
1 

第三期袖ケ浦市教育ビジョン策定にあたり、広く市民及び関係団体等との意見交換を

行い、計画の中に反映しようとするため、中学校区ごとに５回にわたって市民意見交換

会を実施しました。各市民意見交換会での様子をご紹介いたします。 

出席いただいた市民の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

 

◎長浦中学校区教育ビジョン策定市民意見交換会 

 令和２年１月２４日（金）午後６時３０分より午後８時００分 

 長浦公民館 ２階研修室   出席者３５名（市職員含む） 

 

○：参加者の意見 ◆：教育委員会職員の発言 

○：アンケートについて、設問 No.５８教育全般＜市の教育について目指すべき姿

をあらわす言葉(市民・保護者・教職員)＞について思いが集約されている。中

でも「あたたかさ」という項目が一番多く、教育現場や市・県の教育施策では、

「あたたかい教育」という言葉は使われない。教育に対し「あたたかさ」を求

めているというところに興味が湧いた。 

◆：現在のビジョンの基本目標の中に、「明日を拓く 心豊かな 逞しい人づくり」

を掲げている。「あたたかさ」や「豊かな」という部分で、市民の方々が求め

ているのであれば、これらを取り出していかなければならないと考えておりま

す。  

○：PTA の活動として、仕事の負担を減らそうと会議を減らしたり、SNS で連絡を

取り合うなど努力している。教育委員会のほうで行事があるときに、「動員」

があるのですが、働き方改革に逆行しているのではないかなと思う。イベント

自体は良いものなのですが、休日に活動されている保護者の方々もいますし、

また、興味のない人もおります。これに関して考えていただければと思います。 

〇：昔は行事を行うと子供がたくさん集まった。親子の企画行事を行うと参加者は

多い。ここ最近は、子供だけの行事は参加率が下がっていて、事業の内容を考

えていかなければならない。また、愛のパトロールをやっているのだが、子ど

もたちを見かけることがほぼない。子供たちが公民館に集まって活動してくれ

るよう促していきたい。 

○：親と子の触れ合う時間が少ないと感じている。親が子に教えるべきこと、学校

が教えるべきことがゴチャゴチャになっている。学校では、社会に出て活躍で

きる人材(逆境に打ち勝つ人材)を作っていってもらいたい。 

○：家庭教育のところで、今と昔では違うところだらけであり、私たちはその分野

で手伝わせてもらっている。学校現場では、子供たちの幸せにつながる教育を

行っていただけると嬉しいです。 

○：健康面などを考えると子供たちが外で遊ぶ環境はとても大事だと思う。外で遊

ぶことによって、学ぶことはたくさんあると思う。どんどん促してほしい。 

○：PTA 活動に関して、働き方改革ができればと思う。仕事との両立は、なかなか
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難しい部分がある。PTA 活動をなくしてほしいというわけではないが、内容の

精査を図ってほしい。 

○：子育て世代で、袖ケ浦市は教育や子育てについて凄く力を入れていると聞い

ています。袖ケ浦市と他市との違いを教えてください。 

◆：袖ケ浦市では、人的な配置に力を入れている。特に基礎学力・特別支援・事

務補助の市雇用職員については他市に負けないと思います。また読書教育にも

力を入れており、全校の学校司書の配置や図書蔵書率が１００％を超えていま

す。読書教育は、全国的にも名が知られております。 

◆：給食費につきましては、小学校・中学校ともに県内で一番安い。また、安い

だけでなく食材にも力を入れており、他市にも自慢できるものである。 

〇：他市から引っ越してきた人間だが、袖ケ浦市で子を育ててみて、とても素晴

らしい環境であると思います。また、学校でも先生方に素晴らしい教育を受け

させていただいている。 

〇： 私も他市から引っ越してきた。袖ケ浦市で子育てと教育が受けられること

について、とても感謝しております。 

〇：自分の子どもが子育てをしている時代である。PTA 活動や事業・教育を時代

に合わせていかなければいけない過渡期に入っていると感じております。 

〇：学校現場での英語教育について、日本では大学を出てもしゃべることができ

ない。韓国や中国では、複数の言語を話していると聞いています。袖ケ浦市の

教育でもどんどん取り入れていく必要があるのではないかと感じております。 

〇：袖ケ浦の特色をどんどん市民に伝えていかなければならないと思う。また、

地域と子供との触れ合いの場を設けてもらえると嬉しい。 

〇：今と昔の子供の違いは、外で遊ぶ子供が異常に少ないと感じている。子供た

ちが外で遊べる環境を作っていただけると嬉しいです。 

〇：施設を使うのに、もう少し使わせてほしいという意見がある。しかし、場所

がないので、活動場所の確保をお願いできたらと思う。 

〇：外国語教育について、日本人と外国人は社会風土が違うので、学習方法も違

う。なぜ外国人は英語を話すことができて、日本人は話すことができないのか。

先ほども同じような話があったが、考えていかなければならないと思う。 
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◎昭和中学校区教育ビジョン策定市民意見交換会 

 令和２年１月２７日（月）午後６時３０分より午後８時００分 

 市民会館 中ホール   出席者４７名（市職員含む） 

 

○：参加者の意見 ◆：教育委員会職員の発言 

○：施策の体系を地域・子供・市民とレベルの違う３つを持ってくるのはどうかと

思ったが、様々な取り組みを考えるとよかったと思う。知・徳・体のバランスの

取れた教育のできる施策を作ってほしい。他にはない袖ケ浦の特色あるビジョ

ンにしてほしい。読書教育や体験学習、体力作りなどいいところを継承できる

ビジョンにしてほしい。二極化する学力、いじめ、不登校から目を背けず、正面

から取り組むビジョンにして欲しい。職員の多忙についても載っていたが、先

生が笑顔で子供たちの前に立てるような学校環境が子供たちのためになると思

う。上記の件を取り組んだ見えるビジョンを作ってほしい。 

○：アンケートにもあったが、他の市から来た職員から色々な面が充実していると

言われる。現状を継続して頂き、引き続き豊かな教育ができるようご支援ご協

力をお願いしたい 

○：具体的な数値がなく、やったという事実しか書いてない。いくら予算を使い、

どれだけの成果があったのか数値化してほしい 

◆：数値は資料が厚くなるため、今回は載せてない。取り組んだものは毎年、点検

と評価を行い、目標とする指数で評価している。ＨＰにのっているので確認し

てほしい。 

○：調査結果をどのように役立てるのか。 

◆：どういった言葉を求めているのかなど市民の考えを反映しながら、国や県を見

ながら進める予定。 

○：いじめの件数など把握しているのか。 

◆：いじめや不登校など毎年調査をし、数字を出している。本市の実態を明らかに

できるよう取り組んでいる。 

○：プログラミングや英語教育が入るが、今の教員だけでは難しいのではないか。

外部の人間や委託など考えているか。 

◆：国や県でも重要視しており、機器の整備など準備している。また、ＩＣＴインス

トラクターを起用し、７０事業ほど行っている他、先生にも研修を行う準備を

進めている。外部指導者についても検討していく。 

○：教員の回収率が低いのはどうお考えか。 

◆：多忙な夏休み前の提出を依頼したためではないかと考えられるが、正確な理由 

はわからない。 

○：この会は第２期計画が終わり、第３期計画を作るための報告会ということでよ

ろしいか。 

◆：第３期を少し説明し、土台がないため、意見をいただき、反映するため。先に

案を作ると修正が難しいため案を作る前に意見を頂戴している 
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○：親御さんはこういった会に参加しないと計画自体を知らないため、こういった

行っていることを発信したほうが良いのでは。また、２期の成果を示してもら

ったほうが意見を言いやすい。 

○：教職員のゆとりがないのに策定してこなせるのか、ゆとりのなさを改善する計

画があるのか。 

◆：教職員のゆとりのなさは全国的な問題だが、教職員の配置上限は法律によって

決まっているため増やせない。市で特別に雇用した職員を配置し、解消に努め

ている。また、教職員にアンケートをとると多忙化の原因は本業務ではなく、

事務簿負担が多いため、システムを昨年度他市に先駆ける形で導入するなど軽

減を図っている。また、法律の改正に向け、声を上げ要望していく。 

○：スポーツ部活動はどういう方向で計画しているか。袖ケ浦は市原や千葉よりレ

ベルが低いのではないか。そうすると高校の推薦など不利なのでは。 

◆：才能の違いもあるが、市原や千葉は人数など規模が違うので比較対象にならな

い。袖ケ浦は木更津・君津・富津と比較している。また、平川中が今年は体力

づくりコンテストで文部科学大臣賞を受賞するなど全体的な底上げを行って

いる。子供たちの体力及び競技力の向上に力を入れていきたいと思っている 

○：学校教育には何も言うことはない。保護者が子供を育てる、大切なことを伝え

る力が落ちているのでは。お金の使い方や携帯など昔と比べてすごい速さで文

明が進化している。時代が進むにつれ、進化の速度が増しているのに親がその

速さについてこれていないのではないか。子供に伝えなければいけないことを

親が伝えていない。若い世代にも子育ての楽しさを伝えていく。祖父母がいな

くても地域の人が話す。一斉清掃など良い例。声を掛け合える街づくりをしな

いと今の時代家庭だけだと子育てが大変。 

○：ほかの地区には公民館があり地域に根ざしているが、昭和地区は市民会館のた

め、地域に根ざした活動ができていないと感じる。 

○：去年台風があり、災害が地方教育や学校教育の共通のテーマになるのではない

かと思う。 

○：みどりの会などを前面に出し、ＰＲしてほしい。会があることを知らない人が

多い。会がありどういった活動をしているか周知できればもっと会の人が増え

ると思う。災害が起きた際に避難所に行き共助することを第３期教育ビジョン

の計画で謳ってほしい。良くするためにビジョンを作り、逆効果にならないよ

うにして欲しい。 

○：現実の地域は高齢化など疲弊している。１０年後にビジョンで嘔う地域の役割

が果たせるか加味しながら計画を立ててほしい。 

○：１０年間の成果が４つだけに収縮されていることが理解できない。この会議を

するにあたって、進捗の達成状況等がないと何も言えない。 

○：子供たちが豊かな学校生活を送るのが一番。豊かな学校生活を送ることで体力

の向上、想像力、自主性、協調性、責任感などが培われると思う。ゆとりがな

い学校教育の一環として部活動の在り方を見直していくのはどうか。スポーツ
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クラブと部活を連携すれば活性化すると思う。ただ結果を重視し、人格を傷つ

けたり、体罰・セクハラパワハラから生徒を守らなければいけない。活動内容

を生徒のために考え、それぞれの精神状態を把握し、保護者と連携しながら生

徒を守るのが学校の役割だと思う。 

○：教職員のアンケートの提出率が低くなっているが、今回出席している昭和地区

の提出率は１００％であった。今回の資料の母数は配布数であり、週１回ほど

しか来ない市の非常勤の職員などもおり、アンケートの提出期限までに出勤が

なく、回答できなかった非常勤数も入っているのではないかと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎蔵波中学校区教育ビジョン策定市民意見交換会 

 令和２年１月３１日（金）午後６時３０分より午後８時００分 

 長浦公民館 ２階研修室   出席者３９名（市職員含む） 

 

○：参加者の意見 ◆：教育委員会職員の発言 

○：小学 5年生の娘を持つ保護者。アンケート調査は大変だったと思う。アンケート

の切り口が様々で、全てを重点的に行うとなると大変だと思うので、今後、どこ

を重要視していくのか伺いたい。 

   私見として、グローバル化で価値観が大事になると思うので、子供を一人の人間

として扱うことが大切。郷土愛や県民愛を与えるのは親と先生だと思う。まずは、

この意識を底上げできないかと考えている。 

   規律規範が悪いと出ているが、そうは思わない。年を取ると若者を良いように見

られない。年長者を敬うことをしてもらいたい。相談する相手の設問で電話相談

が少ない。子はＳＮＳで相談などもしている。市でＳＮＳの相談アカウントなど
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を作ってみてはどうか。そよでは、意見を書き込むと答えをつけてくれるところ

があった。電話相談はハードルが高い。 

◆：アンケート実施して内容が反映されるかについてですが、第二期教育ビジョン

を展開し令和２年度が最終となるため、この点検評価を行い、第三期で行う事業、

終了させる事業、今後も継続する事業を精査する。人生１００年時代を迎える時

代なので、年配者も生涯学習に参加できないかなど、どのように市がやれば取り

組めるのかなど、施策を行ううえで役に立つと考えている。 

◆：学校教育の中でもどこを優先するかは難しい。知徳体の教育をバランス良く行

うのが公教育の使命。祖先を敬うなど道徳教育も課題。ＳＮＳ時代で相談体制に

ついて、検討していくうえで参考にさせていただく。 

○：総合型地域スポーツクラブについて「知らない」５５％「知っている」４０％

の結果は、順当だと思う。総合型地域スポーツクラブは市民が馴染むのに時間が

かかる。市や学校関係者の支援が必要。25 年位ないと認知されないと思っている。

学校・市など格安で参加できることをＰＲしてもらいたい。団体もＰＲしている

が若い人が加入してこない。教育の中でも教えて広めてほしい。 

○：体育館が狭い。狭くて２つに分けると指導員が2回参加しないといけなくなる。

狭くても努力している。中学校の先生が大変だからＮＡＧＡＸでやってもらえな

いかと言われているが、子供達が参加する場だと高齢者が参加できない。中学の

体育館で場所を取ってもらって教えに行くという方法を学校に投げている。 

○：現代の子は忙しくて時間がない。勉強して部活して塾に行ってスマホをやって

時間がない。ＳＮＳが事の発端。既読しなかったり返事がなくて頭にくることも

あるようだ。外部の人とつながらないと色々な人がいることを知らない。 

忙しいのでスマホがあれば 1人でも楽しめる。夜中の 1時 2時でもＬＩＮＥをし

ている。外部の繋がりはスポーツクラブだけでなく音楽、文化面など、保護者や

家庭の状況で異なる。心が優しい子が育つ。 

ビジョンの中で地域と連携して子供も出ていかせたい。だけど出ていけない事情

がある。人と接しなくも過ごせるが出て行ってもらいたい。 

○：蔵波小は児童数が多い中で行事を行っている。職員も頑張っているが、職員だ

けでカバーできない。習字、ミシンなどボランティアで地域の人に入ってもらう。

登下校のボランティアもいる。また、学区内の外野地区で大根やサツマイモの収

穫体験をさせてもらっている。地域の特性、安全面、交通事故も起こっているの

で、安全を充実させてもらいたい。要望も色々あるが力を貸してもらいたい。安

全意識を高める。ボランティアも自分で安全を確かめて。 

職員の平均年齢が 6 歳若返っている。総合教育センターの夕焼け研修などの講座

があるのがありがたい。講師で初めて担当を持つことがある。講師に対しての研

修などもしてもらいたい。 

○：ブックスタートでかかわらせてもらった。お母さんが質問していて、図書館職

員の対応が良い。予算の関係なのかブックスタート休止の年が数年あった。継続

しやってもらいたい。子も健やかに育っているので継続してやってもらいたい。 
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○：長浦地区にも参加したが、蔵波地区の意見も聞きたく参加した。青空の会のボ

ランティアをしており、かなり高齢になってきている。若い人が入ってこれない。 

みんな勤めていて 70 歳雇用などになっていて仕事が大変で入れないのではない

かと思っている。ボランティアが平日も土日も出ている。市でまとめられる事業

についてはまとめてもらいたい。 

○：最近の子は、バーチャルで経験できるので色々と知っている。視覚や心震える

体験が減っている気がする。子供のうちに感動体験をしてもらいたい。地元で太

鼓保存会にも参加している。覚えてくれる子も減っている。外からの子を受け入

れるのも反対があって進まない。我々の親世代を説得して、地区外の子を募集す

るのは難しくても、他の機会に知ってもらって広めていきたいと思っているが個

人の力では難しい。市でも全体として郷土芸能についても振興してもらいたい。 

○：地域・学校の先生・教育委員会の世話になりながら子供が学校に通えている。 

山口県出身で子供の頃は 1クラスだった。蔵波小は令和 2 年度には 1 年生が 6ク

ラスになると聞いている。田舎から出てきて感じるのは、仲の良い子の話は家で

も出るが、他の子の事はあまり話を聞かない。全校では難しいのかなと感じる。 

私は１クラスだったので、学校全体で仲が良かった。隣の人との付き合いがない

地域の繋がりが薄い。挨拶はしっかりできていると感じる。友達、地域の繋がり

の関係は隣近所は知らず学校の子は知っている。地域の活性化が必要と感じる。 

○：市の中に遺跡や珍しい木があるが表示板が見えづらくなっている。子供や地域

に知ってもらうためにも整備をしてもらいたい。樹齢 100 年位のものがあるが見

えない。山野貝塚について見に来ても何もない。目に見える形がほしい。 

昭和 30 年代、1クラス 55 人で 5～6クラスあった。その頃の先生とは一緒にいた

気がする。先生が忙しく、ＩＴも出てきて対応が必要。子供の時には先生といる

のが楽しいと思っていた。先生の働き方改革をして子供と接する時間を多くして

もらいたい。子供が覚えているのは先生の家でお寿司を食べた記憶が鮮明だった。

ゆとりのある教育を行ってもらいたい。 

〇：現在の話を聞いて素晴らしいと感じた。学校で、いけないことをしていけない

と言える子が少ない。いけないことをしてダメだと言える子を育てられれば先生

の負担も減る。同級生だけど規範のある子。2 番手が 3 番手を育てる。上が下を

育てる。育てられた下はさらに下を育てる。そうして先生の負担を減らせると良

いと思う。学級委員に慕われる子を先生が褒めてみては。 
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◎根形中学校区教育ビジョン策定市民意見交換会 

 令和２年２月４日（火）午後６時３０分より午後８時００分 

 根形公民館 ２階視聴覚室   出席者３４名（市職員含む） 

 

○：参加者の意見 ◆：教育委員会職員の発言 

○：策定スケジュールでは、計画案作成が令和２年１０月である。パブリックコメ 

ントでなかなか意見が出てこないことが多い。そこで、計画案作成後に意見交換 

会をしてほしい。 

○：他の市町村では、市民大学講座があります。それをベースにリーダーを養成し 

ている。現在、袖ケ浦市では、三学大学がありますが、以前は市民大学講座があ 

ったと聞いた。これからはリーダー養成が必要であり、三学よりは講座の方がリ 

ーダー養成しやすい。完全に三学をなくせというわけではないが、リーダー養成 

の視点から考えたほうが良い。 

○：粕谷新市長の考えでは、教育の質を高めると述べており、今までの教育委員会 

の施策を評価していると解釈している。袖ケ浦市から他市へいい人材が流出して 

いる。司書教諭、事務補助、基礎学力向上支援教員は、校内の生命線であり必要 

不可欠な存在である。その方々をぜひ残してほしい。英語教育やＩＣＴの導入は、 

市長が推している施策であるが、袖ケ浦市は、２０年前は英語教育が全国でも最 

先端をいっていた。しかし、現在では並となった。市長の後押しで、袖ケ浦の英 

語教育が全国でも最先端をゆくものにしてほしい。また、特色ある教育について 

は、読書教育は日本一と自負している。袖ケ浦市には、山野貝塚という良い教材 

があり、ぜひ教材に組み入れてほしい。そのために、学校もぜひ協力をしたい。 

○：各地域の伝統行事に、子供たちに参加してほしい。 

○：教育の質を高めるためにお金と人的資源が不可欠である。教員時代、たくさん 

の先生方に助けられた。予算がないと教員を雇えない。以前一緒に勤務した力の 

ある教員が、現在は成田市に勤務している。理由は、成田市の方が待遇が良いか 

らである。袖ケ浦市も待遇改善を求める。これらのことは、国際理解教育にも直 

結していると思う。地元にあるものを教材化してほしい。地元の行事に参加した 

が、子供が誰一人いなかった。今の子供たちは地元の行事があることを知らない 

のかもしれない。高齢化が進み、免許返納をすると移動手段がないため、市バス 

の運行が必要である。復活して足の確保をしてほしい。そうすると、公民館にも 

行きたがるはずである。 

○：とても良いのが自然体験学習である。思いやりの気持ちが養われるし人間関係 

作りも経験できる。自分も参加しているがぜひ継続してほしい事業である。 

○：ＮＥＳＵＰＯのグラウンド・ゴルフは、昔から各地区から参加していたが、高 

齢化のため、根形小中学校に集まりにくくなった。縦のつながりがないため細々 

と続けている状態である。現在、スポーツの得意な方々が市内まで募集をし、が 

んばっている。流行のスポーツでその都度改修工事をすると莫大なお金がかかっ 
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てしまう。根形公民館テニスコートは、まだハードコートのため、使用者が怪 

我しやすいので改修してほしい。各地区にある総合型地域スポーツクラブは、で 

きてから間もないので、知名度がない。総合型地域スポーツクラブは隙間産業的 

なものであり、新たな参加者を募集中である。 

○：私は、市民会議メンバーであり、「中学生の主張コンクール」に参加している。 

しかしながら、袖ケ浦市からここ１０年ぐらい参加者がいない。市内の中学校で 

きっかけ作りをしてほしい。 

○：意識調査で、教職員の「ゆとりのなさが６４．１％」というのは、驚きであり、 

教育の質の低下につながるので、改善してほしい。生きる力をつけるということ 

で、根形小では、音楽鑑賞会を実施している。文化的活動も生きる力につながる 

と思う。学校には余裕がないので、文化的活動を市の方でも実施してほしい。市 

では様々な施策を行っていると思うが、広報だけでは広まらない。別の方法でい 

かに市民に伝えていくかを考えてほしい。 

○：今の子供たちは、仮想世界で生きている子が多い。今、実体験をさせることが 

大事であり、実体験ができる計画やプログラムが必要である。以前、保幼小プロ 

グラムを作成したが、とても良い取り組みであり、ぜひ第３期教育ビジョンに取 

り入れてほしい。思いやりや人との関わり方が重要であるからこそ、保幼小プロ 

グラムが大事である。 

○：公民館では、子供たちがカレーライスづくりをしたり鉈を使ったり火起こしし 

たりして良い経験をしている。これらは非常時にも役立つので、住民と公民館が 

いい連携をしている。 

○：災害対策コーディネーターをしているが、その部会では子供を対象に参加を募

っている。学校でも災害対策の学習を取り入れてほしい。私は、椎の森保存会に

１５年間所属している。自然を相手にする教育を取り入れることは難しいことで

はない。市バス運行再開には賛成する。 

○：公務員とは違ってＰＴＡ活動はボランティアである。要請があると断りにくい。 

ＰＴＡ会長になってみると、とても出が多い。講演会等のイベントに参加すると

ためになるものあれば残念なものもある。そのようなイベントは参加者あってこ

そであり、人集めの犠牲になっている。また、次の担い手探しをする場合、大変

さを伝えるとなり手がいなくなる。ＰＴＡ役員の方で、パートやアルバイトを兼

ねている方に参加の無理強いはできない。シフトを変える等は大変なことである。 

しかしながら、ＰＴＡは絶対必要だと思うので、事業の精選をする時期にきてい 

る。 
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◎平川中学校区教育ビジョン策定市民意見交換会 

 令和２年２月５日（水）午後６時３０分より午後８時００分 

 平川公民館 ２階視聴覚室   出席者５４名（市職員含む） 

 

○：参加者の意見 ◆：教育委員会職員の発言 

◆：ここから、皆様からご意見を頂戴したい。教育ビジョンをつくっていくため、いろい 

ろな意見を集めていきたいと考えている。例えば、袖ケ浦の教育(学校教育、社会教育、 

スポーツなど、広い意味での教育)について、課題になっていること、不足しているこ 

と、必要なこと、行ってほしいことなど、感じていることをお聞かせいただければと思 

う。 

○：第二期教育ビジョンの施策を、ぜひ継続してもらいたい。資料 P21 の施策 3(社会の 

変化に対応する学校教育を推進)に記されているが、今年度から道徳の教科書を使用し 

ており、来年度は教科書が全て変わる。全教科の教科書には QR コードが印刷されてお 

り、児童 1人 1台にタブレット端末がないと授業ができないので、ハード環境の整備 

を引き続きお願いしたい。 

国際理解教育について、ALT は他市では行っていない制度なので、引き続き配置をお願

いしたい。 

資料 P23(施策 5 安全・安心で質の高い教育環境を整備)について、今年度はエアコン

を全校に配備してくれて、感謝している。本校ではトイレの改修工事も計画的に進めら

れているので、引き続き教育環境の整備を継続してもらいたい。 

資料 P81(｢4 つの基本目標と 11 の施策｣の｢学校｣)について、不登校の児童が年々増え

ているような気がする。そのままにしておくと、日本の将来が不安である。 

最近では、小・中学校教員希望者が減少し、採用試験の競争率が低下している。｢教員｣

が、多くの人々に選ばれる職業にしていかなければならないと思っている。 

○：私は外国語をあまり勉強せずに学校を卒業してしまったが、社会人になって外国人と 

一緒に仕事をすることがあり、語学教育も必要だが異文化の理解も必要だと思った。義 
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務教育でも、国際化教育・異文化理解教育は必要だと思う。一流とされる大学でさえ留 

学生の受け入れが少なく、海外に対して門戸を開いていない大学がある。 

  ICT 教育について、生活では必要なことなので、先ほどお話のあったタブレット端末の 

配備は必要だと思う。 

○：青少年の健全育成について、子どもの時に規範・道徳心・モラルを教えることが大事 

だと思う。 

不登校児童は、授業がわからないことが一番の理由だと思う。不登校児童に対する手立

てを(新しい教育ビジョンに)入れてほしい。 

スポーツについて、高齢者が今からスポーツを始めるのは難しいが、百歳体操は良い運

動になっているので、袖ケ浦市の事業としてはヒット事業だと思う。高齢者の人生を豊

かにする事業を(新しいビジョンに)入れてほしい。 

○：他市にはない手厚い市雇用職員配置に、感謝している。学校はマンパワーが必要。平 

川中学校の学区の生徒数は、以前は 700 人以上いたが、来年度・再来年度は 230～240 

人に減少する。しかし、小規模校の特性を活かして、(中川富岡地区地域総合型スポー 

ツクラブの)中富ふれすぽクラブの主催で 4か月に一度に平川中学校を会場にして卓球 

やユニバーサルホッケーを行っており、スポーツに参画する意識を育てている。 

先ほども(中川小学校から)言われた、ICT 環境の整備をお願いしたい。ここにある

(視聴覚室で使われている短焦点型の)高級なプロジェクターは、平川中学校にもほ

しい。影ができなくて、便利な機器である。若い職員たちは、このような機器をど

んどん使っている。 

不登校児問題については、不登校児たちは勉強したいと思っているが、それができ

なくて学校に来られない。不登校児たちに興味・関心を与えて勉強はおもしろいと

思わせるためにも、ICT 教育の充実には感謝している。 

中学校の職員だけで子どもたちに教えることには限界があるので、地域の人材を活

用したい。昨年度からこれまでに、延べ 200 人ぐらいの地域の方々に学校に来てい

ただいた。そのお礼は、生徒たちの行事(への参加)や普段のあいさつで恩返しした

い。どの学校でも活用できる人材バンクを、整備していただきたい。地域で子ども

を育てる意識を向上してほしい。 

○：6年ぶりに平岡小学校に戻ってきたが、以前は全学年 2学級あったが、現在では全学 

年 1学級になって空き教室が増えてしまい、子ども数の減少を実感した。 

地域のコミュニティが大切だと思う。平岡地区では祖父母・両親・子どもの 3世代が同

居している家庭が多いので、地域コミュニティを減らさないようにしたい。子どもたち

は、校内ではあいさつをしているが、学校の外では声が出ていない。地域で子どもを育

てていくことが大切だと思う。 

不登校児童については、原因がなかなかわからないが、スクールカウンセラーのアドバ

イスが学校で役立っている。保護者が気軽に相談できる場が、もう少し近くにあったら

良いと思う。 

食育については、全学年で食育の授業を行っており、給食も大変おいしいので、感謝し

ている。 
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○：地域人材の活用について、教員の働き方改革によって部活動の顧問の先生方はか 

なり大変だと思うので、地域の方々が学校のクラブ活動に支援がもっとできたら良 

いと思う。 

平川中学校では、ゴミゼロデーに全校生徒が参加しており、地域にとって良い取り

組みになっている。子どもたちが地域の人々に関わっていければ良いと思う。 

○：教育ビジョンの最終的な目標は、社会に羽ばたいて活躍できる子どもたちを育成する 

ことだと思う。資料 P79 に｢グローバル時代に必要な資質・能力を高め、【世界とつな

がる人材】を育てる｣と記されているが、最近の若者たちは学力・体力はあるがコミュ

ニケーション能力が不足していると感じる。両親が共稼ぎで祖父母と一緒に生活して

いる人も少ないので、家庭内で会話が少ないからであろうか。新教育ビジョンには、

コミュニケーション能力の向上を盛り込んでほしい。 

○：国際理解について、子どもが日本語ができなくて学校に行けない子連れの外国人がい 

るが、補助制度がない。国を挙げて、外国から人材を受け入れて教育していくことを 

考えるべきだと思う。国・県と相談して、外国人の助成を行えないだろうか。 

○：資料 P55 の総合型スポーツクラブの存在を知らない人が約 56％を占めたというアン 

ケート結果は甘いと思う。(市全体では)総合型スポーツクラブの存在を知っている人

は、2割程度ではなかろうか。(スポーツクラブに)参加すれば、スポーツの良さがわか

ると思う。 

スポーツクラブでは、小学生と 60 歳以上の方は多いが、20～60 歳の人がいない。

3 月 8日にウォーキングフェスタを開催するが、どこが主催なのか知らない人が多

い。スポーツクラブが運営していることを PR して、スポーツクラブの存在を周知

させていきたい。簡単で長続きできるウォーキングから始めていただければと思う。

市からも、スポーツクラブの存在を知らせてほしい。 

○：公立幼稚園は、市内では中川幼稚園の 1園のみ。中川幼稚園は、地域内での体験学習 

(芋掘りなど)を積極的に取り入れている、素敵な幼稚園である。今後も、このような幼 

稚園を続けてほしい。 

○：袖ケ浦市は、教育環境が整っていて、住みやすい市である。 

平岡小学校 PTA は、保護者たちをまとめるのが大変だが、子どもたちのために、引き続

き来年度も活動を続けていきたい。 

資料 P54 の｢運動やスポーツをしない理由｣について、市原市の保護者から｢市原市の小

学校には部活動がある｣と聞いた。袖ケ浦市でも、小学校の部活動の導入について検討

してみてはいかがか。 

○：愛媛県では、子どものスマホ・ゲームの利用時間について基準を設けた。市原市では、 

社会教育委員が中心になって市内の中学生を対象にアンケートを行い、その結果中学 

生の利用時間は午後 9時までとした。袖ケ浦市でも、市として基準を示せば、親も子ど 

もをコントロールし易いと思うので、検討してみてはいかがか。 

○：先日、千葉県教育委員会主催のいじめについての講演会が富津市で行われたので参加 

したところ、学校のいじめに対する取り組みだけではなく、保護者に対しての取り組み 

も必要だと思った。新ビジョンでも、保護者に対して、いじめについて学習機会の提供 
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を盛り込んでほしい。 

私は、高齢者介護施設で仕事をしている。中富地区は過疎化・高齢化が進んでいるので、

子どもにコミュニティの場をもっと増やしてもらって、高齢者・障がい者について学べ

る場を提供してもらいたい。 

○：去年の 4月に着任した平川中学校の教頭が、本校の生徒は他の中学校と違って優しく 

思いやりがあると言っていた。その話を聞いて、平川地区は祖父母が同居していて両親 

が仕事をしている家庭が多いからだと思った。平川地区は、過疎化が進んでいて、新し 

い住宅もあまり建たないので、先ほども言われたとおり地域との関わり合いの場を増 

やしてもらえればと思う。 

 


