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平成 27年度 第 4回坂出市総合教育会議 

 

１．日 時 平成 27年 10月 1日（木）開会 15時～閉会 15時 34分 

（所要 34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 4 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 

     第 4回目の教育総合会議を開催したところ，國重教育長をはじめ教育委員の皆さ

んのご出席を頂き感謝申し上げる。これまで 3回開催し，大綱（案）の策定につい

てご協議を頂き，大綱はシンプルで分かりやすいというご意見も踏まえ，本日，最

終案を決定したいと思う。その後，10 月 5 日よりパブリックコメントを実施し，

それらのご意見も踏まえ，再度ご協議頂く予定にしているので，宜しくお願い申し

上げる。 

総務部長 

     それでは早速議事に入らせて頂く。当会議の運営要領第 4条の規定に基づき，綾

市長に議事の進行をお願いする。 

市長 

     これから議事の進行を務めさせて頂く。まず，1つ目の議題「坂出市教育大綱（案）

の策定について」である。教育大綱（案）については，最終の協議となっており，

本議題については，一つずつ区切りながら進めるので，1 ページの「Ⅰ基本理念」

について，事務局より説明を頂きたい。 
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学校教育課長 

     （資料の説明） 

市長 

     「Ⅰ基本理念」について，何かご意見等があればご発言を願う。 

（意見なし） 

市長 

     それでは，「Ⅰ基本理念」について決定をしてよろしいか。 

（了解する旨の声あり） 

市長 

     それでは，「Ⅰ基本理念」について決定する。次に，2ページ目の「Ⅱ基本目標」

の 6つのタイトルであるが，次ページ以降にそれぞれのタイトルとして出てくるの

で省略する。続いて，3 ページ目の「Ⅲ基本目標の方策」についての「基本目標 1 

生きる力をはぐくむ教育の充実」について，事務局より説明を頂きたい。 

学校教育課長 

     （資料の説明） 

市長 

     「基本目標 1」について，何かご意見等があればご発言を願う。 

（意見なし） 

市長 

     それでは，「基本目標 1」について決定をしてよろしいか。 

（了解する旨の声あり） 

市長 

     それでは，「Ⅰ基本理念」について決定する。続いて，5ページ目の「基本目標 2 

夢に向かって挑戦する教育の充実」について，事務局より説明を頂きたい。 

学校教育課長 

     （資料の説明） 

市長 

     「基本目標 2」について，何かご意見等があればご発言を願う。 

（意見なし） 

市長 

     それでは，「基本目標 2」について決定をしてよろしいか。 

（了解する旨の声あり） 

市長 

     それでは，「基本目標 2」について決定する。続いて，6ページ目の「基本目標 3 

ふるさと坂出を誇りに思う教育の充実」について，事務局より説明を頂きたい。 

学校教育課長 

     （資料の説明） 

市長 
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     「基本目標 3」について，何かご意見等があればご発言を願う。 

教育委員 

     「基本目標 3」の前文で「思う態度を育成し」という表現があるが，「思う心と態

度を育成し」のように「心」が入る方がいいと思う。 

市長 

     それでは，ご意見があるので，一部修正でよろしいか。 

教育委員 

     「態度」をのけて「思う心を育成し」でいいと思う。 

市長 

     「心と態度を育成し」と「心を育成し」の 2案ある。本文との整合性を図るとす

ると，「思う心を育成し」でいいと思う。ここで決定した方がいいか。 

事務局 

     この場で決定して頂けるとありがたい。 

教育長 

     「心を育成し」の方がいいと思う。 

市長 

     それでは，「思う態度を育成し」を「思う心を育成し」に修正することでよろし

いか。 

（了解する旨の声あり） 

市長 

     それでは，これで決定する。続いて，7 ページ目の「基本目標 4 信頼される安

全安心な教育環境の充実」について，事務局より説明を頂きたい。 

学校教育課長 

     （資料の説明） 

市長 

     「基本目標 4」について，何かご意見等があればご発言を願う。 

（意見なし） 

市長 

     それでは，「基本目標 4」について決定をしてよろしいか。 

（了解する旨の声あり） 

市長 

     それでは，「基本目標 4」について決定する。続いて，9ページ目の「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」について，事務局より説

明を頂きたい。 

学校教育課長 

     （資料の説明） 

市長 

     「基本目標 5」について，何かご意見等があればご発言を願う。 
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教育委員 

     「基本目標 5」の前文で「家庭における教育力再生のための支援と充実」という

表現があるが，「再生」というのは，一回失われているものを再び取り戻すという

ことであり，「再生」という言葉を変えて，「全ての教育の出発点である家庭教育の

支援と充実」という表現がいいと思う。 

市長 

     他に何かあるか。国は創生という違った言葉を使うようになってきている。「再

生」というものは，あったものがすたれるとか，できていたものを元に戻すという

意味であり，教育大綱からすると表現がちょっときつい気がする。 

教育委員 

     教育力というものは全てを失ったわけではないので，言葉としてはもうちょっと

緩やかな言葉がいいと思う 

市長 

     文章をシンプルにしたので，逆に「再生」という言葉が目立つようになったかも

知れない。 

教育委員 

     家庭教育に対するという言葉がいるのかも分からないが，家庭教育が根本にある

ということを表現できればいいと思う。 

市長 

     学校で先生方と過ごす方が長いという子もいれば，家でいる方が長いという子も

いる。しかし，家庭で育むということが元だと思うので，「再生」を除け，「教育力

向上」という表現にしてはどうか。 

教育委員 

     「教育力向上の支援」ということで十分だと思う。 

市長 

それでは，「家庭における教育力向上のための支援と充実」ということでいかがか。 

教育長 

     ここは生涯学習の分野であり，意図的に「2．家庭や地域における教育力向上の

ための支援」というように「教育力向上」を強調するために上に入れていたので，

下の言葉を重ねて使ってもいいと思う。 

教育委員 

     「再生」という言葉は，教育者側から見た時の家庭に対する期待や希望が込めら

れた言葉だと思う。大綱（案）は，坂出市内全員の方が見られるという立場から考

えて言葉を選べばいいと思う。私たちの希望は，多分，弱体化している家庭力とい

うものを少しでもアップしたいという気持ちであり，「子どもを育てるためには家

庭がすごく大事である」というのを強く訴えたいという気持ちがこの言葉に表れて

いると思う。後に，教育を進める側にとっては，「教育力再生」という意識をもっ

て進めていかなければならないと思う。ただし，市の方針として出す表現としては
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「教育力向上」の方がいいかも知れない。 

市長 

     それでは，「教育力向上のため」に修正することで決定をしてよろしいか。 

（了解する旨の声あり） 

市長 

     それでは，今のところを修正し，「基本目標 5」について決定する。続いて，11ペ

ージ目の「基本目標 6 地域の豊かで特色のある文化の継承と創造」について，事

務局より説明を頂きたい。 

学校教育課長 

     （資料の説明） 

市長 

     「基本目標 6」について，何かご意見等があればご発言を願う。 

（意見なし） 

市長 

     それでは，「基本目標 6」について決定をしてよろしいか。 

（了解する旨の声あり） 

市長 

     それでは，「基本目標 6」について決定する。以上ですべての項目について，ご了

解が得られたので，今後，先ほどご指摘の点について，私の方で字句を修正させて

頂くということでよろしいか。 

（了解する旨の声あり） 

市長 

     了解する旨の発言があったので，「坂出市教育大綱（案）」として決定する。以上

で，「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，2

つ目の議題「その他」について，事務局よりご説明を頂きたい。 

総務部長 

     本日の会議において「坂出市教育大綱（案）」が決定した。ついては，10月 5日

の月曜日より 1カ月間，パブリックコメントを募集することとしている。なお，10

月号の「広報さかいで」においても，パブリックコメントの募集について周知して

いる。簡単に，概要を申し上げると，閲覧場所は，市政策課，市教育総務課及び各

出張所，並びに市のホームページとしており，ご意見があれば，郵送，ＦＡＸ，持

参または電子メールでお出し頂くこととしている。なお，パブリックコメントがあ

れば，その意見を踏まえ，再度，ご協議頂く必要が生じる場合もあるかも知れない

ので，その際には宜しくお願い申し上げる。また，次回の総合教育会議であるが，

例年，1月に教育委員会からの予算要望を行っているが，本年度については，11月

末から 12月上旬において，新年度予算要望を総合教育会議という形で開催したい。

この会議については，「次年度の新規予算事業に関する具体的な情報を公開するこ

とで，公益を害する場合」に該当するので，非公開で開催することとしている。 
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市長 

     パブリックコメントがあれば，ご連絡をさせて頂きたいと思う。それと，事務局

より申し上げたように，これまで教育委員会からは通常の予算要望的な形を頂いて

いる。日程的には，1月中旬に市長査定を行っており，それまでに調整を図らない

といけないところある。11月末から 12月の上旬の開催ということは，なるべく新

年度予算に教育委員会としての施策が反映できるような時期での要望の形で進め

たいと思う。予算に関しては，他の予算との関係もあり，非公開ということで，ご

忌憚のないご意見を頂ければと思うので宜しくお願いする。それでは，「その他」

についての議題は終わらせて頂く。以上で，「平成 27年度 第 4回坂出市総合教育

会議」を終わらせて頂く。 

 

 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 

 


