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第１回小松島市総合教育会議議事録 

 

１.日 時  平成２７年５月２７日（水）午前１１時００分～午前１１時２５分 

２.場 所  小松島市教育委員会２階会議室                                                                                    

３.出席者  濱田市長 

       森本教育委員長，谷教育委員長職務代理，東根教育委員，渡部教育委員， 

槇野教育長 

４.事務局  孫田総務部長，中島教育次長，西照教育政策課長，泉教育政策課主幹， 

       小野寺学校課長，前田学校課主幹，藍沢秘書政策課長 

５.概 要 

 （１）開会 

 （２）市長挨拶 

 （３）協議事項 

・小松島市総合教育会議の設置について 

・小松島市教育大綱の策定について 

 （４）報告事項 

    ・今後のスケジュールについて 

 （５）閉会 

６.議事の経過  別紙のとおり 
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（藍沢秘書政策課長） それでは，時間がまいりましたので，ただ今から，「第１回小松

島市総合教育会議」を開催させていただきます。 

まず初めに，第１回目の開催でございますので，委員の方々のご

紹介をさせていただきたいと思います。 

市長の濱田でございます。 

（濱田市長）  どうぞ，よろしくお願いします。 

（藍沢秘書政策課長） 教育委員長の森本様でございます。 

（森本教育委員） よろしくお願いします。 

（藍沢秘書政策課長） 教育委員長職務代理の谷様でございます。 

（谷教育委員長職務代理） よろしくお願いします。 

（藍沢秘書政策課長） 教育委員の東根様でございます。 

（東根教育委員） よろしくお願いします。 

（藍沢秘書政策課長） 教育委員の渡部様でございます。 

（渡部教育委員） よろしくお願いいたします。 

（藍沢秘書政策課長） 教育長の槇野でございます。 

（槇野教育長） よろしくお願いいたします。 

（藍沢秘書政策課長） 次に事務局の紹介をさせていただきます。 

総務部長の孫田でございます。 

（孫田総務部長） 孫田です。よろしくお願いいたします。 

（藍沢秘書政策課長） 教育次長の中島でございます。 

（中島教育次長） 中島です。よろしくお願いいたします。 

（藍沢秘書政策課長） 教育政策課長の西照でございます。 
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（西照教育政策課長） 西照です。よろしくお願いします。 

（藍沢秘書政策課長） 同じく主幹の泉でございます。 

（泉主幹）  よろしくお願いいたします。 

（藍沢秘書政策課長） 学校課長の小野寺でございます。 

（小野寺学校課長） よろしくお願いいたします。 

（藍沢秘書政策課長） 同じく主幹の前田でございます。 

（前田主幹）  よろしくお願いします。 

（藍沢秘書政策課長） 私，司会を務めさせていただいております秘書政策課長の藍沢で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

まず初めに，市長よりあいさつを申し上げます。 

（濱田市長）  皆さんおはようございます。このたびは地方教育行政の組織及び

運営に関する法律の改正がございました。 

総合教育会議が設置されることとなりましたが， 

この総合教育会議の場で，教育に携わる方々からの現場の生の声，

また，現在の教育環境が子どもたちにとってどうなのかという部

分，そして，保護者の皆様方が本当は何を求めているかといった

部分を，委員の皆様と協議・議論を通じ，共通した認識を持ち，

今後の施策に反映してまいりたいと考えております。 

また，今年度中には地方創生の総合戦略を策定してまいりますが，

人口減社会に対応していくための施策としても，幼稚園・保育

所・認定こども園といった就学前教育の充実に向けた取り組みに

ついては，私といたしましても非常に重要視しております。 
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結婚から子育てまで切れ目のない施策を展開し，小松島がそうい

った環境のよいまちとして，保護者の皆様に実感していただき，

本市に移住・定住していただけるよう，教育部局との事務連携・

調整を強化していくよう，本日のこの会議がそのための大きな一

歩となることを祈念いたしまして，簡単でございますけど，私の

挨拶に代えさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

（藍沢秘書政策課長） 続きましてお手元に配布させていただいております資料に基づ

きまして，「小松島市総合教育会議設置要綱（案）」の概要につ

きまして，私の方からご説明申し上げます。 

それでは，資料１「小松島市総合教育会議設置要綱（案）」をご覧

ください。第１条の「小松島市総合教育会議」の設置につきまし

ては，地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定を根拠と

するものでございます。 

 

第２条の「所掌事務」として規定しておりますものは，一点目が

小松島市教育大綱の策定，二点目が教育を行うための諸条件の整

備その他の地域の実情に応じた教育，学術及び文化の振興を図る

ため重点的に講ずべき施策，三点目が，児童，生徒等の生命又は

身体に現に被害が生じ，又は，被害が生じる恐れがあると見込ま

れるなど，緊急の場合に講ずべき措置への対応について協議を行

いましたり，教育委員会の権限に属する事務と市長の権限に属す
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る事務との間の調整を行う旨について規定しております。 

第３条の「組織の構成」につきましては，会議は市長及び教育委

員会をもって構成することとしております。 

第４条の「会議の招集」につきましては，会議は原則，市長が招

集するものでございますが，一方，第２項では教育委員会から協

議すべき具体の事項を示して，市長に招集を求めることができる

旨を規定しております。 

第５条は，「調整の結果」の尊重の規定についてでございます。 

第６条の「意見聴取」の規定につきましては，会議は，必要に応

じて関係者や学識経験者に出席をいただき，意見を求めることが

できる旨を定めております。 

第７条につきましては，会議は原則公開となっておりまして，た

だし，例外的に会議を非公開とすることができる旨を定めており

ます。想定されるケースといたしましては，本要綱（案）の第２

条第１項第３号にありますとおり児童生徒に関する個別事案と

いたしまして，関係者の個人情報等を保護する必要がある場合や，

一例として新規事業に関する具体的な補助金の額や対象の選定

等に関しまして，最終の政策決定前に情報を公開することで公益

を害する場合などが考えられます。 

第８条の「議事録作成」以下，第１０条までは，事務的な規定を

定めております。私の方からは以上でございます。 

只今ですね，説明いたしました要綱（案）につきまして何かご意
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見・ご質問等はございますでしょうか。 

はい，特にないですか。 

（槇野教育長） 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

律に，きちんと合致した内容で要綱を作成していただいておりま

すので，原案の通りで私はいいと思っております。 

（藍沢秘書政策課長） 特に，ほかの委員の皆様方はよろしいでしょうか。はい。 

なければ，ご承認ということでよろしいでしょうか。ありがとう

ございます。  

総合教育会議につきましては，ただ今，私の方も設置要綱でご説

明申し上げましたとおり，市長が招集するということとなってお

りますことから，以降の会議の進行につきましては市長にお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

（濱田市長）     それでは進行を，ちょっと座ったままさせていただきたいと思い

ますので，よろしくお願いいたします。 

  それでは，続きまして協議事項である資料２の「小松島市教育大

綱骨子（案）」について議題といたします。  

教育大綱は，市長が，政府の基本的な方針を斟酌し，地域の実情

に応じた，教育，学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大

綱を定めることとされております。それでは，教育大綱骨子（案）

について，事務局から説明を求めます。よろしくお願いいたしま

す。    

（小野寺学校課長） それでは，小松島市教育大綱骨子(案)について，事務局から説明
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をさせていただきます。資料２と相関図をご覧いただけたらと思

います。 

まず，名称でございますが，地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１条の３では「地方公共団体の教育，学術及び文化の振

興に関する総合的な施策の大綱」と定められていますが，その名

称につきましては，特に決められたものではございませんので，

定められた内容が分かりやすいことから「小松島市教育大綱」と

いたしました。 

それでは，大綱の骨子についてでございますが， 

教育大綱策定にあたっては，文部科学省通知で，教育振興計画を

策定している自治体は，計画をもって大綱に代えることができる

とされております。 

本市におきましては，平成２２年３月，教育基本法第１７条第２

項に基づいて教育振興計画を策定しております。教育振興計画

は，とくに「小松島市第５次総合計画」をはじめ，国の「教育振

興基本計画」や「徳島県教育振興計画」のほか，教育関連の法制

度との整合を図って策定をしております。 

そのような背景より，教育大綱の基本理念及び基本目標について

は，教育振興計画から，あえて手を加える必要はないと判断をい

たしました。 

基本理念は「市民一人ひとりが輝く教育の振興と創造」， 

基本目標は「郷土に誇りを持ち，一人ひとり人権を尊重する，創
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造性豊かで輝く人づくり」とし，具体的な目標として， 

・生涯を通した学びを自ら進め，自己実現を図る人を育てます 

・郷土に誇りを持ち，豊かな社会の実現に寄与する人を育てます 

・人権尊重の視点に立ちともに生きる社会づくりに参画する人を

育てます 

といたしました。 

次に重点目標といたしまして，大きな柱を４点位置付けるもので

ございます。このなかの３点は「小松島市教育振興基本計画」の

なかに，位置付けられているもので，教育大綱の重点目標として，

ふさわしいものとして，そのまま大綱に位置付けるものとしまし

た。 

新たに大綱の重点目標として位置付けたものは２の「就学前教育

の充実」でございます。先ほどの市長挨拶にもございましたが，

本市において，結婚から安心して子育てができる環境づくりとい

うものが求められております。幼稚園・保育所・認定こども園と

いった就学前教育が，子育てのために重要であり，教育振興計画

にある，幼稚園教育だけでなく，保育所，認定こども園等の保護

者を取り巻く就学前教育の充実を総合的に推進していく必要が

あるため柱といたしました。そのため，教育大綱では４つの重点

目標といたしました。 

この重点目標を実現していくための，推進プログラムといたしま

して，教育振興計画をもとに，それぞれの重点目標におけるプロ
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グラムをあげさせてもらっております。その中で特に本市では，

子どもたちの体力の低下が課題であることより，重点目標の３と

４に体力の向上のための内容，健やかな体の育成とスポーツの振

興を追加いたしました。 

この推進プログラムに関しては，今後それぞれの立場から具現化

をしていくために，協議・調整を図っていく必要があると考えて

おります。 

小松島市教育大綱（案）の説明につきましては以上でございます。 

（濱田市長）  はい，ありがとうございます。 

ただいまの説明につきまして，皆様方から， 

何かご意見などはございますでしょうか。 

この際ですので，何なりと忌憚のない意見をいただけたらと思い

ますので，よろしくお願いいたします。 

（槇野教育長） かまいませんか。 

（濱田市長）  はい，どうぞ。 

（槇野教育長） 現行の教育振興計画と教育大綱骨子案について担当課長の方か

ら説明もしてくださっています。 

教育振興計画は様々な市の出版物等も含めまして策定もされて

おりますので，それを引き継いだというような部分と，いつも市

長さんが懸案事項として本市の子どもたちの体力の低下といっ

たものも懸念をしていただいておりますので，その体力の向上に

関する部分については，２か所に分けて，健やかな体の育成とい
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った部分とスポーツの振興といった部分２か所に分けさせてい

ただいて，少しでも強化が図れたらというのが教育委員会として

の願いでもありますので，その２つ。 

あと，課長も言っておりましたように，就学前教育は出生数の減

少，少子化という波の中，本市においても幼稚園教育の存在その

ものが問われておるようだと，極めて少ない子どもたちになって

おりますので，あえて取り出して就学前教育の充実といった部分

でまた市長部局，教育委員会共々話し合いができればなと考えて

おりますので，私は骨子案で賛成という部分でお話をさせていた

だきます。 

（濱田市長）  はい，ありがとうございました。何かございますでしょうか。 

（谷教育委員長職務代理） はい，市長の，今，教育長もおっしゃったスポーツの振興，体力

の増進といいますか，その部分を強調されるということで，よろ

しいと思っております。 

あと，一番最後の方にあります芸術文化の振興と郷土の伝統文化

の継承とありますが，私も職業柄この伝統文化とか歴史的な遺産

等については，やはりもう少し強調していただきたいなという部

分もありますので，是非今後も。子どもの教育というのは十分書

かれていると思うんですけども，そのへんの伝統文化もやられて

おりますが，そういう事も子どもの教育とあわせて進めていって

いただければなと思っております。 

（濱田市長）  森本教育委員長 
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（森本教育委員長） 教育振興基本計画が作成されたのが平成２２年ですね。東日本大

震災が起こったのが平成２３年，それから防災教育が強く言われ

ているんですけども，この項目の中にも安全安心な教育というの

であるんですけど，防災についての安全安心そういうのが必要

（では）ないかなぁと思ったりしているところです。 

（濱田市長）  事務局，どうですか。 

（小野寺学校課長）  骨子の中の３の「生きる力」をはぐくむの部分で先ほども言いま

した６番目の安全・安心教育の徹底という項目で入れさせていた

だいております。先ほどの説明の最後でもさせていただいたんで

すけれども，推進プログラムの部分に関しては，今後，協議・調

整っていう部分が，今，森本委員長さんの方からおっしゃっても

らったような内容ではないのかなと。 

だから，学校が中心になって行っていますけれども，地域とも連

携を深めながら進めていくための調整を図っていくっていう形

で今後とも考えていきたいなと思っております。 

（濱田市長）  東根教育委員。 

（東根教育委員） 今までおっしゃっていただいた方と同感なんですが，以前に私た

ちが学校教育に関わった時には，その時の社会情勢といいますか，

いろんな事件や事故があったことに対して，じゃあこれがこれが

というようなところに走りがちだったんですが，ただこういう風

に項目をまとめてくれているということは，そういう社会情勢が，

どこかに入るような内容で（は）ないかなぁと思って感心してお
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ります。 

一つ一つ細かい点を羅列するんではなくて，こういう風に項目を

挙げられているということは，とてもいいことだなぁと思って，

いまの社会情勢にマッチしているんじゃないかなぁと思ってい

ます。 

（濱田市長）  はい，ありがとうございます。渡部教育委員。 

（渡部教育委員） はい，同じくこの項目に沿って，それぞれの部分的なところにま

たスポットを当てながら掘り起こしてやっていけば，かなり意識

を持ってやるということが大変大切だと思うので，よりよい，こ

れに沿って教育全般のことで，こうやっていけたらと思っており

ます。 

特に学力に関しては，確かな学力の育成となっていますが，やっ

ぱり教える側とか，こちら側の自己満足でなくて，子どものやる

気を引き出すというのが，どれだけ詰め込んだかではなくて，子

どものやる気を引き出すという教育について特にやっていけた

らと思います。 

（濱田市長）  はい，どうもありがとうございました。 

（槇野教育長） はい，先ほど森本委員長さんの方からご説明いただいた防災教育

も含めて，という事なんですが，２２年３月に作成をしておりま

す，本市の教育振興計画で５番目の項目に，健やかな体の育成が

入りましたので，骨子案では６番目になっておりますけれども，

５番目に安心安全教育の徹底というようなことで，その中に大き
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な柱立てとしましては子どもたちが事件・事故の被害に遭わない

ように，教師の危機管理意識の高揚でありますとか，地域と連携

した見守り体制，また，子どもたちの危険回避能力の育成といっ

たものを挙げておりますけども，具体的な事業の中身には，いま

言ったこと以外にですね，各学校の防災計画を作成するとともに

防災に関する授業の実施，地震・津波・火災を想定した避難訓練

の実施など，防災の体制教育の充実を図りますというような項目

を挙げておりますので，また，そういった肉づけの部分の中で東

日本大震災についてのですね，教訓といいますか，引き継いでい

かなければならない部分をまた，そういうのを加味しながら，最

終的に策定できればなぁという気持ちでおります。 

（濱田市長）  事務局，まぁ，そういう風な感じで。 

では，無いですかね。    

特に，無いようでしたら，小松島市教育大綱骨子（案）について 

は決定とさせていただきたいと存じます。 

これ（案）は，もうのけていただけたらと，思います。 

以上で本日の協議事項については終了となります。 

最後に，「報告事項」として，「今後のスケジュール」について事

務局から説明があります。よろしくお願いいたします。    

（藍沢秘書政策課長） それでは，「報告事項」といたしまして，資料３の「今後のスケジ

ュール」をご覧ください。今年度は本日の会議を含めまして，概

ね３回を予定しております。 
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次回，第２回につきましては，教育行政等の課題への対応や改善

策，行政施策との連携，調整といった内容を予定しておりまして，

開催時期につきましては８月から９月頃を予定しております。 

第３回につきましては，平成２７年度教育委員会の点検・評価報

告及び改善策等についての協議といった内容を予定しておりま

して，開催時期につきましては来年２月頃を予定しております。 

なお，具体の開催時期や協議テーマの詳細が決まり次第ですね，

事前にお示しさせていただきたいと考えておりますので，よろし

くお願いしたいと思います。事務局の方からは以上でございます。 

（濱田市長）  その他で何か。 

それでは，長時間にわたりましてご協議いただきましてありがと

うございます。 

以上をもちまして，第１回「小松島市総合教育会議」を閉会とさ

せていただきます。お世話になり，ありがとうございました。 

（一同）  ありがとうございました。 


