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令和４年度 第 1回鉾田市総合教育会議 会議録 

 

１ 日 時  令和４年８月 24日（水） 開会 15時 00分  閉会 16時 05分 

 

２ 会 場  鉾田市旭総合支所 2階会議室 

 

３ 出席者  鉾田市長 岸田 一夫 

鉾田市教育委員会 教育長      安原 優 

同     委員       山口 正雄 

同     委員       長洲 健男 

同     委員       大原 優子 

 

【説明員】 

教育部長               飯島 洋一 

教育部 参事兼指導課長        宮内 孝浩 

教育部 指導課副参事         筒井 直子 

教育部 生涯学習課長          桜井 治 

教育部 生涯学習課長補佐       菅谷 三奈 

教育部 教育総務課長          関田 潜二 

教育部 教育総務課長補佐       塙 啓一 

教育部 教育総務課庶務係長      鬼沢 知輝 

 

【事務局】 

政策企画部長             岡崎 正元 

政策企画部 政策秘書課長       竹内 正利 

政策企画部 政策秘書課長補佐     額賀 栄一 

政策企画部 政策秘書課政策調整係長  鎌田 あゆみ 

政策企画部 政策秘書課政策調整係主事 山田 真稔 

 

４ 議事の大要 

 

〇開会 （司会：竹内政策秘書課長） 

 

〇岸田市長あいさつ 

みなさんご苦労様です。本日は、お忙しい中、鉾田市総合教育会議にご出席いただき

ありがとうございます。また、教育委員の皆様には、日頃より本市教育行政にご尽力賜

り、心から感謝申し上げます。 

さて、落ち着きを見せるかと思われていた新型コロナウイルス感染症ですが、「第 7

波」が襲い、過去最大の新規感染者を数える状況となっております。 

そして、第７波の真っただ中で始まった夏休みですが、今年度は３年ぶりに行動制限が
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なく、今まで中止されていた行事が久しぶりに開催されたものもあり、人が集まる機会

も増えております。２学期が９月１日から開始となるわけですが、学習や学校行事に影

響が出ないことを望んでおります。子どもたちは３年近く、さまざまな活動を制限され

てきました。コロナ禍にあっても、ポイントを押さえた感染対策を行い、子どもたちの

健全な育成のために、必要な教育活動を行っていくことは重要なことであると思いま

す。行政としても、オンライン学習に資するハード整備の前倒しや支援員の配置など、

できうる支援策や学校の負担軽減につながるような措置をしてまいりました。また、学

校現場においては、適切な対策をとっていただいているところです。引き続き基本的な

感染症対策の徹底、再点検と今までの経験を活かし、みんなでこの状況を乗り越えてい

きたいと思いますので、引き続き皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

さて、今回は、「部活動の地域移行」に関することを中心に意見交換をしたいと思い

ますので、忌憚のないご意見をお願い申し上げます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

〇協議事項（議長：岸田市長） 

（１）「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革に関する提言 

～地域移行を目指して～（学校の働き方改革を踏まえた部活動改革に関する 

有識者会議）について （説明：宮内指導課参事） 

 

（２）地域部活動移行について （説明：宮内指導課参事） 

 

【主な質疑等】 

 

【岸田市長】 先生方の働き方改革も急務ですが、逆に行政の職員も同じように負担が

かかるのではないかなと思いました。片方を助けて、片方に負担をかかる

こともないようにというのは私の思いです。 

皆さんのお力をお借りして、「鉾田スタイル」を作っていただければと

思います。また、鉾田市で、出生している子どもが毎年 220 人から 230

人くらいということですので、中学生にしますと 600 数十人というよう

なことで、中学校が４つございますけど、部活動の団体競技が人数的に難

しいということもあります。部活動だけでなく、教育的な部分からも将来

的にはその中学校の数も考えなければならないと思います。活気ある教

育の現場になることが望まれると思います。 

また、報道で見聞きしますが、行き過ぎた指導により生徒がトラウマに

なるような事件事故が起こらないということが市長として一番懸念して

いることです。 

 

学校の先生方には、心身ともに健康な状態で子どもたちを指導しても

らいたいと考えており、ＩＣＴ環境の充実やそれに伴う指導員の増員な

どをしてまいりました。また、学校の先生が本来やるべきことと、他に任

せられることを整理していただきたいと思います。今回、急に国から部活

動の地域移行がおりてきたような状況でありますが、生徒が一番大事で
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あるという思いで進めていくことが大切であると思います。 

 

【長洲健男委員】 １点確認ですが、地域移行は運動部だけでなく、文化部もそのよう

になるのですか。 

 

【宮内指導課参事】 文化部も地域に移行するということです。土日に学校で活動して

いたものをゼロにするということを県では謳っております。 

 

【長洲健男委員】 わかりました。今まで指導経験、競技経験のない部活動を任される

のは負担が大きいと思います。土日に部活動のために遠い通勤距離を時間

をかけて行き、部活動の指導を行い、また、時間をかけて帰宅するという

のは、大変な負担になっていると思います。教職員が本務に専念できるよ

うになるため、鉾田市にあった地域移行ができれば良いと思います。 

 

【岸田市長】 生徒は経験のない指導者から指導されるよりは、やはりある程度経験の

ある方にしてもらうほうが良いのではないかと思います。また、働き方改

革の点では、今の時代に逆行するような長時間勤務により疲れ果て、教員

の夢が崩れて辞めていくような状況を聞いております。先生のためでもあ

るし、生徒さんのためでもあるということで、部活動の地域移行の話が出

てきたと思うので、改革が必要であると思います。 

 

【山口正雄委員】 学校の働き方改革で、特にその中でも部活動が長時間勤務に繋がる

ということで、地域移行の話が出てきたと思いますが、これは急に出てき

たものではなく、ずっと前からくすぶっていたものであり、ここに来て表

にでてきたものです。問題としまして、これを明日からやるというわけに

はいきませんので、どのくらいの期間を文科省では想定しているのか、伺

います。 

 

【宮内指導課参事】 当初は令和５年度からスタートして、令和 10年度までに完了さ

せるということでしたが、ここに来て令和７年度に完了させるようになっ

ております。 

 

【山口正雄委員】 そうすると、３年後のようなことですね。その中で果たしてどこま

でできるか、非常に難しい問題があると思います。 

学校でやるべきこと、学校でなくてもできることなどを整理すること

が改革につながるのではないかと考えております。学校でやらなくても

良いことを教育委員会でも洗い出してほしいと思います。 

さきほど市長から中学校の数の話もありましたが、部活動を１つの学

校で実施するのではなく、例えば、野球を４つの中学校で編成するなどと

いうことも将来的にはあるのではないかと思います。これは、直ぐにそう

なるということではありませんが、そういうことも念頭に置き計画して
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いく必要があるのではないかと思いました。 

また、市長が心配していた人材の問題ですが、様々なスポーツ少年団等

があり、指導者のスキルは十分あると思いますが、子どもの体力にあった

コーチングができる人材がどのくらいいるのかと考えますと、人材育成

をしていく必要があると思います。１つの市ではなく、国全体で考えるこ

とであると思いますが、鉾田市も指導者のスキルとコーチング技術、人間

性も含め育成していく必要があると思いました。これらを、市独自で行っ

ていくのはなかなか難しいと思いますが、できるところからやっていく

必要があると思います。 

コーチングの単位を取った人を指導者として採用していくということ

もあるかと思いますが、その前段階のところをどのように解決していく

かが課題かなと思いますので、今後検討してもらいたいと思います。茨城

セイバーズの話も出ましたが、選手たちはアメリカンフットボールばか

りでなく他のスポーツのレベルもかなり高いと思いますので、協力をも

らえればと思います。アメリカンフットボールは他の市町村に小中学生

の組織は無いのではないかと思いますので、鉾田市の目玉にしてほしい

と思います。これから検討委員会が開催され、そのようなことも考えてい

ると思いますが、ぜひお願いしたいと思います。 

 

 

【宮内指導課参事】 山口委員から、指導者の質の確保や採用についてお話がありまし

たが、最初は行政主導型と単一スポーツクラブ型を併用していく形で進め

ていきたいと思いますが、将来的には地域にある団体やスポーツクラブが

増えていくのをイメージしています。４つの中学校から 1 つのチームを

出していくという話もありましたが、例えば大洋地区にはボーイズリーグ

に所属している硬式野球チームもありますので、野球のやりたい子どもは

そのようなところを選択するとか、大洋地区の子どもが旭地区のサッカー

チームに入るといったようなことが最終型ではないかと考えております。 

最初の段階では、指導者のことやチーム数のことも検討委員会もそう

ですが、セイバーズとも連携しながら検討していく必要があるのではな

いかと考えております。 

また、クライミングやサーフィンなども地域資源を活かした鉾田市独

自の取組ということで、検討していければと思っております。 

 

【安原教育長】 どのようなことも理想と現実があり、実際、理想どおりにいくのかと

いうとなかなか難しい課題があります。今言われていることは、学校の教

員の働き方が厳しい状況であると言われているが、市役所職員が仕事的に

楽なのかというとそのようなことはありません。みんなが働き方を変えて

いかないと、世の中は変わらないということで、その一環として地域部活

動でいこうということであると思います。そのためにみんなで子どもたち

を育てようというのが本来の姿であると思います。家庭教育が基本にあり、

学校教育があり、社会全体・地域で子どもたちを育てるということですが、
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都市部と地方では状況も違うでしょうし、地域差などを考えてこの地域部

活動を考えていかないと、理想ばかり求めていると途中で挫折してしまう

でしょうし、現実ばかり考えているとなかなか打破できないということだ

と思います。そこで、教育委員会で話し合っていることは、できることか

らやってみようということで、鉾田市と日本アメリカンフットボール協会

が連携協定を結んでいるということを活用させていただいて、茨城セイバ

ーズの指導力や運営力を地域部活動に活かせないかということで考えて

おります。そこから、できることからやってみて、また、次の課題に向か

うというように、少しずつ先に進めて、子どもたちの部活動に対する思い

や達成感というものを高めていきたいと思います。教育委員会としては、

茨城セイバーズの協力を得て、まず、第一歩を踏み出していきたいと思っ

ています。 

 

【山口正雄委員】 教育委員会の思いはわかりました。今、教育長の話にもありました

が、焦らずに進めて頂きたいと思います。そして、取りこぼしができるだ

けないように努めていただきたいと思います。 

 

【大原優子委員】 教員の働き方改革は他の委員さんからたくさん話がでましたが、想

いは同じです。鉾田市の大きな特徴として、茨城セイバーズを中心とした

地域部活動のモデルケースというのは、とても良い取組であると思います。

あれもこれも手を付けるというのは難しいと思いますので、モデルケース

を作って、そこから他の競技につなげていくという考え方はすごく重要か

と思いました。そして、他の競技につなげていく際に、問題点や課題が出

てくると思います。その時にみんなで知恵を出し合って、丁寧に他のスポ

ーツに広げていて行く際の手助けを行政で行っていただければと思いま

した。茨城セイバーズは運動の専門性や人材育成のスキル、コーチング技

術をいろいろ持っていると思いますが、それをつなげるには、それぞれの

競技指導者の思いがあると思います。それを含めて乗り越えて良い方向に

もっていくには話し合う場が必要と思いますので、そこを丁寧にやってい

ただきたいと思います。また、文化部や地域資源を活かしたクライミング

やサーフィンをはじめ、これからはｅスポーツなども子どもたちのニーズ

として出てきたりするかもしれませんが、そのように派生していくといい

なと思いました。 

 

【宮内指導課参事】ありがとうございました。鉾田一高に競技カルタ部がありまして、

全国大会に何度も出場しております。カルタ部は無理でも、公民館講座の

方々が子どもたちを集めて、指導してもらうということももしかしたらあ

りうるのではないかと思いますので、そのようなところとも連携を図って

いければと思います。 

指導者の確保が難しいということをお話しましたが、スポーツ少年団

の指導者は引き受けても良いが、お金を集めてやるのに抵抗があること

や、運営面のことで不安があるなど、なかなか手をあげられないというこ

とも伺っております。そのような点についての不安を解消できれば、鉾田
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市のスポーツ少年団だけでなく、そういったところで活躍している方々

の活性化にもつながって、鉾田市が盛り上がっていくのではないかと考

えております。 

 

【安原教育長】先程、大原委員から話合いが必要だというご意見をいただきました。こ

れから進めて行くうえで大事なことは、大きなスケジュール感と行政組織

型の部分について、市の中にどのような組織を作っていくべきかが課題に

なってくると思います。私も市役所の一員として地域部活動が順調に進ん

でいけるような体制づくりに尽力していきたいと思っています。 

 

 

【岸田市長】 私が期待しているのは、いろいろなスポーツ少年団や文化部を見ていま

すと、特にコロナ禍で子どもたちがいろいろな大人と接する機会が少ない

と思います。子どもたちが、家族や学校の先生以外の方と接することが、

人間形成のために必要ではないかと思います。スポーツなどで愛情をもっ

て指導していただくと、子どもたちにも様々な部分で影響があると思いま

す。私はスポーツ少年団の指導者など、一生懸命子どもたちのために行っ

ている方々を多く見ています。大人が子どもたちに接する姿を見て、その

指導を受けた子どもたちが人間味あふれる心豊かな大人になってほしい

と思っています。 

 

 


