
第１３回川崎市地域教育会議交流会 実施報告 

テーマ「学校と地域の協働で、子どもが生きいき育つまちを」～地域教育会議が目指すもの～ 

１ 日時 

平成２９年２月１８日（土）１２：００～１６：００ 

２ 場所 

高津市民館 大会議室 

３ 内容 

（１）展示交流：各地域教育会議の活動紹介 

（２）基調報告：中原区地域教育会議     竹井 斎 氏 

        川崎区地域教育会議     宮越 隆夫氏 

（３）活動報告：臨港中学校区地域教育会議  臨港中学校の生徒（４名）

今井中学校区地域教育会議  中村 卓史氏 

菅中学校区地域教育会議   羽鳥 祥子氏 

（４）グループ討議 

４ 参加者数 ９１名 

川崎区 １６人   幸 区   ７人   中原区   ４人   高津区   ９人

宮前区 １９人   多摩区  １２人   麻生区   ４人   その他  ２０人

５ アンケートまとめ（回収枚数３５枚） 

① 

どの程度満足されましたか 

１．満足 

２．どちらかというと満足 

３．どちらかというと不満 

４．不満 

51.7％

48.3％

0％

0％

② 

交流会に参加して、新たな気付きはありましたか

１．あった 

２．どちらかというと、あった 

３．どちらかというと、なかった 

４．なかった 

60.0％

40.0％

0％

0％

③ 

新たな知り合いができたり、今まで知らなかった

人と話すことができましたか 

１．できた 

２．どちらかというと、できた 

３．どちらかというと、できなかった 

４．できなかった 

56.7％

30.0％

10.0％

3.3％

④ 

今回の交流会は、子どもや地域のことを考えるき

っかけとなりましたか 

１．なった 

２．どちらかというと、なった 

３．どちらかというと、ならなかった 

４．ならなかった 

57.2％

35.7％

7.1％

0％

⑤ 

今回の交流会は、地域の課題を認識し、問題意識

を持つきっかけとなりましたか 

１．なった 

２．どちらかというと、なった 

３．どちらかというと、ならなかった 

４．ならなかった 

50.0％

39.3％

10.7％

0％

⑥ 

地域教育会議の活動に関心を持ちましたか 

１．関心を持ち、今後参加してみたい 

２．関心は持った 

３．関心を持たなかった 

48.1％

51.9％

0％



（２）自由記述欄

・柱立てがしっかりされていて、参加しやすかったです。 

・有意義なグループ討議でした。でも、発言できなかった方もいらしたような。 

・次回以降、川崎の子どもの実態を知ることができる学習の内容もぜひ盛り込んでください。各地教で 

も学習の材料になるような。 

・市民館の職員さんから社会教育行政の役割についてどう考えるかお尋ねがありました。人的、物理的

条件整備のみならず、共に考え（相談）、共に知恵を絞り（支援）、共に解決するパートナーになって

ほしいです。 

・地域のためにも学校そのものの条件整備も抜本的に必要です。目指すべきは排除のない教育権・発達

権の保障かと。 

・他の中学校区の企画が聞けて良かった。今後の活動の参考にしていきたい。 

・組織のありようは個々に違い、本当に多様と思いました。 

・部分的に知っていたが、何となく全体像が把握できました。 

・パネル展示について、行政区地域教育会議と中学校区地域教育会議は活動が少し違う。離して掲示す

るか、行政区は何か記しをつけて目立たせるようにして頂けると有難いです。 

・市長のお話「つきぬけること」がとても心に残りました。 

教育現場でも「横並び」がよく言われ指導もされます。 

「つきぬける」という話はとてもよかったです。 

個性豊かな情熱的な現場になると考えました。 

臨港中の生徒さん達の発表がとてもよかったです。 

こんな活動があるのかと思いました。菅中学校区の活動報告が 

とてもよかったです。地域教育会議の目的、存在意義をあらためて見直していく時期にきていると 

思いました。 

・大変に楽しく、いろいろと考える会議になりました。ありがとうございます。  

・いろいろな形の地域教育会議の活動があることをあらためて知りました。中学生で活動をすすんでし

ている方がいることで、今後の地域教育会議の活発な活動を期待していいと思いました。 

・基調報告、活動報告よし。グループ討議の時間をもう少しほしかったなぁ！ 

・菅中学校区のお話はなつかしい思いで聞かさせ

ていただきました。同じ思いで地教にかかわって

いた平成１０年、ＰＴＡが何とかしなくてはいけ

ないのではと動き始めて、今に至っています。住

民委員中心の前にＰＴＡの団結の必要性を感じ

てから、ＰＴＡ卒業後は住民委員になる形が続い

ています。 住民委員の役割はＰＴＡが動きやす

いようにすることだと考えます。 



・地域によって色々な課題があることを知って良かったです。全市の交流会では課題を共有し、とりく

みや成果などの情報交換ができるとより充実した地域教育会議になると思いました。また、この会議

の存在の宣伝も必要だと思いました。 

・色々な活動報告がきけてよかった。市長さんの話、とてもよかった。勇気でました。 

・いろいろな方の話が聞けて良かったです。他の学校のことなどもたくさん知ることができました。 

・他の区の様子がきけて、知ることができてよかった。 

・質疑応答のないのは駄目！ 参加の意味ない。事業のマンネリ化、これが地域教育会議の課題。交流

会の横展開や他の都市のよいところも調べて発表してもらうことも必要。 

・大変役に立ちました。今後も参加したくなった。 

・それぞれの中学校区での取組や地教の周知の大変さを再度知らされました。 

・交流会の内容とこのアンケートの問３の設問が合っていないので回答に困る。 

・すばらしい交流会でした！１２０点です。 

・くわしく地域教育会議について知ることができました。子どもが少ないなと思いました。 

・何度か参加していますが、地域の方の熱意にはいつも頭が下がる思いです。 

・地域との関わり方について考えさせられました。 

・今回はじめて参加してみて、普段聞かない話が多く、勉強になりました。 

・他の地教について知ることができてよかったです。グループ討議は様々な地教の課題が挙げられ 

 参考になった。中学生の発表、とても立派でした。 

基調報告 竹井氏 基調報告 宮越氏 

活動報告 臨港中学校区 



・川崎市長のお話もとても良かったです。「ちょうちょ」になる！ 「ちょうちょ」になりだいです！ 

 本日はどうもありがとうございました。 

・他の地教の話が聞けて良かった。次につながるきっかけにしたいです。 

６ 福田市長・渡邊教育長からのメッセージ 

当日、福田市長からは、「日々の地域教育会議の取組について、これからも突き抜けた活動を続けて

いくことが、他の模範となり、周りにも広がっていくと思います。」と出席者へメッセージが送られま

した。 

 渡邊教育長からは、それぞれの報告に対する感想を述べられた後、「地域教育会議を中心で動かして

いるのは地域の方ですが、学校も常に側面から支援しなければいけないと思っています。地域教育会議

や地域の皆様に支えていただきながら、共に子どもたちの健やかな成長を育んでまいりたいと思ってお

ります。」と出席者へメッセージが送られました。 

活動報告 

今井中学校区 

活動報告 

菅中学校区



第１３回川崎市地域教育会議交流会 グループ討議の摘録 

【グループ１】 
・以前の菅中学校区のようにメンバーが偏り改革ができない。ＰＴＡも繋がっていかない。新しい事が

できない。 

・菅中学校区の報告を聞いて、菅生中学校区の最初の頃を思い出した。仲間がいること。新しい話、疑

問を受け入れるのが大変。 

・臨港中学校区の東北ボランティア活動は5年目。地域の主催が少しずつ増える。大人（学校）の体制

むずかしい。自費である。続けられるか？子どもたちは続けて行きたいようだ。 

・菅中学校区の報告について、わくわくして参加していたのに違っていた。それでもあきらめなかった

こと。素晴らしい。 

・地域と学校（ＰＴＡ）が文化祭の中で地域クイズなどをやり、大変もりあがる。 

・いい時、悪い時を繰り返しながらやっている。啓発は大事。教育委員会もできるだけかかわりたい。 

・規約は具体的でない。マニュアルがあると入りやすい。具体的にやることをマニュアル化すると若い 

 人も入りやすいのでは？ 

・活動に対するとまどいなどを作業部会で洗い出している。 

・構成メンバーはみな忙しい。自分の仕事を増やしたくない？住民委員が多いところは活発である。 

【グループ２】 
（事務局の運営状況についての情報交換） 

・中学校区は学校に事務局を置いて、運営は委員が中心に運営している。 

・担当の先生には書記の仕事お願いしている。 

・先生に負担をおかけしていると感じているがとても助かっている。 

・菅生中学校区は事務局長の家に事務局を置き、会議、印刷などは菅生分館で行っている。 

・行政区は市民館に事務局を置いて、委員が運営している。 

・中学校区も行政区も原則として委員が主体的に運営しているが、学校の先生、市民館の職員の協力で

スムーズに運営できている。 

・学校で事務局を運営している場合は、先生方の負担が大きいと思う。先生方の中では地域教育会議の

認知度は低く、担当になって初めて理解していくようになる。 

 地域との協働は必要で、場合によっては地域に情報を渡して一緒に問題解決に当たることも考えられ

る。 

（地域教育会議をどのように地域の人に知ってもらっているのか？） 

・広報誌の配布。 

・地域と一緒になって行事を行う 

・長沢中学校区の場合、広報誌も行事も「たぬき」というわかり易い名前で地域に浸透していて、地域

とのつながりも強くなっている。新しい住民、もともとの住民もタヌキフェスタを通してうまく協力

出来ている。 

・新しいリーフレットは以前の物より、写真も多く、わかりやすくなっているので、地域教育会議を知

ってもらうのには、良いと思う。 

・地域教育会議という名前はわかりにくいので、もっとわかり易く親しみある名前を考えたら、どうか。 



【グループ３】 
・初参加です。市教委では、「キャリア在り方生き方教育」を実施している。 

 それは、子どもたちの自尊心、自己肯定感を高め、生きていく力をつけるものです。また、各学校の

弱点や問題点を見つけ出し解決する。地域での子育て活動などを通しての教育です。 

・参加して１０年、中学校区行政区ともに経験。地教を知ってもらうことが大変。 

 「やったことの評価より、出来た事に対しての評価」ということを心がけている。 

・中学校区から行政区へ２０年近く活動している。宮前平中学校区で積極的に活動している。若い人が

入ってきて風通しを良くしたいが、なかなかできない。「地域教育会議」が知られていない。 

・楽しく参加することをモットーに参加している。 

・PTAから地教に入って活動しているが、なかなか実感がない。 

・社会教育委員をしている。3、4年前に知ったが、子どもが小学生なので中学校区を意識していない。

活動報告であった「規約に対して原点に戻って振り返る」は良いこと。 

・２１研にもPTA、地域が参加している。全国的にも珍しいこと。 

 地教は知っているが、何をしているのかがわからない若い教職員が増えている。先輩教職員が教えて

いくことを心がけている。 

・中学生の人数が多い。中学受験の子どもが多い。住民の出入りが多いなどで、中学校区での運営が難

しい。 

・川崎区もマンションなどの大型開発が多いため、イベント等を工夫している。 

・「マンションで挨拶しない」などということを聞いたが、間違いだと思う。 

・学校教育推進会議でPTAが挨拶運動について悩んでいた。 

・地域での子どもたちの見守りが大切 

・町会に参加し地域の見守り活動へ参加している。 

・地域の組織はそれぞれ同一なのか？事務局の小学校が２年ごとに変わるので、学校によってやり方が

変わるので戸惑う 

・中学校２校で１つの中学校区。小学校３校の事務局、委員との交流がない。会計は住民委員がやって

いる。 

・うちは全て住民委員で活動している。何年か前に活動が滞ったことがあり、最近は教職員も協力して

くれている。 

・住民委員と学校との関係は、議長の采配なのか？ 

・「地域が子どもを育てる」ということが大切。 

・子どもたちが地域を好きになってくれることが大切。 

・地域住民が増えている地域では、「学校や子どもたちが地域を作る、地域を変えていく」という考え

方もあるのではないか。 

（時間が少なくなってきたのでアトランダムに） 

・子どもたちが大人になって住みやすい町を目指す 

・町内会と新しい住民との関係に利用できないか 

・子ども（学校）を中心として地域をひとつにしていく可能性があるのではないか 

・昔からの住人と新しい住人の関係が良くない地域がある 

・主任児童員もマンションに対して支援ができずに困っている 



【グループ４】 
（仲間を増やすには～現状と課題） 

・もとは地教を全く知らなかった。でも今はやる気のあるメンバーの集まり。それでもうまくいかない

ことがある。そんなときどうするか。 

・同じメンバーで何年もやっているとマンネリ化。新しいメンバーをどう巻き込めばよいかが課題。 

・菅中学校区の活動報告にもあったとおり、変えること、変わることはできる。 

・何とかするために何ができるかを考えてみたい。地教を広く知ってもらうために現在作業部会で検討

中でもある。 

・菅中学校区は変わるのに3年かかった。当初は学校も無関心で迷惑そうだった。地教の活動が学校に

とっても有益なことと、この住民の人達は本気だなということが伝わるとよい。仲間（同志）を増や

すことが大事、頼みこんででも。 

・学校と地教が同じ思いで信頼関係を作っていければ。 

・学校も地教も求めるところは「よい教育をしたい」ということ。共通の目的をもっているのだから、

本来うまく関係を築けるはず。 

・現ＰＴＡから地教に入ってきてくれない。３区にまたがっており、なおさら難しい。 

・地域から学校へ、学校から地域へ、双方向の呼びかけ、働きかけがあると望ましい。どちらか一方か

らではなく、双方から。 

・今日のように交流会に市長、教育長、教育次長、区長、副区長まできてくれたのは初めて。かたや学

校長からの関心は薄い現状。 

・地域・学校ともお互いに理解をすすめる努力が必要。 

・委員がこうした交流の場に進んで出てきてくれたらいい。なかなか外へ出ようとしないが、外のこと、

他の活動を知ることが大事。 

（地教を知ってもらうために） 

・今日のパワーポイントはとてもわかりやすかった。 

・動画で流してはどうか。 

・知名度をあげて人材を増やしていきたい。 

・リーフレットの案もわかりやすく、以前のものよりよくなっていると思う。 

・ＰＴＡから地教へと学校にお願いしたことがあるが、それは難しいという反応だった。 

・ＰＴＡは決まった仕事、来た仕事をやる。地教は自分でつくっていかなければならない。そういう差

がある。やりがいを伝えられたら。 

・子ども会議、教育を語るつどいは全員が共通で取り組めるもの。子どもをしっかり巻き込んで、育っ

ていってもらう。 

・今日のパワーポイントにもあったように、未来志向で取り組んでいこう。 

【グループ５】 
（活動紹介） 

平中学校区 

・今回の交流会から掲示をはじめた。住民委員として6月に参加。記録を残すようにしている。車椅子

スポーツについてヒロオカマサキさんの講演会を開催。千葉まで車いすを借りに、動画編集、車いす

体験 

・ふれあい音楽祭を開催してみたいが学校数が少ないから難しい？←少ないからこそ調整や場所の確保

がしやすいのではないか。 

菅中学校区 

・規約の整備など調べた。フィードバックしながら活動している。 

・安全マップ作成をＰＴＡにお願いした。 

・青少年指導員と一緒に110番ステッカーに子どもが気づくか。親目線と子ども目線の違い。 

・ディスカッション型の本格的な会議で中学生が小学生をリードして子ども会議を開催。 

・住民委員は２～３人。ＰＴＡ選出の方がそのまま残ってくれる方が多い。団体や町会選出の方も協力

的になった。合同委員会で話し合いを行うように 

南大師中学校区 

・小学校２校、中学校１校 

・参加する子どもをどのように集めているか。現状は学校の先生に依頼している。小学生を中学校に呼

び、体験活動を行っている。中学生と小学生による話し合い型の会議は行ってない。指導して交流が



できている。大人会議と子どもも聴くことができる講演会を行っている。 

・事務局は学校にお願いしている。 

・部会に分かれての活動はしていない。←交流会など利用して、他の会議を見学するなどしてみては。 

川中島中学校区 

・ハンドブックどおりに行事を行っている。 

・「子ども会議」、「教育を語るつどい」話し合いをじっくりしたいが、集まる機会も少なく本部で決め

ている。 

・子ども会議は他の子どもにも伝えてほしいので、会議の前に学活で話してもらったり、終了後にフィ

ードバックしてもらったりしている。効果は不明だが。 

・教頭先生が会計、委員が補助。先生の変更のたびに引継ぎが大変。監査なし。議長と総会で承認。 

・住民委員は６人。全員で６７人。各学校から先生8人。 

南菅中学校区 

・子ども会議は生徒会でテーマ決め。募集は学校で議事など進行は生徒さん。話し合いと発表。大人へ

の要望（里山探検を夜にしたい）が出て、実行した。 

・教育を語るつどいは運営委員会で企画。今年度は落語。過去には影絵やコンサートも。 

・住民委員は2人。地域ボランティアが20人。 

中学生 

・夏休みに地域で職業体験に参加した。 

宮前区議長 

・（自分の中学校区の事例でも）農業体験には皆まじめに参加してくれている。畑に入るのを不安がる

子もいる。 

中原区担当 

・皆さんの活動を知りたくて参加。 

・先生の立場だと負担になることもあるが、学校と一緒に活動することは意味あること。参加した子は、

子ども会議に参加した意義がある。どのように行うかは学校と一緒に考えていければよい。 

（子ども会議について意見） 

・話し合いでなくても「体験」でもよいのでは。交流など子どもたちにはよい。 

・元々、話し合いの場を設けようということなので、話し合いをする意味もある。 

（宮前区の活動状況） 

・「教育を語るつどい」にも力を入れている。今年度は高校の教頭先生の講演会。最新の教育状況や父

母の話し合いも。 

・「子ども会議」今年度は市長との意見交換ができた。他の学校の生徒との意見交換の場になった。 

・行政区会議は各中学校区からの相談や調整をしている。研修を年１回行い、市全体の事柄を知ったり、

他の中学校区との交流をしている。情報交換は大事。 

・住民委員20人。なるべく活躍してもらえるように。 

（その他） 

・菅中学校区のように熱心な方がいらっしゃるとよい。 

・リーフレットは字が多め。絵を増やしてほしい。 

・（生徒の方に）18歳からは地教に入れるので、是非、参加してください。 



【グループ６】 
（活動紹介） 

菅生中学校区 

・子育て支援センター、こ文、菅生分館と連携し、菅生手つなぎまつりを開催して４回目になる。 

ゲームや出し物等。１，３００人参加した。１１月３日には菅生音楽祭も開催した。地域の方を巻き

込んでイベントをやっている。 

平中学校区 

・一小一中で、動きやすい反面、大きなイベントはしづらい。地域的に、地域教育会議って何？という

人が多い。その中で地域教育会議として何をということが課題だが、新しいことは始めづらい。 

・ＰＴＡをやっていたら地域教育会議に誘われるということで、ＰＴＡ役員の成り手も集まらない状況

もある。やなことではなく、楽しいことをアピールしていきたい。 

・地域教育会議が理解されないことへの工夫が必要。アピールするため、広報活動が大切に思う。目に

留まるようなものを考えてはいるが、難しい。知ってもらう、関心を持ってもらうことが重要。 

・住民委員に地域の課題を出していくことが求められる。 

・いつも来る人とそうでない人がいる。高齢化から、若返りも求められる。 

宮崎中学校区 

・ＰＴＡで関わってくれた方が住民委員になっている例が多い。運営も事務局も住民委員が担っている。

ＰＴＡから地域教育会議への強力なルートがあるわけではないが。規約に住民委員の推薦制度や人数

制限がないことも影響しているかもしれない。団体選出の委員は、各委員会としての活動につながり

にくい。 

・各小学校のバザーに地域教育会議で売店を出すなどし、各校ＰＴＡとつながっている。 

中野島中学校区 

・住民委員はＰＴＡをやっていた人が残っていることが多い。公募はしていない。地域にカリタスがあ

り、連携して子どもふれあいコンサートをやっている。各校の交流の機会となっている。委員会制に

はしておらず、委員全員で行事などを行っている。 

高津区 

・民生委員等の選出委員の任期が切れると、代々、住民委員になる傾向が強い。 

・子どもの活動が活発で、高津区地域教育会議の缶バッジは、子どもがデザインした。子ども会議は、

学校や家で言えないことが言える場。２年間の活動の中で、１年目は話し合い中心に、２年目は地域

巡りを行って地域の事を知るきっかけとした。来年は、市民館の料理室を使って、地元野菜を使った

ピザづくりもしたいと考えている。大人が楽しいことは子どもも楽しい。大人が逆に子どもに見守ら

れているかのようである。 

・中学生会議というのもあるが、そちらは生徒会関係の子どもが出てきている。子ども会議のほうは、

ＯＢの子も関わってくれていて、リードしてくれる関係性も出来ている。 

・活動になかなか参加できず、足が遠のいてしまった人に、毎回どんなことをやったかメールするよう

にしたところ、来られる時に顔を出してくれるようになった。 

（感想） 

・これまでの話を聞いていると、大勢の人で支えようということを感じる一方、地域教育会議なんて知

らないという人もいる。活動をしている人も、これまで通りで良いという人がいれば、一方では変え

ていかなければという人もいる。子どもたちの状況は、地域教育会議が発足した時と同じ状況のもの

もあれば、そうでないものもある。今にあったものは何かを考え、一緒になって子ども達を支えてい

きたいと思った。 

・委員構成は話を聞いていると女性のほうが多いように感じる。男性は仕事を引退した人が多いのだろ

うか。 

・現役世代でも頑張って出てきてくれる人もいる。 

・シニア層を発掘するにはどうしたらよいか。楽しいことには参加するけれども、そうでないとなかな

か参加してくれない。何かつながりができればよいのだが。 

（中学生に聞く） 

・みんなは生徒会をやって、先生が地域教育会議に携わっているという状況にあるけれども、地域教育

会議を身近に感じている？ 

→あまり身近には感じていないと思う。ただ、表彰されたことは聞いているので、知らないわけでは

ない。今回、交流会に参加して、子どものためにいろいろと考えてくれる大人がいることをカッコイ

イことだと思った。 



【グループ７】 
・発表をしたことがなくて緊張した。でも、ボランティアの話ができてよかった。草刈り、清掃以外に

もお話がきけて、ニュースではわからないことを知れてよかった。 

・被災地ボランティアのことはどうやって知って、どうやって参加したのか。 

 →学校で地教のプリント配布がありそれで知った。 

・臨港中学校区で子ども会議に出ているのは？→どういう選ばれ方かはわからない。 

・うちは生徒会が主催で子ども会議をする。小学５・６年生と中学生を公募。40～５０名が参加。 

 安全・安心マップづくり。子ども会議の後のアクションがまだうまくできず。子ども達に興味を持た 

 せるために全員に周知。地教としてボランティアに参加をどうやっているのか知りたい。例えば参加

費や何故参加するかなど。 

 →行く前に参加費は払った（多分、交通費など） 

・活動がすごいところの予算はどうしているのか？と思う 

・（中学生への質問）地教の人を知っている？→知っている人は多い。 

・地教の知名度は低い。 

・地教主催の催し、子ども会議で募集もし、子ども主体のＰＲ 

・お便りは出すようになった。参加者も増えてきた。保護者の皆さんにも少しずつ反応が広がってきた。

音楽会をやっていて、４小1中から生徒にも出てもらって、町内会も含めて７年やっている。だいぶ

名前は知ってもらっていると思うが、イベント屋と思われているかも。子ども会議、話し合いはあま

りやっていない。自発的にはやっていない。 

・取っ掛かりは、やはり名前を知ってもらうために学校を使って。平日話を聞けない親に聞かせるため

に土日に。名前はひろがった。最初は校長先生も来なかったが、最近は来て、学校の演奏後にコメン

トもくれる。地域の人にも好評。 

・「古参の人がいてやりたいことができない。」について。 

地教に入った時、保護者の立場は自分ひとりだけだった。「保護者の立場でがんばって」と言われた

が、何とか続けてきた。その時に羽鳥さんが来て一緒に出来る人ができ、自分は体験活動の継続だけ

だったが、発展させてくれる人ができた。仲間がいないと学校の先生にも話しができないが、地教側

が変わっていくと、学校も聞いてくれるようになる。どこからどこに踏み出すかが大切で、仲間をど

う増やしていくか。仲間がいると変えていける。 

・菅中学校区は1小１中だが、チラシは配るのか？ 

 →生徒に１２００枚ぐらい配る。民生委員さんのネットワーク、町内会にも配布。子ども会議は（参

加者が）3人の時も２０人の時も、楽しいイベントは１００人の時もある。こども文化センターが

１日、地教のイベントに参加することもある。 

・毎年、昔あそびコーナーを小学校と連携して実施。３小1中で輪番制で昔あそび体験。それにあわせ

防災の体験やフォトコンテストなどもやっている。生徒がやっていることなので、地教でやっている

のか、子どもにとってはくくりがむずかしい。子どもが積極的に参加した中での意見を地域等に発信

していくのが、自分の役目だと思う。地域の方の協力がないと、学校が成り立たないと思っている。

費用がかかるものは、依頼があると負担がかかる（コンサートの楽器運搬など）。教職員は忙しいの

で負担が増える。役割分担していくのが学校の課題。 

・先生方の負担は本当に大きい。 

先生にすべて任せていたが、 

予算にしてもわからない部分がでてきた。 

 先生（学校）と、地教の委員の横の連携が 

ないと難しい。 

古参の方との関係をどう捉えていくのか難しい。 

・横のつながりがないと無理。 

予算をどう使っていくか。 

子ども達にどうお金をかけていくか。 

古参の方々の援助もあるかも。 

・地教の活動が名誉職になっている。 

何のため、誰のため？ 

子どもたちのためにやっているのに、 

古参の方々の口出しが…。村社会。 

「子ども達のために」を考えてほしい。 



・名前だけの方々も多い。地域の名前があったほうが、何かのときに地域を動かしてくれるかも。町内

会の人に伝えたいことがあると、町会の人の名前は必要。 

・学校に迷惑をかけないように。協力姿勢があるかどうか。協力姿勢、学校からの発信、会議等の内容

を学校にもフィードバックしたい。 

・住民委員、充て職の方々の参加のしかた。 

・家庭→教育、学校→勉強、地教→家庭教育、皆さんは何を子どもに教えたいか。 

・地域の教育力アップ。それぞれが参加し、学び合っているか。行政には材料の提供をお願いしたい。

（例：映画会の機材）バックアップをしてほしい。予算も。裏づけとなる子どもの現実の資料などを

地域が求めたときに出してほしい。 

・ボランティアで交通費等なし。飲食代だめ→「お弁当を出す」というと人数わかる。 

・子ども達のためにやりたい。だが、費用がかかる。お金がかかることは次の人にどうつなげていくの

か。実態と予算立てをどうしていくか。 

・意識の違う人が入ってくると、だんだん変わっていく。 

・ボランティアにお金がかかる。意見の違う中で。 

・ディスカッションした、その後の結論。それを踏まえ、どう進むか、それを考えていくと、意見が出

てくる。そこに踏みこんでいくのか、どうすべきか。そこで話は終わってしまう。次の議題に継続し

ていくことが課題。 

・課題は継続し、あきらめずに。今日のご意見等を持ち帰り、活動に活かして欲しいと思う。 

グループ討議 発表 
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