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長野県教育委員会教育長と長野県連合婦人会との懇談会
教育長講演「長野県教育について」


期日：平成３０年１月２４日㈬

会場：長野県庁 議会棟 会議室

原山隆一教育長は、今日の会の成立のお礼と昨年一年間のご自分の進んでこ
られた県教育に関する思いをお話しされました。
昨年５月の連休明けから県内中学校 540 校を校区毎にグループを作り 133 校
を訪問され、教育委員会各部から提出されている政策に対し、学校の現場でど
う実行されているかを自らの目で見てみたいとの思いでした。結果角度の違う
場所、方法で話し合う事が出来、市町村の教育長と学校長との思いの違いも発見できた。
先生方の多忙化、その先に見えるものが働き方改革である事も実感。学校の授業の改革として県内の先
生が優秀であり全ての授業を任せられる状態ではあるが、裁量性が高く同僚性が不足している。授業の質
を高め充実した県教育でありたい。基本理念でもあるその時々にあった教育を幼児から進めてゆきたい。
幼児期の教育で培われたものが、その後子供達が成長し多様な社会で活躍出来る学びの場を持つ事を教育
する必要性がある。
学校訪問で見えて来たいろいろな問題の中で、学校の現場で行われている教育をもう一度見直し地域の
学びの場である小・中・高校生になって将来大学、社会に出て行った時の基礎となる学びの場であって欲
しい。先生方の資質にもふれ、何の為先生になったのか情熱にあふれた取り組みを願う。力量も大きく左
右するが、仕事の力量と情熱は相関関係にある事も理解して欲しい。11 時で教育長さんは次の公務の為
退席されました。
意見交換

岡谷市連合婦人会

上沼

縁

続いて前もって提出の７つの質問事項

地域学校共同活動の推進について
「共有」グローバルプランについて
通学合宿の現状について
子どもの健康
（喫煙問題）
について
主権者教育の取り組みについて
小中一貫教育について
に対して、
教育委員会担当者から現況、回答資料を事前に頂いた上の質疑応答です。
県立学校校舎の空調について
❶「共有」グローバルプランについて：この政策をどこでどの様に進めているか。
回答➡Ｈ 14 年度から継続。推進委員会（年３～４回開催）から意見を頂いている。広く周知していきたい。
❷主権者教育の取り組みについて：高校３年生に対して、また親の姿勢や社会教育の面でも取り組んで欲しい。
回答➡ＰＴＡ連合会をはじめ選挙啓発は、関係団体で取り組んでもらっているが問題であれば、社会教育委員と共に取
り組む様、意見を参考にさせて頂く。
❸小中一貫教育について：少子化のためできたのか。
回答➡６・３・３制も長く改正されず続いてきたが、現況は内面の育ちが早熟だ。もう少し自由に地域や子供の特性に
合わせたり、内容の長短を合わせて学べる。
従来のままの所と小中一貫の所と有り、小中は市町村で準備委員会を立ち上げ検討してもらっている。
その他の要望・回答
「あいさつ運動」はやるべき事としてやっていた
１．婦人会としての活動を、子供達に何か役に立つことをしたい。
と反省。地域の子供達を人材として育んでいく為に活動へのアドバイスをお願いします。
回答➡婦人会の皆さんには社会教育委員として活躍して頂いている。また他団体もあるが、信州型コミュニティスクー
ルを地域の皆さんと一緒に、共に育む、次世代の人材の育成にむけ、他団体と連携・協働して活動して欲しい。
２．教師の採用試験でしっかり見極め、子どもたちがどの先生からも同じ教育を受けられる様、適正を見て努力して
ほしい。
回答➡教員採用試験はペーパーと面接・適性検査で総合判断しているが難しい。担任は大事な存在なので教育長のメッ
セージを市町村・学校と共有し取り組んでいきたい。
３．先生にも色々ある事を理解して、地域や家庭で先生達も子供同様育てて欲しい。
《中條会長》様々な思惑を述べて頂けたと思う。次世代を育てるという事を、一丸となって取り組みたい。諸々の発信は
されているが、理解して実践はまだまだだ。これからどの様にしたら力になれるか、地域で考えてもらえれ
ばと思う。良い懇談会となった。
下伊那郡連合婦人会 平松 和子
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「イクボス・温かボス（あったかボス）宣言」
をしませんか
会員の皆様のご理解と宣言の推進にご協力をお願いします。
宣言者一覧
農林水産省

関東農政局

伊那谷道中かぶちゃん村

国立大学法人信州大学

国土交通省

関東地方整備局

第一生命保険株式会社

一般社団法人長野県観光機構

国土交通省
厚生労働省

千曲川河川事務所
長野労働局

日本政策金融公庫

長野支店

長野県・長野県姫川砂防事務所
千曲市・須坂市

飯田市管理職職員組合
伊那市

伊那市保健福祉部社会福祉課結婚推進係
長野市・諏訪市・安曇野市・松本市
上田市・東御市・青木村・長和町

坂城町・飯綱町・高森町・富士見町
南木曽町・下諏訪町・川上村
木祖村・高山村・南相木村

➡「イクボス・温かボス宣言」到着順一覧

㈱サイベックコーポレーション
日本郵便株式会社

松本支社

信越支社

ハイブリッド・ジャパン株式会社
株式会社八十二銀行

株式会社ヤッホーブルーイング
有限会社ラジエル
株式会社創恒

公益財団法人長野県健康づくり事業団
一般社団法人長野県連合婦人会
富士見町商工会

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会
一般社団法人富士見町開発公社
長野県農業協同組合中央会

長野県厚生農業協同組合連合会

富士見高原医療福祉センター

直富商事株式会社

大和リース株式会社

長野営業所

株式会社シュール
高島産業株式会社

エムケー精工株式会社
株式会社三葉製作所

2,204 名（2018 年 2 月 16 日現在）

宣言内容
長野県知事 阿部守一
私は、職員の子育てや介護等の家庭生活と仕事の両立を応援し、すべての
職員が意欲と能力を十分に発揮して活躍できる職場づくりを進めながら、県
民に信頼され、期待に応えられる県行政を実現し、自らも仕事と私生活を楽
しむ
「イクボス・温かボス」
になることを宣言します。
ハイブリッド・ジャパン株式会社
企業は、家族の力があってこそです。子育てや介護、家庭生活と仕事の両立
ができるようにワーク・ライフ・バランスを図り、従業員が安心して働ける職
場環境作りに力を入れています。
長野県松川高等学校
私は、
職員が安心して子どもを産み育てることができ、
子育てや介護等の家庭
生活と仕事を両立していくことができるように、
ワーク・ライフ・バランスの構築
を図り、
職員の仕事と子育てや介護との両立を支援していくことを宣言します。

長野県松川高等学校

社会福祉法人長野県社会福祉協議会
千曲市校長会

千曲市男女共同参画団体等

須坂市連合婦人会・上水内郡連合婦人会
飯田市連合婦人会・上田市連合婦人会
千曲市連合婦人会・長野市連合婦人会
佐久市・北佐久郡連合婦人会

下伊那郡連合婦人会・岡谷市連合婦人会

地方自治法施行 70 周年記念
総務大臣表彰受賞
長野県連合婦人会会長

中條

智子さんが、地方公共の利益のた
め多大の貢献、又は、地方公共団
体の各種審議会委員等に在職し、
地方自治の発展に多大の貢献をし
た民間人に送られる地方自治の功
労者として表彰されました。

※詳細については、長野県連合婦人会ホームページに掲載しています。 長野県連合婦人会

検索
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第36回
特別講演
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信州婦人健康のつどい

期日：平成２９年９月６日㈬

会場：松本平広域公園内体育館

演題：『脳を鍛える活脳トレーニング』

講師：諏訪東京理科大学共通教育センター教授

篠原

菊紀 氏

篠原菊紀先生の講演は、十数年前諏訪郡連合婦人会でお聴きしたことがあります。
当時は
「認知症」
のお話
はまだまだ先の事と思い、
「脳機能テスト」
も軽く？クリヤー、
さて今回はと、
とても楽しみにしておりました。
「脳」は知恵・知識・経験を溜め込んでおく「メモリーマシン」
。歳を重ねていくことで増えていき、再生力
は低下しても再認は変わらず、高齢者も若者と差がないとのデータに驚きでした。また「年寄りの直観は信
じたほうが良い。
「自分の努力を褒めることも大切。
」
」とうれしいお話がありました。社会参加し人の為、社
会の為と貢献すること。若干のストレス、考えのまごつきが脳のトレーニングには大切とのことです。我が
身に置き換え、思い悩むことは大切な脳トレと自分に言い聞かせました。
「ワーキングメモリテスト」の際にはままやくテストもあり、能力低下に唖
然とし、思わず苦笑しました。子育てに関しての興味深いお話として「賢さ
を褒めるより、努力を褒める」その方が難問と熱心に取り組む子に育ち、や
る気スイッチが入りやすい子になっていくとのことでした。今後孫に接す
る時の参考に致します。先生の講演は数々の実験データに基づいた説明内
容で、
楽しく拝聴いたしました。

諏訪郡連合婦人会

中村

喜美子

演技・運動実技
入場行進、開会宣言（県連婦会長）
、選手宣誓（佐久市・北佐久郡会長

奥村繁子）
、続いて健康の歌の

踊り、ラジオ体操、レクリェーション、ゲームは五十嵐先生の指導で行われました。新聞紙一枚で体のス
トレッチ、そしてまさに相手の動作に脳トレを使ったワーキングメモで対応、グループを作り、コミュニ
ケーションで気持ちの入った運動が脳トレになる。楽しく活脳トレーニングが出来ました。
最後は、信濃の国の踊り、整理体操で運動と実技が終りました。何日分かの運動が出来たと思います。
昔の病気と思っていた結核の新規患者が発生、高齢者に
多く、また働き盛りの人達の発見遅れも防がねばならない。
BCG 接種も市町村による様ですが、生後 5 ヶ月～ 8 ヶ月に受
ける事が良い様です。予防出来る健康法は、バランスの良い
食事、タバコを吸わない、睡眠を十分とる、普段から健康的
な生活の心がけが必要です。
長野県・結核予防婦人会長野県連合会、長野県連合婦人会、
長野県健康づくり事業団の 4 団体が主催し、今年で 36 回目
となり、この活動が長野県の長寿を支える一因となっている
ことでしょう。

飯田市連合婦人会

岡田

Ｓマークのお店をご利用ください。

慶
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平成29年度全国地域婦人団体連絡協議会

関東ブロック会議開催
期日：平成２９年９月２５日㈪・２６日㈫
会場：神奈川県横浜市 ローズホテル横浜

２日目

平成３０年３月６日
式典・分科会報告・記念講演

午前９時大会式典。
来賓として見えた黒岩神奈川県知事は、いつまで
も元気でいるためには、
食事、
運動そして社会参加と
話されました。
主催者として柿沼トミ子会長は力強く地域のひま
わりになれと言われました。
式後、分科会の報告は３分科会とも神奈川県教育
委員会の方々が報告しました。
第１分科会
「共に考える地域防災」
●自分の命は自分で守る。
その為に訓練は真剣に
●近所の関係作りが大切であると共に、
老人、障害者
の把握をする

１日目

第２分科会
「婦人会活動の活性化のために」

基調講演

●学校と連携、
支援し、
共に子供達を育てる

文部科学省生涯学習政策局社会教育課地域学校協

●地域の他のグループと共に活動し仲間を増やす

働推進室地域学校協働活動企画係長の山下邦子さん

第３分科会
「青少年の夢と希望を育む私たちの役割」

が、
「地域全体で子供たちを支えるために～地域学校

●待つではなく青少年と交流し、
積極的に話しかける

協働活動の推進に向けて～」
と題し、
講演しました。

●地域文化の伝承を伝え、
地域の大切さを話す

子供たちの未来は、
今後大きく変わり、
現在の職業

記念講演は町田市社会教育委員の薗田碩哉氏が話

の多くは今後なくなっていく。子どもをめぐる現状

された。日本は今や超高齢社会であり、現在100歳以

は、様々な課題が山積し、
学校の役割拡大による教職

上は68,000人になった。人生は働く事中心の生活か

員の業務量は増加しています。

ら文化活動、
スポーツ、
ボランティア活動中心の生活

その中で、よりよい学校教育を通じてよい社会を

へ移りゆくと、
それには地域社会、
近隣との関わりが

創るという目標を共有し、社会と連携・協働しなが

大切であり、助け合いが必要である。それに、力を発

ら、未来の創り手となるために必要な資質、
能力を育

揮するのは人と人をつなぎ合わせる力を持っている

む社会に開かれた教育課題の実現に中教審が答申し

女性ではないか。地域をつなぐ力になってほしいと

ました。

話されました。

実施するためには、学校の指導体制の充実、家庭・

閉会行事において、次期開催県として、長野県連合

地域との連携が必要で、地域に根ざした婦人会の協

婦人会参加者全員で
「長野でおまちしています」
のプラ

力をお願いしたいとのことでした。

カードを持って、
中條会長と共に壇上に上がりました。
帰りのバスの中で来年に向けての話し合いをし、

分科会

全員身を引き締めて帰途に着きました。


第１分科会

共に考える地域防災

第２分科会

婦人会活動の活性化のために

第３分科会

青少年の夢と希望を育む私たちの役割

３つの分科会で討議されました。私が選んだ第１
分科会では、婦人会は隣り近所の助け合いの根っこ
になる様な組織であること等の意見が出され、また
災害から見事に立ち直った地方の話しは説得力があ
るものでした。
午後６時からは情報交換会。各自意見や情報を語
りあい楽しい時間を過しました。


長野市連合婦人会

祖山

律子

安曇野市連合婦人会

小林

美代子

