
平成29年度 第１回 御代田町総合教育会議 会議録 

 

招 集 年 月 日  平成30年１月24日（水） 

招 集 場 所  教育委員会 エコールみよた中会議室 

開閉会時の日時 
開会 平成30年１月24日（水）午前９時00分 

閉会 平成30年１月24日（水）午前10時30分 

 

意見交換 

（１）社会体育施設について 

（２）御代田町の児童生徒について 

（３）その他について 

 

出欠席者の職氏名 

職   名 氏    名 職   名 氏    名 

御代田町長 茂木  祐司 教育委員 市川  美香 

教育長 櫻井  雄一 教育委員 茂木  伸一 

教育長職務代理 栁澤  政弘 教育委員 中山 梨恵子 

 

職務のため出席した者の職氏名 

書    記 内堀 恵梨香  

 

説明のため出席した者の職氏名 

職 名 氏   名 職 名 氏   名 

教育次長 内堀  岳夫 社会体育係長 手塚  弥生 

次長補佐兼博物館係長 欠    席 学校給食係長   小林  佳博 

次長補佐兼図書館係長 佐藤  聖子 御代田北小学校長 川口  伸哉 

学校教育係長 小平  佳伸 御代田南小学校長 征矢野  亘 

生涯学習係長 荻原  武司 御代田中学校長 欠    席 

 

傍聴人 

０人 

 

 

 



 1 

１．開会 

内堀教育次長    開会あいさつ 

 

２．あいさつ 

茂木町長      「社会体育施設」と「御代田町の児童生徒」について、みなさま

の忌憚のない意見をお願いしたいと思います。 

櫻井教育長     社会体育施設の将来のかたちを考える時期にきたと思います。生

涯スポーツや健康維持にも役立つ施設になってほしいと考えて

います。学校教育においては、次世代を担う子どもたちの現状を

話し合い、より良くしたいと思います。 

 

３．意見交換 

（１)社会体育施設について 

手塚社会体育係長  「社会体育施設」の各施設の老朽化について資料に沿って報告。 

         特に、海洋センターとヘルスパイオニアセンターは老朽化による

施設修繕が年々増えています。大規模な改修や建て替えについて、

今後検討していく必要があります。 

         屋内ゲートボール場ですが、冬期間の定期利用は多いものの、年

間を通しての利用が少ないため、多目的な有効利用を図る改修等

を検討する必要があります。今後スポーツ施設の整備について、

各施設の利用状況や実施状況、現状などを把握し、目的に応じた

最適な規模の施設整備、大規模改修や建て替えを計画的に進めて

いく必要があると考えています。 

内堀教育次長    ヘルスパイオニアセンターが建築されたのは、昭和46年で、町の

Ｂ＆Ｇ海洋センターが開設されたのが昭和55年です。この年に民

間の工場だったものを町が購入して、ヘルスパイオニアセンター

として利用していまので、建築から46年経過している建物になり

ます。 

ヘルスパイオニアセンターの一角は、博物館の文化財収蔵庫にも

なっております。収蔵してある文化財は全て、スチール棚にコン

テナボックスで収納しています。それに加え、石臼などの民具も

保管しています。そのため、ヘルスパイオニアセンターを取り壊

すとなると、まずこれらの文化財の保存先を決める必要がありま

す。 

現在、ヘルスパイオニアセンターでは、フットサルでの利用者が

多く、年間で約10,000人の利用者の対処方法を検討しなければな
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りません。 

茂木町長      中学校の建て替え、小学校の大規模改修、役場庁舎の完成を終え

て、次は体育館をどうしていくのかが大きな課題だと思います。

海洋センターは、Ｂ＆Ｇ財団の補助によって建てたもので、体育

館を建て替える場合、Ｂ＆Ｇ財団との関わりも課題になります。 

文化財収蔵庫は、空きができる保健センターと保健福祉課の建物

の後利用は考えられるでしょうか。 

内堀教育次長    総務課とも協議しましたが、町以外の機関の活用希望や耐震年数

の関係から、一度移動させた後、再度移動させるより、新しい建

物を文科省の補助を利用して建てられないか博物館と検討し始

めたところです。 

教育施設の整備基金に関しては、現在、2億3,000万円があります。 

栁澤職務代理    社会体育施設を、建てるとすると、人が集まれるような施設が良

いと思います。ただ、スポーツをする場所ではなく、その後に歓

談ができる場所にもなるような施設づくりを進めてはどうでし

ょうか。スポーツ施設のみだと、学校の体育館も利用できますの

で、新しい体育施設は、さまざまな年代の方たちが使いやすいも

のになればよいと思います。 

櫻井教育長     フットサルの利用数が多いという事ですが、屋内ゲートボール場

を改修した場合、天井がガラス張りでも大丈夫なのでしょうか。 

手塚社会体育係長  専門業者に見てもらいましたが、ネットを天井面と横面に張り、

人工芝を設置すれば、テニスとフットサル、軟式野球の練習がで

きるそうです。もちろん、ゲートボールも利用することができま

す。改修費用は、概算で1,200万円ほどかかります。 

内堀教育次長    ヘルスパイオニアセンターの収蔵文化財の移転先を確保し、ゲー

トボール場をフットサルもできるような改修工事を進められれ

ば、ヘルスパイオニアセンターを新しいものに建て替えられるの

ではないかと思います。 

茂木町長      他の市町村は、廃校を利用したりしています。 

内堀教育次長    文化財の出土品は、発掘したものを全て永久保管しないといけま

せんので、減ることはなく増えていきます。 

栁澤職務代理    それには多額の費用が掛かるが、現状でそれが可能なのでしょう

か。保健センターをどれくらい使用できるか確認して、一時的に

でも保管した方が良いと思います。 

茂木委員      出土品の価値にもよりますが、茅野市は、縄文の町にして栄えた

町です。文化財をうまく利用できる施設があれば、今のイベント
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とうまくリンクして町を活性化させるということも考えられる

と思います。  

      2億3,000万円ほどの施設基金は、社会体育施設だけの費用ですか。 

内堀教育次長    教育施設全般の費用です。学校も含めますので、費用が多くある

わけではありません。 

         社会体育施設の現状と課題については、今後検討していきたいと

思います。 

 

（２)御代田町の児童生徒について 

川口北小学校長   北小学校の児童生徒について報告。（主に学習面と生活面の報告） 

征矢野南小学校長  南小学校の児童生徒について報告。（主に読書の取り組みの報告） 

内堀教育次長    本日、中学校長は、校務のため欠席ですので、中学校の状況につ

いては、後日資料を配布します。 

茂木町長      私は、学校と関わることがありますが、子どもたちの雰囲気がク

ラスによってさまざまに感じられます。 

櫻井教育長     クラスごとの雰囲気ですが、１学期のことですので、落ち着くま

でに時間がかかってしまうクラスがあったのではないかと思い

ます。 

内堀教育次長       今年度から学校司書を小中学校に配置しました。図書活動や図書

館の在り方について、町の図書館と3校の学校司書との連絡会を

毎月開催していますので、連絡会に関する報告をお願いします。 

佐藤教育次長補佐  普段、他の学校の図書館を見る機会がないため、開催場所を３校

持ち回りで行っています。お互いの現場を見ながら、図書の分類

や配置について町の図書館からアドバイスしています。他にも、

図書館にもう一度行きたくなるような館内装飾や、学校の取り組

みについて学校司書との意見交換を行っています。前半に比べて

後半の９月頃から、図書館司書との連携がうまく行なわれている

と感じています。学校図書館は、設備的には古い建物で、書棚の

高さが変えられる可動式ではありません。学校司書の方々は、子

どもたちが図書を手に取りやすいように工夫しながら取り組ん

でいます。 

櫻井教育長     絵本は大きさにばらつきがあり、配列する際に苦労すると思いま

すので可動式の棚があるとよいと思います。 

小平学校教育係長  平成30年度の予算の中で、南小学校に可動式の棚を４台設置する

ように進めています。北小学校の書架は、まだ空きスペースがあ

るので段階を見ながら、設置していく予定で進めています。 
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茂木町長      現場の声を聴きたいと思っていますので、学校での行事があれば、

できる限り参加したいと思っています。 

各学校の吹奏楽は、とても熱心に行っていると感じています。 

櫻井教育長     北小学校の異学年との交流はどんな時に行っていますか。 

川口北小学校長   ６年生の児童が中心になってレクリエーション活動を通して、異

学年と交流するという活動を行っています。１学期と２学期に行

われており、年に２回あります。それによって縦のよい関係がで

きている、と感じています。 

内堀教育次長    生涯学習係と社会体育係で子どもに関する活動を行っています

ので、各係長から報告をお願いします。 

荻原生涯学習係長  生涯学習係では、小学生中心に「こども自然探検隊」、「なんで

も探検隊、「子どもいけばな教室」、「親子料理教室」、小中学

生中心に、「合唱団つばさ」の活動を行っています。それぞれ20

～30名参加しています。それぞれの活動において、高学年が、低

学年の面倒を見てくれており、うまく活動が行われています。「合

唱団つばさ」において、低学年の子どもたちは、高学年を見習っ

て成長していると感じています。お互い良い刺激を与え合って活

動できています。 

手塚社会体育係長  社会体育係では、スポーツ少年団で軟式野球が２つ、ミニバスケ

ット、ミニバレー、テニス、空手など９団体あり、今年度は313

人の参加者がいます。全体的に入団者数が減少傾向にありますの

で、これからどのようにして人数を増やしていけばよいのかが課

題になっています。 

櫻井教育長     給食ですが、全体的に残食の量はどうですか。 

小林学校給食係長  残食は少ないと思います。サバやサンマ、においの強い食材の時

は、多い日もありますが、全体的には平均より少ないです。 

市川委員      作っているところを見る機会があれば見学したいです。 

小林学校給食係長  調理全体を見ることはできませんが、２階から見ることができま

す。 

         他の地域では、残食が少なくなるような食材で献立をつくろうと

いう動きがありますが、御代田町では、そういった献立の立て方

は行っていません。 

茂木委員      町民の皆さんも学校給食を食べられる機会があればよいと思い

ます。 

栁澤職務代理    町民の皆さんにも給食を食べてもらえる機会をつくり、視点を変

えてもらえるきっかけになればよいと思います。 
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内堀教育次長    学校給食の試食については、基本的に学校に関わりのある団体と

しています。先日は、コミュニティスクールでお世話になってい

る団体の方々が給食を食べました。 

茂木町長      給食を食べた方が言っていましたが、自分の家の塩分が、高いか

低いか、給食を食べてわかったと言っていました。試食をするこ

とで生活改善にも役立つのではないかと思いました。 

 

（３）その他 

中山委員      夜間の横断歩道のことですが、車で走行しているとき、街灯がな

いと、人が立っているのが見えないときがあります。横断歩道の

横に街灯などを設置すれば、横断しようとする人が見やすくなり、

歩行者の安全に繋がると思います。ツルヤ御代田店の傍の横断歩

道は、街灯があり明るくてよいのですが、それ以外のところは、

暗く危ないので考えていただきたいと思います。 

川口北小学校長   今の新しい庁舎はいつから使用されるのでしょうか。早いうちに

子どもたちに社会科見学をさせたいと思っています。 

茂木町長      見学会は３月25日に行われ、業務は５月７日から始まります。 

中山委員      御代田町の庁舎が新しくなるので、役場の業務を見学してもらう

ことで、子どもたちに御代田町に興味を持ってもらい、この町に

残ろう、と思ってもらえるよい機会になるかもしれません。 

栁澤職務代理    現在の役場では、そういった見学はなかったのでよい機会だと思

います。 

小平学校教育係長  日にちを提案していただければ、総務課と日程調整を行います。 

市川委員      オリンピックがもう少しで始まり、御代田町からもカーリングの

選手が出場しますので、是非この機会に子どもたちが、カーリン

グを始めて、御代田町で盛んになればよいと思います。 

内堀教育次長    他になければ、以上で御代田町総合教育会議を終了します。 

 

（終了 午前10時30分） 


