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第３回小松島市総合教育会議議事録 

 

１.日 時  平成２８年２月１２日（金）午前１１時００分～午前１１時５０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，東根教育委員長職務代理，谷教育委員，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，小野寺学校課長，藍沢秘書政策課長，  

       泉教育政策課主幹，前田学校課主幹，森田学校課主幹 

５.概 要 

 （１）開会 

 （２）市長挨拶 

 （３）協議事項 

・平成２７年度（平成２６年度対象） 

教育委員会の点検・評価報告書について 

６.議事の経過  別紙のとおり 
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（藍沢秘書政策課長）  事務局でございます。定刻より 2 分程早いのですが、委員の皆様お揃いになり、行

政側も揃いましたので、ただ今から、第３回小松島市総合教育会議を開催します。市

長、会の進行の方、よろしくお願いいたします。 

 

（濱田市長）  はい、皆さんこんにちは。教育委員の皆様におかれましては、お忙しい中ご参集頂

きましてありがとうございます。ただ今から、第３回小松島市総合教育会議を開催い

たします。皆さん本日はどうぞよろしくお願い致します。これまで、２回開催された

総合教育会議では、首長が定めることとされた「小松島市教育大綱」の策定や、少子

化の現状を踏まえ、「小松島市の就学前教育・保育」のあり方について、協議をいただ

いたところでございます。 

本日の総合教育会議では、平成２７年度の「教育委員会の点検・評価報告」につい

てを議題といたします。「教育委員会の事務の点検・評価」については、「地方教育行

政の組織及び運営に関する法律」第２６条に基づき、その作成と議会への提出並びに

公表が義務付けられているところでございます。３月定例会議の報告議案となります

ことから、それに先立ちまして協議をお願いしたいと存じます。 

それでは、教育委員会の点検・評価報告書について、事務局より説明を求めます。

よろしくお願いいたします。 

 

（中島教育次長）  それでは、私から早速でございますが、お手元にございます、平成２６年度が対象

でございます平成２７年度「教育委員会の点検・評価報告書」につきまして、概略ご

説明をさせて頂きます。座らせていただきます。失礼いたします。 

 先ほどご紹介頂きましたように、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第

２６条に基づきまして、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検、及び評価を

行いまして、その報告書を議会に報告の議案として提出するとともに、市民に公表す

ることが義務付けられております。また同法第２６条の第２項では、前項の点検及び

評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものと

する、と規定されております。後ほどご紹介をさせて頂きますが、３名の方にお願い

をいたしました。 

 今回は、平成２２年４月から実施しております「小松島市教育振興計画」にござい

ますＰＤＣＡサイクルの３年目の年度に当たる平成２７年度でございました。前々回

は平成２５年度でございました。教育重点目標の推進プログラム１４項目を対象とい

たしております。点検・評価の方法につきましては、事業評価といたしまして６ペー

ジの上段にございますように、１の「成果は得られず、見直しの必要がある」から５

の「予想を大きく上回る成果が得られた」までの５段階でございまして、それと総合

評価でございます、継続、見直し、廃止の３段階の評価を行っております。また、事

業内容につきましては、取り組み状況を右欄に記載いたしております。 

 まず、３ページでございますが、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日ま

での教育委員会の概要につきまして、教育委員の就任状況、会議の開催状況、議案等
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の付議、上程状況等について報告させて頂いております。４ページから６ページまで

はその他の活動といたしまして、平成２６年４月からの会議、研修会等、行事等、学

校訪問等につきまして報告させて頂いております。 

 ６ページから１３ページまででございますが、教育重点目標の推進プログラム１４

項目の施策、事業につきまして、事業評価と総合評価を掲載させて頂いております。

まず、重点目標１の「家庭教育の充実と地域との連携」でございますが、「家庭教育力

の向上支援」、「家庭・学校・地域の協力体制の充実」につきましては、それぞれの事

業につきまして、事業評価は３、総合評価といたしましては「継続」でございます。

７ページの重点目標２の「『生きる力』をはぐくむ学校教育の推進」でございますが、

「総意を結集した学校運営」と「幼稚園、小学校・中学校教育の充実」の中の「幼稚

園の子育て支援及び地域社会との連携」につきましては、事業評価は４、総合評価は

「継続」でございます。「小・中学校教育における確かな学力の育成」につきましては、

事業評価は３、総合評価は「継続」でございます。８ページの「特別支援教育の推進」

につきましては、事業評価は４、総合評価は「継続」でございます。「豊かな人間性の

基礎となる心の育成」につきましては、事業評価は３、総合評価は「継続」でござい

ます。「２１世紀を生き抜く力の育成」、９ページの「安全・安心教育の徹底」、「より

良い教育環境の整備・充実」につきましては、事業評価は４、総合評価は「継続」で

ございます。１１ページの重点目標３、「生涯学習文化の創造」でございますが、「ス

ポーツ・保健・食育に関する指導の充実」のそれぞれの事業につきまして、事業評価

は３、総合評価は「継続」でございます。１２ページの「人権教育の徹底」、「生涯学

習環境の充実」、「芸術文化の振興と郷土の伝統文化の継承」につきましては、それぞ

れの事業に対しまして、事業評価は４、総合評価は「継続」となっております。 

 １４ページから２１ページまでの外部評価でございますが、前段で少し触れさせて

いただきましたが、点検及び評価の客観性を確保する面から、教育に関し学識経験を

有する方という事で、鳴門教育大学准教授でいらっしゃいます、森 真美（なおみ）

先生。それから、元小松島中学校長でいらっしゃいます、吉岡 誠先生。元北小松島

小学校長でいらっしゃいます、木村 哲也先生に、点検及び評価に関しての意見を聴

取させていただいております。 

 内容についてでございますが、沢山ございますので、かいつまんで失礼をいたしま

す。１４ページの「家庭教育力の向上支援」につきましてですが、「さらに子育てや家

庭教育をサポートするために、ＰＴＡとの連携を密にしまして、家庭教育支援チーム

による活動の支援を図っていただきたい。」という事でございました。それから２の「家

庭・学校・地域の協力体制の充実」につきましては、「地域の方や事業所の協力を得な

がら、様々な取り組みを推進し、社会全体の教育力の向上及び地域の活性化を図るこ

とが重要である。」と、「子どもの健全育成の一層の充実を図る必要がある。」という事

でございました。 

 重点目標２でございますが、「総意を結集した学校運営」でございます。「本来、子

どもたちの教育は社会全体で取り組むべきものであり、学校運営も家庭や地域との連
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携が重要である。」と。「各校においては、平成１９年に学校評価が法制化され、学校

評価を生かした教育目標の策定も進んでいるが、日標達成のためには、教職員の共通

理解が不可欠であり、職場の協力体制の確立を目指して風通しのよい職場づくりを図

ることが大切である。」とされております。それから次の「幼稚園、小学校・中学校教

育の充実」でございますが、「今後の子ども・子育て新制度に基づく制度変更や、就学

前教育のあり方検討会を経て、早急に公立幼稚園の再編や認定子ども園への移行等を

含めた、就学前教育の具体的な方針や施策を期待するところである。」とされておりま

す。 

イの「小・中学校教育における確かな学力の育成」では、「全国学力・学習状況調査

や徳島県学カステップアップテストの結果から、『知識・技能を活用して課題を解決す

るために必要な思考力・判断力・表現力』に課題があることが指摘されてから久しい

が、現状は依然として厳しい状況がある。」と。「本市においても、調査結果を分析し、

各種研究会や校内研修等を通して、子どもの課題を明確にし、書く・聞く・話す・発

表する等の言語活動を重視した授業実践が求められている。授業改善とともに、少人

数指導の授業展開や、教育支援ボランティアの活用などを通して、確かな学力の一層

の育成が望まれる。また、地域の読書ボランティアの支援のもと、朝の読書活動や図

書委員会による読書啓発活動に取り組むなど、読書環境の充実も図られている。」とい

う事で、「『確かな学力』の育成には、家庭・地域との連携協力は不可欠なものである。

各校において『家庭学習の充実』を図るための手立てとともに『早寝・早起き・朝ご

飯』『読書・手伝い・外遊び』等の生活習慣を身に付けるための様々な取り組みを図る

ことが望まれる。」とされています。ウの「特別支援教育の推進」につきましては、「今

後も児童生徒や保護者の多様なニーズにきめ細やかに対応する地道な取り組みが求め

られている。」としています。 

３の「豊かな人間性の基礎となる心の育成」につきまして、「特に社会の変化を背景

に子どもたちの様々な体験が不足しており、自尊感情・自己肯定感や豊かな感性をは

ぐくむため、発達段階に応じた体験活動の実施が重要であると言われる。今後は、子

どもの実態に即した自主教材の開発や体験活動、地域の人材を活用した学習に積極的

に取り組むことが期待される。」としています。次のページでございますが、「近年、

子どもたちを取り巻く社会や家庭環境は急激に複雑化、多様化しており、学校と地域

社会が協力し対処をしていくことが重要である。学校から地域や保護者、関係諸機関

への情報発信はもとより、緻密な連携を図るための体制づくりを期待している。」とし

ています。 

４の「２１世紀を生き抜く力の育成」につきまして、「国際理解教育の推進では、今

後の英語教育の充実のため、ＡＬＴの増員、小学校教員の指導力向上のための研修等、

生きた英語教育を小学校から展開できるような体制づくりが必要である。ＩＣＴを活

用した授業研究も進められ、学力の向上にはＩＣＴの活用が有効であり、導入できて

いない学校へのタブレット端末の導入も検討していただきたい。」これは２６年度の段

階でございますが。それから「キャリア教育については、地域の協力を得ながら、自
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己の生き方を考える職場見学、職場体験活動や職業人の出前授業など、各校の地域の

特性を生かした体験活動の取り組みが展開されている。」として、「今後もそれぞれ特

色ある学校の教育活動として継承されることを期待している。」としています。 

次の、５の「安全・安心教育の徹底」についてでございますが、「通学路での交通事

故・不審者等の安全対策は、主に小学校区の交通安全指導員をはじめ、家庭や地域の

学校安全ボランティア(スクールガード)の協力を得て、巡回指導や街頭指導が行われて

いる。今後も、教職員の危機管理に対する共通理解を深める研修等を継続して行い、

危機管理に対する意識の高揚を図っていただきたい。」とされています。 

６の「より良い教育環境の整備・充実」でございますが、「幼稚園、小学校、中学校

の全ての教育施設において耐震化が完了する。今後予定されている学校再編計画にお

いては、再編される小学校施設の更なる充実とより良い教育環境の整備に向けた協議

が行われることを期待している。エコ化の推進においては、今後も諸施設のエコ化の

推進に一層努めていただきたい。ＩＣＴ化の推進では、システム改修等を計画的に進

めながら、教員が情報手段を適切に活用し、子どもたちの情報活用能力の更なる育成

を図るための研修等に積極的に取り組んでいただきたい。」という事でございます。 

次の重点目標３の１「スポーツ・保健・食育に関する指導の充実」でございますが、

「成長期に必要な栄養バランスを考慮した献立で調理された給食を、児童生徒が残さ

ず食べられるような工夫をするとともに、学校給食を通じて、地域、家庭とも連携を

とり食育の充実を図り、生涯にわたって健やかに生き抜く力を育成する教育に努めて

いただきたい。」そして次のページでございますが、「引き続き、『みなと小松島スポー

ツクラブ』と連携し、地域住民が気軽にスポーツ活動を楽しめる魅力あるクラブとな

るよう支援するとともに、市立体育館の施設の更なる充実に努めていただきたい。」と

されています。 

２の「人権教育の徹底」でございますが、「人権教育の啓発・推進には、人権のまち

づくり子ども会、進路保障協議会、識字学級生と児童生徒との交流学習の取り組みな

ど、地域社会と学校が連携して豊かな人権文化の創造をめざした活動が展開されてい

る。よって、適切な予算措置をとり、今後も充実した人権教育の推進に努めていくこ

とが大切である。」としています。 

次の３の「生涯学習環境の充実」であります。これにつきましては「今後は、社会

教育施設・設備の充実を計画的に進めるとともに、指導者の養成及び確保に取り組む

ことが重要である。」と。 

次の４、「芸術文化の振興と郷土の伝統文化の継承」でございますが、「芸術文化の

振興と遺跡・文化財・伝統芸能の保存と継承は、豊かな創造性と市民の文化意識を高

めることに大変重要である。勤労青少年ホームにおいて実施される、講座及びスポー

ツレクリエーション活動、中央会館での各種サークル活動、講習会、展示会、講演会

等を通じて、地域住民の文化意識の向上が図られている。また、学校においても、総

合的な学習の時間での地域調べや地域行事への参加、『与謝野鉄幹・晶子文芸賞』への

投稿などを通して、子どもたちの芸術文化への関心が高まっており、今後も継続的な
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取り組みを期待するところである。」との意見でございました。 

次のページは参考資料でございます。これは平成２６年４月１日現在の教育委員会

の制度の概要と運営図でございます。以上、教育委員会の実施した評価や事業内容点

検のもとに、小松島市教育振興計画が着実に推進されることを期待するものであると

結んでおります。以上、簡単ではございますが、教育委員会の点検・評価報告とさせ

ていただきます。 

 

（濱田市長）  はい、どうもありがとうございます。ただ今の説明につきまして、委員の皆様方か

らご意見などを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。折角の機

会ですので、教育委員長から、一言ずつよろしくお願いいたします。 

 

（森本教育委員長）  学校現場にいて勤務しているときは、学校教育のことだけしかわからなかったんで

すが、退職して、社会の中での地域の役員とか、あるいは、高齢者としての仕事。６

０歳過ぎてからの仕事関係等で役を沢山させてもらっておるんですけども、今感じて

おるのはですね、１９ページにも出ておりましたけれども、私も生涯学習、死ぬまで

学習しようっていう風な感じなんですけども、この中で活動しておって、「社会教育

施設とか設備の充実を計画的に進めるとともに、指導者の養成及び確保に取り組むこ

とが重要である。」という風に書かれておるわけですけれども、社会教育施設の設備

とか充実をこう、しておるんですけれども、指導者のなり手っていうんですか。「や

ってくれませんか。あなたがやってくれませんか。」「私、年寄ってちょっとぼけだ

したので、代わってくれませんか」と言っても、引き受けてくれない。指導者。「あ

なたできるのに、やってよ」と言ったら、「忙しいから」とか「どこそこ行きたいか

ら」とか言って、この指導者の確保っていうのが非常に難しいのでないかなぁと思っ

て。沢山おいでるんですけど、団塊の世代で沢山おいでるんですけど、引き受け手が

少ないので、何とかこう、あの手この手で誘い込もうとするんですけども、難しいと

感じております。そういう役を引き受けてくれる人の、身分的な確保みたいなのが、

制度上できたら良いのかなぁと思ったりしているんですけども、まったくのボランテ

ィアっていうんですか。で、してくれる人っていうのは、なかなか難しいなぁと思っ

たりしております。それと、もう１点は同じく社会教育になるんですけども、先程午

前中の定例の教育委員会でもちょっと言わせていただいてんですけども、高齢者が多

くなってくると、独居老人なんかが多くなってきて、テレビとお話して、人間と話を

するっていうことがなくて、声を出す機会が減っておると。声を出さなくなったら人

間って元気がなくなるんだという事で、声を出すために歌を歌ったり、話をしたりす

るという事で、そういうサポート役みたいなのを引き受けてやっておるんですけども、

声を出すために各公民館に、お金があったらですね、市長さん、ピアノでも買って、

オルガンでも買って各公民館に置いてくれたら、子どもも公民館に集まるし、大人も

公民館に集まるし、そんなことを考えておるところです。はい、以上です。 

（濱田市長） はい、ありがとうございます。お答えはまた、５人から聞いて、事務局から答弁して
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いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、東根委員さんお願いし

ます。 

 

（東根教育委員長職務代理） この資料を見せていただいて、沢山の項目が、事業評価、総合評価とかをされており

ます。で、学校現場に降りた場合には、この項目について、少しでも良くなるように、

校長先生の指導の下に行われるわけなんですが、この重点目標１からずっとある中で、

ほんとにどれを取っても、抜いてはいけないと思われる内容でなかろうかと思われま

す。そこで、何に視点を置くかっていう事が、学校長に委ねられておると思うんです

が、小松島市としてどういう方向で行ったらいいのかなというのを、先の委員会でも

いろいろ話が出ました。で、いろいろな項目がやられておりますので、昔の事も今の

事もやっぱりやっていかないといけないのかなぁと思ったり、ちょっと思案される所

もあるんですが、これを見てみましたら、前回の教育大綱の中に組み込まれている、

それぞれのポイントが、どころどころに網羅されておりまして、２６年度を受けて、

教育大綱ができているっていう事に感心しております。先程もちょっと申し上げたん

ですが、定例教育委員会で。ある民放のテレビで、外国人の方が日本の教育について、

どこがおかしいかな、どこがいいかなっていうような話が出ておりました。で、１番

に挙げられておったのは、先生方が授業研究会。先程もこの中にありましたでしょう

か。１６ページの中にステップアップのところにも書かれておりましたし、そういう

先生方の指導力の向上と言いますか、そういう点で啓蒙活動なりいろんな研修を通し

て行われているという事で、挙げられておりました。それから、時期が今マラソンに、

皆さん、子ども達もマラソン活動、先程もありましたがクロスカントリーもありまし

たが、外国人の人にしてみましたら、順位はつけるのはどうかなぁっていうように、

示されておりました。学校側としましては、去年の目標にプラスして、ここからちょ

っと１番でも上がったら、自分の目標に近づけるんじゃないかなぁというような事を

言われておりましたので、その点は分かっていただいたような気もするんですが。そ

れから、３つ目に挙げられておったのは、清掃活動でした。この中にもエコというよ

うな事で、良い教育環境の整備・充実といったような所で書かれておりますが、私た

ち日本人は当たり前のように、保育所・幼稚園から自分が汚したところは自分で後片

付けする。そういう精神が身についていると思うんですが、それが家庭教育とも関わ

ってくると思いますが、そんな事で、それは外国では、全て人を雇ってしてもらうと

いうような事を言っておりました。最後に学校給食の評価を挙げておりました。外国

ではバイキング形式で、自分がその時に欲しい、時間も好きな時に、それから食べる

物も好きな物を食べるっていうような事でした。ですから、食事する場面に指導者が

いないというか、そういう状況ではないかなと思います。そういう点で、私たちが生

まれてきて、学校給食を頂くようになって、ある程度の栄養基準も達成された中で生

活しているので、これは続けていかないといけない事だなぁと思っております。それ

から、ＩＣＴの活用っていうのも挙げられておりますけれども、ＩＣＴっていうよう

な事で、昔はＩＣＴが使える、昔っていうか、ここ１０年の間に「ＩＣＴが使えない
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と教員やっていられないわ」というような事も出るくらいでしたけれど、最近はＩＣ

Ｔに少なからず関わっていけるようにはなっていると思いますが、子どもの時からタ

ブレットっていうような事で、私もちょっと触ってみましたが、非常に便利なのでび

っくりしております。子どもには負けておりますが。そんな点で、意見がちぐはぐに

なっておりますが、最近見たテレビの中から、日本の教育が評価されているんだなぁ、

小松島市の教育もこういう風に評価されていくのかなぁと。続けて、地道に続けてい

く事が大事かなぁと思っております。失礼しました。 

 

（濱田市長） はい、ありがとうございます。渡部教育委員、よろしくお願いします。 

 

（渡部教育委員） 私も、先程、東根先生のように、外部から市民として眺めているというか、見ていた

教育委員会の中の組織のいろんな取り組みとか、もちろん市政もそうですけど、やっ

ぱりこういう立場になってみて初めて勉強したり、大変細かく行き届いた事ができて

いるんだなぁという事を改めて、事業ごとに実感しております。で、私がちょっと思

うのはやっぱり、子どもを育てるというところでは、子どもの教育というのは、やる

気を育てる事だと思います。やる気を引き出すための、いろいろな与えられてじっと

しているとかいうのではなく、楽しんでできるというような事をするという意味で、

ちょっとひとつご提案というか、与謝野晶子の文芸賞とかいうのがありますが、せっ

かくの分ですが、これは俳句部門はなかったですね。多分私が最近ちょっと勉強を始

めたこともありますが、本当に四季の移り変わりとか、例えば地元の事を知るという

ところの、関心を向けるというところで、私もちょっと小さい子どもとかに「何か作

ってみる」とか言った時にも大変いきいきと、むちゃくちゃではありますが、五七五

で標語をやってますので、短歌よりは標語の方で小さい子どもの底辺っていうか、小

さい子どもから、何かこう言葉のいろんな事で、大変、年をとっても、社会人になっ

ても、日本人である以上、四季の感覚とか、語彙力を豊富にするという意味で、大変

俳句というのはいいと思いますので、それぞれまたどなたか俳句やってらっしゃる高

齢の方もいらっしゃいますので、そういう方に指導に行ってもらうとか、いろんなと

ころで、ぜひ降ろしていっていただいて、俳句部門もくっつけていただけたら、子ど

もが標語のように。こないだも、ちっちゃな子どもが「柿食へば、鐘が鳴るなり、法

隆寺」というのを、そらんじてまして、「どうしたの」って言ったら「幼稚園の先生

が教えてくれた」とか言って、すっと頭に入りますから、ほんとに作らせてみると楽

しいような思いが、発想も豊かですし、ぜひ小さい時から自分からやろうと思う事を、

何らかの形で働きかけていくような、何か政策というか、教育委員会の方もと思って

おります。以上です。 

 

（濱田市長） はい、ありがとうございました。では、谷教育委員長職務代理お願いします。 

 

（谷教育委員） 私からはですね、漠然とした内容にはなるんですけども、先程定例会でもお話が出た
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んですが、前の方にある点検の評価の数値になかなか表せないような、例えば「豊か

な人間性の基礎となる心の育成」あたり、あと「人権教育の徹底」だったり、この辺

どのように、成果がどうのこうのというものは出せませんけども、やはり、特に人権

教育などはこの記載にもありますように、長い歴史的に実績と活動があるという事で、

これはとにかく絶やさず、これが「豊かな人間性の基礎となる心の育成」とリンクし

てると思うんですけども、学校での道徳教育であり、また地域の人達とのかかわりに

よって、そういう心を醸成するというのは、大変重要なことでありますし、特に今、

小学生でも中学生でもスマホとか携帯を持っておって、いろんな情報に触れることが、

昔の子どもに比べると、はるかに多いと思います。で、いろんな情報を自分がこれを

判断していかないといけないんですが、そういう情報、何が正しいか、間違っている

のかっていう事をちゃんと判断できるようなそういう教育というのをできるように徹

底して、これまで以上に進めていただけたらという風に思っております。以上です。 

 

（槇野教育長） ２６年度対象の教育委員会の点検評価の報告という事で、本日総合教育会議を開いて

いただいているわけなんですけども、中身からは脱線すると思いますけど、本年度都

合３回総合教育会議を市長さんが主宰されたという事なんですけども、今まで以上に

市長部局と教育委員会との間の距離が、ほんとに縮まったといった部分を実感をして

おります。また２６年度対象の事業についての評価ですけれども、３名の外部委員さ

んが、いろいろと１４ページ以降に意見を述べていただいておりますけれども、本年

度、２７年度、そういった、いろいろいただいたご提言がいくつかはまた、２７年度

に改善、実践できたのではないかといったような部分も感じております。ほんとに沢

山のお金を、教育委員会には投資をしていただいております。この２６年度は前年度

からずっと耐震工事という事で、幼稚園・小学校・中学校について莫大なお金をかけ

て耐震工事をしていただきましたし、２６年度には新中学校開校準備室を設置してい

ただいて、人的な配置もいただいたわけです。加えて新中学校の建設に向けましても、

周辺の整備の事業も含めますと、ほんとにこれも沢山の投資をしていただいたように

思います。２６年度以降継続して、教育委員会傘下でいろいろ実践もしてきておりま

すが、教育政策課では特に今度お金のかからない事業でいきますと、就学前教育につ

きまして、保育・教育のあり方という事で、市長部局と教育委員会共々にいろいろ協

議を重ねていただきまして、新たな動きも出てきております。学校課においてもいろ

いろあるわけですけれども、ひとつは教育シンポジウムにしましても、この年はキャ

リア教育という事だったんですけども、本年度はＳＮＳ等も含めまして、インターネ

ットとか携帯電話の弊害といったような、時々の課題でシンポジウムの開催もしてい

ただいております。生涯（学習課）、あるいはスポーツ（振興室）の方では、徳島駅

伝も代表されますが、いろいろ、みなと小松島スポーツクラブとの連携等も含めまし

て地道に駅伝の選手育成にも繋がっておると思います。先程、渡部委員さん、俳句の

話もしていただいたんですが、与謝野鉄幹・晶子の文芸賞につきまして、私ちょうど

日記の方で１１月３日、この２６年度は応募数が７７６でした。その前年は４２１首。
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メモ見ています。それと今年度はまた、１,６０２首という事で、倍々ゲームのような

形で市民の皆さんが応募していただいておりましたり、また、同じように、長国（な

がのくに）の埋蔵文化財についても２市２町での企画、あるいはふるさと講座や高齢

者教室にしましても、図書館の３階が常にいっぱいになるといったような事で、森本

委員長さんもお話していただきましたけども、高齢者の方々の熱き想いというのをひ

しひしと感じるような部分もございます。発掘調査におきましても成果が上がったか

なと。２月１１日の徳島新聞の文化面には子安観音古墳での甲冑が意義あるものだと

いったような記事も掲載されていますけれども、地道な生涯学習課の取り組みといっ

たようなものも、徳島新聞にも掲載していただいたのかなといったような部分もござ

います。２７年度についてもいろいろな課題があるんですけれども、いろいろご相談

に乗っていただきながら、少しずつ進んでおるのかなと。ある面、２６年度対象の点

検・評価ですけれども、今年度の課題と言われた部分が実現できた部分もありますし、

まだまだ継続した取り組みをしていかないといけない部分もありますけれども、少し

ずつ前に進んで行っているといったような実感は持っております。今後とも、また総

合教育会議の中でいろんな議題について、ご協議いただけたらありがたいと思ってお

ります。以上です。 

 

（濱田市長） はい、どうもありがとうございます。事務局何かあれば、お答えなりと・・・。 

 では、私からちょっと３点ほど質問させていただきます。食育に関して。今回、食育

のメニューをカレンダーにしていただくという事で、今テレビでもよく放送されてい

るんですけど、地産地消の。私もこの間、櫛渕の小学校の方で３世代交流の発表会を

見せていただきました。私が言うのもおかしいんですけど、しいたけをね、地産地消

でシイタケ山が、櫛渕ではシイタケが多く生産されているんですよっていう言葉が子

ども達から出て、本当に嬉しく思いました。それと同時に、小松島漁協、和田島漁協

がありますけど、ハモとかは私もあんまり今まで、ほとんど京都へ流れて行くってい

う思いがあって、子ども達が多分食べたことがないと思うんです。あれは骨切りする

とかそういう風なので、なかなか食べにくいと思いますけど、そういう風な地産地消。

そしてまた、今ワカメも鳴門の方でいろいろ偽装がありますけど、小松島にもこうい

う風なおいしい鳴門わかめが出て行っているのは、半分が和田島で生産されているん

ですよっていうような、そういう風な文言も、それとちょっとしらすとかね。そうい

う風なのも入れてくれることによって、またその子が大きくなった時点で、このハモ

を食べたり、ワカメも、「和田島のワカメ食べないといけないなぁ」、それから櫛渕

のシイタケ、また、タケノコも沢山生産されているので、子ども達が大人になって食

べていただけるんじゃないかなぁと思いましたが、そこらへんちょっと、もしあれだ

ったら今からでも。それとあと、スポーツですね。今やっぱり特に４年生、５年生、

６年生の体力が落ちているという事がありますので、いろいろなイベントをからめて

野外へ出てスポーツをする機会を作っていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。それともう１つ、最後になりますけど、今回、立江中学校、坂野中学校が



11 
 

統廃合されますので、いろいろな地域から来る。櫛渕だったら３人ぐらいの子が、和

田島だったら２クラスありますのでね、その中でどういう風にして溶け込んでいくか

というのは、多分ね、戸惑うと思うんです。そこら辺をね、いじめ問題とか教育の充

実、それとまた、いつも私も思うんですけども修学前の教育を充実してくれるという

事でありますけど、ほんとに幼稚園の教育、大切なものと思いますけど、そこも少子

化なので３人とか５人とか、幼稚園で育って、小学校また行ったら２クラスとかある

ような学校へも行きますので、そこら辺のいじめ、まぁ小学校１年生だったらいじめ

はないと思いますけど、そこら辺がね、教育になじめるような方向性を作っていって

もらいたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（西照教育政策課長） 事務局でございます。３点目の一番最初の地産地消の関係です。食育のカレンダーに

ついては２８年度の事業という事で、予算がつき次第粛々とという事でございます。

食育のカレンダーについてはいろんな観点がございまして、子どもさんの基本的な食

習慣の改善とかいうところと、それと、市長からもご指摘ございましたように、地産

地消の更なる推進というような観点も含めております。地産地消についてはですね、

地産地消の推進協議会というのがございまして、学校の現場でもハモとかシイタケと

いう部分のですね、小松島の産地のこういう順位であるとか、ハモだったらこういう

魚をハモっていうって部分についてはね、学校の現場の方でも栄養教諭の先生方から

子どもさんに周知を図っていただいておると。で、カレンダーについてはですね、お

っしゃるようにレシピだけじゃなくてですね、市長がおっしゃるような、そういう風

な、ピンポイントの資料っていうのを何らかの形でまた掲載できるような、内容にし

てまいりたいという風に考えております。 

 

（小野寺学校課長） 今の給食の話なんですけれども、私もハモバーガーを給食の方で頂いた事もございま

す。学校の方で給食だより等のそういう風な紹介ができる機会の中に、「トマトはこ

ういう方が作ってくださいましたよ」っていう風な紹介もさせていただいて、子ども

達が給食を食べる時に、その方々の思いを考えながら食べる、そういう風に、学校現

場の方で指導をしてくれております。更に地産地消という形を、進めていけたらなと

考えております。 

  それと、スポーツ・体力について徳島県の場合には非常に体力が低い状況にあると。

それを克服していかなければならない。本市においても当然、市の方でいろいろなイ

ベントもございます。ただ、学校の方からそのイベントに参加をしていくような子ど

も達、また参加ができるような体制づくりっていう形を取っていかなくてはいけない。

基本的には体育の授業等で体育が好きな子ども達を、たくさん作っていく。それとあ

と、学校行事の中などでですね、先程市長さんがおっしゃったような、スポーツに関

する動機づけ。こういう風なものを、取り込んだ行事・教育課程っていうのの編成を

考えていかなくてはならないのかなと感じております。あと、いじめの件なんですが、

新中学校ができる上においてですね、本当に私たちも一番心配をしている点でござい
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ます。学校規模の大きさであったり、違いがあると。そういう部分において、子ども

達が３学年ともスムーズに授業に入っていけるように。ほんとに坂野中学校、立江中

学校の先生方みんな、全てが新入生っていう風な形で、子ども達一人一人を見て、学

級編成も行っていくし、ないしは、授業等の中で、仲間づくり、人間関係づくり等も

取り組んでいく予定でございます。市全体としては、市のいじめ防止基本方針等もご

ざいまして、それにのっとってアンケートや、事前や事後の指導というのも徹底を図

っていきたいと考えておりますので、またご支援の方をよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。 

 

（濱田市長） はい、どうもありがとうございます。他に教育委員の皆さん、もうないですか。それ

では特に無いようですので、教育委員会の点検・評価報告書について、この通り議会

に提出したいと存じますが、よろしいでしょうか。 

 

（委員多数） はい。 

 

（濱田市長） はい、ありがとうございます。この度の点検・評価を踏まえ、これからも教育大綱の

基本目標である「郷土に誇りを持ち一人ひとりの人権を尊重する創造性豊かで輝く人

づくり」に向けた教育を推進していただけますよう、よろしくお願いいたします。以

上をもちまして、第３回小松島市総合教育会議を閉会とさせていただきます。皆さん、

お世話になり、ありがとうございました。 


