
平成 28 年度 第 1 回坂出市総合教育会議 

 

１．日時 平成 28 年 7月 19日(火)開会 10時～閉会 11時 40分 

(所要 1 時間 40 分) 

２．場所 教育会館 2階大会議室 

３．議題 

 教育大綱に基づく平成 28 年度における取組状況について 

 (1)特別支援教育と支援員について 

 (2)子ども・子育て支援新制度～放課後児童クラブ(仲よし教室)の充実～ 

 (3)宿泊型野外活動施設の整備について 

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．欠席者 

  なし 

６．出席した職員 

  総務部長 好井和彰  政策課長 中川高弘  政策課政策調整係長 明石公秀 

  教育部長 浦田俊一  学校教育課長 大平美徳  生涯学習課長 森 毅彦 

  文化振興課主幹 今井和彦  教育総務課長 香川浩基 

  教育総務課長補佐 竹村秀基  教育総務課管理係長 柳原孝宣 

７．傍聴者 

  1名 

 

≪会議の大要≫ 

総務部長 

     ただいまから平成 28年度第 1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    

平成 27 年 4 月に施行された改正「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」に基づき、平成 28年度の第 1回坂出市総合教育会議を開催にあたり、

教育委員会委員の皆様には参加いただきお礼を申し上げる。平成 27 年度に

は，坂出市教育大綱を皆様のご協力により策定できた。このことは，新教育

委員会制度の下，市長である私と私が任命した新教育長，さらには教育委員

の皆様とともに作りあげた本市教育行政の根幹となすもので，大変意義深い

ものである。本年度の総合教育会議は「特別支援教育と支援員について」，

「子ども子育て支援新制度を受けて，放課後児童クラブの充実について」，



さらにはこれから整備を行う「宿泊型野外活動施設の整備について」を取り

上げている。これまでも委員の皆様と協議してきたが、今まで以上にコミュ

ニケーションを深め、坂出市の教育を充実していきたいと思っており，忌憚

のない意見交換をさせていただきたいと思うので，どうかよろしくお願い申

し上げる。 

総務部長 

     それでは運営要領第 4条の規定に基づき，綾市長に議事進行をお願いする。 

市長 

     それでは私の方で議事進行をさせていただく。まず，教育大綱に基づく平

成 28年度における取組状況について，事務局より説明を求める。 

教育部長 

     (資料の説明) 

市長 

   事務局より「教育大綱に基づく平成 28 年度における取組状況について」の

説明があったが，何かご意見はあるか。無いようならば，次の議題「特別支

援教育と支援員について」の説明をいただきたい。 

学校教育課長 

     (資料の説明)  

市長 

   事務局より「特別支援教育と支援員について」の説明があったが，何かご意

見はあるか。 

教育委員 

 特別支援教育支援員の方は，どのくらいの期間勤務されているのか。 

学校教育課長  

     小中学校の支援員は，平均 3 年から 4 年である。幼稚園の支援員は，平均

5 年から 6 年である。幼稚園の支援員は免許を持っており，園の学級の中に

入って子どもたちや園との馴染みも深くなり勤務が長くなるのが実情であ

る。 

教育委員 

  特別支援教育支援員の方は，幼小中に毎年配置されており支援を必要とし

ている子どもたちに効果があがっていると考えられる。特別支援教育におい

て，坂出市の合理的配慮がどの程度なされているのか説明を求める。 

学校教育課長  

     合理的配慮には，基礎的環境整備が基礎となる。その基礎の上に個別に適

した配慮をすることになる。具体的な取り組みとして，幼稚園の事例だが，

3 歳児にダウン症の園児がおり，生活面で全面介助が必要な状態であるため



保護者の希望もあり専属の支援員を 1名配置し，園としては支援員が 1名増

となっている。小学校の事例は，てんかんの症状がある児童がおり，保護者

からのきちんと見守ってほしいという希望を受け，支援員を 1名増員して対

応している。中学校の事例は，筋ジストロフィーの肢体不自由の生徒がおり，

保護者からの願いが同年代の友達と同じ教育を受けさせたいことであるた

め，普通学級に在籍し専属の支援員を 1 名配置してトイレの改修も行った。 

教育委員 

  説明していただいた事例は，生活に関わるものが中心と思われる。学習面 

での配慮についてはどうか。 

学校教育課長  

     ご指摘の通り，生活面での支援と学習面での支援が必要である。学習面で

は，授業が分からない場合に支援員が該当する子どもの横に座り，黒板の板

書を一緒に写したりして個別に支援している事例もある。 

教育委員  

支援員の質の向上を図る必要があるが，支援員を採用するにあたり経験の

ある方なのか。また，基礎的な能力をどの程度持っている方を採用している

のか。 

学校教育課長  

     幼稚園の場合は，免許を持っているので幼稚園または保育所の経験がある

方が半数位いる。小中学校の場合は，免許を採用の条件にすると集まりにく

い状況であり，条件を緩和して免許を必要とはしていない。また，採用状況

は，応募者のうち約 1/2から 2/3を採用しており，人数が足らないからと応

募者全ての採用はしていない。学歴は，幼稚園の場合は免許を持っているの

で短大以上となる。小中学校は，大学卒が 2/3位である。しかし，面接にお

いて人間的な優しさや子どもへの接し方等を考慮するので，学歴が高いから

採用ではない。 

教育委員  

採用は，面接により子どもへの接し方等を考慮されているとのことだが，

同じ方が継続して勤務してくださることが望ましい。支援の質を落とさない

ようにするための取り組みが大切である。また，学校の支援員に対する理解

や，支援員が学校の教育方針を理解することが必要であり，そのような研修

は行われているのか。 

学校教育課長  

     ご指摘の通り，支援員の質の向上は大事であり研修も行っている。採用後

の 4 月中旬に研修を行い，支援員の仕事内容を説明している。学校長には，

支援員の活用方法について，教頭，主任，学級担任との連携を図るようにお



願いしている。質の向上は今後とも充実させてまいりたい。 

市長 

   先日，県知事と県教育長と話す機会があり，市町で差はあるが支援員が増え

てきていると話になった。インクルーシブ教育を行うに当たり，大きな捉え

方でみんなを助けあうことを考えないといけない。支援員を配置したからい

いのかということ，保護者等の要望に対して受け入れることが可能かという

こと，環境を整えることができるのか等予算の問題もでてくる。現在の体制

でできるのか，支援員というかたちで補えるのか，どのように公平性を保つ

のか等難しい問題があり結論は出なかったが，現実には支援員を増員してほ

しいと要望をいただいている。これは大きな問題でもあり，子どもの数が減

少しているのに支援を要する子どもが増加しているのは，どこに問題がある

のか答えは出ていない。各市町で対応の差があるので，県教育委員会として

考えを示してほしいと要望した。 

教育長 

  人の配置や施設の整備は基礎的環境整備になるが，それに加えて合理的配慮

をどのように実施していくかになる。子どもの理解を阻害している要因に対

処して，例えば拡大教科書にすればわかりやすいのか，繰り返し助言をすれば

わかりやすいのか，個別に細かく対応することが大事と考えられる。支援員

は，担任を補助することが基本的な立場であり，担任の研修を行うことによ

り，支援員に的確な指示が行えるようになれば支援員の質も向上すると思わ

れる。学校では，支援員に関わる教員だけでなく全ての教員がそのような研修

を受けられるような配慮をしていきたい。もう一点は，保護者の思いはとても

わかるのだが，その子どもにとって望ましい姿はどのようなものかというこ

とでは，福祉，介護等の関係機関との連携を密に図ることが大事だと考える。 

市長 

   その他にご意見はあるか。無いようならば，次の議題「子ども・子育て支援

新制度～放課後児童クラブ(仲よし教室)の充実～」の説明をいただきたい。 

教育総務課長 

     (資料の説明)  

市長 

   事務局より「子ども・子育て支援新制度～放課後児童クラブ(仲よし教室)の

充実～」の説明があったが，何かご意見はあるか。 

教育委員 

資料にある「小 1の壁」および「一体型」とは何か。 

教育総務課長  

     「小 1 の壁」は，小学校に入学した時に社会的な適用ができない状態であ



る。「一体型」とは，放課後児童クラブと放課後子供教室を一緒に行うことだ

が，坂出市は放課後児童クラブ（仲よし教室）を単独で実施している。放課

後子供教室は，金山小と西庄小のみで実施している。放課後子供教室を実施

するには，中心となるコーディネーターが必要であり更にはボランティアの

方も必要となり，他の小学校には広がっていない状況である。 

教育長 

     「小 1 の壁」の説明に補足するが，小学校に入るまでは保育所だと夕方 6

時とか 7 時まで保育所で過ごしていたのが小学校に入学したとたんに午後 2

時半頃に下校となる。共働きの家庭においては，放課後の過ごし方が問題に

なるためこのような表現になっていると思われる。 

市長 

     国は，空き教室を利用して進めようとしているが，現実には空き教室はな

い状態から始めている。仲よし教室は，平成 29 年度から 5 年生，平成 31年

度から 6 年生までを受入れるが，現在で全児童の 38％が在籍している。高学

年を受入れた場合に何をして過ごすのか，同じ教室でよいのか等の問題があ

る。仲よし教室は学校の責任ではないのだが，子供教室を実施してほとんど

の児童が居残りになるとすれば，5年生 6年生を受入れると 38％がどれほど

になるのかわからない。県内では，NPO や個人が実施したり，塾のようなか

たちをとるところもある。選択肢が多いのはいいことだが，市が実施すると

公平性を保つことが一番になる。保護者からすると細かいことは関係なく学

校でみれないのかという声も聞こえてくる。また，国は親が子どもと接する

時間を増やすと言ったり，子どもの受け皿を増やそうとしたり矛盾している

部分も感じる。それで県教育委員会と話をしたとき，せめて県内では同じよ

うな意識を持って取り組まないといけないのではないかとなり，ぜひ実態を

把握していただきたいとお願いをした。学校開放の時は，事件が起きるよう

になって責任問題もあり門を閉めるようになった。コミュニティスクールに

ついて，三木町や三豊市が取り組みをしており，地域で子どもを育てようと

いう意識を持って取り組むことである。しかし地域の方が学校に昔から協力

しているところと新設校と地域で差がでることもある。トップダウンで行お

うとすれば足踏み状態になりかねず自発的な取り組みが望まれる。子供教室

は，授業のようにするところと生涯学習的なところと色々ある。教育全般で

は，詰め込み教育を止めて，また学業を伸ばそうとしており，我々ができる

範囲がどこまであるのか考えていく必要があり，坂出型の子どもを育む取り

組みを考えていきたい。仲よし教室の人数は 1クラス 40人の基準があるが，

学校の 35 人学級よりも多い。それに子どもからすると仲よし教室の支援員

の方は学校の先生ではないので，指導をきかなくて大変という声も聞こえる。



人数の問題もあるがさまざまな事を含めて考えていきたい。このような機会

に，私が聞いてきた話を皆様にして，皆様からの違った視点からの意見を言

っていただけたらと思う。 

教育委員 

     学校での教育課程の総合学習であれば，来てくださる地域の方にとっては，

担任の先生の管理の下に行えるので指導がし易いと思われる。放課後児童ク

ラブでは，学年が 1 年から 6 年生であるとか人数もクラスより多いとか，利

用する時間も違っており指導する方は大変だと思われる。このような状況を

考慮してうまく運営できる方法をつくらないといけない。 

市長 

     保護者の方からすると宿題をしてみてくれるのが一番良いと聞くこともあ

るが，私は昔，地域の方に人材バンクに登録して支援員のようなこともして

もらっていた。当時は支援を要する子どもかどうかはわからなかったが，顔

見知りなのでその方の指導をよくきいていた。そのようなこともコミュニテ

ィスクールでできないかと考えている。もう一点は，夏休み等で野外活動の

専門的なことを教えるインストラクター的な，昔で言う林間学校のようなも

のができればと思っている。 

教育長 

     支援員は基本的に学習を指導する立場ではなくて生活を管理するという立

場である。生活を管理するのだが，保護者からするとそこに預ければ質の高

いことを提供してくれるとの期待感とのギャップが生じる。子どもを育てる

には，保護者と行政が力を合わせないといけないとの認識をもっと持っても

らう必要があるのではないか。例えば，仲よし教室では自分で席に座り自分

で宿題をする，時間があるようなら自分で本を読んだりちょっとしたゲーム

をする等の自分でコントロールする力がついてくれば運営がスムースにで

きるのだが，指示待ちでなにもできない状態になると友達とトラブルを起こ

してしまうことにもなる。集団でのマナーをどうするのかを家庭で教えるこ

とも大事ではないかと思われる。このようなことが進まないと市長が考えて

いる地域で子どもを育てることは難しい。集団の中でのルールをしっかり教

えられるいろんな機会を持っていだだきたいと思う。 

教育委員 

     将来自立した時に必要な内容である。先生はもちろんであるが保護者の方

も理解しておく必要がある。 

教育委員 

     保護者の考えやニーズもだんだん変わってきており，1 年から 4 年生まで

はまだ指導ができていたかも知れないが，6 年生ともなれば様々な知識も増



えており指導も難しくなる。仲よし教室を利用するにあたって，仲よし教室

の姿勢と保護者においてしていただくところを周知して理解してもらう必

要がある。 

市長 

     生きる力を育むことは社会に出ての話であるが，最低のルールを守ること

ができるのか，集団行動ができるのか，どのように対応していくのか世代の

ギャップを感じることもあるがなんとかできないかと考えている。人を育て

ることは時間がかかるし，早い段階での指導が大事である。 

     その他にご意見はあるか。無いようならば，次の議題「宿泊型野外活動施

設の整備について」の説明をいただきたい。 

生涯学習課長 

     (資料の説明)  

市長 

     事務局より「宿泊型野外活動施設の整備について」の説明があったが，何

かご意見はあるか。海の家については，耐震の問題もあり廃止にするが，建

物を取り壊す場合には史跡があり掘削することに問題が生じるので，他の利

用ができるのか今後どうするのか考えていく必要がある。 

教育長 

     自然体験をすることが少なくなっていることは事実であり，宿泊学習でマ

ッチが使えないとか焚火をした経験がない子どもたちもいるが，今回のよう

に王越地区での体験活動は，自分たちの地域に活動場所があるということは

地域の方と接する機会が少ない中で，そのような方と一緒に話をすることで

自分達の地域にも素晴らしい場所があると理解できるという意味で素晴ら

しい施設だと思える。また，スポーツ少年団等の活動や学校での利用と家族

での利用が進めばと思う。利用者の規模が小さくなると指導者がいないので，

楽しめるメニューが多くなるような取り組みも必要と思われる。資料には沢

山のメニューがあり，そば打ち，うどん作り等なかなか家ではできない体験

を地元の方たちが提供いただければありがたいと思う。 

教育委員 

     施設運営を地元に依頼するにあたり王越地区の方々でどの程度，指導員や

スタッフがそろうのか。 

生涯学習課長 

     まちづくり推進協議会で 10 人程度が活動しており，そういった方を中心と

してこれから話を進めていく予定である。例えば，今月 22 日から始まるト

ンボ学校では，地元の畑での夏野菜収穫体験，収穫した野菜の調理実習，そ

して給食の時間の設定をしている。その他にまだ十分な内容の協議ができて



いないが，先ほど説明した清流館を含め池田町にも類似の施設がある。そこ

は，地元で NPO法人を立ち上げて運営を行っており視察に行こうと考えてい

る。来年は，地域活性化の全国大会が香川県で開催される。その分科会にお

いて王越町の取り組みについて地域活性の部分で発表ができないかと担当

課に依頼をしており，王越町の自治会としてもその話を受ける予定と聞いて

いる。今後は，教育委員会と地元と話し合いをもっと重ねて，今言われたよ

うな内容が少しでも多く実施できるような体制にしていきたいと考えてい

る。 

教育委員  

     王越地区の方々の継続的な支援の見通しがあるのか。 

生涯学習課長 

     そのように期待している。現在，沖縄から移住された方が海のレジャース

ポーツを指導しており，そのような方に依頼する等様々な方法を考えていく

が中心は王越地区と考えている。 

市長 

     王越小学校が廃校になり跡地利用として活性化も含めて地元の意向もあり

実施するようになった。管理だけでなく様々なメニューを作る必要もある。

本当にしかけにくい事であったがうまく話が進んできた。自主的に行ってい

ただくことがありがたいし長続きすると思うが，無理をしないようにそのた

めに行政がどのように手伝えるか検討している。 

教育委員 

     行政の火付け役によりここまでになっているのはわかるが，これから成長

させるには民間の力も必要と思う。商工会議所や外郭団体に王越町の環境の

良さを PR していくことが必要と感じた。パンフレットも作成しているよう

なので様々なところで PRすることが大事である。 

市長 

     カヌー協会による王越町でのカヌー体験等集まりの素地ができつつあるの

で，宿泊施設ができることによりまた違ってくる。現在，国が民泊の話をし

ているが，団体で来る外国の方は別だが，少人数で来る外国の方も多いし長

期滞在する方がホテルに泊まるのは大変である。本市に来ている交換留学生

に良かったところを聞くと「食事や白峰」という答えがあり，そして国府跡

の話をすると興味を示す人もいた。観光だけでなく勉学的な部分を出してい

かないといけない。「古のロマンのまちさかいで」と私が言っているが掘り

下げたようなものを出していかないといけない。そのためには宿泊施設があ

り地元に馴染めるようなものがいる。今年，漁船をチャーターして漁の体験

学習を実施したのだがそのようなことを織り交ぜて，今から横の繋がりを増



やしていきたいと思う。 

教育長 

     屋島や五色台の宿泊体験は，そこに行けば指導者がいてプログラムを組ん

でくれてお客さんのような状態が一般的だと思われる。しかし，この施設は

自分たちが選んでそこへ行き自分たちでプログラムを組む。例えば，お昼ご

飯は自分たちで持ち込んだ弁当にするのか地域の方と一緒に鯛めしを作っ

て食べたいのか，午後からシーカヤックがしたければ自分で選択して指導で

きる方との連絡をつける。夜に飯盒炊飯をしたければ自分達で行う。基本は，

そこを選んだ人達が自主企画をすることが原則であると考える。そうなると

学校が連れて行くのではなく保護者が自分達で行っていろんな活動をする

ことで価値が高まるのではと思う。 

市長 

     オートキャンプ場や既存のキャンプ場と何が違うのか特徴を出すことが大

事であり地元のメニューを入れていきたい。 

     その他にご意見はあるか。無いようならば，第 1 回坂出市総合教育会議を

終わらせていただく。 
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