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平成 27年度 第 1回坂出市総合教育会議 

 

１．日 時 平成 27年 6月 5日（金）開会 13時 31分～閉会 14時 58分 

（所要 1時間 27分） 

２．場 所 水道局 3階中会議室 

３．議 題 

(1) 坂出市総合教育会議の運営について 

(2) 坂出市総合教育会議の概要について 

(3) 坂出市教育大綱（案）の策定について 

(4) 今後のスケジュールについて 

(5) その他 

４．出席者 

  市  長 綾  宏   教 育 長 國重英二   教育委員 斉藤惠子 

  教育委員 髙尾正彦   教育委員 中橋孝彦 

５．出席した関係職員 

  総務部長 好井和彰   政策課長 中西明彦   政策課付係長 明石公秀 

  教育部長 藤村正人   学校教育課長 大平美徳  生涯学習課長 森 毅彦 

  文化振興課長 谷本秀子   教育総務課長 杉之原智也   

教育総務課長補佐 香川浩基  教育総務課管理係長 柳原孝宣 

 

≪会議の大要≫ 

総務部長 

     ただいまから平成 27 年度第 1 回坂出市総合教育会議を開催する。なお，本日の

会議は，法により原則公開となっているが，会議の運営や傍聴に関する取り決めが

決定するまでの間，非公開の運営にさせていただく。まず，綾市長から挨拶をお願

いする。 

市長 

     第 1回の坂出市総合教育会議を開催するに際し，皆さんに御出席いただき御礼申

し上げる。この 4月からの新教育委員会制度の施行に当たり，教育長を私が初めて

任命したところである。皆さんには新制度の中でよろしくお願いしたい。 

 本日の総合教育会議の一番大きな課題は，当面，大綱の策定になる。これまで以

上に意思疎通を図りながら，協議を進めたいと考えているので，忌憚のない御意見

を出していただきたいと思っている。 

総務部長 

     続いて，教育長より挨拶をお願いする。 

教育長 

     この 4月から市長より新教育長の辞令をいただき勤務している。坂出の教育のた

めに頑張らないといけないという思いを強くしている。なお，地方教育行政の組織
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及び運営に関する法律に基づいて総合教育会議の設置が義務付けられたというこ

とで，本日，市長と教育委員の皆さんが直接顔を合わせて，坂出市の教育方針や教

育課題について真摯に協議することができるという，こういう制度ができたことは

大変素晴らしく，有難いと思っている。これからは，市長部局との連携がとても重

要になってくるのではないかと思っている。今後は，この総合教育会議を活用して，

よりよい教育行政を進めていく上で，与えられた役割をしっかり果たしていこうと

思っている。本日は，これからの坂出の教育の方向を示す教育大綱の策定手順等に

ついて協議させていただくが，市民から信頼を得られる大綱を目指してまいりたい

のでよろしくお願いしたい。 

総務部長 

     これからの議事の進行は市長にお願いする。 

市長 

     それでは議事の進行を務めさせていただく。まず 1つ目の議題「坂出市総合教育

会議の運営について」事務局から説明を求める。 

総務部長 

     （資料 1「坂出市総合教育会議運営要領（案）」及び資料 2「坂出市総合教育会議

の傍聴について（案）」を説明） 

市長 

     事務局より坂出市総合教育会議の運営について説明があったが，何か御意見はな

いか。 

教育委員 

     傍聴についての 3 番目に傍聴席に入ることができない者について 6 項目を挙げ

ているが，受付の時に，その判断は市長が認定するのか。 

教育部長 

     事務局としてこの規定に従い，受付の段階でどれに抵触するかどうかの問題点を

判断し，市長にその報告をして判断を仰ぐ形になると思う。 

市長 

     ほかに御意見等はないか。 

     特段御意見等がないようなので，坂出市総合教育会議運営要領（案）及び坂出市

総合教育会議の傍聴について（案）に御異議はないか。 

（「異議なし」の声） 

     御異議がないので，本会議の運営については，資料のとおり決定する。 

     なお，この後の議題からは公開となるので，傍聴者の入室を許可する。 

（傍聴者の入室） 

     続いて，2つ目の議題，坂出市総合教育会議の概要について，事務局から説明を

求める。 

教育部長 

     （資料 3「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（抜
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粋）」及び資料 4「総合教育会議での協議・調整事項について」について説明） 

市長 

     ただいま，事務局より坂出市総合教育会議の概要について説明があったが，何か

御意見等はないか。なお，資料 4には，様々なケースを想定した事項を挙げている。

こうした前提の中で進めるのがやり易いのではないかと思っているので，よろしく

お願いしたい。 

     よろしいか。 

     特段，御意見等がないので，総合教育会議の概要についての議題は終わらせてい

ただく。 

     続いて，3つ目の議題，坂出市教育大綱（案）の策定について，事務局から説明

を求める。 

学校教育課長 

     （資料 5のうち「①国の第 2期教育振興基本計画」を説明） 

教育総務課長 

     （資料 5 のうち「②他市の事例」及び「③坂出市教育大綱（案）策定の考え方」

を説明） 

市長 

     ただいま，大綱の策定に関して，国の教育振興基本計画，他市の策定事例につい

て説明があった。基本的にはそんなには変わりがないと思われるが，理念と目標，

ボリューム的にすべてを含んでいくのかを考える必要がある。本市でも，今，新し

い総合計画を策定中であり，その中の教育分野との整合性を図る必要がある。そう

いう意味では総合的なものがいいと思う。詳細なところまで書かなくていいと思う。

忌憚のない御意見をお願いしたい。いろんな意見を基に素案にしていく形になろう

かと思う。 

教育委員 

     初めてのことなので，大綱のボリュームや項目の細分化というのが全然分からな

い状態である。基礎的学力，確かな学力をもとに，学習や行事を通して，将来の日

本社会を担っていける子どもたちが育っていくと思う。教育大綱の中に入れる一番

大事なものは，基本的な学力を身に付けるようなものがどこかに必ず位置付けられ

るべきだと思っている。また，特別支援教育支援員が配置されているお陰で子ども

たちが伸び伸びと運動会や学習に意欲的に参加できている。そういう教育環境のハ

ードとソフトの両面にわたる充実も大綱の中に位置付けてほしい。 

市長 

     ただいまの意見は大事なことであり，大綱に位置付けることになると思う。なお，

教育環境について意見があったが，設備だけでなく，特別支援教育支援員のほか技

能員など教育をサポートする人材は重要な役割を持っている。ところが財務省は

20 年先を見越して，人口減に合わせて教員の削減の話を出してきている。市長会

としても教育委員会に関することを国に対して申し入れをしている。ただ，財政的
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に大変だから教員を減らすという考え方を一番心配している。 

教育委員 

     「健やかな体」という点では，市の御尽力もあって平成 24 年度から小児の生活

習慣病予防の健診が始まった。その結果を見ると，糖，それから脂質の高いデータ

がかなり多く出ているので，保護者と連携して幼児期からの食生活，小児生活習慣

病の予防に対して力を入れてもらいたい。 

市長 

     御指摘のような結果が出て，それをどうやって日常生活，家庭でやっていただけ

るのか，給食の 1食では足りない。このアフターケア，親子食事教室とかいう形を

とっていければと思う。全国との比較では，香川県は体力も少し劣っていることか

ら，県を挙げて取り組む必要があると思う。 

教育委員 

     全般的なことから言うと，既に「坂出市教育要覧」，また「志をはぐくむ」とい

う冊子がある。市長の考え方を合わせたものにしていけばいいと思う。子どもたち

には，安全安心に学校へ通え，そして勉学の環境ができるような形が一番いいとい

うことが言える。子どもたちは，世の中がグローバル化，多様性する中で，目標を

失いかけているように思えるので，全体的には，大綱にこの要覧と志をはぐくむと

いうことを加味すればいいと思う。 

 また，南海トラフ大地震の関係で，今後発生が予想される対策というのも大綱の

中に入れておく必要があるのではないか。 

市長 

     災害の中でも台風はある程度予測が立つが，地震はいつどこで起きるか分からな

いため，地域防災として対応になると思う。また，備蓄の話も，全体的に備蓄を増

やそうとしているので，基本的には，本来 3日間は皆さんで用意してもらって，そ

の足らずを市でということでやっているが，その備蓄をどこに置くかという問題も

ある。 

 また，子どもたちも交通安全に気を付けなければいけないし，集団登下校といっ

ても逆に集団でないほうがよいという理論もある。最近，想定されていなかった事

件，事故等が起きたりするので，全てに備えるのは非常に難しい。安全安心の範囲

は広いが，万が一の場合の対処方法は必要である。ただ単に地域との連携，コミュ

ニティをすぐにやりましょうというのではなくて，坂出に合ったものを大綱に入れ

ていく必要があると思う。 

教育長 

     地域が活性化していくためには保護者や地域の方が「学校っていいね」のように，

魅力ある学校であってほしいという望みがあると思う。そのような中で，環境づく

りは物的な環境と人的な環境がある。人的な環境は人をたくさん入れて体制を整え

ていくということであり，多くの予算がかかってしまう。本来教員は県費教職員だ

から，国や県からある程度フォローしてもらう必要がある。財務省には来年，教職
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員の定員を大きく削減する，また，加配教員の定員も削減するという動きがある。

それを市に負担させるというのはおかしいので，県や国に対して要望していく必要

があると思う。 

 ただそうなった時に，市として何ができるのか。昨年度から学校支援ボランティ

ア制度を立ち上げ，コーディネーターを置き，各種のボランティアを展開している

が，学校によっては環境整備に力を入れてもらったり，読み聞かせをしてもらって

いる。その先には，例えばコンピュータ技術に優れた人に指導をしていただくとか，

補充学習のボランティアをしていただくとか，そういった制度を展開させていけれ

ばと思っている。今，その具体的な施策を考えているところであり，その大きな目

標として地域に信頼される学校，安全安心な学校というところが大きい意味での目

標として設定されていただければ有難いと思う。私としては，大綱はあくまで方針

であって目標であることから，是非いろいろな現実の課題を挙げていただき，そし

て一つの方向で大きくまとめて，5年，10年かけながらやっていく方向性が出れば

いいと思っている。やはり地域に信頼される安全安心な学校ということを大きな目

標として設定していただければと思う。 

市長 

     安全安心というのは，一番大事なことと思っている。私は市長 2期目から「共働」

という言葉を打ち出した。あえて「共に働く」ということで，保護者も先生も地域

も皆同じで「共に」を強調する思いを込めている。ただ学習ということになってく

るとこれは難しくなる。課外のことで言うと，土曜日の授業をするのはまだ非常に

難しいところがあるが，土曜学習なり，課外学習については，そのための指導者，

インストラクターが必要であるし，子どもを預かると責任の問題もある。非常に細

かい話も現実的には出てくる。そのようなことは大綱に入れる必要はないと思う。

大きな目標としては，やはり安全安心な坂出の学校に通ってもらいたいということ

である。 

 将来を担う子どもたちのためにということで，今，地方創生の話が出ている。ま

た，国は学校の統廃合をもう少し加速するようにと言っている。坂出市も少規模校

がいくつかあるが，統廃合は地元の御了解の中で進めていくという方針の下で，学

校の設置者の市と教育委員会が連携して対応していく。 

 また，日本の財政状況は非常に悪く，今後，非常に厳しい財政再建策が打ち出さ

れるのではないかと思っている。その際，どこを切ってくるか。一番大きな支出は

社会保障と地方交付税だが，それは大きな問題なので，確実に国に求めていかなけ

ればならない。一方で，将来的に人口を増やしていこうというビジョンを持つので

あれば，将来の子どもたちを育む環境には国が責任を持ってやるべきだと思ってい

るが，現実的な問題として，教育分野における削減や精査が進むのではないかと本

当に心配している。そういう面もあるが，坂出市の中で完結できることというのは，

市民との共働でいろいろ進めていきたい。 

教育委員 
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     学校，家庭，地域との連携が重要である。今，地域の力をお借りして，学校支援

ボランティアとして支援していただいて，学習効果も非常に上がっていると思う。

先日，子どもたちが地域の文化財について，保護者の方にグループごとに紹介する

総合学習の授業があった。学校支援ボランティアが各グループに付き添い，地域の

文化財のことを若い保護者の方に説明していた。その時の学校支援ボランティアの

姿を見て，とても素晴らしいと思った。坂出には文化財がたくさんあって，小さい

時から文化財に触れる機会が大事なので，学校の力だけでは十分できないところを，

学校，家庭，地域が連携して，郷土の文化に愛着を持てるようにすることを大綱の

中に入れていただければ有難い。 

市長 

     私もずっと以前からその重要性を感じていて，市長になってから古のロマンを掲

げている。府中町の国府跡の調査が進められているが，約 1200 年前からあるわけ

で，非常に素晴らしい。それを誇りに思って住んでもらいたい。また，府中だけで

なく，鴨川，城山，島も万葉の関係，市内は久米通賢や塩田の関係など市内各所に

あるので，親子で勉強，研究していただくというのがいいと思う。市史の編さん作

業も途上にあるが，広く市民に知って頂ければ有益になると思う。 

教育長 

     文化の話に関連するが，今，社会全体がよくグローバル化していると言われてい

る。グローバル化というと，国際化のような感じがするが，グローバル化のもとは，

自分の地域をしっかり知ることだと言われている。地域を愛する心というのはどう

しても必要ではないかと思う。地域を愛する心が育ってこないと，いくら英語がで

きたとしても，中身がないとだめだとよく言われている。そういう意味では地域を

よく知る教育，地域を愛する教育というのは非常に大事ではないかと思う。大綱の

策定に当たっては，国の教育振興基本計画を参酌するとされているが，地方の坂出

市ということを考えると，子どもたちが市外へ行って頑張る子もいるけれども，坂

出市で頑張って，坂出市をもっとよくしていこうというような，そんな力を持つ子

どもを育てていかなければならないと考えている。それは市教育委員会，市の責任

ではないかと思う。そういう意味で，坂出を大好きになる，誇りに思うという子ど

もづくりというのを目標に掲げてほしいと思う。 

市長 

     私は 2期目になって愛郷育，愛敬育という掛詞を作って，故郷と人を愛すること

の大切さを訴えている。坂出に住む人たちが輝いて，学校卒業後もＵターンのきっ

かけになればいいと思っている。 

 高齢者が就業すると若年層の就業の機会が減ってくる。これをどうするかという

ことに関して国の大きな対応がまだできていない。都会や県外から来るような形を

とっていかないとだめだ。新聞に東京から高齢者を移住するのに坂出は適地だと載

っていた。どういう適地なのかよく分からないが，ただでさえ坂出市は 32.6％く

らいの高齢化率なのにもっと増えるのではないか。それに経費の問題がある。また，
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国が社会保障費を切ってくることに関連して思うのであるが，ラジオ体操，これが

市全体の健康につながると思っている。今，駅前広場でやっているが，一つのコミ

ュニティになっている。また，健康条例を制定して取り組んでいければ，生涯学習

の意味からも素晴らしい成果を生むと思っている。 

教育委員 

     子どもたちが県外に出て初めて坂出というところはいいところだということを

知るためには，ある程度坂出のことを知っておく必要がある。海があり，山があり，

そして歴史があって，住みやすいところだということを子どもの時から知っておく

ことが大切である。まさしく市長の「古のロマンのまち さかいで」の 6人の偉人，

沙弥島の素晴らしい風景，身近な里山とか溜め池の風景，それに町名の由来まで，

そういった一つひとつに意味があると思う。一旦は県外に出ても，坂出がいいと思

って帰ってくる子が増えればいいと思う。 

市長 

     昔は長男であれば郷里に帰ってくるのが当たり前であった。今はそういう時代で

ないが，郷里で就職先を探すのが難しいとされている。市もハローワークの就職支

援センターとの間で就職フェアやバスツアーを開催しているが，これが意外と人気

があり，市内の企業活動の実態を知って，就職の考え方を変えたり，選択肢を広げ

た学生も出てきている。これはまさにＵターンに影響するので，そういう情報も開

示していきたい。そういう利点をアピールしていけたらといい思う。 

教育長 

     資料として 2市の大綱（案）が示されているが，Ｎ市については，この大綱（案）

の前に教育振興計画を作っているので，その教育振興計画を前提にした大綱（案）

となっているので，ボリュームとしては小さくなっている。本市の場合は教育要覧

等を作っているが，何年か先を見通してではなく，今大切なこと，今学校で頑張っ

てほしいことを中心にまとめている。従って，Ｍ市並みに方針と具体策を少し入れ

たような内容にするのがいいのではないかと思う。 

市長 

     まさにボリュームの話である。大綱は，大きな括りで将来的なことを中心にして

いけばいいのではないかと思う。現在，新しい総合計画策定の準備を進めているが，

それとの関連性が必要なので，十分に留意しながら大綱を策定していきたい。根源

にあるのは，地元をよく知り，愛着を持ってもらい，「共働」のまちづくりにつな

げていく。そこに集約してくるという気がしている。 

 初めての総合教育会議であったが，今後，教育委員会と両方で協議しうまく調整

できるようにしたい。 

     ほかになければ，大綱の件についての議題を終わらせていただく。次に 4つ目の

議題「今後のスケジュールについて」事務局から説明を求める。 

総務部長 

     （今後のスケジュールについて資料 6に基づき説明） 
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市長 

     ただいま，事務局より今後のスケジュールについて説明があったが，何か御意見

等はあるか。 

     特に意見等がないようなので，今後のスケジュールについては説明のとおりとす

る。 

     では，その他で何かあるか。 

（「なし」という声あり） 

     非常に長くなったが，初めての会合であり，非常に意義深いものであった。来月

にはもう 1人の教育委員を迎えて進めていくことになる。今後ともよろしくお願い

する。 

     これをもって平成 27年度第 1回坂出市総合教育会議を終わる。 

 

 

 坂出市総合教育会議運営要領第６条第２項に基づき，署名する。 

 

 

     坂出市長   綾        宏 

 

 

     教 育 長   國  重  英  二 


