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平成 27年度 第 2回坂出市総合教育会議 

 

１．日 時 平成 27年 7月 24日（金）開会 13時 00分～閉会 14時 27分 

（所要 1時間 27分） 

２．場 所 教育会館 2階大会議室 

３．議 題 

(1) 坂出市教育大綱（案）の策定について 

(2) 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   教育委員 小川幸彦 

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   政策課政策調整係長 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 

６．傍聴者 

  なし 

 

≪会議の大要≫ 

総務部長 

     只今から平成 27 年度第 2 回坂出市総合教育会議を開催する。まず綾市長から挨

拶をお願いする。 

市長 

     本日，第 2回目の坂出市総合教育会議を開催したところ，國重教育長並びに教育

委員全員の御出席を頂き，感謝申し上げる。 

     先般，4月末日をもって教育委員が辞職したことから，後任に新しい教育委員を

迎え全員揃った中で，これからの会議を進めてまいりたい。 

     本日は大綱の策定に向けて個別の要望なり，内容について御意見をお伺いしたい。

また，先般出てきた意見の取りまとめや来月の日程を決めて頂きたい。どうかよろ

しくお願いし申し上げる。 

総務部長 

     それでは早速議事に移らせて頂く。議事の進行については，総合教育会議運営要

領第 4条の規定に基づき綾市長にお願いする。 

市長 

     それでは私の方で議事を進めさせて頂く。先ほども申し上げたが，新しく教育委

員に御就任を頂いているので一言挨拶をお願いする。 

教育委員 
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     県立学校で 38 年，退職後は私立の専門学校で 8 年間勤務していた。この 3 月末

日で退職して公教育とは縁が切れたと思っていた折に，教育委員の就任について話

があった。非常に有難いこととしてお受けした。教育委員会制度が大きく変わって，

非常に大事な時期を迎えている中で就任し，どれだけお役に立てるか不安ではある

が一生懸命頑張りたいと思う。 

市長 

     では早速議題に入りたい。まず 1つ目の議題「坂出市教育大綱（案）の策定につ

いて」，事務局より資料の説明を求める。 

学校教育課長 

     （資料 1の説明） 

教育総務課長 

     （資料 2の説明） 

市長 

     ただ今事務局より坂出市教育大綱（案）の策定についての資料説明があった。 

     最近，ラジオ体操広場が 2ヵ所増えた。これは非常に健康，予防とかに関わるし，

コミュニティの見守りとかそういうところにも関わってくる。これが教育かと言わ

れれば非常に難しいところがあるが，生涯学習的な関わりについて考えていきたい。 

     また大綱はシンプルで，ある程度分かりやすいものがいいのではないかと思う。

この会議で確認し合った形の大綱ができればいいと思っている。どなたからでも結

構なので御意見を出して頂きたい。 

教育長 

     ラジオ体操をするために，今では駅前でもスピーカー等の設備を整えた拠点がで

きている。集える拠点が広がっていくに従って，多くの人がそこに集まって広がり

が出ている。生涯学習の立場からすると，ラジオ体操以外に一寸したスポーツをし

たいとか，あるいは何か自分の趣味をしたいとか思っても，そうした拠点がなかな

か無いので，そういう拠点をしっかり作っていくという施策が必要であると思う。

例えばもう少し地域のボランティアが公民館で子供たちに何かをしていけば，放課

後に子供たちが集える場所になるのではないか。市長の言う「共働」，公民館を拠

点にして，ボランティアのリーダーの方々がいろいろなことをしていくというよう

なまちづくりがこれから必要ではないかと思う。 

市長 

     問題はそのリーダーである。リーダーを任されてしまうと嫌だということもある

ので，みんなでやればいいと思う。 

     学校ボランティアも事故の時の責任問題がある。これは難しい問題であり，例え

ば公民館であればどこまでの責任があるのかということがある。また，学童保育を

どういう風にやればいいのか。坂出はなぜか公的機関がやっている。他の自治体へ

行くとＮＰＯがやっていたり，幼稚園を主体にしたところもある。余りにも坂出は

画一化され過ぎている。本来は自然発生的で，ＮＰＯ的なものがいいと思う。 
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     そのような中で，地域の子供は地域が守ろうという独自の教育が坂出で進めてい

けるのか。子供たちには，やっぱり坂出はよかったなと，外へ出て初めて，家庭の

良さ，学校や地域の良さを知るような，そういうものが成長過程で必要と思ってい

る。 

教育委員 

     子供たちに体験的な場を提供して頂けているのを大変有難いと思っている。例え

ば，地域の方が率先して田んぼを貸して頂けているとか，地域の協力で学校が活性

化したりしていて，子供たちが体験的にとても学べていると思う。さらに各地域に

広がっていければとても有難い。今日，ニュースで宇宙に飛び立った油井さんの話

が出ていたが，この方はお父さんのレタス畑を小学生のころからずっと手伝ってい

たそうで，市場への出荷作業においてもたくさんのしなければならない中から優先

順位は何かを瞬時に身に付けたそうである。それがＮＡＳＡの試験官が見た時に，

油井さんは一度にたくさんの仕事をしなければならない時の優先順位が早く，的確

にできることが採用理由の一つだった。それというのは体験の中から学ぶものだし，

お父さんのすごく働いている姿を見て自分の頑張りになっていったと思う。 

     地域の方が子供たちのためにたくさんボランティアの形で学習機会を提供して

いるが，そのことは自分が大きくなった時に，地域の子供たちにあのおじさんがこ

ういうことをしてくれていたと思い出して，後に生まれてくる子供たちのためにし

てやりたいと思うのではないかと思う。そういうことが坂出市内全体に機運が広が

っていけば，子供たちが坂出のことをよく知ったり，坂出でこつこつ一生懸命働い

ている姿を見て，「こんな風になりたいな。」と思うのではないか。体験的な場を提

供して頂きたいなと思う。 

     この前，ある小学校に行った時に，主体的な学習を進めたいということで，子供

たちが市から提供されたパソコンとテレビを活用して，子供たち自身がパソコンを

操作して立ち上げて動かして，前方で説明して，双方向型の学習というのをやって

いた。それを指導できる先生方がいないといけないので，子供の指導ができるくら

いの研修が必要であると思った。また，その時は子供が準備していたが，壊しては

いけないとして触らせず，先生が準備した上で触らせるクラスと，準備段階から片

付けまでどんどん触らせるクラスとでは差があると思う。もちろん指導した上でや

らせていると思うが，そういう使い方とか，全部が全部自分のものになれるような

研修をすることが必要であると思った。 

市長 

     タブレットも全員に配布できればいいが，なかなか予算的に難しい。全校がタブ

レットになれば教え方が全く変わってくる。教科書の使い方とかその辺りが難しい。

そういう意味では実体験が重要である。災害時とか特別な時によく言っているが，

訓練をしていないと絶対できない。かといって経験則で絶対こうだと思っていたこ

とが逆になるリスクもたくさんある。地域の方とか先生とは違った方に教えてもら

うことによって，自分ら考えたことがその時の選択になる。 
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教育委員 

     やはり思想，感情が低下しつつあると言われている子供たちに，生きる力という

のはやはり育んでいかなければならない。若い人でも年輩の方でも，男性も女性も

関係なく，健康で，生きる力を育んで一緒に伸びていくというのが本来の姿だと思

う。その中で，ラジオ体操を一緒にやるとか，いろいろな地域の中で施策を講じて

やられていることと思う。本当にこういうことについて広がりをもってどんどんや

っていくことは，地域も活性化するし，地域からも信頼されるし，そのコミュニテ

ィが安全安心な地域づくりに発展するというようになると私は信じている。コミュ

ニティの中心が学校であり，ラジオ体操などの広がりを意識的に町づくりとしてや

っていくことが基本的なことではないか。そのことがひいては子供たちが坂出って

いいところだなとか，地域をよく知る機会になる。それがひいては生涯教育という

形につながると思っている。こういうバラバラになってものを束ねてセットにして

考えられるということを進めていければいいのではないかと思っている。 

市長 

     今，文科大臣が地域コミュニティをもっと進めるように言っている。昔は，学校

を作る時に敷地も建物も地域の方が寄贈して，学校を中心に回っていた。 

教育長 

     今，文科省が進めているコミュニティスクールというのは，やはり都会型のコミ

ュニティスクールというような，要するに地域の協力がないから無理やりにいろい

ろな人を送り込んで学校経営してもらいたいという考えである。しかし，坂出など

の地方を考えた時に，もう既に地域の人たちがたくさん支援をして頂いていて，そ

こで学校をどうするというのではなくて，学校がやりたいことを応援する態勢がで

きている。我々がほしいのは，学校だけではやり切れないものを地域の人たちの協

力を得ながらやっていくという意味で，コミュニティスクールという意味合いより

は地域ボランティアの力で学校を盛り立てていくことである。学校の運営の中心は

校長先生であり，そこの地域の関わりも必要である。あまり杓子定規に捉えすぎる

と，ただ頭だけ作って現実的に動いていく人たちがいない状況が生まれるおそれが

あると思う。 

市長 

     保育所や幼稚園の待機児童，社会保障では待機高齢者がいる。全部，金太郎飴で，

机上で作っているのを同じように当てはめようとしている。地方分権と言いながら

中央集権に戻っている形になっているのではないか。それが地方らしさを出せない

一因だと思うし，あまり制度化し過ぎてがちがちにしてしまうと動けなくなってし

まう。校長先生以下学校の先生も，もう親や地域の人に責められて，ストレスが溜

まっているのではないかという気がするので，今まさに地域ボランティアとして少

しずつ手伝ってもらって進んでいるのがうまくいけばいいと思う。物を使う，場所

を使うというのだったら非常にいいと思う。 

     土曜学習に関連するが，今年，王越小学校の跡地でキャンプ体験を行う予定であ
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る。なぜか私が講師で行くが，オートキャンプのインストラクターの資格を持って

いるので，いろいろ手伝ってやれるのかなと思っている。何度かやっていけば，サ

マースクールのように親御さんも安心して預けられるとか，君たちも参加しなさい

とか，親子体験みたいなものにもっていければいいと思う。 

教育委員 

     私は高等学校教育と専門学校での教育に関わってきた。高等学校時代には余り感

じなかったことであるが，専門学校に関わってみると，御承知のとおりいろいろな

学生が職業に就くことを前提に入学してくる。進学校として，また，職業教育を中

心とした学校として，それから高校の卒業ができず卒業資格をとるために入ってく

る学生がいる。そのような学生の中で，最終的に自分の目標に到達できる人間が当

然いる。学力差に関わらず自分の目標を達成する。結局それは何かというと，本人

の持つ学力以外の人間的な側面が非常に優れている人間が，最終的に目標を達成で

きている。その人間力の差というものは当然のことながら家庭の教育力の差に行き

着くのではないかと思う。従ってこれから「未来を拓く力をはぐくむ人づくり」の

中に何らかの形で家庭の教育力の向上という項目で捉えられていけばいいのでは

ないかと思う。 

また，資料を頂き，「未来を拓く力をはぐくむ人づくり」を読んで，非常にしっ

かりした文章であると感じた。これが今までどういう風な資料を公表されている

のかお伺いしたい。もう 1点は，最後のところで「未来を拓く力とは，自立，共生，

チャレンジする力」と 3項目を挙げている。これは項目としていいと思うが，上か

ら読んできてどこにも自立というものがないのにいきなり，未来を拓く力は自立

というのが出てくる。自立の説明がもう少し入ってくれば非常に分かりやすい立

派な文章ではないかと思った。 

教育委員 

     この前に教育委員会で資料を頂いた国の教育振興基本計画の中に自立，協働，創

造が謳われていて，そこから県に下りてきて，県から市という形になるのかなと思

っている。 

教育委員 

     自立という言葉が何の説明もなく，教育の専門家であればおそらく第一段目の部

分を踏まえた自立なのだろうということと思うが，その辺りが初めて読む人などが

自立という言葉がないだけに，下に自立という言葉をもってくると，違和感がある

ということになる。だから，どこまで公表された文章かと尋ねたのである。 

教育長 

     これは 6月市議会の時に，議員から教育長の教育方針は何かと問われた時に，こ

ういう内容のことを答弁した。この「未来を拓く力をはぐくむ」というのは，自立，

共生というのは生きる力に大きな要素であるが，基本的には学校教育の中で子供た

ちがしっかりとした社会人となっていくための基礎をしっかりと培っていくとい

う意味合いがある。これについては市長が基本理念というものを最終的に作成する
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ので，まだこの辺りの手直しはできると思う。 

市長 

     市議会議員と理事者で，少し温度差があるのは確かである。前の教育長の方針を

継承しようというものある。自立というのも先に自立があってという話から来てい

るのもあるかと思う。生きる力と自立とか連携というのは，全体として少し説明不

足もあるのかもしれない。そういう観点で見て頂ければ非常に有難い。 

     また，家庭の教育は本当に大事なので，ある意味で地域や家庭のことである。一

日中一緒にいて，それはいろいろな意味で習慣性になって子供に伝わる。だからそ

この家庭なり考え方，食事の仕方などそういうものが子供に影響する。その時に分

からなくても後で分かる場合がある。親がいなくなってから分かる人もいる。最近，

家庭が少人数になってきている。今，保育所や学童保育でも長く看てくださいとい

う要望が強い。ある教育者が，家庭に入って，お父さんとかの働き方を変えましょ

うとか言っているが，なかなかそうはいかない家庭が多い。子供はできる限り家庭

で育まれることが大切であり，社会性ができていろいろな人との付き合いが人間形

成につながる。家庭教育というのは大綱のどこに入れていくか難しいが，キーワー

ドになる。 

教育委員 

     家庭教育の充実，家庭環境の充実，それに対して子供たちにはいろいろな情報が

いく。家庭の人に対する情報提供をもう少しいろいろな方面から力を入れてやって

いく必要があるのではないかと思う。確かに共稼ぎの関係で，昼間に食育の講演を

行っても，来られる人が限られている。出て来られない人を含むすべての家庭の人

に対する情報提供について上手い工夫があればいいのではないかと思う。 

市長 

     働く場の今の労働環境，非正規を正規にしようと言っているが，今の法律は誰が

考えても非正規をもっと増やすことになるのではないかと，少し疑問に思うことが

ある。今の経済界が，結構余裕をもって，そういうことができるようになるといい。

生活をしていくためにはやはり仕事であり，仕事に余裕ができれば家庭にも余裕が

出てくると思う。今，学力格差は所得格差という話が相当出て来ているので，必要

以上のお金がかかっているようである。本当に教育に関しては全て無料にして公費

でやるという意見がある。本当に国民レベルから見ると差はないというような形に

していく，ましてや教育に差ができるようなことを変えていきませんか，というこ

とを教育再生会議で皆さん言っている。 

教育委員 

     家庭教育についてであるが，この前にある幼稚園に行き，とても素晴らしい研究

会で，子供たちがとても一生懸命に生き生きと活動していた。子供たちが帰る時に，

お迎えに来ていた方を見ていたら，お母さんが迎えに来られるところもあるが，1

人だけお爺さんが迎えに来ていて，それまでとっても元気だったのが急に「いやだ

いやだ。」と言ってすねてしまった。やはりいろいろな家庭の事情があると思うが，
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園活動をしている間，子供たちは同じ立場で同じ活動して，生き生きととても素晴

らしい教育であった。これが小学校，中学校へと伝わってくれたらいいと思った。

いろいろな家庭があるので，幼児教育の充実という意味で，子育て支援としてバッ

クアップできるところはしていけば本当にいいと思う。また，幼児教育の充実とと

もに，特別支援の教育を大切にすることも入れてもらうと有難い。 

     また，昨日の人権講演会で大場久美子さんの講演を聴講したが，あんなに苦しい

ことがあったのだなということに感動した。人権教育，相手を思いやる，外から見

ただけでは分からないが，寄り添って聞いてみると，その人の悩みや苦しみが分か

る。そういう教育が小さい時から育まれるという内容の学校教育を行わなければな

らないと思った。 

     幼稚園教育の現場を見させてもらった時も，かなり子供たちに主体性を持たせて，

任せて，子供たちで相談して計画させてやるが，達成するまでに結構トラブルが発

生する場合がある。先生がうまくアドバイスをしていて，慰めたり，それなりにつ

まずきを解決しながら，最後まで楽しい活動に導いていた。今，家の子供が少ない

時に，幼児教育の中で友達関係を学ぶということがとても大事であるし，将来，社

会を担っていく上で重要な教育だと思った。それに対する支援が大切である。 

     また，ある幼稚園長の悩みは，先生方の人数が少ないことであった。市の幼稚園

教育の研修会も全部の先生が一斉に集まってするものがあるのだと思うが，それ以

外に，今日この研修会をするが，自分のところだけではもったいないので，別の幼

稚園に声を掛けてみたら，是非と言って参加してくれたようである。そういうつな

がりを横につなげて広げていくことによって，この研修会はこの幼稚園とあの幼稚

園，幼稚園と小学校でもいい。そういう横と縦で有機的に，いつも決まったパター

ンではなくて，そういうのができれば融通し合って，時間も短縮できて，経費も縮

減できていいなと感心した。 

教育委員 

     研修会は，ただ単に聞いて帰るのではなくて現場で体験的にやることが必要であ

る。体験と言えば，幼稚園では，地域で働いている人と接する機会が多いが，小・

中学校となるとだんだん少なくなっているのではないか。坂出市の職場としたら市

立病院もある。その他市内には，老健施設や老人ホームがあって，そのような職場

と接する機会を高学年のほうまで増やせないのかなと思っている。 

教育委員 

     坂出市の職場を見せる機会がもう少しあればいいのではないか。 

市長 

     本庁にも毎年中学生が来ている。市立病院も前の看護婦長さんが結構熱心で，や

っていると面白いので，結構行っている。 

     先ほどから聞いていると，実働とか体験とかが結構キーワードになる。先ほども

特別支援を含めて人権の話が出た。前は学校で生き物を飼育していたのが少し減っ

てきている。今では，バーチャルとリアリティの区別がついていないのではないか。
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体験は大切である。 

     演劇大学を誘致しているが，生きている演出は素晴らしい。昨日も中庭コンサー

トで声楽のジュニアのコンサートを行った。市役所へあの子たちが実際に来ること

はない。中庭コンサートを頻繁に行っているが，そうすると市役所が何となく分か

ってくる。うるさいという来庁者もいるが，親御さんとか関係者が来る。普段来な

い人も来て頂ける。市役所も開けたものになっているし，うまく相乗効果が出れば

と思っている。 

教育長 

     今では図書館と学校との連携がスムーズにできてきており，読書活動が豊かにな

ってきている。結局，今までも学校は学校，家庭は家庭と結局そのつなぎがうまく

いかなくて，教育活動もうまくいかないということがあるので，そういうつなぎの

部分をどう整理していくのかが大切である。先ほど家庭教育の応援ということがあ

ったが，例えば，子供の体力が低下していると言われても，学校では昼休みの時間

とか運動を結構やっている。家に帰ったらパソコンをやって外へ出ない。そういう

ところのつなぎをどうしていくかがこれからの子育ての課題だろうと思う。 

 

市長 

     以前は，学校をオープンにしましょうと門を開けていた時期があったが，ある事

件が起きてから門を閉めてしまって，インターホーンを設置したり，せっかく地域

の連携ができていたのにそれが少し後退してきた。 

     また，公共施設の美術館とか図書館とかいうのは，市や町で全部持つものではな

いと平成の合併でいろいろと言われてきた。コストもかかるし，市町村を越えて共

有したらどうかという話もある。利便性のいいところにコストをかけるとか，大き

な考え方が必要と思う。今，図書館は非常に手狭になってきている。坂出の図書館

は在庫が少ないし，読む場所も狭い。しかし，坂出の図書館は，子供たちのために

図書館ボランティアのやっていることが多い。やはり特徴のあるほうがいいと思う。

大人もゆっくりできる場所があればいい。どこの施設もボランティアの大きな協力

というのが一番必要な時期にきていると思う。 

教育委員 

     いろいろ地域の人たちがボランティアとして子供たちを支えたりする意見が出

ていたが，坂出市内の企業の方に参画してもらう枠というか，ＰＲを聞いたことが

ない。せっかく坂出市内のいろいろな企業，事業をしているところの中で，こうい

うものを坂出では作り出しているとか，また世の中の役に立っているとか，そうい

う部品等を作っているということを子供たちや地域の人に分かってもらう場があ

れば，社会教育の形の中でいいのかなと思う。これが教科書だけでなくて生きてい

る教育というか，バーチャルな教育ではなくて，そういう担当者に来ていただいて

話をしてもらう。実際は一部のところではされているとは思うが，こういうのも広

がりをもってやられるといいと思う。 
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教育委員 

     私が子供の時，女子の職業と言えば学校の先生，看護婦，美容師とかで，それ以

外はないみたいに言われていた。この前，有線テレビで，市内の花火屋さんが紹介

されていた。そういう職人さんの技術を極めてその人しかできないような仕事があ

る。今ではテレビで時々紹介されているが，坂出でもそういう紹介番組を観て，こ

の仕事についた若いお弟子さんが 1人いた。引き継いでいくためには，テレビで紹

介するのもいいし，そういう場所に行って話を聞いたりしたらどうか。また，学校

にもキャリア教育でいろいろな人に来て頂いて講演してもらっているが，坂出市内

の人を重視していくのはどうか。市外のすごく偉い先生を呼んでくることもあると

思うが，市内の中で地道に勤めている人や企業に来て頂いたり，ビデオを見せても

らうとか，可能であれば仕事場を見せてもらうのもいいと思う。 

市長 

     昔，村上龍がどんな職業に就いて，何をしたらいいかという本がベストセラーに

なったことがある。宇宙飛行士になるためには何を勉強したらいいかとか，親が答

えられないようなことが書いてある。ＰＴＡをやっている時，いつも「地球がなぜ

丸いのか知っていますか。」と尋ねる。「そんなの知らん，丸いから丸いんや。」と，

そのとおり子供に言っていると，そうしたら子供の興味はそこで止まってしまう。

国立博物館に行っても明石に行ってもいいが，そこへ行って実物を見せてやる。そ

うしてやると子供は違ってくる。でないと子供の成長の芽をどんどん切ってしまう。 

     また，学生さんのためのバスツアーを 3年前からやっているが，ものすごく好評

で，番の州企業とか，立派な会社があるのを知らなかったとか，高校の生徒が来て，

大学を出たらそこに行こうかとかいう意見も出ている。就職フェアも開催するし，

ある意味キャリア教育ということになる。 

教育長 

     やはり生きる力というのは，自立，共生の元ということで，生きる力を育むとい

うのは学校教育で一番重視されているところである。それと夢に向かって挑戦する

ということからすると，子供が何か目的をもっていく。そのためにはキャリア教育

が必要と思うし，後は坂出に愛着を持てるという教育というのが必要と思う。地域

から信頼される学校，安心安全な学校というのは地域の人口増の売りになるもので

ある。 

市長 

     安全安心というのは市全体のことと思う。 

     また，毎年二十歳の祭典の手伝いをする方と話をする。話をしていても，少し夢

がないと思う。優等生ではあるが，期待外れの感じがする。 

     文化とか，古のロマンを提唱してきたが，そういう面も充実させていきたい。地

域に素晴らしいものがあるということで，宮本亜門の崇徳上皇と観光案内を兼ねた

プロモーションビデオを今年作った。そのプロモーションビデオはインターネット

で今流れている。宣伝して，相乗効果もあり，崇徳上皇のバスツアーもほとんど市
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外，県外から来ており，遠いところでは東京から来たりしている。 

     では，本日の意見を事務局でまとめて頂きたい。また，言い忘れていた意見があ

れば事務局までお願いする。 

     本日，具体的な御意見を頂いたが，臨機応変に幅を持たせていきたい。よろしく

お願いする。他に事務局から何か発言はあるか。 

総務部長 

     次回の日程についてお諮りしたい。次回の第 3 回坂出市総合教育会議について

は，9月 1日（火）午後 1時 30分から，この場所で開催させて頂きたいと思うが，

どうか。 

（了解する旨の声あり） 

市長 

     それでは，以上をもって平成 27年度第 2回坂出市総合教育会議を終わる。 
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