
平成２７年度第２回各務原市総合教育会議議事録 

 

Ⅰ 日 時 平成２７年５月１４日（木）午後２時３０分～午後３時３０分 

Ⅱ 場 所 産業文化センター８階第２会議室 

Ⅲ 出席者 

  （構成員） 

市 長 浅野 健司、 

教育委員長 岩田 重信、教育委員 勝野 啓一、教育委員 梶浦 玲子、 

教育委員 橋本 康代、教育委員 大友 克之、教育長 加藤 壽志 

 

  （教育委員会事務局） 

   事務局長 中野 浩之、教育管理監 森 進一、次長兼総務課長 西森 孝治、 

次長兼図書館長 桑原 久美子、学校教育課長 苅谷 孝弘、青少年教育課長 広瀬 明美、 

文化財課長 伏屋 英和、スポーツ課長 小川 晃、少年自然の家所長 今枝 優 

   （市長部局） 

   副市長 小鍋 泰弘、 

   次長兼ブランド創造課長 稲川 和宏、いきいき楽習課長 福田 尚巳、 

企画政策課主幹 平工 泰聡 

（書記） 

教育委員会総務課主幹 奥村 真里、教育委員会総務課総務係長 宮田 伸彦、 

教育委員会総務課主査 苅谷 正恵 

Ⅳ 内 容 

１ 市長あいさつ 

２ 副市長あいさつ 

３ 協議・調整事項 

（１） 各務原市総合教育会議運営要領（案）について 

（２） 各務原市教育大綱（案）について 

（３） その他 

・人口ビジョン及び総合戦略について 

４ 意見交換 

Ⅴ 協議・調整事項の結果 

（１） 各務原市総合教育会議運営要領（案）について 

 市 長 

 

西 森 次 長 

 

 

 

 

 

 

それでは、議事に入ります。はじめに、各務原市総合教育会議運営要領（案）

について事務局から説明してください。 

各務原市総合教育会議運営要領（案）について説明させていただきます。まず

総則は各務原市総合教育会議の組織及び運営に関する法律に規定するもののほ

か、この要領の定めるところによるものとするとしていまして、第２条に招集

を掲げさせていただいております。市長は、法第１条の４第３項の規定により

会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の場所及び日時並びに会議に

おいて協議又は調整すべき事項を教育委員会へ通知するものとするとし、通知

した事項については公表をしていくことを定めております。第３条の議事進行
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市 長 

につきましては、市長が行うこととしています。第４条の会議の傍聴につきま

しては前回の会議の中でご承認いただきまして、本日は傍聴者はみえませんが、

会議を公開し傍聴が出来る状態になっております。第５条の議事録につきまし

てはこの総合教育運営要領（案）のとおりとなっており、議事録は公表させて

いただきます。第６条の事務局については、教育委員会事務局総務課において

事務を進めさせていただくということでご審議頂きたいと思います。 

只今の事務局の説明につきまして、何かご質問・ご意見がございますか。 

特にご意見も無いようですので、各務原市総合会議運営要領については原案の

とおりとすることでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

それでは、各務原市総合会議運営要領については原案のとおりといたします。 

 

（２）各務原市教育大綱（案）について 

 市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩田教育委員長 

次に、各務原市教育大綱（案）について、協議していただきたいと思います。 

教育大綱の基本的な考えにつきましては、前回の会議においてご了解いただい

たところですが、本日は大綱の案をお配りしていますので、私の方から説明さ

せていただきたいと思います。 

この大綱の案につきましては、前回この総合教育会議においてご了承いただき

ましたとおり本年４月からスタートした「各務原市総合計画」を大綱の基本と

させていただきました。その中より一部抜粋しました資料から説明させていた

だきます。この基本目標につきましては、総合計画に掲げる「笑顔があふれる

元気なまち」の実現のために、特に教育施策等における方向性を示したもので

す。具体的には目標とするまちの姿を「心豊かで文化を育む人づくり」としま

して、一つ目にこれからのまちづくりの礎となる児童生徒の「教育」の推進、

二つ目と三つ目には、まちの活力の源になる「文化・生涯学習」の充実と「ス

ポーツ活動」の推進とした３本の施策の柱を示しています。ご存知のとおり、

この総合計画は外部委員の方による審議会や市民ワークショップ、またパブリ

ックコメントなど、多くの市民の方からご意見をいただきながら策定されたも

のです。これらを踏まえまして、総合計画の基本目標２をより明確にして教育

大綱として位置付けたいと考えます。この教育大綱の対象期間は、平成２７年

度から平成３１年度までの５年間であります。これは、市総合計画の前期計画

期間と符合しています。大綱の基本理念を「笑顔があふれる元気なまちへ～心

豊かで文化を育むひとづくり～」とさせていただいたところです。基本方針は、

各務原市総合計画に基づき、３本の施策の柱を受けて、一つ目に「心豊かでた

くましく、自立した人間形成を支える教育を推進します」、二つ目に「文化的で

潤いのある市民生活を支える学びの機会を充実します」、３つ目に「健康で活力

ある地域づくりを支えるスポーツ活動を推進します」としました。 

以上、教育大綱の案について説明いたしましたが、あまり項目が多すぎても分

かりにくいので、分かり易く３つの柱に整理させていただきました。それでは

何かご意見・ご質問はございませんか。 

大変簡潔明瞭にご説明いただきましたので、何も異論もありません。感心しな
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がら聞いておりました。 

ありがとうございます。他にございませんか。大友先生いかがですか。 

すばらしい形で整理されていると思います。 

それでは、お褒めの言葉もいただきましたので、各務原市教育大綱については

原案のとおり定めることとし、今後この大綱を公表してまいりますので、よろ

しくお願いします。 

 

（３）その他 

・人口ビジョン及び総合戦略について 

 市 長 
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その他でございますが、本日は人口減少社会における地域創生の取り組みにつ

いて、委員の皆様からもご意見を頂戴したいと思います。はじめに、各務原市

の現状や取組みの方向性について、担当から説明いたします。 

それでは、本市の地方創生における取組み状況について、ご説明いたします。

先ず始めに、現下の深刻化する人口減少とそれに伴う地域経済の縮小という負

のスパイラルに立ち向かうため、昨年 11月に「まち・ひと・しごと創生法」が

制定され、人口減少の克服と地方創生に取り組むための指針として、「長期人口

ビジョン」と「総合戦略」が国において示されたところです。地方においても、

国から地方版総合戦略の策定が要請され、本市においては、本年 2 月に浅野市

長を本部長とする「しあわせ実感かかみがはら創生推進本部」を立ち上げ、現

在、策定作業を進めているところであります。 

それでは、配布しております資料に沿って本市の現状や取組みの方向性につい

てご説明いたします。総合戦略の策定にあたっては、先ず始めに、本市におけ

る人口の現状を分析し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示し

た「人口ビジョン」を策定することが必要となります。本人口ビジョンの対象

期間は、平成 72年とするもので、本市においては、すでに策定が完了しており

ますので、その内容を簡単に説明していきます。本市の人口の現状についてで

すが、国勢調査では、本市の人口は、平成 22年まで着実に増加しておりますが、

近年では、住民基本台帳人口は微減しており、人口は減少局面に入っています。

世帯数は、継続して増加しているものの、平均世帯人員数は減少している状況

です。年齢３区分別人口でみると、年少人口（緑）は昭和 55年以降継続して減

少、順調に増加を続けていた生産年齢人口（オレンジ）も平成 7 年をピークに

減少、その一方で、老年人口（ピンク）は継続して増加している状況です。自

然動態でみると、合計特殊出生率は上昇傾向にあるものの、出生数は減少し、

死亡数が増加していることから、近年は、死亡数が出生数を上回る自然減とな

っています。生涯未婚率、平均初婚年齢、初産の平均年齢の推移を表示してお

りますが、男女ともに生涯未婚率が上昇しているとともに、晩婚化や晩産化が

進行している状況です。続きまして、社会動態でみると、平成 20年以降、転出

が転入を上回る転出超過が続いています。昼夜間人口でみると、昼間人口より

も夜間人口が多く、他の市町村に就労・就学している人が多くなっている状況

が続いています。生産年齢人口の推移等について表示しておりますが、生産年

齢人口は、平成 7 年をピークに減少。労働力人口についても、同様に減少傾向



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にある中、女性の労働力人口は増加している状況です。ここまでが本市の人口

の現状となりますが、本市においても、人口減少と少子高齢化が着実に進展し

ていることが分かります。 

ここからが将来の人口推計となります。３つの推計パターンを提示しておりま

すが、いずれにおいても、人口減少対策を講じないと、本市の人口は今後も減

少を続け、平成 52 年には 125,000人程度、平成 72 年には 100,000 人程度にま

で落ち込むと推計されています。人口問題研究所が将来推計した「①青のライ

ン」をベースに、出生率の向上など３つの仮定値を設定し、将来人口のシミュ

レーションを行ったものです。「④赤のライン」は、国の人口ビジョンの推計と

同様に合計特殊出生率が、平成 42年までに 2.1に回復した場合のものです。「⑤

緑のライン」は、人口移動、つまり社会移動状態が均衡した場合のものです。

「⑥紫のライン」は、④と⑤の条件を組み合わせた場合のものです。この結果

より、長期的にみると、出生率の向上を図らない限り、人口減少は加速度的に

進むということが分かります。 

人口減少が、地域の将来にどのような影響を及ぼすのかを「生活基盤」「産業・

労働」「医療・福祉」「子育て」「財政」の５つの分野について分析・考察を行っ

たものを記載しています。主な分野について説明しますと、「生活基盤」面では、

生産年齢人口の減少によって、自治会加入者数が減少し、自治会が担っている

様々な機能の確保が困難となったり、地域消防力の要である消防団員の確保が

困難となることが懸念されます。また、高齢化によっても支障がでてまいりま

す。「子育て」面では、年少人口の減少によって、親となる世代の子どもに接す

る機会が減少し、自身の子育てに不安を感じる恐れがあることや、子どもを通

じたコミュニティの縮小によって、孤立化を招いたり、学校行事や部活動の実

施が困難となることが懸念されます。「財政」面では、生産年齢人口の減少によ

って、個人市民税が減少し、現行の行政サービスの維持に支障が出たり、個人

負担が増大する可能性が出てきます。このように人口減少に歯止めをかけない

と、様々な分野で悪影響が出てくることが予想されます。これまでの本市の人

口の現状と将来人口推計等を踏まえ、総合計画で掲げる平成 36 年の目標人口

145,000 人の定住人口確保の達成を図るため、後ほど出てまいりますが、人口

減少に歯止めをかける上で重要となる３つの方向性「産業・雇用」「子育て・教

育」「魅力向上」に係る取組みの一体的な推進により、向上が期待できる出生率

や転入者数等の仮定値を設定し、本市の人口の将来展望を示しております。総

合計画の目標人口の達成を前提とした取組みの積極的な展開により、本人口ビ

ジョンの終期となる平成 72年の人口の将来展望は、2万人増の 120,000人とし

ております。以上が、本市の人口ビジョンの概要となります。 

「人口ビジョン」で提示した将来の人口展望の実現を目指すため、取り組む施

策の方針や具体的な事業を示す「総合戦略」の説明に入りますが、現在、この

「総合戦略」については、策定作業に入ったばかりですので、導入部のみの説

明となります。本市では平成 27年度より、新たな羅針盤となる「各務原市総合

計画」がスタートしておりますが、策定過程では、様々な方々からご意見やア

イデアをいただいております。また、計画には、人口減少や少子高齢化に起因
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する課題に対応した施策体系も構築しています。そのため、総合戦略において

は、この総合計画の考え方や施策の方向性をベースに、国において掲げられた

政策５原則を踏まえつつ、人口減少の克服と地方創生の確実な実現を目的とす

る具体的な施策を整理し、推進していくものとしています。参考までに、総合

計画と総合戦略の関係を図表化したものを掲載しておりますが、総合戦略は、

総合計画で掲げた将来都市像や基本理念を踏まえ、計画に体系付けた施策・事

業を、「人口減少に歯止めをかける上で重要な方向性」の観点から整理し、人口

減少対策に寄与する基本目標や主要施策などの施策体系に再編成した計画とな

ります。そこで、本市においては、人口減少に歯止めをかける上で重要となる

「産業・雇用」「子育て・教育」「魅力向上」の３つを基本目標として掲げ、多

様な施策、事業を展開する柱としてまいります。今会議に関係する「教育」の

分野についても、「②子育て・教育」の中の最終段落において、施策展開の方向

性を記述しておりますが、今後、この３つの基本目標に沿って、市役所内で部

会を設置し、外部の有識者等の意見も伺いながら、人口減少対策に寄与する具

体的な施策・事業や成果指標などを検討してまいります。以上で、簡単ではご

ざいますが、本市の地方創生の取り組みについての説明を終わります。 

只今、本市の方向性等について説明させていただきました。実際に１４万５千

人ほどの人口規模の各務原市が、１０年後には１３万９千になるだろうという

推計が出てきております。各務原市の教育や子育てにおいても、人口減少対策

は重要な課題であると思っています。少子化、高齢化というのはここ数年非常

に脚光をあびてきた言葉でありますが、人口減少というのがその後でてきたの

か、たまたまスポットが当らなかったのかは分かりませんけれども、３５、６

年前において、人口減少という言葉を国が表に出してきている。そういったと

ころにおいても実質今各務原市は元気がありますよといわれておりましても直

面している大きな問題であると思っています。「各務原市に住んで子育てがした

い」、そして子ども達が「各務原市の学校に行きたい」、保護者の方々において

は、「各務原市で学ばせたい」と思っていただけるような、そして高齢者の方々

においては「各務原市に行けば大きな学びの場がある」と思ってもらえること

が各務原市の魅力となるかと思っています。そのことを踏まえまして担当者か

ら説明をさせていただきましたが、教育・子育て環境の充実策などについて、

委員の皆様のご意見、今の説明に対する質問等を頂きたいと思いますがいかが

でしょうか。 

こうした大問題は指摘が難しいと思いますが、私の身近な所では、実は人口が

増えています。具体的な例で申しますと本巣町生まれの岐南町育ちで、次に家

を建てようと思った時に、各務原市は住みやすいし、教育の分野でいい環境な

ので移住してきましたと言われました。移住してきた人が感じていることが各

務原市の特色ではないかと。そのことを、まず各務原市に住んでいる私たちが

自負といいますか誇りに思うことで、人から人へ口伝えに伝わることにも繋が

っていきます。そうしたことは一長一短でできることではなく、長いスパンで

の努力が必要です。人口というのは活力の基であり、学校規模もある程度この

ことを想定して統合の問題、例えばエリアや通学の安全面などを考慮しつつ活
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力のある学校を築くことで、どこに移住しようかという検討対象の一つが教育

であるならば、そういう視点で分析してみる必要があるのではないかと思いま

す。 

私達が以前よく議論したことは、「子どもの体力が落ちているのはなぜか」とい

うことでした。理由としては、子ども数が減少して生活の内容が学習、知識面

に力を注がれるようになったことで、当時からいろんな社会問題や危険という

要素もあり、子ども達が遊ぶ場が限定され減ったことが考えられました。放課

後や土日の空いた自由時間に子ども達の安全な遊び場、交流する場所を確保し

てあげることも子どもを育てやすい環境として移住のポイントではないかと思

います。 

大友委員いかがですか。大学を経営されていて将来的にどう思われますか。 

少子化問題はこの資料のご指摘のとおりだと思いますし、人口が減ってきてい

るということも日本全国の問題だと思います。都市圏にある大学が抱えている

問題と地方にある大学が抱えている問題は人口減少のスピートが違うと思うの

で、人口減少問題はそれぞれ分けて考えるべきだと思います。大学の方で人口

減少問題を議論していくときは、社会保障費の増大を若年者、これから生産年

齢に入っていく子ども達が何人の高齢者を面倒見ることになるのかという議論

になります。こちらも「君達がある程度大人になったときには払った分の税金

のリターンはないですよ」という年金のことも含めて話します。世代間不公平

ということが現存しているということをかなり若い人達が理解していないと、

現在の社会保障費用の医療費、年金介護費用というのは人口が上昇していくこ

とが前提となっていて作られているもので、今のように減少していくことを想

定してこなかったものなので、かなり若い人達とそういった部分の危機感を本

来共有していかなくてはいけないと思っています。たまたま今の大学のある瑞

穂市は人口が増えていて、特に若年世代の転入が名古屋の通勤圏として便利で

あるため増えているということを聞きます。確かに、本来はＪＲ岐阜駅まで各

駅停車で止まってしまうので、１５分に１本の名古屋行で岐阜駅までノンスト

ップの新快速があるのが大きいのかと思います。各務原市でいいますと、ＪＲ

または名鉄が果たしている機能を考えるときに、どうしても乗り換えが必要で、

ノンストップという感覚がありません。高齢化ということも考えると名鉄の犬

山線、高山線なども含めて何本かに１本ノンストップの鉄道がでてくるとイメ

ージ的に変わってくるのではないかと思います。岩田先生がおっしゃったよう

に若い人達がどこに魅力を感じて転入をしてきているのか、転出してくる市町

村の事例を逆に見ながら転入してくる市町村と比較していくと議論がしやすい

かと思います。 

ありがとうございました。勝野さんどうですか。 

出生率を増やして人口を増やすこと、それが一番土台であると思います。会社

運営をしていて家族手当とか子ども手当というのがあるのですが、一人目の子

どもには１万円、二人目、三人目は額が減り、四人目以降はありません。それ

は会社として給与の配布の仕方の見直しが必要になってきている部分となって

います。家族手当等は、短期的には受け入れられないことでも長期的には改善
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が必要なことでありますので、給与面で見直そうと思っています。 

もう一つは企業サバイバルとよく似ていて、各務原市が他の市町村と比較して

こういうメリットがあるということをＰＲして、転入者を増やしていくという

ことは、一般的なことだけを実施しているだけでは取り残されて過疎化を招い

てしまうだけなので、自治体というのは非常に恵まれていると思っていました

が、今はそうではなくて一つ失敗をしたら、住民から苦情があり大変だと思い

ますし、今後は行政の方が企業より舵取りが困難なのではないかと思いました。 

ありがとうございます。橋本さんどうですか。 

私は航空機関連の会社を経営しております。私が入社しまして１７年になりま

すが、当初は１名か２名しか女性がいなかったのですが、今は全社員のうち１

割が女性なのですね。その女性達を見ていますと、家族の方のサポートがある

人もいるのですが、働きやすい環境でない方もいらっしゃいます。保育所と企

業が連携した施設があるといいなと思います。例えばテクノプラザの中に市営

の保育所があると小さなお子さんがいる女性も働きやすいと思います。それか

ら短時間の労働もＯＫという会社も増えれば、「各務原市は働きやすい、女性に

優しいまちだね」と伝わっていくのではないかと思います。 

働きやすい企業を私は目指しています。できれば単独で当社の隣に保育所がで

きることが私の夢なのですが、それを大きな各務原市の取り組みとして実施し

ていただければありがたい話だと思います。 

ありがとうございました。梶浦さんどうですか。 

私は娘が義務教育を終えたばかりなのですが、実は幼稚園入園の頃に可児市か

ら各務原市に引っ越してきました。可児市も公園がたくさんありましたが、各

務原市も少し歩いていけば、スーパーもありましたし、少し足を延ばせば河川

環境楽園や他にも公園がありましたし、買い物する場所もたくさんあり、道路

の二車線だけは始めのうちは少し怖くて外出が出来なかったのですが、慣れて

しまえば、いろんなことがすべてできてとても住みやすいまちだと思いました。 

ありがとうございました。 

各務原市の児童生徒というのは、ボランティア活動がすごく体験者が多いです

し、年間の活動実績もボランティア手帳というのがあってすばらしいものがあ

りますね。つまり、ボランティア意識がすごく育ち、根付いているということ

ですね。当初スタートした時に、高等学校に入学してくる生徒達に訊きますと

「内申点が良くなるからやっていました」という本音の返答がありました。し

かし、ここまできますとそういうことは乗り越えて自分にとってボランティア

は大切なものであると身に付いていますね。そういう生徒達が市民になってい

くわけですから、最初に書いてありますとおり、生涯学習の人づくり、地域づ

くりという根幹となっている気がしているのですが、個人の生活の豊かさを求

めるだけでなく、地域づくり型の生涯学習というものはそういうボランティア

精神を身に付けた方がどんどん今後増えていくのではないかと思うのです。そ

ういう意味合いでは行政に頼るということは人が増えれば行政組織もすべてで

きなくなりますし、そのためにもその形をどうやって育てていくか、どうやっ

て組織化していくか、そこにどんなコーディネータを当てて組織化していくか
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ということはとても大きなことだと思います。地域づくり型の生涯学習を大学

には専門家がいるのではないかと思われますので、そういう方と一緒に取り組

みをしていったら、長いスパンを経た時に各務原市は住みやすいと自治ができ

るとか、自分達が出来る活動は何か、この部分は行政に行ってもらおうとかい

ったことが明確となってくるのではないかと思います。現在子ども達が行って

いるボランティア活動を継続して育てていけば、すばらしい生涯学習のまち各

務原となるのでないかと思います。 

はい、ありがとうございました。大友さん、ボランティアの方を非常に多く実

施されているのでないかと思われるのですが、どうですか。 

そうですね。ボランティアについては、今の学生達は岩田先生がおっしゃって

いたベースとは少し異なってきていると思いますが、震災も大きな契機だった

のではないかと思いますが、ある程度社会的な活動をしていかなくてはいけな

いという変化が若い人達にも見られたかなと思います。一方、生涯学習という

言葉自体は学生達にとって学び直しの形で、６０歳でリタイアされた方達が再

度大学などでコミュニティに通って学び直しの解釈になってしまっています。 

橋本さんがおっしゃっていたように女性の方達が暮らしやすい、育てやすいと

いったような子育て支援の部分でよく待機児童がゼロということを言われます

が、実際は一人出て行ったら一人空くといったようなレベルのことを言ってい

て、図書館や公民館のように何時でも開いてるといったようなレベルで幼稚園

や保育所が使いやすい状況になっているかといえばそうではないし、看護士不

足、保育所不足ということが背景にないわけでないのですが、その基準という

のがある意味堅苦しいものになっているのか、ドライブスルーとまではいいま

せんが、もっと利用しやすいものであったらと思います。預けた子どもの顔が

スマートフォンで何時でも見れるような安心感があるとか、保育所が事業所の

前にあり、昼休みに顔を見に行くことができたりと、本来待機児童数がどうか

とかではなく、アクセサビリティを下げないと何時でも受け入れられる体制が

ないので、地方の事例をみていますとどこもそういった施策の問題にあるので

はないかと感じています。 

ありがとうございました。その他、よろしかったでしょうか。様々な視点から

貴重なご意見をありがとうございました。それでは、本日の議事は以上でござ

いますが、折角の機会ですので、他に何かご意見はございませんか。 

それでは特に無いようでございますので、議事を終了させていただきます。そ

れでは事務局お願いします。 

それでは、これをもちまして平成２７年度第２回総合教育会議を終了いたしま

す。本日はありがとうございました。 

 


