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１ 開会 

＜西村次長＞ ご案内の時間がまいりましたので、只今より、令和４年度第１回井原市総合教育

会議を開会いたします。 

       私は、本日の進行を務めさせていただきます、総務課の西村でございます。よろ

しくお願いいたします。 

       それでは、開会にあたりまして、大舌市長からご挨拶を申し上げます。 

 

２ 市長あいさつ 

＜市  長＞ 皆さんおはようございます。本日、教育委員の皆様には、総合教育会議というこ

とでお集まりいただきました。地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づい

て、開催しておりまして、市町の首長と教育委員の皆様と、地域の教育について協

議していくものとして設置しているものであります。 

この度は、令和５年度からの５年間の教育大綱について協議をいただきたいと考

えております。ちょうど第７次総合計画後期基本計画の策定時期となっておりまし

て、時期が遅くなりましたが、この教育大綱をまず定めて、総合計画の細部を詰め

ていくという、大きな方向性を定めるものでございます。 

もう一つは学校部活動の地域移行についてですが、これは全国的に取り組みが始

まっているところですが、井原市の現状について報告なり、ご協議をいただきたい

と考えております。 

こうした機会も少ないわけでございますので、皆様方の貴重なご意見を是非お聞

かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 



＜西村次長＞ それでは、議事に入らせていただきます。 

       議事の進行につきましては、要綱の規定に従い、大舌市長にお願いいたします。 

 

３ 議事 

＜市  長＞ それでは、早速議事に入らせていただきます。 

       では、「（1）井原市教育大綱の策定について」、事務局より説明願います。 

＜西村次長＞ 着座にて失礼します。 

お配りしている資料 1 枚目が令和５年度からの５年間を目標とする新たな教育大

綱です。２枚目が平成３０年度に策定した現行の教育大綱です。 

       ２枚目の現行の教育大綱ですが、ご覧のとおり井原市第７次総合計画前期基本計

画と同じ基本施策を項目建てしており、さらに右側の部分に教育審議会の答申の内

容を重点項目及び取り組み項目として項目建てしておりました。 

  資料 1 枚目の、案としてお示しする教育大綱は、基本施策を項目建てし、それぞ

れの基本施策ごとに目指すべき姿を表現したものにしており、現行のものよりイメ

ージしやすいように工夫した点が大きな変更点です。 

基本目標については第７次総合計画の基本構想と同様で、この部分は１０年間の

長期的な目標で、現行から引き継いだものとしています。 

 基本施策については、現行の大綱は８項目としていたものを、７項目としていま

す。 

現行の４項目目で挙げている「時代に対応した教育施設・機能の整備」について

は、今回の案では削除していますが、大規模な教育施設の整備が終了したこともあ

り、基礎学力の向上などに包含するという考えのもとによるものです。 

そのほか現行の基本施策からの見直しについては、現行の２項目目後半にある「郷

土愛の醸成」については、３項目目の「学校・家庭・地域の連携による人づくり」に

含めています。そのほか、現行８項目目の中にある「男女共同参画社会」について

は、大きく「人権を尊重する社会」に含めるという考えによるものです。 

       このように今回の基本施策は、現行の基本施策を引き継ぎつつ、全体的に整理し

た構成と なっております。 

 それでは基本施策ごとに記述してある部分を読み上げます。 

      １．基礎学力の向上 

子どもたちがいきいきと学ぶ中で、教育要領及び学習指導要領に示されている

必要な資質・能力を育んでいくことに取り組むことにより、夢や希望を持った次

代を担う豊かな人材の育成を目指します。 

２．心と体を育てる教育の充実 

子どもたちが互いを尊重しあい、一人ひとりが充実した学校園生活を送ることが

できる教育環境の中で教育活動を行います。また、子どもたちの基本的生活習慣の

定着と、健やかな成長を目指します。 

３．学校・家庭・地域の連携による人づくり 

学校・家庭・地域が連携・協働する体制のもと、子どもの成長を支える様々な取



り組みを行い、地域とともにある学校づくりと子どもを核とした地域づくりを目指

します。 

４．生涯学習の充実 

市民一人ひとりが、自らの興味や関心に基づき、主体的に様々な学習活動に取り

組み、学ぶことの喜びを感じるとともに、その成果をまちづくりや人づくりに生か

すことを目指します。 

５．文化活動の充実 

あらゆる世代の市民が、芸術・文化に触れたり、実践したりする機会を増やすこ

とにより、交流の輪が広がり、活力ある地域を目指します。また、地域に残る文化

遺産を次代へ継承していくことにより、地域遺産を生かしたまちづくりを進めます。 

６．スポーツの充実 

       あらゆる世代の市民が、スポーツに親しみ、楽しむことができる環境づくりに努

め、市民の交流や健康増進を図ります。また、競技スポーツの支援を継続し、すそ

野の拡大を図るとともに、市民が一体となって選手を応援する活力ある地域を目指

します。 

７．人権を尊重する社会の実現 

学校・家庭・地域の連携のもと、人権意識の高揚を図り、性別や年齢、国籍の違

い、障害の有無などに関わりなく、全ての市民の人権が尊重され、誰もが個性や能

力を発揮 できる社会の実現を目指します。 

 

以上で「井原市教育大綱の策定について」の説明を終わります。 

 

＜市  長＞ 今、事務局から説明がありましたとおり、現行８項目から７項目に変更したとい

うことで、方向性は大きく変わらないということですが、この大綱案そのものにつ

きましても結構ですし、またこれまでの教育行政、これまでの取り組みの中で感じ

られたこと等も合わせて、ご意見をお聞かせいただきたいと思っております。 

＜藤井代理＞ これらの施策でいいと思います。先日、ひとづくりとまちづくりのネットワーク

協議会に参加しました。ひとづくりとまちづくりを同時に行うというのは若干違和

感もありましたが、よく考えたらどちらも一緒に考えていかないと本当のひとづく

りにも、まちづくりにもならないので、こういう形で開催するのはいいことだなと

思いました。その際に美星の分科会の方に入って、中学生からも話を聞きましたが、

交通の便が悪い、コンビニがあったらいいといった、出ていける、遊べる所がほし

いといった意見がありました。一方、親の世代になると、やはり子どもが高校生に

なってから通学手段が困るといったマイナスイメージで語られることが多い印象で

した。子どもたちには、市外へ出た後から「ふるさとは良かった」と、体験学習、学

校教育の中、地域行事への参加などを通して自信をつけ、外で活躍してもらいたい、

ふるさとをＰＲしてもらいたい。ふるさとに帰って、またまちづくりに活躍しても

らいたい。 

プラスアルファで、地元の大人も頑張っている姿を子どもに見せないといけない



と思います。美星町内ではその辺りの機運が落ちているように感じていて、両方と

も前向きにとらえて、雰囲気づくりや体制づくりをしていくことが重要な要素であ

ると思います。 

＜市  長＞ 総合計画前期基本計画の時から、人づくり事業に取り組んでおり、すぐに結果が

出るものではありませんが、藤井代理が言われたように、子どもたちがどれだけ地

域の大人と触れ合うことができるか、地域の良さを見つけることができるかが重要。

関東の井原市出身の方と話していると、都会生まれの都会育ちの方にはふるさとが

ない、帰省する場所がないと言われています。それで第２のふるさとを求めて旅行

する、体験型観光をする傾向にあると言われています。帰るふるさとがあるという

こと、１８年間生まれ育った地域の空気、時間の流れ、文化がＤＮＡに刻まれてい

る。都会でちょっとくたびれた時に、帰って過ごすだけで心が安らいで体調が回復

していく、こんな育ったふるさとがあるということが大事です。大人たちが地域で

楽しんでいる姿は、子どもたちが頑張る元になります。地域活動の中で触れ合うこ

とで、子どもたちが将来をみつけることにつながります。大人たちがしっかり想い

をもって生活することがいいのかなと思っております。地域と共に子どもたちが成

長していく形がいいかなと思っております。 

＜奥田委員＞ 大綱の中にも、人づくり、子どもを核とした地域づくりという表現がありとても

大事なポイントだと思う。先日、中学生と意見交換の機会があってグループ討議を

したが、子どもたちの意見は新鮮で、子どもたちも井原の将来について理想を持っ

ているが、大人に対して発表する場がないのではないかと思う。そのような中、大

人に対して表現するというのは貴重な場であったと思います。それを発展させて、

近隣の自治体でも行われている子ども議会がありますが、子どもたちに将来の井原

市についての具体的に提案をしてもらって、それを大人が受け止めて、できるもの

は実現するようなシステムができたらいいと思います。これからも子どもたちの意

見を大切にして、将来の井原市を作っていくというのは大事だなと思いました。 

＜市  長＞ 子ども議会については、来年度７０周年事業の一環として計画し、動いていると

ころです。具体的にはこれから検討しますが、できれば小中高生に集まっていただ

いて、年代ごとに違う目線で提案や質問をしてもらいたいと考えておりまして、定

期的にやっていけたらいいのかなと思います。これは、議会形式のもので最終形の

ようなものですが、一方でそれぞれの地域ごとのまちづくりでも子どもと大人が一

緒に 力を合わせていけたらいいと思います。また、議会で提案されたことも、例

えばコンビニを誘致してという提案だけでなく、じゃあどうやってコンビニを誘致

するか、子どもと一緒に考えて動くところまで出来たと思っています。どうやって

取り組むのかという仕組みを作っていけたらと思っています。 

＜西田委員＞ 大綱をみて、井原市らしさはどこかと言ったときに、「学校・家庭・地域の連携に

よる人づくり」だと思います。私の子どもは中学２年生ですが、キャリアアップ教

育を学校で取り組んでいただいていて、先日の参観日で生徒それぞれがまとめの発

表をするのを聞く機会がありました。まち＆ひとづくりフェスタなど大きな舞台で

発表するのは学校の代表ですが、それ以外の子どもも学校で発表のチャンスを与え



られて、それぞれが力をつけていると感じました。 

＜市  長＞ 中学校でキャリア教育に取り組んでいるところで、私も直接中学校に伺って生徒

の前で話をすることがあります。そうすると生徒と友達のようになって、生徒から

は「市長って何するん」「給料いくら」「休みはあるん」と正直な質問がとんできて、

それぞれ答えています。普通の中学生の生活をしていたら、市長にこうして聞く機

会はないと思います。こうした取り組みを通じて先生以外の大人と係わりを持てて

います。企業の方にもキャリア教育にかかわっていただいており、普通は大人と違

う社会の中で中学生は生きていますが、こうした取り組みにより中学生にとって「働

く」ということが少しずつ近くなって、意識も変わってきていると感じています。 

＜服部委員＞ ３の基本施策に関連して、地域のまちづくり、ひとづくりに関しては、市長さん

が機会あるごとに発言されているので、だいぶ市内に浸透してきていると思います。

一方で家庭教育も問題だと思います。岡山県は家庭教育を条例で定めているところ

ですが、それを踏まえた過程で子どもが育まれるように応援する環境づくりも大事

だと思います。私も子育て世代ですが、家庭というのは、近所に住むおじいさん、

おばあさん、いとこなどを含めた大きな枠組みが家庭かな、と思います。そうした

環境で子どもの情操が育っていくものと思います。 

       ４、５の生涯学習や文化活動に携わっている一員としまして、例えば平櫛田中美

術館や市民ギャラリーの新館ができるということで期待している人も多いと思いま

すが、活動を指導されている方は、稽古などをする場所、発表する機会をそれぞれ

が知恵を絞られていると思いますが、公的な支援をいただくことで、大綱に書いて

あるとおり、市民の皆さんに交流の場が生まれ、地域の活力が沸き上がることにつ

ながるので、大きいことだと思います。大勢の方に学習の機会が広がるようなサー

ビスを期待しています。 

少し話が変わりますが、ひとつ紹介させていただきたいと思います。知人が総社

のＮＰＯ法人で学童保育などに携わっていて、夏休みに青少年研修センターで宿泊、

昼は天神峡で遊び、夜は美星の星空と井原には素晴らしい自然、施設があると喜ん

でいた。市長は観光にも力を入れていただいているが、生涯学習施設も活用してい

ただき、市外の子どもが井原で星を見たという思い出が、交流人口の増加や移住に

つながればいいなと思っています。 

全体的にひとづくりを中心とした、いい大綱に仕上がっていると思います。 

 

＜市  長＞ 今、大綱５の「文化」の話が出ましたけれども、市では「幸せが実感できるまち」

というものを掲げています。幸せというものは、政策的に求めづらいのかもしれま

せんが、市民の方がどうやったら幸せを感じてもらえるか、職員にも頭に置いて仕

事をしてもらうように働きかけています。政策的には誰もが主役で生き生きと活躍

できる環境を作っていこうとしています。子どもも、高齢者も、障害者も、誰もが

趣味や目標にチャレンジできる環境、目標に向けて頑張れることが大切なのだと思

っています。文化活動などは顕著にできる可能性があり、支援を広げていきたい。

また、障害者の方も参加して、一緒に活動出来たらいいと思っています。 



 市外の子どもたちが、天神峡や星空を体験したというお話がありましたが、脳科

学を専門としておられる瀧先生がはっきり言われておりましたが、井原によそから

子どもが来たら頭が良くなって帰りますよ、脳が活性化するんですよと。なぜかと

いうと井原には星や自然などいっぱい本物がある。本で見たものとは違う、本物を

体験することで好奇心も湧き、脳が活性化する。そうした価値が井原にはあるんだ

ということを井原の人にも理解、再認識していただき、自信をもって活用してもら

いたいと思っています。 

＜教 育 長＞ 平櫛田中美術館と市民ギャラリーも合わせて間もなく完成します。市民の方、特

に文化協会の皆さんは、完成を心待ちにくださっています。完成したらあの場所で

ぜひ作品を発表したいという声をよく聞きます。そういう面では心の幸せにつなが

るのではないかと感じており、教育委員会としても後押ししていきたいと思います。 

＜市  長＞ さまざまなご意見をいただきましたが、教育大綱についてはこの案で制定し、進

めていくことでよろしいでしょうか。 

 

≪教育大綱 承認≫ 

 

＜市  長＞ それでは、この大綱に従って、令和５年度からの５年間、施策を進めていきたい

と思います。ありがとうございました。 

 

（２）学校部活動の地域移行について 

＜市  長＞ それでは(２)学校部活動の地域移行について、事務局より説明願います。 

＜米本課長＞ 資料の表は中学校部活動の地域移行について、取り組み事項を時系列にしていま

す。 

次に１ページ目は、国のスポーツ庁の部活動地域移行についての提言です。提言

内容としては、少子化による部活動継続が困難なこと、教職員働き方改革などが課

題となっているため、令和７年度末を目途に休日部活動の地域移行を目指すことと

しています。 

２ページ目は、県の地域移行説明会の資料で、モデル事業として行った、磐梨中

学校の成果報告書です。成果と課題が記載されていますが、部活動とクラブの方向

性の違いなどをどのようにスムーズつなげていくかといったことなど、課題も数多

く表面化しているようです。 

続いて３ページ目が文化庁の提言内容で、スポーツ庁とほぼ同じで文化部の部活

動地域移行に関する提言となります。 

      ４、５ページは、本市で部活動地域移行協議会を組織した名簿です。スポーツ協

会で部活動がある競技の専門部長などで組織しています。５ページにはその協議内

容を記載しています。先ほどの磐梨中学校や早島中学校での事例紹介、各クラブチ

ームの状況報告、部活動の状況を説明し、情報交換したほか、第２、３回と継続し

ていくこととしています。 

６ページは、県の第２回地域移行説明会で、県の方向性を示しています。③にあ



るように地域だけでは難しいため、教職員の兼職・兼業の運用について、④のクラ

ブチームの中体連大会への参加のあり方などが示されています。 

７ページからは本市が行った生徒、保護者、教職員へのアンケート結果です。生

徒のアンケートは、部活動に参加していない生徒も含んでいるため、休日は活動し

たくない生徒が半数近くになっています。保護者のアンケートで、子どもの部活動

に期待することでは、友達と楽しくであるとか、チームワーク・協調性を高める、

自信をつけるなどが多くみられます。地域移行した場合、子どもを参加させたいか

という設問では、５０％が通学している学校、あるいは学校の近くなら参加したい

と回答しています。 

８ページ目では、生徒の回答の特徴として、半分近くが現在の学校部活動の延長

上で活動したいことが浮き彫りになっていることが見られました。保護者の方は、

地域移行することについてどう考えるか、という設問に対し、半分以上が「分から

ない」としており、国や県の方向性もはっきりしていない中で地域移行に関して保

護者もぼんやりしたイメージしか持っていないのではないかと考えられます。 

９ページは教員アンケートで、報道等で紹介もあるように、経験したことがない

競技の部活動を担当している教員は、部活動指導に負担になっており、逆に経験し

た競技を指導している場合は、やりがいとか、引き続き指導に携わりたいといった

傾向がみてとれます。 

１０ページは、部活動に負担を感じている教員、そうでない教員の間で、休日の

部活動にかかわっていく姿勢に違いがみられます。休日部活動が地域移行した場合

どうしたいかという設問では、多くの教員が地域人材に任せたいと答えていること

が特徴的です。 

１１ページは、県中体連が示した、中体連主催大会について、クラブチームが大

会参加することの条件が示されています。スポーツ庁が示しているガイドラインの

内容である、平日週１日は休む、土日どちらかを休む、平日の活動は約２時間、休

日は３時間などといったことを遵守していること、参加に関してチーム登録もしく

は個人登録しなければならないといったことが記載されています。 

       １２ページは、本市の第２回部活動地域移行協議会の委員名簿です。１回目と比

べて委員が増えていますが、この地域協議会をとりまとめる委員長役の方が必要で

はないかということ、また、各校ＰＴＡ会長も参加いただき、保護者の意見をより

幅広く尋ねようという趣旨のもと委員を増やしています。 

       １３ページは、第２回地域移行協議会の協議内容となっています。１回目の情報

交換を受けて、より踏み込んだ内容となっています。この中で、全部同時に地域移

行するのは難しい、しかしながら環境が整っているところは、来年度からでもどん

どん取り組んでいこうとなり、分科会のような形で競技ごとに、より具体的な話を

詰めていこうということで終了しました。 

      １４ページは、スポーツ庁及び文化庁からの学校部活動及び新たな地域クラブ活

動の在り方に関する総合的なガイドラインで、１から４の項目で学校部活動、新た

な地域クラブ活動、地域移行に向けた環境整備、大会等のあり方の見直しとして、



具体的になっている部分です。内容としては先ほどまでの説明とほぼ同様となって

おります。 

先ほど、できるところから取り組んでいこうということで、各関係団体の調査を

昨年の１２月末から１月末にかけて行っており、現在とりまとめているところで、 

３月７日に開催する部会、種目ごとの会議に向けて準備を進めているところです。 

      課題が多い中ではありますが、本市としては早く、積極的に地域移行を進めてい

こうと、このような形で取り組んでいるところです。 

＜市  長＞ 部活動の地域移行について課題もまだあるようですが、説明があったように進め

てるところです。何かご意見がございましたらお願いいたします。 

＜奥田委員＞ 環境が整っているところから、という説明でしたが、具体的にどのような部が該

当しているのか教えてください。 

＜米本課長＞ 現時点で、分かりやすいものとしては陸上競技です。部活に入っていながら陸上

クラブに入っている子、クラブチームだけ入っている子もおりますが、陸上クラブ

の方からいくらか調整は必要だがクラブチームとしては受け入れ可能であると示さ

れています。バレーボールに関しても既に練習を地域でしている実態もあり、受け

入れ可能と回答を受けております。より具体化するために第３回の協議会でより話

を詰めていきたいと思っています。 

＜市  長＞ この流れが、学校中心と言いますか、先生の働き方改革の側面から出てきたとい

うのもありますが、子ども側からみると、どの学校に行ってもやりたいスポーツ、

文化ができる、特に団体競技ができなくなる、例えば学区が変わったらサッカーが

できないとかいう状況にはしたくない。そのためには地域クラブへの移行が必要だ

と思います。そこには小中高生から社会人もいてもらいたいし、地域のクラブで育

った子どもがまた指導者になるというのが理想です。学校の方からも競技団体の方

からも働きかけをしながら取り組んでいけたらいいと思っています。 

＜西田委員＞ 今市長さんがおっしゃったように、枠は大人が決めるんですけど、参加するのは

子どもですので、子どもの目線で考えてみたら、今市内の中学校でスポーツは部活

動に何種目かありますが、文化部は吹奏楽のほかは本当に少なくて、地域移行を考

えたときに、文化部は地域の受け皿が吹奏楽ぐらいしかないのではないのかなと心

配しています。美術とかボランティアなど、スポーツも吹奏楽も苦手な子にも、や

りたいことを見つけられる環境になればいいと思います。やりたいことの選択がで

きないということにならないか心配しています。 

＜教 育 長＞ 部活動の地域移行が完全に進んだら、部活動という枠組みでなくなってクラブ活

動ということになりますが、子どもたちもスポーツ活動、文化活動を放課後や休日

に行うようになります。こうした文化活動の受け皿というのは、今でもいくらかは

あるのではないかと思います。そういった面をしっかり組織化する、掘り出してい

く必要があるのかなと思います。 

＜市  長＞ 例えば文化協会にない活動、科学部とか演劇部とか、市民団体がないものに関し

て、拾い出していますか。 

＜米本課長＞ そこまでは進んでいない状況です。現時点では可能な受け皿を探している段階で



すのである程度モデルができてくれば、科学とか演劇といった方面にも当たってい

けるのではないかと考えています。  

＜藤井代理＞ 文化協会関係で小中学生を対象にするということは、専門部にあるものは何とか

受け皿となれると感じますが、そのほかだとハードルが高くなる、専門家がいない

といった状況かと思います。それから美星の場合は、活動場所から離れてしまうこ

とが予想され、保護者にとっては送迎が負担に感じるというアンケートにもあるの

で、地域移行の問題になってくるような気がします。 

＜教 育 長＞ 文化部の広がりの話がありましたが、今、国が目指すものは、部活動の土日の部

分を地域移行していこうとしており、それを進めて実証してから次の段階へ進めよ

うとしています。まずは吹奏楽部が中心になると思いますが、その土日の部分をど

うするか、ということからになると思います。 

＜藤井代理＞ 土日にするにしても、平日、子どもたちはどうするのかということも協議対象に 

なってきますよね。何もせずに下校というのもどうでしょうか。 

＜教 育 長＞ 平日は今まで通り通常の部活動をして、土日に行っている部分を地域に移行する

ことを５年度から７年度に目指すようになります。 

＜藤井代理＞ クラブチームに所属する生徒は休日にクラブで指導を受けて、平日は部活動の先

生の管理下、指導を受けることになります。こうした指導者同士の意思疎通が重要

になりますね。 

＜奥田委員＞ 学校での指導方針と休日のクラブチームで指導者の考え方が違ってくると子ども

たちは混乱しますよね。先ほどのアンケートでもありましたように、部活動のねら

いについて、楽しく運動すること、チームワークや協調性を重視していても、休日

になると勝つことを目的としている指導者であった場合は、違った質のものになっ

てしまう恐れがあります。教員と指導者のすり合わせをしっかりしていかないと、

子どもがつらい思い、こんなはずじゃなかったということにならないようにするこ

とが大事だと思います。 

＜服部委員＞ 私の子どもは中学１年生で、卓球をしていますが、平日の先生の指導、土日の外

部からの指導を受けていて、どちらも楽しく活動しているようです。 

先ほどのアンケートで、学校先生の項目で、意外と部活動に携わりたい先生が多

い結果が出ており、ありがたくうれしく思いました。兼職兼業の課題などは市教委

で運用してもらい、先生方の意思を尊重してもらえるような体制にしていただける

とありがたいと思います。 

部活動での先生と生徒の関係は、生徒指導、生活指導の上で大切な機会であると

思いますので、これが損なわれることのないようにしてもらいたいと思います。市

長が言われたように、すべての人が幸せを感じる、生きがいを感じるまちになるた

めには、学校の先生もその担い手であると思いますので、負担のない範囲で、先生

の意思も尊重しながら施策を講じていただけたら、よりよい地域移行になると思い

ます。 

＜市  長＞ ありがとうございます。動けるところから動き出して、そこには必ず課題も出て

くると思いますので、ひとつずつ解決しながら、モデルで走り出すことになります



が、さまざまなご意見をいただきながら、あたたかくサポートもしていただきたい

と思います。子ども、先生、親、それぞれの目線がありますので、それぞれ課題が出

てくると思いますが、解決しながら進めていけたらと思います。 

 

（３）その他  ≪なし≫ 

 

４ 教育長あいさつ 

＜教 育 長＞ 本日は井原市総合教育会議ということで、さまざまな意見交換ができたと思いま

す。特に教育大綱に関しては、これに基づいた施策を教育委員会として具体的に進

めていくことになりますが、委員の皆さんの意見を伺いながら、また、市長部局と

連携してしっかり進めていけたらと思います。 

部活動の地域移行につきましては、課題もありますが前進しないと解決もしない

ので、できることから進めていきたいと思います。 

この２件についていろんな面で意見交換ができ、有意義な会議ができたと思いま

す。本日はありがとうございました。 

 

 


