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平成 27年度 第 3回坂出市総合教育会議 

 

１．日 時 平成 27年 9月 1日（火）開会 13時 30分～閉会 14時 57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 3 回坂出市総合教育会議を開催する。最初に綾市長から

ご挨拶をお願いする。 

市長 

     今日は 3回目であり，6月 5日が第 1回目の会議を，また，7月 24日の第 2回目

の会議には教育長以下全員の皆さんにご出席を賜り感謝申し上げる。これまでの皆

さん方のご意見も踏まえ，また，国の「教育基本振興計画」，本市の「教育要覧」

や「志をはぐくむ」等で，本日，大綱（案）が示されている。ご忌憚のないご意見

を頂いて，進めてまいりたい。次回に大綱（案）ができるようにと思っているので，

宜しくお願い申し上げる。 

総務部長 

     それでは早速本日の議事に移らせて頂く。議事の進行については，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行させて頂く。早速ではあるが，1つ目の議題「坂出

市教育大綱（案）の策定について」，事務局より説明をお願いする。 

学校教育課長 

     （資料の説明） 
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市長 

     「Ⅰ 基本理念」はシンプルな形になったと思う。どなたからでも結構なので，

ご発言をお願いする。 

教育委員 

     本当に読みやすくなったと思う。 

教育委員 

     「自立・共生・チャレンジする力」が文章の中に表現されていて，非常に読みや

すくなったと思う。そして，「学びが循環する人づくりを目指します」というのが

前回あったが，このキーワードも入っているのと，基本理念の言葉が最後のキーワ

ードとして出てくるので，非常にインパクトがあって分かりやすいと思った。そし

て，学びが循環する人づくりは，学校・地域・家庭の一体感や循環により，地域で

坂出市の歴史をつないでいくというイメージがわいてくる。質問だが，3段落目の

「共働し」という字句があるだが，なぜ「共に働く」という表現を使っているのか。 

市長 

     「共働」は，市民の皆さんが共に働くということを強調するということで，あえ

て使用している。通常は協力の「協」を使うが，役所では 2年前から「共働」を使

っている。「Ⅰ 基本理念」はこれでよろしいか。 

（了解する旨の声あり） 

市長 

 次に，「Ⅱ 基本目標」のところだが，6つの基本目標は以前にある程度示してい

るので，これでよろしいか。 

（了解する旨の声あり） 

市長 

次に，「Ⅲ 基本目標の方策」だが，「基本目標 5 生涯にわたって学び続けること

ができる生涯学習の充実」のところで，事務局よりラジオ体操の説明があったが，

字句でラジオ体操が入っていない。当然，この大綱の下に具体的施策は作っていく

ことから，ここはなるべくシンプルにした方がいいか。 

教育委員 

     シンプルの方がいいと思う。 

教育委員 

     「基本目標 1 生きる力をはぐくむ教育の充実」の「4.特別支援の充実」で，「障

がいのある子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するとともに，個

別の教育的ニーズに対応し」となっている。一般的に「障がいのある子ども」と言

い切ってしまうと，手足であるとか，能力的に問題のあるという形で捉えられると

思うが，この捉え方はどのように考えておられるのか。 

教育長 

     香川県教育基本計画の中の「特別支援教育の推進」の「基本的な考え方」で，「発

達障がいを含む障がいのある子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取組を支
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援するという視点に立ち，子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し，その持てる

力を高め，生活や学習上の困難を改善または克服するため，適切な指導や必要な支

援を行います。」と県が示している。ここの障がいのある子どもというのは，基本

的には「発達障がいを含む」という表現になっており，障がいがあるということそ

のものは支援を必要とするという意味合いになっている。 

教育委員 

     一般的に，障がいと言われたらハンディと思う。そのハンディの範囲というもの

をもっと広く捉えられるような形で表現したらいいと思う。 

市長 

     発達障がいについては，親が認めたくないというのがある。障がい者差別解消法

が来年から施行されるが，害の字もひらがな表示になってきている。タイトルが特

別支援だから，一般の人に特別支援は理解し難いので説明は必要だと思う。 

教育委員 

     「基本目標 1」の「1」から「3」までは学校教育に関わる部分であるので，「4.特

別支援教育の充実」は概念的な文章で出てきているのだと思う。一般的に大綱とし

て出す場合には，支援を要する子どもという言葉を加えてもいいと思う。 

市長 

     並列のように書くのはどうか。 

教育委員 

     障がいのある子どもという一般的なイメージは，身体的なイメージが非常に強い

と思われるので，「障がいのある子どもや支援を必要とする子どもの自立や社会参

加に向けた取組」としたら，より分かりやすくなると思う。障がいのある子どもと

いうのが的確だとは思うが，これを大綱として広く一般市民の皆さん方に見て頂く

のであれば，両方を網羅しているのがいいのかも知れない。 

市長 

     市としての大綱であるので，市民の皆さんに分かりやすい方がいいと思う。発達

障がいという言葉はこれまでそんなになかったし，多動性とか，ＡＤＨＤのような

形はなかなか認定しにくかったりする。現場でも，親御さんが認めたくないという

のが多いので，そのことが先生方とトラブルになったりすると聞いたことある。 

教育委員 

     上に特別支援教育の充実という言葉があるので，支援を必要とする子どもたちと

するのが一番よいかも知れない。 

教育委員 

     「個別の教育的ニーズ」は障がいのある子どもさんに一人ひとりの個別の教育計

画を立てて，それに対する支援を細かく目標を立てて行うことですので，これを見

れば分かる。 

市長 

     公立の学校というは，保護者の意思で受け入れせざるを得ない。支援を必要とす
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る人がいるので，障がいのある子どもとどっちを先にもってくるのかはあるが，あ

まりぼかし過ぎてもよくないと思う。 

教育長 

     ここは，事務局の方で，並列という立場でさらに検討させて頂きたいと思う。 

市長 

     それでは，事務局でまとめて頂きたい。他に何かあるか。 

教育長 

     「基本目標 3 ふるさと坂出を誇りに思う教育の充実」の「2.家庭や地域と連携

した教育の充実」のところだが，ここは学校教育の中で進めていく分野という捉え

方を強く出している。特に，学校から家庭，地域の連携というところを強く出して，

家庭教育や地域の教育に強く働きかけたいということを記載している。それに対し

て「基本目標 5 生涯にわたって学び続けることができる生涯学習の充実」の「2.

家庭や地域における教育の支援」のところは，生涯学習という視点から地域社会全

体に対して教育をお願いし，家庭や地域の教育をサポートしてもらうという地域に

おける子育て支援を充実していくということを記載している。具体的には，地域の

子ども会活動，家庭教育における推進，公民館活動等での子育て支援を考えている。 

市長 

     「基本目標 5」の「2」で「家庭教室の充実に努めます。また，地域における子育

て支援活動の充実を図ります。」とあるが，支援と充実の使い分けが難しいと思う。 

教育委員 

     「基本目標 3」は，地域に根ざした子どもの育ちというのを書いていると思うの

で，「2」では，総合学習やふるさと学習であることがはっきり出ていた方がいいと

思う。また，「基本目標 5」は，弱くなりがちな家庭，核家族や母子家庭などの家庭

を支えるための支援，充実ということがはっきり分かるようなものにしたら非常に

分かりやすいと思う。それがよく分かるような言葉を付け足したらいいと思う。 

教育委員 

     家庭との連携となっているが，趣旨が違うと思う。 

市長 

     「基本目標 3」では，事業的なようなものを付け加えると分かりやすいし，「基本

目標 5」では，本当に母子・父子でいるようなところを地域で支えましょうという

ことになる方がいいと思う。また，家庭や地域での具体的な例を少し足した方がい

いかも知れない。 

教育委員 

     「基本目標 3」の「2」で，下の文章をあまり変えないのであれば，「家庭や地域

と連携した教育活動の充実」としたらどうか。地域の人の協力を得ながら教育活動

をしていると思う。 

市長 

     「基本目標 3」と「基本目標 5」の差がお分かりになったと思う。また，支援と
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充実はさびわけした方がいいと思うし，「教育活動」というのも面白いと思う。や

はり「基本目標 5」の「2」の方は，生活習慣を身に付けられるような家庭教育であ

るから，「教育の支援」という言葉を生かした方がいいと思う。 

事務局 

     「基本目標 5」の「2」は，支援がいいと思う。また，「基本目標 3」は，主語が

学校側になるので充実がいいと思う。 

市長 

     「基本目標 3」は，それでいいと思う。「基本目標 4 信頼される安全安心な教育

環境の充実」の「1.保護者・地域に開かれた学校づくり」で，これからは安全を確

保しながら開かれた状態を作らないといけないと思う。 

教育長 

     開かれた学校というのは二つの面があると思う。それは，学校側が開いていくと

いうことと地域から学校に来て頂くということである。基本的には，コミュニティ

スクール的な発想で，地域の人たちと協力しながら学校運営をしていくためには，

学校も情報を提供していくし，地域からの情報も頂いて，地域にとって学校はなく

てはならないものだという意識を持ってもらうという学校づくりが大事だと思う。

そして，地域も学校に任せたら安心できるというような地域意識が育ってくれれば

とてもいいと思う。 

教育委員 

     「基本目標 4」の「3.安心できる子育て支援体制の整備」で，「子どもを安心して

育てる環境の整備を図り」というところの「育てる環境」が少し分かりにくいと思

う。それと，「4.魅力ある学校施設の整備充実」で，「子どもたちが快適な学習環境」

というところの「快適な学習環境」とはクーラーかなと思うが，もうクーラーは付

いており，下にパソコンのイラストが入っているのを見ると，「快適な」をもっと

別の言葉に置き換えるほうが相応しいと思う。また，「2.教員の資質向上のための

研修体制の充実」で，「子どもに寄り添う教師」とか「取り組む教師」という言葉

があるが，普通は「教員」と言う。「教師」という言葉が一般的で，市が出す教育

大綱の中の言葉としていいのであれば構わないが。 

市長 

     教師と教員は使い分けしているのか。 

教育長 

     教員という言い方が正しいが，よく教師力という言い方をする。「教員の指導力

を含めて教師力を高めていく」や「教師力の向上」という言葉はある。「教師力の

向上」の中には，まさしく授業の力で子どもをしっかりと見つめていく人間性みた

いなもの，職場の人間関係をきちっと作れることとか，そのような非常の広い意味

で教師力という言葉が使われている。 

市長 

     教師力というのが使われるのであれば，逆に教員の方が，まさに市として力をつ
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けろという教師力であれば，それと分けるのであれば教員の方がいいような気がす

る。 

市長 

     他には出てきてないか。 

教育委員 

     「2」のタイトルでは教員になっている。 

市長 

     差をつけるのか，あるいは統一的にするのかというものはあると思う。「3」の「子

どもを安心して育てる環境」だが，例えば「育てられる環境」にすればどうか。 

教育委員 

     言葉的にはそうである。 

市長 

     「4」の「快適な学習環境」で，何をもって快適と思うのか。 

教育長 

     「4」には施設整備が入ってくると思う。ＩＣＴ教育とか教材も含めて考えてみ

ると，快適というにはちょっと違和感があるかも知れない。 

市長 

     快適な住まいとかであればいいが，学習に快適というのはそぐわないかも知れな

い。 

教育委員 

     内容により言葉は選んでおくのがいいと思う。 

市長 

     イラストがちょっとそぐわないのがあると思う。ただ，宇宙飛行士はいいと思う。 

事務局 

     イラストについては，再度見直しして，次回お示ししたいと考えている。 

教育委員 

     坂出のマスコットの「さかいでまろ」はどんなところまで，自由なデザインが許

されているのか。 

市長 

     ほとんど自由である。これは市の大綱であるから，教育委員会が使うのは全然問

題はない。オリジナルで使ったり，少し変えて使ったりしているものもある。 

教育委員 

     全部にさかいでまろを使うのは余りよくないかも知れない。 

市長 

     夢に向かってという意味では，宇宙飛行士はこのままでいいと思う。「基本目標

3」での交通安全のイラストは，「基本目標 4」の安全安心の方がいいと思う。「基本

目標 5」のラジオ体操のようなものが入っているが，ちょっと知恵を出して頂いて

もらえたらと思う。「基本目標 6 地域の豊かで特色ある文化の継承と創造」の読
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書のイラストがあるが，もう少しアカデミックな方がいいと思う。 

教育長 

     このイラストはフリーソフトのものを使用しているので，十分ではないと思う。

レイアウトについてはどうか。 

市長 

     レイアウトはこれくらいの方がいいと思う。 

教育委員 

     見やすいと思う。 

市長 

     少しスペースのある方が，ここに書き込めていいと思う。もう少し大きい字があ

りがたい。イラストはイメージが大きいから，ある程度印象深く残る。一目で分か

るという絵というものは難しいと思うが，より目標に合致したものがあるといいと

思う。 

教育委員 

     イラストが難しければ，坂出のどこかの風景でもいいような気がする。 

市長 

     それは写真か。 

教育委員 

     写真か何かで，地域や文化がはっきり分かる府中辺りがいいと思う。 

市長 

     写真とイラストになるとバランスが難しいと思う。イラストについては，主にな

るものを考えてもらえたらと思う。他にあるか。 

教育委員 

     「基本目標 1」の「生きる力とは」から始まるところだが，結びが「体力であり

ます」となっている。これは何かの答申のようなものか。全体から言うと，ここの

部分だけ「であります」となっており，変えた方がすんなり読める気がする。 

教育長 

     「健康や体力づくりを通して生きる力をはぐくむ」というものが原文である。 

教育委員 

     「基本目標 1」の「3.健やかでたくましい体の育成」で，「望ましい食習慣など健

康な生活習慣の確立」の「健康な」という言葉使いのご検討をお願いする。それと

「基本目標 5」の「3.スポーツの推進」で，「スポーツ機会の確保及び安全で公正な

スポーツに親しめる環境の整備」で「安全で公正な」という「公正」という言葉も

ご検討頂きたいと思う。 

市長 

     公正なスポーツですが，ジャッジをする時に公正さとかは結構あるかも知れない。

公正な審判とかジャッジという意味合いでこうなったのであれば変えた方がいい

と思う。 
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教育長 

     生涯学習課のスポーツ分野は幅がものすごく広い関係もあり，いろいろなところ

から集めてきているので考えてみたいと思う。 

市長 

     大綱は初めて作るし，市民全体に伝わるようにしたいのだが，シンプルにするほ

ど難しくなる。全体に並列となり，文章が非常に長いというのが一番気になる。 

教育長 

     全般的に内容を漏れなく，市長の大綱に入れてもらうというのがあり，どうして

も丁寧に書いているところがある。大綱を受けて，教育委員会の方でもう少し具体

化するようにすれば，もう少しシンプルになると思う。 

市長 

     今は，いじめについてどのような対応をするのか，という方が皆さん関心がある

と思う。今日はいくつかの課題も出てきたので，もう少し皆さん方で見て頂いても

らえたらと思う。また，イラストの方も少し考えて頂ければと思う。それでは議題

の「坂出市教育大綱（案）の策定について」の議題は終わらせて頂く。続いて，二

つ目の議題「その他」について事務局より何かあるか。 

総務部長 

     次回の日程についてであるが，第 4回目の会議につきましては，10月 1日（木）

午後 3時に本日と同じ場所でお願いいたしたいと考えている。 

（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 3回坂出市総合教育会議を終了する。 

 

 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。 
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