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令和元(2019)年度 第２回かしわざきこども大学運営協議会 議事録 

 

＊ 日  時  令和元(2019)年１０月２１日（月） 午後６時００分～午後７時００分 

＊ 会  場  レストラン・ジロー 

＊ 出席委員  ８名 長谷川智委員、片桐秀樹委員、山﨑高美委員、前澤佳奈子委員、 

遠山みちる委員、松谷久美子委員、西巻淳一委員、大塚真光子委員 

＊ 事 務 局  ５名 【学校教育課】山田智課長、藤巻久之課長代理、畑宏幸副主幹、 

吉水恵美子主任 

【商業観光課】鴨野迪主査 

＊ 欠  席  ２名 難波理恵子委員 

 

 

１ 開会   

 

２ 自己紹介 西巻淳一委員、大塚真光子委員 

 

３ 議事  進行：議長 

（１）令和元（2019）年度 事業実施状況について 【事務局】 

①自然体験コース 

 予定通り実施、予算も予定通り執行している。 

 夢の森公園では、自然体験コースを利用する園が多くなっている。米山台保育園はザリガ

ニ釣りやどうぶつクラフトを体験してよかったという感想。 

 こども自然王国を利用した田尻保育園の活動報告。コメパン作りを行った。子どもたちは

どんな風にできるのか楽しみにしながら作っていたという感想。こども自然王国ではコメパ

ン作りのコースが人気で、利用される園が多かった。 

③キャリア教育 

 今年度６校で実施予定。南中学校、第一中学校、翔洋中等教育学校、第二中学校、東中学

校、西山中学校。そのうち、南中学校、第一中学校、翔洋中等教育学校は実施済みである。 

実績として、アンケート結果を載せた。 

 生徒の感想として「みんなで協力して、行動すると、結果がこんなに変わるんだとびっく

りした。これからも協力して一つの事を成し遂げていきたいです。」一中生徒の感想。「仕事

についての話がすごくわかりやすく、面白いと思いました。私も自分が得意なことをたくさ

ん見つけたいです。そして得意なことをどんどん伸ばしていき、自分が好きな仕事ができる

ようにしたいです。」「ゲームをする前は一人で考え行動したほうが効率的でよいと思ってい

たけれど、今回のゲームを通して仲間と協力することで自分一人では出なかった意見が多く

出て、仲間と協力することがいかに大切か知った。」翔洋の生徒の感想。 

 教員の感想として、基本的には好意的な意見が多かったが、「ゲームの振り返り時間を簡潔

に短くして欲しい。」という感想もあった。 

 参加人数は、南中学校 30 人、第一中学校 46 人、翔洋中等教育学校は 64 人。未実施校の
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見込みとしては、第二中学校 72人、東中学校 86人、西山中学校 31人である。 

④ロボット工作コース 

 8校、予定通り進んでいる。80名の参加。5、6月ころからクラブ活動で行っている。荒浜

小学校は 9月 2日で終了している。 

 クラブ活動の時間に工科大の生徒 2、3人が各学校に行きロボットの作り方などを教えなが

ら児童と楽しく交流しながらロボットを作っている。 

 リピーターの希望者も多いが、受け入れる人数制限、予算の関係もあり、新規希望者を調

整しながらクラブに入れている。 

 ロボット工作コースの交流会を 2月ごろ行う予定になっている。 

⑤ドリームコース 

 親子おもしろ体験教室ということで実施。年 3回実施予定でそのうち 2回が終了。 

 7 月 7 日の活動。ペットボトル水族館とひかるうちわ作り。片桐委員も参加見学。保育園

の年中と年長を対象に 33組が参加。親子一緒の活動、楽しく和気あいあいとした活動であっ

た。保護者の感想、子どもたちがとても生き生きとしていた。子どもと一緒に楽しくできた。

身近にある材料での実験で面白かった。大人も勉強になった。家では体験できないことがで

きた。またこのような機会があれば参加したい。 

 10月 6日の活動。同様に年中、年長を対象。3回目は小学生が対象。空気砲とお絵かき飛

行機づくり。保護者の感想も 1回目とほぼ同様。 

 

参加した委員の感想。 

 初めての参加であった。子どもたちが楽しく活動していた。ためにもなるし有意義な時間

であったと感じた。 

 

⑥こどもの笑顔創造プロジェクト 

 今年度 8 団体が参加を希望し実施している。剣野スマイルが今年度初参加。浜っ子を育て

る会が今年度の全事業を終了し報告が上がっている。他の団体は12月、3月まで活動が続く。 

報告は以上。 

 

－質疑応答－ 

【委員】 キャリア教育について。参加対象学年は？ 

【事務局】  表に記載してある通りである。基本学年ごとの参加。参加人数を 18人以上とし

ているため学校によっては全校参加の場合もある。 

【委員】  プログラムは同じことをどこの学校でも行うのか？ 

【事務局】  その通りである。 

【委員】  「将来仕事を選ぶとき、何に一番こだわりたいですか？」という設問の回答に

「たくさんお金が儲かるか」「世の中の役に立つ仕事か」とそれぞれ差があるよう

に思える。それは学年の差か、学校や家庭の指導が入っているのか。 

【事務局】  報告書で付けたのは各学校のアンケート結果である。生徒の特性で考え方も異

なる。また学校での傾向もあると思われる。 

  平成 30（2018）年度、全学校で行われたアンケート結果では「たくさんお金が
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もらえるか 20.6％」「仕事を通じて自分自身が成長できるか 20.3％」「世の中の

役に立つ仕事か 24.6％」「仲良く一緒に仕事ができる仲間がいるか 24.6％」アン

ケート結果から子どもがどのように考えているかが分かる。 

【議長】   教員の感想で「振り返りの時間が長い」とあるが、どれくらいだったのか。教員に

とって長いと感じると子どもにはもっと長いと感じると思うが。 

【事務局】  正確な時間は分からない。9時～15時 30分まで 1日の授業。体を動かしてのゲ

ームが 65 分と 20 分の 2 回。それを除くと、振り返り、ゲームの説明等、講師が

話し生徒が聞くという時間である。概ね、しっかり聞いている印象を受けるが、

中には少し配慮の必要なお子さんもいた。事実として受け止めている。 

【議長】   1日の活動ということであるが、それだけの時間が必要であるということか。 

【事務局】  ゲームをやりっぱなしではなく、そのゲームからどういったことが汲み取れる

か、社会に出てからのつながり等、子どもたちに伝えていかないと意味がないの

でこれからも取っていきたい。委託事業所からもそれが目的でゲームを組み立て

ているとのことである。 

 

（２）令和 2（2020）年度のかしわざきこども大学 予算案 【事務局】 

①自然体験コース 

今年度の実績をベースに予算を立てた。その結果 24万円の減。 

②キャリア教育コース 

ボランティアが集めにくい問題を解決するため、一人 3000 円の謝礼（サポーター謝礼）

を新たに付けた。その結果 822,000円の予算。 

③ロボット工作コース 

今まではものづくり振興課が担当していたが今年度から学校教育課が担当。今年度に関し

ては昨年の流れで良いとしていたが、来年度からは学校教育課が対応いていく。これまでは

外部団体に 130万負担金を出し手続きしていたが、学校教育課が一斉行う。130万が 140万

になっているのは、参加者から 1000 円徴収したものを柏崎市へ寄付という形で入れたいと

考えている。実質のこども大学から負担する金額は変わっていないが予算の出し方だけ変更

となった。 

④科学・実験コース 

仮称、新となっているのは、ドリームコースからの新設を考えている。実験の楽しさをや

っている。保育園、低学年を対象とした事業である。来年も継続したく 30万予算を計上した。 

⑤ドリームコース 

事務局が探して実施してきた。過去には、日本文理蔦監督、東洋大酒井監督の講演会、お

仕事体験塾を 3 年連続で負担してきた。出来れば募集いただいた中で決めていきたいので、

委員の皆様らかも声掛けをしてほしい。募集がなければ予算は残したい。 

⑥海外研修コース 

今のところ実施する目途が立っておらず、ゼロとする。 

⑦こどもの笑顔創造プロジェクト 

例年通り 360万円見ている。 

⑧学校教育活動推進事業 
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高柳中学校が閉校するため減らした。他課の事業関係で 1 万×31 校分出すため、その分

45万を減額。 

資料の修正をお願いしたい。 

こどもの笑顔創造プロジェクトの算出根拠の欄、12中学校区とあるが11中学校区の誤り。

予算額増減 ‐300,000円。合計は、9,702,000円となる。 

 

－質疑応答－ 

【議長】キャリア教育コースのサポータ謝礼。丸 1日無償で 3人の保護者にお願いしてきたが、な

かなかその条件では見つけることができないため、3000円の謝礼を計上したとい

うことである。いかがか。 

【委員一同】 賛成 

【議長】ロボット工作コースで参加費 1000 円徴収するこれはいかがか。今まで徴収していなかっ

たのか。 

【事務局】徴収し外部団体が精査していたが、市役所はそれができないため寄付という形になる。 

【議長】いかがか。 

【委員一同】 賛成 

【議長】 新規事業、科学・実験コースについて。こちらはどんな内容か。 

【事務局】保育園の年中、年長、小学校低学年に関心をもってもらえるような科学実験をやってい

きたい。 

【議長】ドリームコースは新企画が欲しいということだが難しいところである。 

【事務局】現在まだ募集はないが事業としては残し、募集があれば応えていきたいので予算は残さ

せていただきたい。 

【議長】予算書についてよろしいか。 

【委員一同】 賛成 

【議長】事業について質問はあるか。 

【委員】 総合学習が学校教育活動推進事業の中に含まれているが、この対象が市立であり県立は

対象外ということであるが、基金というのであれば市内に住んでいる子ども対象であり、

県立の学校にも配布できないのか。昨年度は、総合学習コースで、はまなすは実施してい

たのに学校教育活動推進事業に代わり、該当外となったとのことであったが。 

【事務局】もともとは市内の小中学校だけであった。2年くらい前から市内であれば希望があれば、

出せる範囲であれば出すとしていが、事業峻別で経費削減された新しい事業では、

出すことは出来なくなってしまった。検討していきたい。 

【学校教育課長】 とても大事なことである。子どものための予算であれば、市立か県立かでは

なく、子ども主体で考えなければならない。大きな検討材料である。 

【議長】これから検討の余地はあるか。 

【学校教育課長】  来年度、検討の余地はある。大事な視点である。 

【委員】柏崎特別支援学校は特例であったのか。 

【事務局】そうである。最初は入っていなかったが後半で入った。 

【委員】柏崎翔洋中等学校も入るのか。 

【事務局】そこが気になるところである。学校給食も県立と市立とで予算を分けて運営している点
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からすると悩ましいところである。 

【学校教育課長】  原点にたって考えてみると、柏崎市に住民票がある子どもであれば対等で

なければならない。学校給食とは根拠が違う。 

【委員】 基金としては、柏崎市に住んでいる子どもであればだれでも使えたほうがよいと思う。 

ただ、県立であるから、柏崎市以外、刈羽村のお子さんも通っているかもしれない。 

【委員】 ホームページ等には、柏崎市内（刈羽村を含めても可）の子どもを対象とし多くの子ど 

    もの参加が認められる事業とある。そのあたりを考え精査してく必要があるのでは。 

【委員】特別支援学校は、学校教育活動推進事業ではなく、自然体験コースに組み込んではどうか。 

【議長】線引きが難しい。住所が市内にあるか、学校の住所が市内であるかで対象が変わってくる。 

【事務局】規定はない。基金の対象となる子どもは、市内の１８歳未満の子ども。 

【学校教育課長】解釈である。柏崎市内に住む、あるいは柏崎市内の学校に通う子どもとすれば対

象が広がる。検討材料として持ち帰らせていただいてよいか。 

【委員一同】  よい。 

【事務局】 柏崎市の事業として、柏崎市の予算として支出する。明確な形でやっていきたい。 

【学校教育課長】学校に出すものでないのに学校教育活動推進事業費を学校に出しているため、ね

じれが起こっている。検討する。 

【議長】 第３回までには、結論を出してもらいたい。前向きに検討願いたい。 

【委員】ドリームコースであるが、柏崎青年会議所が来年、子どものためのスポーツ体験会のよう

なものを考えているという話をもらっている。応募できると思う。 

【議長】 その他に移る。 

【事務局】 学校教育活動推進事業について。今まで学校教育課が行っていた事業と子ども大学が

行っていた総合コースを合体させた新たな事業としてやっている。子ども大学か

らは 284 万円。学校で行っている活動全部に使える。学校教育課の予算と合わせ

ると 718 万 4 千円。小学校に 15 万円、中学校に 14 万円、クラス数×8 千円を支

出している。小学校は小動物の飼育、講師費用、体験施設の利用料金等。中学校

は郊外学習のバス代、体験料、キャリア教育にむけた講演会の講師謝礼。一番多

く使われる費目としては需用費。来年度は、中学校が 1 校（高柳中）減る活動に

なっている。 

【議長】こちらの事業報告は第３回になるか。 

【事務局】  活動が終わっていたら、第３回に出す。 

【議長】よろしいか。 

【委員一同】  よい。 

【議長】 議事はこれで終了とする。 

 

４ 連絡事項（事務局） 

（１）子ども育成基金への寄付報告 

現在 765,868円。北越銀行さん第四銀行さんからは 39万 4千円をいただいた。 

（２）今後のスケジュール 

ア ドリームコース 

3回目、12月 22日、総合福祉センター。 
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イ ロボット工作交流協議会 

2月 29日、ソフィアセンター2F展示室。 

子ども笑顔創造プロジェクトの報告は、一昨年度同様、学校支援地域本部事業研修会で研

修の形をとりながら 1月 29日、市民プラザで予定している。 

ウ 第３回の運営協議会 

3月上旬に予定。 

 

５ 閉会（学校教育課長） 

今日は別の会議でも「子どものためにという事業が沢山あるが、どうやって最適にやって

いくか」話し合った。子どものためならば、市民の皆さんも、お金と力を出してくださるの

だろうが、それに甘えることなく、よりよい活動になるようにしてかなければならないと、

今日の議論を聞いて思った。 

 


