
令和３年度 妙高市総合教育会議 議事録 

 

１．日 時  令和３年１１月２６日（金） 開会：13時 30分  閉会：14時 45分 

 

２．場 所  妙高市役所本庁４階 402会議室 

 

３．出席者   

（構成員） 妙高市長       入村  明 

       妙高市教育委員会 

        教育長       川上  晃  

教育長職務代理者  高澤 誠一 

教育委員      小嶋久美子 

教育委員      近藤  縁 

教育委員      小島 武夫 

 

（事務局関係） 

吉越総務課長、松橋こども教育課長、平井生涯学習課長 

江口こども教育課参事、長谷川総務課長補佐、小林こども教育課長補佐 

余野生涯学習課長補佐兼図書館整備室長、阿部総務法制係長 

 

 （傍聴者） なし 

 

４．会議内容 

１ 開 会  13時 30分 

 

２ あいさつ 

〇吉越総務課長 

ただいまから令和３年度 妙高市総合教育会議を開催いたします。全体の進行を務めさせて

いただきます、総務課長の吉越です。よろしくお願いいたします。それでは、会議次第に基づ

き進行させていただきます。はじめに市長があいさつを申し上げます。入村市長、よろしくお

願いします。 

 

〇入村市長 

なかなかこのような機会もなく、直近の課題がどうだとか申し訳ないくらいに認識していな

いところもある。教育については川上教育長を中心として、今日お集りの皆様方にお任せをし

ているという一つの立場だということをご理解いただきたい。私には一つひとつ細部に渡って

教育についてどうのこうのというだけの能力、経験がない。本日お集りの皆様の教育に対して

の一つの道を強力に進めていただきたい。今日は、総合教育会議ということでイエナプラン教

育など新たな課題に挑戦する話は事前に聞いている。この教育方針の対応についても現時点で



私もよくわかっていない。まずはじっくり皆様方の方針をよく聞かせていただきたいと思って

いる。時代がゆるやかに過ぎていく時代から、なかなか見通しが立たない時代が来ている。先

ほど課長会議がありそこでも言ったが、日本全体が自信を失っている。日本には諸外国のよう

なシンクタンクがなく、この国は官僚がほとんどシンクタンクとして担っている。ところが最

近はシンクタンクたる官僚のなり手がない。どういうことかというと、この国を支えるシンク

タンク人材が他に分散している。それだけこの国のあり様、これからの将来が、その中には教

育も含まれており、非常に案じられる状態に入っている。そういう意味において信じられない

事案が起きている。僕らの小さい頃は持ち物検査をよくやられ、たとえば５寸釘を悪いことを

しようとして持っていく、あの頃なにをするかというと人を刺すなどという考えはない、悪さ

をするためのアイテムとして持って行っていた。この頃は私も理解ができないが、命というこ

とに関して尊厳だとかということが無い。個人の感情を抑えられない。個人が絶対となってき

て仲間と協調するなんて目に見えない。そういったことに警鐘を鳴らしていかなければならな

い。たとえば皆さんがお住いの地域でも地域としての形が成されていなくなっている。これは

何かというといわゆる故郷に対する、隣のおじいちゃん、おばあちゃんにお世話になったとい

う、一緒に食事した、村で一緒に江さらいした、ゴミ拾いしたというような、支え合うという

根幹が崩れている。まるっきり個人主義な中心的な社会になった。その結果失うものがものす

ごくある。教育というものをとにかく根本的にと考えてみても、イエナプランという内容はま

さに、子どもと先生だけの問題ではない。地域の中で育って、またＰＴＡの活動についても子

どもがいるから、運動会とか学校の行事に協力する、子どものいない時期になったら、学校な

んて全然関係ない。子どもの顔が見たい、また子どもと一緒にいたいという思いも、今言った

ような社会の体制の中で、親と暮らす、３代、あるいは４代一緒に暮らすなんてことはあり得

ない社会になっている。こんなことを今回、イエナプランを中心に南小学校で改めて時代の危

機感、また、教育の危機感を皆さんと一緒にご論議いただいて、形を出すのはすぐには出ない

と思うが、新しい道を一歩踏み出すという勇気、あるいは皆さん方のここまでのご努力に対し

て、心から経緯を申し上げる次第です。是非皆さんと仲間に加えていただいて勉強させていた

だきたい。こんなことを申し上げてごあいさつとさせていただきたい。本日は大変ありがとう

ございます。 

 

〇吉越総務課長 

ありがとうございました。 

つづきまして、川上教育長より挨拶をお願いいたします。 

 

〇川上教育長 

今、市長さんからごあいさつをいただきましたが、教育と市の一般行政は別物だという感覚

は、正直なところ以前は持っていたということがないわけではない。教育委員会が中心となっ

てやっているんだろうということはあった、いざこの職に就いてみるととてもそういうことは

言えない、一つ財政を取ってみても、ある事業をやろうにしても市長さんからご理解をいただ

いて、財務等々のご理解をいただかないと運営できないという状況があります。その中で、市

長さんは本当に教育についてはご理解が深くて、そしてお願いをすると、良しやれやといって



くださることが多い。そうやって後押ししてくださるので、私どもが計画をして皆さんと協議

をした部分を７割、８割くらいは達成できているのかなと思っています。昔は東京近辺のこと

ばかり話をしていた、都会のことは都会ではできるかもしれないけれど、地方へ来て、しかも

田舎へ来るととても行政はできないのではないかということをどんどん打ち出してきます。そ

の中で我々のこの地域でできることは何かというと、文科省が打ち出した部分のエキスを取っ

て考えたのがイエナプラン教育なんです。これは委員の方々にはご説明したとおりです。これ

はこれからの日本をつくる教育の大きな柱の一つとなると思っています。しかも、南小学校区

は地域が疲弊しているなかで、もう一度地域を一緒になって盛り上げていこうというなかでは

とても良いプランではないかと思っています。是非、教育委員会だけではなくて市全体で支え

ていただかないといけないものだと思っています。図書館等も話題になっております。いろん

な意見が外から上がってきます。意見を言うのは自由ですので構わないのですが、どれだけそ

れを取り入れながら素晴らしいものにしていくかということはこれから考えて行かなければい

けないと思っている。日々、生涯学習課長、関係者が頭を悩ませながら進めていますが、市長

さんからご意見をいただきながら進めて行きたいと思っています。本日はよろしくお願いしま

す。 

 

 ３ 自己紹介 

〇吉越総務課長 

ありがとうございました。本日は本年度最初の会議でございますので、委員の皆様より順番

に自己紹介をお願いします。 

 

〇高澤教育長職務代理者 

教育委員２期目になりました高澤誠一です。よろしくお願いします。 

 

〇小嶋委員 

私もこの前、教育委員２期目に任命いただきました教育委員の小嶋です。よろしくお願いし

ます。 

 

〇近藤委員 

教育委員４年目になりました、１期目の近藤と申します。よろしくお願いします。 

 

〇小島委員 

教育委員２年目になりました小島武夫です。よろしくお願いいたします。 

 

〇吉越総務課長 

ありがとうございました。次に、事務局側の自己紹介をさせていただきます。 

司会もしております。総務課長の吉越です。よろしくお願いします。 

 

〇松橋こども教育課長 



教育委員会こども教育課長の松橋です。よろしくお願いします。 

 

 ○こども教育課江口参事 

  こども教育課参事をしております江口です。よろしくお願いします。 

 

〇平井生涯学習課長 

生涯学習課長の平井です。よろしくお願いします。 

 

〇吉越総務課長 

以上の事務局で、総合教育会議を進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは協議事項に入らせていただきます。当会議の議長につきましては、会議設置規則第

４条の規定により、市長が議長を務めることとなっておりますので、このあとの進行につきま

しては、市長からお願いいたします。 

 

 ４ 協議事項 

〇入村市長 

それでは、協議事項の１番目になりますが「イエナプラン教育」の協議に入ります。はじめ

に事務局から概要を説明し、その後、皆さんと意見交換を行いたいと思います。それでは、事

務局より説明をお願いします。 

 

〇松橋こども教育課長 

お疲れ様です。皆様にご協議いただく「イエナプラン教育」につきまして、お手元の資料に

沿って、ご説明させていただきます。 

まず、３ページをご覧下さい。併せて５ページのイエナプラン教育導入のイメージ図をご覧

下さい。 

最初に４ 導入の目的ですが、小規模特認校の新井南小学校では、これまで外国語教育と地域

の自然文化を活かした特色ある教育活動を特色としてきましたが、さらなる特色としてイエナ

プラン教育を導入し、５ページのイメージ図のハート部分の内容の実践を考えております。 

また、これまでコミュニティスクールを核として、地域との連携を進めてきましたが、イエ

ナプラン教育を導入することにより、さらに学校と地域の連携を深めていきたいと考えており

ます。 

申し訳ありませんが、１ページに戻って下さい。 

まず、イエナプラン教育の概要につきましては、児童の個別の発達段階に応じて、それぞれ

の理解度やテンポ、やり方で学ぶことが推奨されており、文化や価値観の違い、障がいの有無

など多様性を認め合い、協働する学びとして、資料７ページの右側にある人間・社会・学校に

ついての２０の原則に基づき、理想の人間像と社会像その実現に向けた学校像を重視した教育

を行っていきます。 

イエナプラン教育の特徴ですが、まず学級編成では、異学年で１から３年生、４から６年生

の縦割りで行うことにより、多様な個性や発達の違いを受け入れると共に、教科については、



学年を超えた学び合いが可能となります。 

その中で教室を中心にグループで学習したり作業する以外に、必要に応じて廊下の活用や、

ひとりで別の場所で学ぶ場合もあります。 

具体的な活動としては、資料８ページの常石小学校の学びの特徴で記載されているように、

日中必要に応じて行う「対話」、休憩や自由に活動する「遊び」、「仕事」いわゆる学習ですが、

自身の学習であるブロックアワーとグループのメンバーと協働で学ぶワールドオリエンテーシ

ョン、行事や学びのプレゼンなどの「催し」の４つを１日の中で行います。 

今後の予定としましては、３ページの５（１）の表の右側をご覧下さい。 

令和３、４年度は準備期間として、保護者や地域への周知、イエナプラン教育実践校への現

地視察、学校職員の研修、教育課程の編成、その他実施に向けた準備（ベンチや長机などの備

品整備）を行い、令和５、６年度から段階的に実施していく予定です。 

「イエナプラン教育」についての説明は以上でございます。 

 

〇入村市長 

イエナプラン教育は簡単にできるものなのか。 

 

〇松橋こども教育課長 

簡単ではないと思います。子どもたちもたくさん考えることがあると思いますし、試行錯誤

しながら先生方とともにやっていくことになると思う。また、地域に出て行って活動すること

も多くなると思うので地域の皆さんからも協力いただくことは出てくると思う。 

 

〇入村市長 

今ほど、事務局から説明のありました、イエナプラン教育について、皆さんのご意見をお願

いします。 

まず、スケジュールが遅すぎる。やるなら早くしたほうが良い。１年準備期間として令和５

年くらいには始めるようにしてはどうか。これだけどうして期間がかかるのかわからないで言

っているが、今の話を聞いただけだと簡単にできそうである。 

委員の皆さんは全体の話は知っているのか、視察は行ったのか。 

 

〇松橋こども教育課長 

昨年視察に行く予定であったが、日程まで調整したがコロナの関係でご遠慮いただきたいと

話があり行くことができなかった。 

 

〇入村市長 

まず、広島に行くこと。県の教育長に会ってくると良い。福山の学校にはいろいろ情報をも

らっているのでここには行くべき。行ってみなければ机上の空論になるすぐに行ってくること。 

 

〇松橋こども教育課長 

基本的には行って話を聞いてきたいと思っている。 



 

〇入村市長 

ただ行くのではなく、皆さんで熟度を高めて行って、行ったら何しに来たのではなくて、凄

いな、やる気だなというくらいのレベルで行かなければだめ。必ず行ってくるように。来年度

で結論を出すくらいの気持ちでやって欲しい。私の意見はそれだけです。小嶋委員さん何かあ

りますか。 

 

〇小嶋委員 

スピード感を持ってやるということは、確かにすごく大切なことだと思います。一方で先生

方や保護者の立場からすると、やはり変化というのは大きな不安が付き物になる。先生方への

講習体制の充実とか、保護者からすると選択権がなくなるわけですのでイエナプランに行かせ

て良かったと思う方もいると思う。その先に受験というものがあって、他と違うことをやって

大丈夫だろうかという不安が保護者の中には出てくると思うので、人的な支援を発揮していた

だいて不安をなくしながら良い方向に持っていけばきっと上手くいくと期待しています。 

 

〇入村市長 

その通りだと思います。次に、近藤さんお願いします。 

 

〇近藤委員 

説明を聞きますとこの前の教育委員会会議の先生たちの準備も大変、子どもたちも地域の人

たちの準備も大変でそういうことを考えると、準備態勢をしっかりして進めていただきたい。 

 

〇入村市長 

小島委員どうでしょうか。 

 

〇小島委員 

先般、教育委員会会議のなかで長野県の大日向小学校の報告を受けて、その中で課題がいく

つか見えていますので、そういったことをきちんとクリアーして、やはり一番大きなところは、

保護者の負担をどうなくしていくかということ、あわせて先生方の負担をどうなくしていくか

ということ。準備段階で市費を投じていただいて体制をまずしっかり組んでいただくというこ

とが必要だと思います。おそらく小規模校はこのようなものが理想的なかたちになっていくの

ではないかと思う。 

 

〇入村市長 

高澤委員どうでしょうか。 

 

〇高澤委員 

  市長さんから心強いお話をいただきまして、私共もまず見てみたいなと思います。実際にど

んな風に子どもたちが学んでいるのかその辺も聞いてきたいと思います。今までの教育方法と



はかなり違っていますので、新井南小学校は令和８年に３３人になると、複式学級を逆手に取

って１年生から３年生まで少人数でやることも一つの方法かなと、メリットかなと思っていま

す。 

 

〇入村市長 

ここで成功例を作ってもらいたいと思っている。教育長さんいかがですか。 

 

〇川上教育長 

皆さんのおっしゃる通りだと思います。一つだけ申し上げたいのは、県の教育委員会も非常

に注目していて、先日義務教育課長さんとお話ししたところ、承っておりますと、非常に注目

をしていると、今後の教育の方針としては非常に良いところに目をつけていただいたというこ

とで、だったらちゃんと支援してくださいねという話をしてきました。教員は県費の教員です

ので、市単独で抱える教員ではありませんから派遣していただく教員をしっかりとしたものに

して欲しいと、人数的な部分もお願いしてきました。 

 

〇入村市長 

  わかりました。知事にもちゃんと話をしますし、労働政策局長にも話をしてきます。とにか

く今年度中に来年の３月までにできるだけ早く視察に行ってくること。行って来て広島県の教

育長にも会ってきて欲しい。福山市については自分たちで段取りできるか。できなければ市長

に一報入れておく。 

 

〇松橋こども教育課長 

福山は一度連絡を入れているので、コロナで一度だめになったがつながりはできている。 

 

〇入村市長 

  変異株が蔓延する前に速やかに行くように。 

  他にご意見ありませんか。ありがとうございました。 

つづきまして、協議事項の（２）「新図書館等複合施設整備事業について」の協議に入ります。 

それでは、生涯学習課長より説明をお願いします。 

 

 ○平井生涯学習課長 

それでは、わたしのほうから、「協議事項（２）」の「新図書館等複合施設整備事業」につい

て説明いたします。資料の１０ページを御覧ください。教育委員の皆様には、９月の第９回教

育委員会会議で、施設の配置計画や、９月に開催した「市民との意見交換会」の概要について、

ご説明いたしました。本日は、その後の進捗を含め、事業や配置計画の概要についてご説明い

たします。重複する部分もあろうかと思いますが、ご了承ください。 

まず、「１ 施設の概要」の「（１）基本方針」につきましては、「図書館整備基本構想」と、

「新図書館等複合施設整備計画」との整合を図りつつ、現在、建設課、こども教育課などの関

係課と協議しながら基本設計を進めております。 



「（２）主な施設機能」につきましては、施設整備計画において、「図書館機能」「子育て支援

機能」「生涯学習機能」「市民交流機能」の４つの機能を持たせることとしております。 

「（３）設計のコンセプト」につきましては、「人と情報(本)と居場所をつなぐ」をコンセプ

トに、先ほど申し上げた４つの機能を「融合」させ、中心市街地に賑わいを創出する施設づく

りを行うこととしています。次に「２ 配置計画（案）」になります。建設予定地につきまして

は、この庁舎のはす向かいにあります、旧店舗といきいきプラザ、中央駐車場の約４，３００

㎡の敷地になります。建物はコンパクトな六角形の３階建てとし、冬期間の除雪に配慮すると

ともに、敷地内の東西の動線を確保します。 

なお、９月の「市民との意見交換会」の際、冬期間の雪処理に関するご意見を多くいただき

ました。この点は、わたしどもも課題の一つであると認識しておりますが、基本的には、機械

除雪と消雪パイプを併用して対応したいと考えており、現在、建設課とも協議を進めておりま

す。 

続いて、１１ページを御覧ください。「３ 各階のイメージ（案）」になります。左上の「建

物全体の構成」につきましては、１階から３階へ上がるにつれて、「活動的な空間」から「静か

な空間」につながるよう配慮しています。右上の図は１階の平面図で、主に子育て支援のフロ

アになります。中央にはプレイルームを配置するほか、一時預かりに対応した部屋を配置しま

す。このほか、イベントや会議、学習室などに利用できる多目的ルームや、市民の皆さんが寛

ぎ、交流できるカフェを設置します。 

なお、「市民との意見交換会」では、雨天や降雪時に配慮した、屋根付きの「思いやり駐車場」

の設置を求める声があったことから、現在、屋外広場や出入口、部屋の配置を含め、平面計画

を見直ししております。 

左下が２階の平面図になります。市民の皆さんが生涯学習活動を行えるスペースを中心に、

図書館の事務所や閉架書庫のほか、図書館の市民ボランティアが活動できるスペースを設置し

ます。また、この階には、「市民との意見交換会」の際に要望のあった、中学生や高校生向けの

「学習スペース」を多く設置するほか、コロナ禍でニーズが高まっているテレワークやテレビ

会議にも対応できるブースを設置するなど、見直しを進めています。 

最後に、右下が３階の平面図になります。中央に階段を配置し、左側エリアには児童向け図

書を、右上エリアには落ち着いた大人向けの閲覧エリアを設けるなど、音のゾーニングを徹底

します。図面では分かりにくいのですが、景色のいい窓際には閲覧席を設け、快適な環境で読

書を楽しめる配置としています。 

最後に「４ 事業スケジュール」になります。現在、基本設計案の作成を進めているところ

ですが、今年度内にはその案を市民の皆さんにお示しする機会を設けたいと考えております。

その後、実施設計に着手し、令和４年度中に設計を完了した後、建設工事に着手し、令和７年

度のオープンを目指しています。以上が現時点での設計や事業スケジュールなどの概要になり

ますが、今後の社会・経済の状況によっては、スケジュールに変更が生じる場合がございます。 

本日は、より使いやすく親しんでもらえる施設とするため、必要な機能などについて、皆様

のご意見、ご要望などをお聞かせいただければと思います。 

また、施設オープン後の活用についても、イベントや催し物のほか、読書離れが進んでいる

といわれる若者世代から大勢利用してもらえる仕掛け、更には学校教育での活用や、市民ボラ



ンティアとの連携など、幅広い視点でご意見を伺うことができれば幸いです。よろしくお願い

いたします。 

 

〇入村市長 

ありがとうございました。今ほど説明がありましたが、現時点までの状況でございます。今、

非常に物価が安定しなかったり、材木が不足したりいろんな状況にある。収入が増えないけれ

ど物価が上がっている。悪い方向で経済は動いています。これを何とか早く治めて行かないと

いけないと思っていますが、それはそれとして、現時点でのこういう状況であるということを

まず、念頭においていただいて皆様方からのご意見をいただきたいと思います。教育長どうぞ。 

 

〇川上教育長 

何度か説明を聞いていますので改めてということではないですが、やっぱり議会答弁も含め

てですが、年配の方々もそうですし、中高年の方々もそうですが、これから妙高市を愛してく

れる若い人たち、子どもたち、高校生、そういった方々の楽しい集いの場、学びの場であって

欲しいなと思っています。 

そういうことからすると立地の場所は適しているのではないかと思いますが、設計の際の意

見交換の時に、ある高校生が発言されたと聞いて、その文章を読んでとても感動したんですけ

れど、そういう場に高校生が来て、自分の学校の、自分の地域の、図書館がこうあるべきだ、

こうあって欲しいというようなことを主張できるということは、とても凄いなと思って、ここ

に中学生や小学生がいれば、なお良かったかもしれません。 

ということで、新井高校の生徒というのは、おそらく市外から来ている子どもたちもかなり

いるんですが、あそこにオープンすれば新井高校の生徒がきっとたくさん寄るだろうと想像し

ているんです。あの高校生たちの今ここに図書館があったらどんなことを想うだろうとか、ど

んなことをしたいんだろうというようなことの意見収集のような情報交換の場も開いてみたら

どうかと思っています。 

 

〇入村市長 

今のお話について、余野課長補佐いかがですか。 

 

〇余野生涯学習課長補佐 

来週、中学生の皆さんが、図書館に関して意見をオンラインで述べたいということを聞いて

います。そういった若い方たちの意見は非常に大事であり、これからこの街を担っていく方々

ですので、課の中で高校生の皆さんから、意見を聴くことも考えています。図書館を市民の皆

さん、いろいろな世代の皆さんから盛り上がっていただくうえで、高校生のボランティアとい

うものも仕組みとして必要ではないかという話もしていますので、まずは意見集約の場面を形

にしてまとめて行きたいと考えています。具体的にはこれから検討してまいります。 

  

〇入村市長 

  はい、ありがとうございました。今の説明について平井課長何かご意見ありますか。 



 

 ○平井生涯学習課長 

  高校生の意見を聴くということについては、課内でも話をしていまして、今どきの子はみん

なスマートフォンを持っていますので、簡単な設問などを設けてインターネットを通じて返し

てもらうこともできるのではないかと考えています。 

 

〇入村市長 

教育長さん、よろしいですか。 

 

 ○川上教育長 

  是非、推進してください。大切な部分だと思います。 

 

 ○入村市長 

  高澤委員いかがですか。 

 

 ○高澤委員 

  駅に近い、あるいは市役所に近いというのは利便性のいい場所に設置していただいてありが

たいと思っています。気軽に立ち寄れるカフェみたいなのも作られるようですし、場合によっ

てはもう少し近くにコンビニもあると良いなと思いますが、気軽に立ち寄れる、回遊できる街

づくりを考えてもらいたいと思います。 

 

 ○入村市長 

  ありがとうございます。小島委員お願いします。 

 

 ○小島委員 

  皆様もお考えをいろいろ持っていますので、一概にどうこうというわけではないのですが、

図書館なのに何で３階なのという声をけっこう聞くんですね、今、基本設計の段階ですから、

そういった基本的な考え方も含めてしっかりと、何らかの形でお示ししたほうが良いのかなと

思っています。まあ、出来ればみんな落ち着いてしまうわけですけれども。それぞれの想いが

いろいろあるようですから基本的な考え方あたりは、状況がつまった段階で情報を出してもら

ったほうがいいと思います。 

 

 ○入村市長 

  ありがとうございました。近藤委員お願いします。 

 

 ○近藤委員 

  子育て世代のお母さんのお話を聴くと今の図書館には不満があると、教育長さんがおっしゃ

るように高校生世代の意見をもらうというなかに、子育て世代の意見をもらうということ、み

んな一緒にすると発言ができなくなるので、対象を絞った意見の集約をしてもらいたい、そう



すればもっと細かい意見が出てきて使える意見も出てくるのではないかと思います。 

 

 ○入村市長 

  平井課長いかがですか。 

 

 ○平井生涯学習課長 

  子育て世代の、１階の子育て広場を使う方々ということでよろしいでしょうか。 

 

 ○近藤委員 

  今の図書館は読み聞かせのところと図書館と一緒になっていますよね。基本的に図書館は静

かにしなければいけないところで、子どもを連れていくと、どうしても最初に行くときに静か

にと言い聞かせてから行っているし、子どもを連れていくことが非常に心苦しいと、せっかく

楽しいところに行くのにということで、図面を見ると読書をするところの隣が読み聞かせとな

っている見た瞬間に不安にはなる。これを見て意見が出てくると思うので子育て世代もそうで

すが、これからの子どもたちを育てていくお母さんたちに意見を聴いてほしい。 

 

 ○入村市長 

  いろいろな方が集まる会議は会議としてそれは良いんだけど、今おっしゃるような例えば子

育てだとか、そういった人たちだけで集まって、これどうですか、いかがですかということも

大事ではないかと私は受け取っている。違った角度でいろいろと世代ごとに考えがあるのでは

ないか。さっきのご意見のとおり、中学生の皆さんどうだとかいうことは、生涯学習課だけで

はできないから、こども教育課と打ち合わせをしてやってもいいのではないか。まだ時間はあ

る。固まる前にやった方がいい。 

  小島委員いかがですか。 

 

 ○小嶋委員  

  少なくとも私が住んでいる妙高高原のお母さんたちの会話で、図書館楽しみだねという会話

がほとんど出てこないのが実態ではないかと思います。新井高校の話は出たんですが、妙高高

原地域が少し置いてきぼりになっているのではないかと思います。自分たちの図書館だって思

うようなそういった雰囲気が足りないかなと感じています。 

今の子どもたち、特に田舎の子どもたち、たくさんの本の中から探す楽しみだとか、昔は当

たり前のように調べもの学習とかしていましたが、今はボタン一つでインターネットで調べて

終わってしまったりとか、それも便利で良いんですけれど、そういった経験が少ないので、出

来たあかつきには、小学校、中学校の子どもたちや、保育園の子どもたちも活動、行事、授業

の一つとして図書館に行ってこんな風に調べるんだ、こんな本があるんだ、こんな借り方があ

るんだというような、新井まで行かなくてもこういった方法で妙高高原でも取り入れて借りれ

るんだということをちょっと勉強してもらうとその後の活用につながると思いますし、その話

題が親の世代にも伝わると思います。そして行ったときに、たとえばお子さんをつれてお母さ

んたちが遊ばせている姿、２階の学習スペースで生涯学習をしている大人の姿を見て将来自分



が妙高市を離れたときに、そういえば自分たちが育った土地にはあんな素敵な図書館があって、

なんか文化の香りがしたなあとか、子どもの子育てしやすそうだったなというそういった原風

景じゃないですけど、一つのイメージを持つような場になると良いなと思いました。 

 

 ○入村市長 

  平井課長、どうですか。 

 

 ○平井生涯学習課長 

  市民との意見交換のほかに学校の図書館司書の皆さんとか、図書館に関するボランティアを

している方々と意見交換を実施いたしました。その中で学校の図書館司書の皆様方には新しい

図書館が出来たら大いに活用して相乗効果に努めるようなことに取り組みたいというような話

はさせていただいております。 

 

 ○入村市長 

  私が最初の頃に言ったことは生きていますか。例えば妙高高原支所、妙高支所に図書館があ

る。それと連動して、たとえば蔵書を検索して、この本を読みたいといったら逓送の宅配か何

かで乗っけていって何日か借りると、そういったシステムを作れと最初の頃に言った。それは

生きていますか。そういうことでいろいろカバーの仕方があるし、ここまで来なくてもここで

集中ではなくて妙高高原支所、妙高支所で分散して用意することも予定の中に入れた方が良い。

それからもう一つお願いしたいのは、今、ＳＤＧｓ未来都市ということで取り組んでいるが、

各家庭の本とか新聞とか回収するところにまだ読める本とかいっぱい出ているのを見るともっ

たいないなと思う。是非支所単位、ここでも良いし、要りようでなかったら持ってきてくださ

いとか、必要な本があったら持って行ってくださいとかそういったものを館内に置いておける

と良いのではないかと思います。もちろん置きっぱなしではなくて支所に持っていく、こっち

に持ってくるとかね。実は、今道の駅で本を集める計画をしている。あそこの一角にお茶を飲

みながら、子どもの遊び場というかエリアがないから、そういったものを作ろうかなという考

えを持っています。 

話を戻します。いまのご意見を改めて担当のレベルで共有して、いろいろな形で場所を提供

してあげて、また皆さんと意見を交換しながらということをお願いしたいと思います。 

他ありますか。なければ協議事項は以上ということになります。先ほど冒頭にも申し上げま

したが、皆さんとなかなかお話しする機会もありませんので、何かこの機会に忌憚のないご意

見を伺えればと思います。いかがでございますか。それでは５のその他については事務局にお

願いして閉じたいと思います。大変ありがとうございました。 

 

〇吉越総務課長 

市長さん進行ありがとうございました。その他ということになりますが、皆様方からこの場

でなにかございますでしょうか。話題提供とかございますでしょうか。 

（企画政策課地域創生戦略室斉藤室長よりｅスポーツについて説明） 

その他、特段ないようですので、以上もちまして令和３年度 妙高市総合教育会議を閉じさ



せていただきます。 

長時間にわたる協議、ありがとうございました。 

 

６ 閉 会  １４時４５分 

 


