思思うううう。。。。    

図書館図書館図書館図書館ボランティアボランティアボランティアボランティアやややや安全安全安全安全パトロールパトロールパトロールパトロールはははは、、、、活用活用活用活用されてされてされてされて

いることをいることをいることをいることを聞聞聞聞きましたのできましたのできましたのできましたので、、、、学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業でまでまでまでま

とまってとまってとまってとまって、、、、活用活用活用活用すればすればすればすれば３３３３年後年後年後年後もももも活動活動活動活動のののの基盤基盤基盤基盤になってになってになってになって、、、、他他他他

のののの分野分野分野分野にもにもにもにも広広広広げていただけるとげていただけるとげていただけるとげていただけると感感感感じたじたじたじた。。。。    

情報情報情報情報のののの処理能力処理能力処理能力処理能力やややや編成力編成力編成力編成力のののの話話話話でででで、、、、今今今今まではまではまではまでは、、、、子子子子どもたどもたどもたどもた

ちもちもちもちも「「「「合理的合理的合理的合理的・・・・効率的効率的効率的効率的」」」」とととと考考考考えてきたえてきたえてきたえてきた部分部分部分部分がががが強強強強いのかないのかないのかないのかな

とととと思思思思うううう部分部分部分部分があるがあるがあるがある。。。。    

今後今後今後今後はははは、、、、今今今今までとはまでとはまでとはまでとは異異異異なるなるなるなる発想発想発想発想をしてもらうとなるをしてもらうとなるをしてもらうとなるをしてもらうとなる



    

    

    

    

    

    

    

    

ＥＥＥＥ委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

    

    

    

    

    

    

副議長副議長副議長副議長    

    

    

    

    

    

とととと、、、、傍傍傍傍からからからから見見見見ればればればれば無駄無駄無駄無駄とととと思思思思われるわれるわれるわれる時間時間時間時間がががが大切大切大切大切なななな時間時間時間時間であであであであ

りりりり、、、、必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思うううう。。。。    

今後今後今後今後はははは地域住民地域住民地域住民地域住民やややや行政等行政等行政等行政等はははは、、、、各学校各学校各学校各学校のののの先生方先生方先生方先生方にににに何何何何をををを求求求求

めていくかをめていくかをめていくかをめていくかを考考考考えていかなければならないとえていかなければならないとえていかなければならないとえていかなければならないと思思思思ったったったった。。。。    

校長先生校長先生校長先生校長先生はははは、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民がががが学校学校学校学校にににに入入入入ることによりることによりることによりることにより、、、、大変大変大変大変

だとだとだとだと思思思思ったがったがったがったが、、、、子子子子どもたちのためがんばってほしいとどもたちのためがんばってほしいとどもたちのためがんばってほしいとどもたちのためがんばってほしいと思思思思

うううう。。。。    

    

私私私私ももももボランティアボランティアボランティアボランティア登録登録登録登録されたされたされたされた方全員方全員方全員方全員がががが活躍活躍活躍活躍していただしていただしていただしていただ

けたらいいとけたらいいとけたらいいとけたらいいと思思思思うがうがうがうが、「、「、「、「学校学校学校学校からからからから希望希望希望希望があればがあればがあればがあれば動動動動いていいていいていいてい

ただくただくただくただく。」。」。」。」とのとのとのとの前提前提前提前提でででで登録登録登録登録されたされたされたされた方方方方だとだとだとだと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、学校学校学校学校

のののの要望要望要望要望がないなどがないなどがないなどがないなど時期的時期的時期的時期的なななな理由等理由等理由等理由等でででで、、、、全員全員全員全員がががが活躍活躍活躍活躍するするするする場場場場

がなくてもいいのではないかなとがなくてもいいのではないかなとがなくてもいいのではないかなとがなくてもいいのではないかなと思思思思うううう。。。。    

レフネックレフネックレフネックレフネックのののの例例例例でもでもでもでも、、、、同同同同じようにじようにじようにじように、「、「、「、「公民館等公民館等公民館等公民館等がががが必要必要必要必要

なななな場合場合場合場合にということでにということでにということでにということで、」、」、」、」とととと伝伝伝伝えてえてえてえて登録登録登録登録しているのにしているのにしているのにしているのに、、、、

「「「「呼呼呼呼ばれないばれないばれないばれない。」。」。」。」ととととのののの意見意見意見意見がががが出出出出ているとのているとのているとのているとの話話話話もももも聞聞聞聞いていいていいていいてい

るるるる。。。。    

それはそれはそれはそれは、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア登録登録登録登録をしていただくをしていただくをしていただくをしていただく方方方方にもにもにもにも、、、、意意意意

識識識識をををを、、、、持持持持っていただくっていただくっていただくっていただく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。    

「「「「学校学校学校学校がががが求求求求めるものめるものめるものめるもの」」」」とととと「「「「ボランティアボランティアボランティアボランティアがしたいこがしたいこがしたいこがしたいこ

とととと」」」」のどっちをのどっちをのどっちをのどっちを大切大切大切大切にするのかにするのかにするのかにするのか。。。。    

和田中学校和田中学校和田中学校和田中学校のののの例例例例ではではではでは、、、、学校学校学校学校からのからのからのからの要望要望要望要望ではなくではなくではなくではなく、、、、学校学校学校学校

のののの支援団体組織支援団体組織支援団体組織支援団体組織をををを作作作作りりりり、、、、学校学校学校学校にににに提案提案提案提案しししし、、、、実施実施実施実施されているされているされているされている

とととと感感感感じるじるじるじる。。。。    

学校学校学校学校からからからから要望要望要望要望やややや学校学校学校学校のののの考考考考えをえをえをえをボランティアボランティアボランティアボランティアがががが尊重尊重尊重尊重すべすべすべすべ

きだときだときだときだと思思思思うううう。。。。    

場合場合場合場合によりによりによりにより、、、、どちらのどちらのどちらのどちらの考考考考えをえをえをえを大切大切大切大切にするかをにするかをにするかをにするかを考考考考えるべえるべえるべえるべ

きではないかときではないかときではないかときではないかと思思思思うううう。。。。    

    

学校学校学校学校とととと地域地域地域地域のののの教育力教育力教育力教育力についてについてについてについて論論論論じたのですがじたのですがじたのですがじたのですが、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ委員委員委員委員

のののの話話話話はははは、「、「、「、「地域教地域教地域教地域教育育育育システムシステムシステムシステムのののの向上向上向上向上のののの意味意味意味意味」」」」ではではではでは、、、、コミコミコミコミ

ュニティュニティュニティュニティやややや学校学校学校学校のののの連携連携連携連携のののの成果成果成果成果であるとであるとであるとであると思思思思うううう。。。。    

またまたまたまた、、、、レフネックレフネックレフネックレフネック・・・・公民館公民館公民館公民館・・・・図書館等図書館等図書館等図書館等のののの問題問題問題問題はははは、、、、地域地域地域地域

のののの中中中中ででででコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティとととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら「「「「地域教育地域教育地域教育地域教育のののの向上向上向上向上」」」」    

「「「「人人人人とのつながりのとのつながりのとのつながりのとのつながりの場場場場づくりづくりづくりづくり」」」」はははは、、、、川西市川西市川西市川西市はははは実践実践実践実践してしてしてして

いるといるといるといると思思思思うううう。。。。    

    

ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの募集募集募集募集はははは大変難大変難大変難大変難しいしいしいしい。。。。    

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会ののののボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターでもでもでもでも「「「「登録登録登録登録しししし

たがたがたがたが声声声声がかからないがかからないがかからないがかからない。」。」。」。」とのおとのおとのおとのお叱叱叱叱りをりをりをりを受受受受けるとのけるとのけるとのけるとの声声声声をよをよをよをよ

くくくく聞聞聞聞くくくく。。。。    

具体的具体的具体的具体的にににに依頼依頼依頼依頼があればがあればがあればがあれば、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに活動活動活動活動していただくのでしていただくのでしていただくのでしていただくので

すがすがすがすが、、、、そうでないそうでないそうでないそうでない場合場合場合場合はははは、、、、依頼依頼依頼依頼があったときにとのがあったときにとのがあったときにとのがあったときにとの話話話話にににに



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

副議長副議長副議長副議長    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

ＧＧＧＧ委員委員委員委員    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

なるなるなるなる。。。。    

登録登録登録登録のののの際際際際にはにはにはには、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの話話話話をするをするをするをする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。一方各一方各一方各一方各

学校学校学校学校はははは、、、、ニーズニーズニーズニーズをををを明確明確明確明確にににに表明表明表明表明していただくしていただくしていただくしていただく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると

思思思思うううう。。。。    

学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業はははは３３３３年間年間年間年間でありでありでありであり、、、、そのそのそのその間間間間にににに継続継続継続継続

可能可能可能可能なななな仕組仕組仕組仕組みづくりをみづくりをみづくりをみづくりを作作作作らなければならないのでらなければならないのでらなければならないのでらなければならないので大変大変大変大変でででで

あるあるあるある。。。。    

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの存在存在存在存在、、、、特特特特にににに地域地域地域地域コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター

がががが重要重要重要重要であるがであるがであるがであるが、、、、金銭的金銭的金銭的金銭的なななな問題問題問題問題もありもありもありもあり厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況でもでもでもでも、、、、

そのようなそのようなそのようなそのような核核核核となるとなるとなるとなる方方方方がいるということはがいるということはがいるということはがいるということは、、、、うれしいうれしいうれしいうれしい。。。。

そのそのそのその方方方方々々々々をどのようにをどのようにをどのようにをどのように活用活用活用活用していくかしていくかしていくかしていくか。。。。    

地域地域地域地域のののの方方方方がががが生徒生徒生徒生徒にににに直接関直接関直接関直接関わるわるわるわる場合場合場合場合やややや、、、、授業授業授業授業のののの中中中中にににに入入入入るるるる

場合場合場合場合にはにはにはには、、、、関関関関わるわるわるわる内容内容内容内容のののの明確化明確化明確化明確化がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると感感感感じるじるじるじる。。。。    

それそれそれそれ以外以外以外以外でででで、、、、専門的専門的専門的専門的なななな講座講座講座講座などはなどはなどはなどは、、、、学校学校学校学校のののの教科教科教科教科とはとはとはとは離離離離

れたれたれたれた形形形形でででで実施実施実施実施するのがいいのかなとするのがいいのかなとするのがいいのかなとするのがいいのかなと思思思思うううう。。。。    

そういうそういうそういうそういう点点点点でででで、、、、このこのこのこの学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業がががが学校学校学校学校とととと連連連連

携携携携しつつしつつしつつしつつ、、、、独立独立独立独立したしたしたした組織組織組織組織になることしかになることしかになることしかになることしか続続続続けていくことけていくことけていくことけていくこと

ができないのかなとができないのかなとができないのかなとができないのかなと感感感感じるじるじるじる。。。。    

学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業学校支援地域本部事業のののの資料資料資料資料でででで気気気気になったことなのでになったことなのでになったことなのでになったことなので

すがすがすがすが、「、「、「、「賃金賃金賃金賃金がががが００００円円円円」」」」になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、コーディネータコーディネータコーディネータコーディネータ

ーーーーのののの賃金賃金賃金賃金がががが００００円円円円とのとのとのとの意味意味意味意味かかかか。。。。    

    

賃金賃金賃金賃金とはとはとはとは、、、、コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターがががが事業事業事業事業をををを行行行行うときにうときにうときにうときに人人人人をををを

雇雇雇雇ったったったった場合場合場合場合のののの賃金賃金賃金賃金。。。。    

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターのののの賃金賃金賃金賃金はははは、、、、謝礼金謝礼金謝礼金謝礼金にににに含含含含まれているまれているまれているまれている。。。。    

ボランティアボランティアボランティアボランティア保険保険保険保険にににに「「「「教育課程外教育課程外教育課程外教育課程外はははは対象外対象外対象外対象外」」」」とととと記載記載記載記載ささささ

れているがどういうれているがどういうれているがどういうれているがどういう意味意味意味意味かかかか。。。。    

    

学校長学校長学校長学校長がががが認認認認めめめめたたたた活動活動活動活動についてはについてはについてはについては、、、、保険保険保険保険のののの対象対象対象対象ですがですがですがですが、、、、

学校学校学校学校がががが認認認認めていないめていないめていないめていないボランティアボランティアボランティアボランティアがががが独自独自独自独自にににに行行行行ったったったった活動活動活動活動

はははは、、、、対象外対象外対象外対象外のののの意味意味意味意味。。。。    

    

学校現場学校現場学校現場学校現場がががが混乱混乱混乱混乱しているしているしているしている理由理由理由理由はははは、、、、モデルモデルモデルモデルのののの和田中学校和田中学校和田中学校和田中学校

はははは、、、、教育課程外教育課程外教育課程外教育課程外でのでのでのでの支援支援支援支援なのになのになのになのに対対対対しししし、、、、文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省のののの学校学校学校学校

支援地域本部事業支援地域本部事業支援地域本部事業支援地域本部事業はははは、、、、教育課程内教育課程内教育課程内教育課程内のののの支援支援支援支援なのでなのでなのでなので、、、、ここにここにここにここに

混乱混乱混乱混乱のののの原因原因原因原因があるがあるがあるがある。。。。    

教育課程内教育課程内教育課程内教育課程内のののの支援支援支援支援ではではではでは、、、、授業授業授業授業のののの支援支援支援支援になりになりになりになり、、、、相当相当相当相当、、、、意意意意

思疎通思疎通思疎通思疎通をををを行行行行うううう必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、個人情報個人情報個人情報個人情報がががが駄駄駄駄々々々々漏漏漏漏れにれにれにれに

なるというなるというなるというなるという、、、、非常非常非常非常にににに危険危険危険危険なななな部分部分部分部分をををを含含含含んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。    

但但但但しししし、、、、教育課程外教育課程外教育課程外教育課程外ではではではでは、、、、成果成果成果成果をををを上上上上げておりげておりげておりげており、、、、学校支援学校支援学校支援学校支援

地域本部事業地域本部事業地域本部事業地域本部事業はははは、、、、そのそのそのその部分部分部分部分をををを中心中心中心中心にににに行行行行ってほしいしってほしいしってほしいしってほしいし、、、、ワワワワ

ンショットンショットンショットンショット的的的的なななな授業授業授業授業もももも刺激刺激刺激刺激になりになりになりになり、、、、効果的効果的効果的効果的であるであるであるである。。。。    

校長校長校長校長はははは、「、「、「、「児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの実態実態実態実態にににに応応応応じじじじ、、、、地域地域地域地域やややや保護者保護者保護者保護者のののの



    

    

    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

    

    

    

事務局事務局事務局事務局    

    

    

    

    

    

議長議長議長議長    

    

要望要望要望要望にそったにそったにそったにそった教育課程教育課程教育課程教育課程のののの編成編成編成編成をををを」」」」とととと新教育課程新教育課程新教育課程新教育課程にににに記載記載記載記載ささささ

れておりれておりれておりれており、、、、それにそれにそれにそれに添添添添ったったったった形形形形でででで学校学校学校学校ののののニーズニーズニーズニーズをををを発信発信発信発信しししし、、、、そそそそ

れにれにれにれに呼応呼応呼応呼応してしてしてして応募応募応募応募してきたしてきたしてきたしてきたボランティアボランティアボランティアボランティアをををを活用活用活用活用したいしたいしたいしたい。。。。    

地域内地域内地域内地域内のののの方方方方がががが交通費交通費交通費交通費ゼロゼロゼロゼロのためのためのためのため依頼依頼依頼依頼しやすいとしやすいとしやすいとしやすいと思思思思うううう。。。。    

またまたまたまた、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな教室教室教室教室・・・・講座講座講座講座をををを行行行行っているとっているとっているとっていると、、、、地域地域地域地域のののの

方方方方からからからから直接直接直接直接のののの申申申申しししし出出出出もありもありもありもあり、、、、学校学校学校学校がががが動動動動けばけばけばけば、、、、地域地域地域地域のののの方方方方々々々々

もももも集集集集まってくるのがまってくるのがまってくるのがまってくるのが現状現状現状現状ですですですです。。。。    

    

このこのこのこの問題問題問題問題とととと「「「「場作場作場作場作りりりり」」」」をををを含含含含めてめてめてめて、、、、今後今後今後今後はははは、、、、社会教育施社会教育施社会教育施社会教育施

設設設設についてもについてもについてもについても論論論論じたいじたいじたいじたい。。。。    

次回次回次回次回はははは、、、、公公公公民館民館民館民館、、、、中央図書館中央図書館中央図書館中央図書館、、、、生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センターセンターセンターセンター等等等等とととと

地域教育地域教育地域教育地域教育といったといったといったといった点点点点にににに焦点焦点焦点焦点をををを絞絞絞絞ってってってって論議論議論議論議したいしたいしたいしたい。。。。    

    

前回前回前回前回のののの会議録会議録会議録会議録のののの承認承認承認承認    

阪神北社会教育協議会阪神北社会教育協議会阪神北社会教育協議会阪神北社会教育協議会のののの第第第第２２２２回理事会回理事会回理事会回理事会のののの出席確認出席確認出席確認出席確認    

県社会教育委員協議会総会県社会教育委員協議会総会県社会教育委員協議会総会県社会教育委員協議会総会・・・・研修会研修会研修会研修会のののの出席確認出席確認出席確認出席確認    

近畿社会教育研究大会近畿社会教育研究大会近畿社会教育研究大会近畿社会教育研究大会のののの出席確認出席確認出席確認出席確認    

次回次回次回次回はははは７７７７月月月月２２２２２２２２日日日日    ４４４４階階階階のののの庁議室庁議室庁議室庁議室でででで開催開催開催開催。。。。    

    

前回前回前回前回のののの会議録会議録会議録会議録についてについてについてについて（（（（全員了解全員了解全員了解全員了解）。）。）。）。    

以上以上以上以上でででで閉会閉会閉会閉会するするするする。。。。    

    

    


