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開 会 

 

（小林 眞 市長） 

本日は平成29年度第１回目の会議になります。昨年度は、市内小・中学校における「新聞の

活用」や｢子どもの貧困問題」、「運動部活動のあり方」について、情報共有や良い意見交換がで

きたと思います。中でも、「新聞の活用」については、『ひらく・楽しむ新聞活用事業』として、

平成29年度から市内全小・中学校で実施しております。 

それではまず、報告事項ということで『新聞活用事業』の今年度の実施状況について、事務

局から報告をお願いします。 

 

 

報告事項 「ひらく・楽しむ」新聞活用事業について 

 

（教育委員会 教育指導課 木村 一夫 課長  資料に基づき説明） 

 

（小林 眞 市長） 

ありがとうございました。子どもたちが新聞に親しむことで、社会に関心を持ち、広い視野

で物事を見つめる力や、情報を読み解く力を確実に身につけていることは大変喜ばしいと思い

ます。総合教育会議で話し合った結果や成果が出ていると認識しています。活用事例集も読ま

せていただきましたが、工夫している様子が見て取れました。 

 

 

議題 八戸市教育大綱について 

 

（小林 眞 市長） 

それでは、報告が終わりましたので議事に移りたいと思います。皆様の忌憚のない意見を出

し合って、市長事務部局と教育委員会が連携して、より良い教育環境の整備に取り組むことが

できればと考えております。 

議題の１つ目は、「八戸市教育大綱の策定について」です。現在の教育大綱は、平成27年8月

の総合教育会議で定めたもので、平成25年度から29年度までを計画期間とした「教育振興基本

計画」の理念部分を引き継いだものであります。現在の対象期間が今年度末で終了となること

から、新たな大綱の案と、教育委員会において、現在策定を進めている第２期教育振興基本計

画の概要について、事務局から説明をお願いします。 
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（教育委員会 教育総務課 橋本 淳一 次長兼課長  資料に基づき説明） 

 

（小林 眞 市長） 

ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問等がありましたら、お願いします。 

 

（簗瀬 眞知雄 教育委員会委員） 

「夢はぐくむ ふれあいの教育 八戸」という基本理念は全く変わっておらず、基本理念の

示す大きなテーマのもとに、３つの大きな柱を立てているということに関して、継続して夢を

はぐくむことに力を入れていくという八戸の教育の特徴が出ていて、根本となる方針、また合

言葉として出しやすく、良いなと思っていました。 

また、施策の体系の中で、「読書教育の推進」とあり、事業の中には、「新聞活用事業」や「マ

イブック推進事業」、それから幼児対象の「ブックスタート」、さらに「読み聞かせキッズブッ

ク事業」などといった政策が次々と取り入れられています。これらは着実な成果を得てきてお

り、また継続されていくということで、とてもいい大綱ではないかと私自身は考えています。 

ある学校の調査では本を読んだり、新聞を活用することによって学力が上がってきていると

いう結果も出ているようです。すぐに結果を求めるのは教育では危険だと思いますが、私自身、

学校訪問の際には、成果が上がっていると感じております。いい大綱になるのではないかと思

っております。 

 

（小林 眞 市長） 

ありがとうございます。その他ご意見ございますか。 

 

（大庭 文武 教育委員会委員） 

私も簗瀬委員と同様で、基本理念及び目指す教育の姿、あるいは基本施策は大筋のところで

は、これまでのものと大きな変更はないのですが、文言等が整理され分かりやすくなったと思

います。 

また、八戸市教育振興基本計画の策定過程で質問及び意見等を述べさせていただいておりま

したので、基本計画については異議はございません。以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

ありがとうございます。そのほかありますでしょうか。それでは、ただいま事務局から説明

がありました案のとおり、第２期教育振興基本計画をもって教育大綱として決定したいと思い

ますが、ご異議ないでしょうか。 

 

   （異議なし） 

 

（小林 眞 市長） 

ご異議がありませんので、事務局の案を教育大綱として決定いたします。 
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議題 小学校スポーツ活動及び中学校部活動の充実について 

 

（小林 眞 市長） 

続きまして、議題の２つ目、「小学校スポーツ活動及び中学校運動部活動の充実に向けて」に

入ります。この件については、私から昨年度の総合教育会議で議題として提案したものであり

ます。また、外部指導者制度の拡充など、小・中学校の子どもたちが活動しやすい環境を作り

たいという思いで、政策公約にも掲げております。今回は皆さんと意見を出し合うことで、子

どもたちのスポーツの場の提供につなげることができればと考えております。まずは前回の会

議を受けた上での、その後の対応などについて事務局から説明を願います。 

 

（教育委員会 学校教育課 小笠原 徹 課長  資料に基づき説明） 

 

（小林 眞 市長） 

平成29年度の小中学校の部活動の現状、児童スポーツ活動モデル地域研究事業、八戸市の実

態に即した小・中学校の活動指針の策定についてなど、事務局から説明がありました。ただい

まの説明について、ご意見、ご感想を伺いたいと思います。 

私から１つだけ質問しますが、概要でいいのですが、熊本はどのような感じでしたか。 

 

（学校教育課 小笠原 徹 課長） 

熊本県教育委員会では、今年度末の平成30年３月までに、県内小学校の部活動を「社会体育」

に移行するという方針で進めているということで、担当が視察に行ってきました。 

 

（小林 眞 市長） 

学校からは切り離すという感じですね。 

 

（学校教育課 小笠原 徹 課長） 

そうなります。当市の今の動きとは少し違う面があります。学校では「総合運動部」という

ことで指導に携わっていますが、競技というよりは色々なスポーツに親しむというようなクラ

ブ活動のような形になっています。競技種目については、クラブチームのような「社会体育」

への移行を進めているということでした。 

 

（小林 眞 市長） 

中学校はどうですか。 

 

（学校教育課 小笠原 徹 課長） 

中学校は基本的に学校が部活動を行っています。 



- 5 - 

（小林 眞 市長） 

分かりました。ただいまの報告等につきまして、ご意見、ご感想をお伺いしたいと思います。

武輪委員からお願いします。 

 

（武輪 節子 教育委員会委員） 

平成29年度の市内小学校スポーツ活動の現状、中学校の現状を拝見しました。練習時間につ

いてですが、小学校での休日の練習時間が３時間を越えているところが21％、最長で４時間半

練習している部もあります。中学校においては、休日の練習時間が３時間を越える部が55％、

最長で８時間も練習を行っている部があるということで、休日はかなり長い時間、部活に時間

を費やしています。これは児童生徒、教職員もこの時間費やしているということで、一部の部

活動だとは思いますが、私としてはかなり長いという印象を受けました。 

国のガイドライン骨子（案）に記載のある「合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のた

めの取組」ということを、八戸市としても考えていく必要があると思っております。指導者の

部分については、市として早急に外部指導者の事故を想定した保険・補償制度を確立して、外

部指導者が安心して指導を行えるような取組をしていただきたいと思います。 

また、小学校スポーツ活動の運営形態については、学校型の数は昨年度と比べ減っています

が、外部指導者を活用しながらも、未だに学校主体で運営する割合が高いということは、指導

以外の部分の会計などの事務的なもの、雑務的なものがあるのかなと思います。学校であれば、

教頭先生が会計の部分を担っているというものもあるのではないかと思っております。以上で

す。 

 

（小林 眞 市長） 

簗瀬委員どうぞ。 

 

（簗瀬 眞知雄 教育委員会委員） 

小学校の場合に絞って話したいと思います。１つ目は、先ほど学校型から学校地域型への移

行がなかなか進まないという現実があるとありました。八戸市においては、地域密着型教育と

いうものを目玉にしてやっているわけですから、是非その点を重点的に進めてもらいたいと考

えているところです。前回も今回も別紙の資料に柏崎小学校の例があります。ここは、地域密

着型教育の中で、愛好会を運営しようというテーマで取り組んでいます。その点で強調したい

のは、学校とは切り離しません、しっかりと関わりますということが前提となっており、ここ

が理解を得ているところでもあるのです。先生方が指導をしているわけではなくて、窓口にな

ったり、たまには試合の応援しに行ったり、面倒を見たりということでやっているわけです。

決して学校から部活動なるものを切り離すのだという前提ではなくて、一緒にやろうという姿

勢が大事かと思っています。 

例えば、学校から切り離すことによって、全て外部コーチになるわけです。そうなると、外

部指導者に対して、学校の手が届かないという問題点が出てくる。これは昨年の10月に県教委

と県の連合ＰＴＡとの懇談会で、かなり深刻な話題として指摘されている部分でもあります。
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私が今言ったような懸念が、学校側の指導がそこに行き届かなくて、そのコーチに対してもの

が言えないとか、非教育的なことがあったりした場合にどうするのかということがかなり話題

になったようです。その点は十分に考えていかなければならないと思います。 

もう１つは、資料の中に「校長会の申し合わせ事項」というものが載っていますが、これは

あくまでも学校に対しての申し入れであり、学校から全く切り離された場合には、この申し合

わせ事項が届きません。長時間にわたる練習についての抑止力が働かないという面もあるとい

うことが懸念されます。指針策定においては、国のガイドラインを基準に作成すると思います

が、こういった校長会で10年以上前から作り上げてきたものを参考にするとか、県教委におい

ても20年くらい前に既にスポーツ活動の指針を出し、10年前に改訂版を出していたと思います

ので、県、市の状況を踏まえたような指針づくりを進めていただければありがたいと思ってお

ります。 

 

（小林 眞 市長） 

はい、ありがとうございます。大庭委員、お願いします。 

 

（大庭 文武 教育委員会委員） 

まずは前回の会議を踏まえて、外部指導者の待遇のことや具体的な活動時間などの資料を出

していただきましたので、具体的に見えるようになってきました。ありがとうございました。 

外部指導者に関する待遇についてですが、保険加入については、小学校が88％、中学校で95％

となっています。私が予想していたよりは多めな数字だと感じたところです。一方、謝礼につ

いては小学校が18％、中学校が45％、なしは55％ということで、大体半々くらいということに

なるでしょうか。これは思っていたよりも少ない数字だと感じました。特に中学校においては、

ほぼ半々ということですが、ある学校では出す、出さないということがないように、できれば

ここは統一した形になるのが望ましいのではないかと思います。 

ここでの謝礼とは、国が学校職員として位置付ける部活動指導員としての報酬ではなくて、

八戸の部活動に関わる実態に即した形で、あくまでも基本はボランティアで、おそらく年１万

円とか２万円のようなものではないかと考えます。年間１万円などで指導をお願いします、と

いうことは非常に心苦しいのですけれども、それであれば何とか保護者の理解を得ながら、各

学校で支給してもらえればいいのかと考えます。 

合わせて指導者の確保という面では、外部指導者を依頼する場合は、指導者に対し委嘱状を

交付し委嘱する、機会を見て全校生徒に紹介をする、これは少しそれますが、職員の歓送迎会

等で外部指導員も一緒に親睦を図るなど、外部指導員との関係づくりというものも大切である

と思っております。 

また、先ほど簗瀬委員からもありましたけれども、地域密着型教育を生かした取組が進んで

いる地区の場合は、それを進めていければいいと思うのです。場合によっては保護者が指導し

ていると、生徒が卒業すると継続しなくなる場合があるかと思います。特に中学校であれば、

ある程度の専門的な技術指導をする人が求められてくるかと思います。したがって、指導者の

待遇面をきちんと補償した上で、すぐにはいかないかもしれませんが、各種目の専門会等で登
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録制度等を取り入れながら配置していくという方法も一つかと思います。 

次に２点目ですけれども、県中体連の規定にある合同チームによる大会参加要件及び引率要

件の緩和についてです。特に合同チームによる大会参加要件を緩和していくということについ

てです。その後、何かこのことに関しては新たな動き等はあったのでしょうか。例えばそうい

う種目が増えているだとか、もしその辺があれば、教えていただきたいと思います。 

 

（齋藤 教育部次長） 

今の中体連、県中体連の要件緩和について、引率要件については試行的にスケート競技だけ

に限って可能かどうかも含めながら、これから少し進めていくという状況があります。 

合同チームの参加要件の緩和については現状のままです。国から部活動指導員の制度が示さ

れましたが、引率要件の中に、この部活動指導員が引率できるとあるのです。ただ現状は、全

国中体連、県中体連、そして市の中体連の組織がありますが、その要件を緩和するために、誰

がどこに働きかけるかが定まっていません。全国中体連では進んでいる話でも、県レベルにい

くと、県中体連になるのか県教委になるのか決まっておらず、話し合いが進んでいないという

状況があります。よって、この外部指導員の制度も国が立ち上げたものの、県レベルでは方向

性が未定であり、今後も動向を注視しながら対応していきたいと思っています。以上です。 

 

（小林 眞 市長） 

中体連というものは法律などに基づいているのですか。 

 

（齋藤 教育部次長） 

公益財団法人になります。 

 

（大庭 文武 教育委員会委員） 

どうもご説明ありがとうございました。資料にもあるように、小・中学校ともに団体競技を

維持することが難しい状況になっており、高校においても全く同様であります。私の視点とし

ては、子どもたちがやりたい種目を継続してできるという環境づくりが必要だということで、

合同チームの参加を認める方向で緩和されていけばいいと感じております。 

参考ですが、高校の場合も部員確保が難しい状況の中で、硬式野球、ラグビー、アイスホッ

ケーなどは合同チームを認めています。合同チームの場合でも、予選に出場し、上の大会にも

当然出場できます。特に規則の厳しい硬式野球においても、夏の甲子園大会の予選では、今年

も３校の合同チームがありました。３校それぞれのユニホームを着て１チームを構成して、グ

ランドで試合をするわけです。あの子どもたちを見ていて、合言葉は１つです。甲子園に行こ

う。それで合同チームで試合ができたわけです。あの姿を見ていまして、やはりこのような方

法は必要なのではないかということをつくづく感じたところでした。 

また、これも高校の例で恐縮ですけれども、剣道、柔道、空手等の団体戦は５人の枠ですが、

そこの人数を緩和して３人でも参加できます。そうすれば、個人種目に出ている人が３人いれ

ば団体戦も出られるわけですよね。そのような工夫が、子どもたちがやりたい種目を継続して
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できる環境をつくることにつながり、裾野を広げていくことにもなるのではないかと考えてい

るところです。 

私はアイスホッケーが好きで、東北フリーブレイズの試合があればときどき見に行くのです

が、観覧席を見ていると、多くの子どもたちが親と一緒に見に来ています。満杯にはならない

のですけれども、半分以上埋まっています。将来、このような子どもたちが地域の中で活動で

きる体制がつくられればいいというところを感じたりしております。 

最後に、資料のスポーツ活動、部活動の現状からも、学校単位でスポーツ活動を維持するこ

とが困難な状況になっています。今後の指針策定にあたっては、地域あるいは体育協会、スポ

ーツ少年団等との連携をしながら、学校だけが抱えるのではなくて、そこの範囲を超えた方法

をとっていくことが必要だろうということを感じました。 

また、スポーツ庁の示したガイドラインの骨子（案）の平日の練習時間では、平日２時間、

休日３時間となっており、市の実態と比較しても、小・中学校ともに平日の練習時間は概ね妥

当かと思います。ただ休日の練習時間を見てみると、特に中学校が３時間を越えるところが55％

くらいにのぼっており、ここは改善していく余地があるのではないかと思います。理由として

は、部活動をやりながら、時間の有効活用や主体的に時間を管理していくこと、あるいは生活

にけじめをつけながら切り替えをしていくということを学んでいくことも、１つの部活動の中

での学びかと思います。八戸市の指針策定においては、モデル研究事業等の成果を活用し、幅

広い形での対応を検討していただければと思います。長くなりました。 

 

（小林 眞 市長） 

ありがとうございます。それでは油川委員、お願いします。 

 

（油川 育子 教育委員会委員） 

私は外部指導者の確保についてと、小学校のスポーツ活動について、それから中学校の運動

部活動についての３点についてお話を申し上げたいと思います。 

まず外部指導者の確保ですが、関連する皆さんの努力によって、難しいながらも少しずつ増

加傾向にあると思いました。地域によってのばらつきは、謝礼と補償を一貫した内容にするこ

とで、さらに増加すると思われますので、学校と八戸市が中心になって謝礼と補償の充実に向

けた体制づくりを徐々に整えていただけたらと思いました。 

次に小学校のスポーツ活動についてです。先ほど武輪委員からもありましたように、休日の

練習時間について３時間以上練習しているところは全体の21％を占めて、４時間半練習してい

るところもあったということで、県の小学校長会の申し合わせ事項で示された時間が守られて

いないところに１つ問題があるのかと思いました。小学校のスポーツ活動はチームワークの大

切さ、それから１つのことに取り組むことの価値など、多くのことを教えてくれることと思い

ます。また10歳から第二成長期が始まるまでの３年間は運動が際立って上手になる時期とも言

われています。このようなことから、小学校のスポーツ活動は子どもの健全な育成の視点から

も重要な役割を果たしてくれているのですけれども、やり過ぎると健康上の問題が生じたり、

競技を志す子どもの芽を奪ってしまう恐れもあるのではないかと思いますので、校長会で決め
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られた練習時間を遵守するということが大切かと思いました。まずは小学校におけるスポーツ

活動の目的は何であるのかということを明確にして、そしてスポーツ活動を行う児童とその保

護者と指導者と学校全体が共通理解を図る必要があるかと思いました。 

次に中学校の運動部活動についてです。教育的意義の視点から考えてみますと、知識とか技

能以外に、先ほど小学校についても申し上げましたように、チームワークの大切さであったり、

先輩後輩の関係の礼儀であったり、１つのことに真剣に取り組むことの価値であったり、それ

から乗り越えることの大切さを体得するなど、多くのことを学ぶことができるかと思います。

しかしながら、中学生の生徒の皆さんは、部活動以外にも家族と関わる時間、眠る時間、勉強

の時間、友達と関わる時間も健全育成につながりますし、教師は部活動以外に授業時間、授業

の準備をする時間、生徒と向き合う時間、休息をする時間、家族の時間というものが必要であ

るかと思います。運動部の練習は量より質であり、休養も必要になってくるという考え方が広

がれば、部活動のあり方というものも同時に変わってくるのではないかと思います。 

先ほどの資料にもありました、スポーツ庁が出しているガイドラインについてです。やはり

これも量より質について多くが語られてありまして、科学的根拠に基づいて運動部活動のあり

方の指針を検討しているところであるかと思います。部活動のルーティンの確立と、量より質

の追求ということで、その根拠がわかりやすく示されようとしているかと思います。今年３月

にはこのガイドラインをとりまとめて公表されることと思いますので、この科学的根拠を柱に、

八戸市の実態に即した考え方を保護者や指導者に周知して共通理解を図っていき、計画的に積

み上げていくということが八戸市の教育理念に上げた、生きる力の源となる夢をはぐくむ教育

の推進、それから人と人との絆を結ぶふれあいの形成というところにつながっていくのではな

いかと思いました。勝利至上主義に陥ることがないように、負けたときに何を学ばせるかとい

うことが最も大切であるかと思いますので、関わっている大人がそのことを中心に部活動のあ

り方というものを今一度考え直して、これからの八戸の新しい形の部活動というものをつくり

上げていたらと思っています。 

 

（小林 眞 市長） 

はい、ありがとうございました。大変貴重なご意見をいただいたと思います。先ほど事務局

から八戸版の小学校、中学校の指針作成ということをこれからしていきたいと報告があったわ

けであります。ただ今の各委員からいただいた意見を踏まえて、事務局で具体的にその指針の

策定体制等について進めてもらえればと思います。 

国のガイドラインそのものは、いつできるのですか。 

 

（齋藤 教育部次長） 

今年度末です。 

 

（小林 眞 市長） 

それを見ながら、八戸市でも八戸版が検討できるということですよね。そうすると１年くら

いかけてつくるという感じでしょうか。 
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（齋藤 教育部次長） 

はい。それから１年かけてつくろうと考えています。 

 

（小林 眞 市長） 

簗瀬委員から学校と関わることが前提だというご指摘があったのですが、熊本は切り離され

て、学校は全く関わらない形になっているということですか。 

 

（齋藤 教育部次長） 

熊本は「社会体育」に移行し、スポーツクラブのような形になります。 

 

（小林 眞 市長） 

それは何か民間のビジネスになっているのでしょうか。 

 

（齋藤 教育部次長） 

混在していると思います。いわゆる月謝を取って活動しているスポーツクラブと、それから

当市のように本当は学校の部活動だったけれども、地域が受け皿になって活動しているところ

と２通り混在しています。 

 

（小林 眞 市長） 

さきほど大庭委員からお話がありましたが、運動部を持って指導すると先生は何か手当ては

出ていますか。 

 

（齋藤 教育部次長） 

教諭は休日に４時間を越える場合に手当が付きます。 

 

（小林 眞 市長） 

休日に４時間を越える。そうすると校長会の申し合わせ事項と合わないのではないか。 

 

（齋藤 教育部次長） 

そこは矛盾しているところであります。市の校長会の申し合わせでも練習時間は３時間以内

とあるのです。また、県教委が作成したスポーツ活動の指針の中にも望ましい活動時間という

ものが書いてありますが、校長会の申し合わせと同じように小学校は１、２時間、中学校は２、

３時間ということが記載されています。 

 

（小林 眞 市長） 

あと１つだけです。小学生のスポーツ活動の部活動加入率というものはどんどん減っていま

すよね。３割を切っていますが、この部活動というものはスポーツ部だけですか。文化部はま

た別ですか。 
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（齋藤 教育部次長） 

ここに載せてあるのは、スポーツ部のみになります。 

 

（小林 眞 市長） 

スポーツ部、文化部あるかと思いますが、小学校の場合は全く何もやっていないという子も

いると思いますので、子どもたち全員がスポーツをするわけではありませんが、積極的にやり

たい子どもを育てるということで意味はあると思います。 

 

（簗瀬 眞知雄 教育委員会委員） 

すみません、先ほどの部活動手当を４時間ではなくて、３時間から支給するような流れがあ

るようです。そういう情報は入っていますか。 

 

（齋藤 教育部次長） 

そういう動きはあるものの、難しいかと思います。 

 

（小林 眞 市長） 

今後、市として国のガイドラインを踏まえて指針を策定していくことになりますが、何かご

意見がありますでしょうか。先ほどお話いただいていますのでよろしいですか。 

それでは最後に教育長から全体をとりまとめる形でコメントをお願いします。 

 

（伊藤 博章 教育長） 

はい、ありがとうございました。私も考えれば考えるほど難しい問題だと感じました。ただ

ありがたいことに国のほうで部活動指導員というものを立ち上げて、これを都道府県のほうに

も県教委などに指示をしてきたということは大変頼もしいお話です。ただ八戸の目指している

外部指導者と、国が2017年４月から導入した部活動指導員とはかなり違うということは押さえ

ておくべきだと思います。国の部活動指導員は職員に位置付けられ、今後、部活動指導員も校

務ができるようになるし、引率も職務になります。いわゆる準学校の職員的な扱いになるとい

うことで、私たちが今議論している外部指導者とは少し違うわけです。外部指導者はその競技

に精通した方が部活動を指導してくれるのですが、引率や生活面の指導についてはしないとい

うのが原則なのです。つまり、引率は顧問の先生がしなければならないので先生方は多忙にな

ります。土曜、日曜の大会があると、もちろん外部指導者も引率はしてくれるのでしょうけれ

ども、責任のある引率者というのは学校の先生なのです。これは県教委でもそれを一般のコー

チの方々を先生に変わる引率とは認めなかったのです。それが先生の多忙化につながっていた

わけです。 

なぜ八戸では、この部活動の問題を話題にしたかというと、発端は中学校で少子化になって、

これまでの部活動が維持できなくなってきている学校が増えてきたことが影響しています。自

分がやりたい部活が自分の通学する学校にないという現実に直面して、なぜ学校の部活動をな

くするのか、あるいは作ってくれないのか、という声が大変大きくなってきました。そして、
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学校教育課でも教育的配慮ということで、小学校から加入していた部活動の継続のために学区

外通学を認めているわけです。八戸においても少子化により部活動が減っていくのは事実なわ

けですが、このままでは子どもたちがやりたい部活動ができない、何とかしなければいけない

ということが、この問題の一番のスタートにあったのです。 

国の部活動指導員というものは、簡単に言うと私たち以上に先生方の働き方改革の流れに沿

った取組で、教員の長時間勤務解消が第１の狙いなのです。私たちが考えなければいけないの

は、もちろん教員の長時間労働というものは大変注目を集めているところですが、それ以上に

子どもたちのスポーツを巡る環境を整えてあげたいということが私たち教育委員会の一番根っ

こにあるところなのです。その点を考えると、今国が始めた部活動指導員制度が八戸にぴった

り合うのかどうかというと、もう少し時間がかかるし、３月に出されるガイドラインについて

も、それが八戸に合致したものになるかどうかということはかなりクエスチョンだと思うので

す。 

今年度は県のモデル事業を受けて、南部町や十和田市、また柏崎小学校の校長先生などから

状況を聞く機会があったのですが、３つを比べただけでも形が全部違うのです。そういうこと

を考えると、八戸市内の部活動の形を全部１つにするということはなかなか難しいのかなと思

います。したがって、武輪委員が最初に言ったように、外部指導者の保険がまちまちだという

現実がわかりましたので、指導してくれた方への担保というか、補償してあげようということ

で、もし予算が付けば補償の制度は実施したいと考えています。 

それから簗瀬委員が言ったことも本当にごもっともで、学校からスポーツ活動、部活動を全

部切り離して、地域の方に丸投げをするということではないということなのです。先生が部活

動やスポーツに関わることの大切さも、私は教育的意義として大変大きいものがあると思うの

です。ただ現実の先生方を取り巻く環境を見ると、大変多忙を極めているということは事実な

ので、少しそれを軽減してあげるという発想で、地域の保護者、あるいは地域の指導者と先生

方が一緒になって取り組んでいくということが、教育長というより私個人の理想的な形ではな

いかと思っているのです。 

アンケートを見ますと、少ないですけれども、確実に小学校のスポーツ活動の運営形態が学

校から地域型へ移行しているのは事実なのです。私はこれを焦らずに一歩一歩、まずは外部指

導者の保険制度を確立して、次に地域型の受け皿をきちんと作ってあげる必要があると思って

います。柏崎小学校を例に出して恐縮なのですが、それにはやはり今の形になるのに３年かか

っているのです。これを１年、２年で急いでやろうとすると、せっかく地域密着型で築いてき

た学校運営を地域こぞってやりましょうという趣旨から外れることにもなるのです。だから焦

らずに地域、住民、保護者、児童生徒にも、なぜ地域に移すのかということをきちんと説明を

する必要があるかと思います。 

そのためには、八戸版の指針を来年度末には完成させて、それを基に地域にきちんと説明を

し、受け皿をある程度準備しながら、学校不信が起きないように丁寧に進めなければいけない

と考えています。 

もう１つは、これも難しい問題ですが、外部指導者の質をきちんと担保してあげることが大

事だと思うのです。外部指導者というものは、どうしても自分が若いときにその部活動等でな
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らした人が多いと思いますので、言い過ぎかもしれませんが、勝利至上主義に走りがちな傾向

があります。きちんとした研修を教育委員会等が設定して、外部指導員の質をきちんと担保し

た上で指導をしていただくということが大事だと思います。今日の平昌オリンピックを見ても、

平野選手が素晴らしい銀メダルを取りました。今この部活動と逆行して国民も市民も八戸もそ

うですけれども、スポーツに大変関心が高まっていると思うのです。そういう最中ですので、

スポーツとか部活動を目の敵にするのではなくて、スポーツにいいところもたくさんあるのだ

という視点で、この事業を１年２年３年くらいのスパンで進めていきたいと考えています。委

員から出た声も参考にしながら、焦らずに１年１年積み重ねながら、確実に子どもたちを取り

巻く、あるいは職員、先生方を取り巻くスポーツ環境が良くなったと言われるような取組をし

ていきたいと考えています。やや私見についても申し上げました。 

 

（小林 眞 市長） 

はい、ありがとうございます。この部活動の問題については私から提案した事柄です。これ

だけ複雑であるということは想定していなかったのですが、それでもやらなければいけない問

題かと思っています。地域密着型教育の取組のときもそうでしたが、文科省はコミュニティス

クールという形を示しましたが、八戸市としては地域との関係を築くために、地域密着型教育

という形を作り、モデル校から始めました。試行錯誤して広げていって、今ようやく全校まで

浸透しました。今後の部活動の方向性というか、ものの考え方を踏まえつつも、教育長からお

話があったように、今八戸型としてやれることということが重要だと思います。 

また、一斉に変えるのではなくて少しずつという教育長のお話もありました。やり方として

は、またモデル校からやっていく方法もあるかもしれません。そういうことも踏まえて指針を

これから作っていくということでいかがでしょうか。そういう方向で皆さんのご了解を得たと

いうことで、今度は事務局のほうで作業をしていただければと思っております。いずれにして

も子どもたちにとって好きなスポーツが自由にできるような環境を、我々が責任持って作って

いくということが大事だと思いますので、今後とも協力をお願いいたします。 

ちょうど時間となりましたので、以上で本日の議事を終了させていただきます。これをもち

まして、平成29年度第１回総合教育会議を閉会いたします。ご協力ありがとうございました。 

 

 

（午後3時 閉会） 


