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  会議録（要旨） 

会 議 名 令和元年度 第２回阿南市総合教育会議 

会議年月日 

令和２年３月 23 日（月） 

午後３時から午後４時３０分まで 

資料の 

有 無 有 （別紙） 

会議場所 阿南市役所６階 602会議室 

 

 

 

 

参加者名 

 

（26人） 

 

【構成員】 

表原市長、稲村教育長、野村教育長職務代理者、里美教育委員、 

湯浅教育委員、多田教育委員 

【事務局】 

米田企画部長、岡田企画政策課長（司会）、松本企画政策課長補佐、 

新居企画政策課企画調整係長 

【関係課等】 

松内教育部長、倉野保健福祉部長、荒井教育総務課長、 

近藤学校教育課長、佐坂生涯学習課長、黒田人権教育課長、 

数藤スポーツ振興課長、小原学校給食課長、川端こども課長、 

浅野青少年健全育成センター所長、橋本教育研究所長、 

村上学校教育課主幹、堀科学センター館長補佐、 

横手教育総務課長補佐、西岡教育総務課長補佐、佐藤阿南図書館長補佐 

傍聴者  １人 

内       容 

 

（１５：００ 開会） 

（司会：企画政策課長） 

ただ今から令和元年度第２回阿南市総合教育会議を開会いたします。 はじめに、表原市長からごあいさつを申し上げ

ます。 

 

（市長） 

 本日はご多忙の中、令和元年度第２回阿南市総合教育会議にご出席いただき、誠にありがとうございます。 

また、日頃より阿南市の未来を担う子どもたちの、教育の充実と発展に大変なご尽力を賜っておりますことに深く敬意

を表しますとともに、市政各般にわたりまして、ご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、小中学校にも大きな影響を与えている新型コロナウイルスへの対応についてでございますが、本市では、２月 26

日に危機管理警戒本部を設置するとともに、市ホームページにて、最新の新型コロナウイルス関連情報をトップページに

掲載し、随時更新しながら、最新の情報を市民の皆様に発信しているところでございます。今後におきましても、市職員
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並びに市民の皆様と共に、一丸となって、この難局を乗り越えていきたいと存じますので、ご理解とご協力をよろしくお

願いしたいと思います。 

 また、この総合教育会議は、教育委員の皆様方と、教育現場での課題や子どもたちを取り巻く現状などを共有し、それ

ぞれの役割などについて闊達な議論を交わすことにより、意思の疎通を図る重要な場であると認識をいたしております。 

本日の会議は、新たな「本市の教育大綱の策定について」が中心の議題になろうかと思いますが、市議会からもご質問

のありました「デジタル教科書について」及び「ＧⅠＧＡスクール構想について」を協議事項とさせていただいておりま

すので、皆様の忌憚のないご意見を賜りたいと存じます。 

今後におきましても、総合教育会議を通じてより一層、教育委員の皆様方と連携を深め、主役は子どもたちであるとい

うことを常に念頭におきながら、教育の向上に努めて参りたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げ、ご挨拶

とさせていただきます。 

 

（司会：企画政策課長） 

 続きまして、「次第３」の「協議」に移ります。 

 「阿南市総合教育会議設置要綱」第４条第１項の規定に基づき、表原市長に議長をお願いします。 

 

（議長：市長） 

 それでは、会議に入らせていただきます。 

まず、「協議（１） 阿南市教育大綱の策定について」でございます。 

現在の教育大綱は、平成 27 年度の総合教育会議における協議を経て策定させていただきましたが、令和２年３月 31 日

をもって対象期間が満了します。従いまして、令和２年度からの教育大綱を策定しなくてはならないということでござい

まして、このことについて協議をさせていただきます。協議に入る前に、教育総務課長から本議題につきまして、説明を

お願いします。 

 

（教育総務課長） 

 それでは、「阿南市教育大綱」の策定につきまして、ご説明いたします。お配りしている会議次第の１ページをご覧く

ださい。 

まず、大綱の法律上の位置づけでございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律では「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、総合教育会議において協議し、市長が策定することになっています。 

この大綱とはどのようなものかといいますと、２ページの地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３にあ

りますように「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根本となる方針」であり、「市長

と教育委員との協議・調整に基づき国の教育振興基本計画の内容を参酌して定める」ものであります。 

また、大綱を定めたり、変更を行ったりする場合は、総合教育会議において協議することとなっております。 

１ページに戻っていただいて、大綱に関する文部科学省の考え方によりますと、大綱の内容については、法の定めはな

く、自治体の判断により「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の根本となる方針」を定めるもの、とありま

す。 

法律において具体的な記載内容は定められておりませんが、総合的な施策の根本となる方針とありますので、基本理念

や基本目標といった、いわゆる大きな目標と、それを達成するための基本施策を指すもので、詳細な施策や事業まで求め

られているものではございません。 

次に、「阿南市教育大綱」と「阿南市教育振興基本計画」との関係ですが、（２）の「教育振興基本計画その他の計画と

の関係」に記載しているとおり、総合教育会議において、市長と教育委員会が協議のうえ、「教育振興基本計画」をもっ

て「大綱」に代えることと判断した場合には、別途、策定する必要がないとされており、本市におきましても、平成 27

年３月に策定いたしました現行の「阿南市教育振興計画（後期基本計画）」は、そのまま教育大綱となっております。 

このように、「阿南市教育大綱」と、「阿南市教育振興基本計画」とは密接な関係にあることから、少々お時間をいただ

きまして、お手元にお配りしている概要版により、教育振興基本計画の概略についてご説明させていただきたいと思いま
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す。 

それでは、教育振興基本計画・概要版の１ページをご覧ください。 

本計画の策定にあたっては、国の「教育振興基本計画」はもとより、県の「教育振興計画」、本市の現計画である教育振

興計画・後期計画による成果及び課題等を踏まえた上で、世界トップ企業を持つ産業、希少生物を育む豊かな自然、国指

定史跡等の歴史的遺産といった阿南の強みを活かしながら、地域が一体となった教育の展開を図っていくという趣旨の

下、本計画を策定いたしました。 

 また、12 人による「阿南市教育振興基本計画等策定委員会」における熱心なご審議に加え、パブリックコメントや児

童・生徒の保護者へのアンケート調査を実施するなど、様々な方からのご意見を可能な限り取り入れた計画となっていま

す。 

特に、策定委員会でのご審議の中で、阿南市の特徴やすばらしさ、また、自らの住むまちの課題を子どもたちにしっか

り学ばせて、少しでも多くの若者が阿南市を誇りに思い、ふるさとの発展に寄与してくれることにつながる教育という視

点をもった計画にしてほしいといったご意見がありました。すなわち、子どもたちにとって将来の働き場所として、阿南

を捉える視点を授けるような教育、あるいは、将来、本市を離れることになっても、ふるさと阿南を大切に思う気持ちを

醸成するような教育を目指した計画にしてほしい、とのご意見から、阿南ならではの地域性にも重きを置いた計画になっ

ております。 

このことは、市長部局が中心となって推進している地方創生にもつながるものでございまして、計画策定に当たって

は、本計画を大綱に代えることもイメージしつつ取り組んだところでございます。 

 次に、４ページをお願いします。 

 第２章、基本構想のうち、本市の教育が到達すべき理想的な姿ともいえる教育理念でございますが、「認めあい 支えあ

い 未来につなぐ 学びの和」といたしました。 

下段に記載のとおり、この教育理念は、全ての人々が一人ひとりの違いや多様性を認め合い、互いに支え合いながら、

未来社会に向けて、「本人」「家庭」「地域」「学校・園」「教育委員会」による学びの和、すなわち教育コミュニティを形

成していくことの重要性をうたっています。 

また、そうした人々の和やつながりを広げ、深めていくことを通して、地域社会全体が夢や希望、誇りを持ち、共に学

び続け、子どもから大人まで切れ目のない成長をめざすことで、活力と魅力あるまちづくりを実現していこうとする願い

も込めております。 

 次に、７ページをお願いします。 

このページは基本構想の構成体系、ツリー図でございます。 

教育理念を全体目標とし、「生涯学習」「学校教育」「人権教育」「スポーツ振興」及び「教育環境基盤整備」の５つの教

育方針を柱に、それぞれの教育施策を推進していくという組立てになっております。 

いわゆる大きな目標と、それを達成するための基本施策を体系的に表したのがこの図でございます。 

 次に８ページから 23 ページまでは、５つの教育方針ごとに、それぞれの教育施策について、少し具体的に、そして写

真をふんだんに使用して、分かりやすく示しております。 

 以上が、第３期阿南市教育振興基本計画の概略でございます。 

元に戻って、教育大綱の策定についてでございますが、先ほど説明しましたとおり、第３期の教育振興基本計画を策定す

るにあたっては、この計画が大綱に代わることを想定しながら策定に取り組んだこと、また、教育振興基本計画と教育大

綱は、それぞれ国の「教育振興基本計画」を参酌して策定するものであることから、同一の方向性を持ったものでなくて

はならないこと、さらに、現行の「阿南市教育振興計画（後期基本計画）」では、計画がそのまま本市の大綱となってい

ることなどを考慮していただき、現在の大綱と同様に、第３期阿南市教育振興基本計画を本市の「教育大綱」として位置

付けていただく方向で、ご協議していただけたらと思います。 

ただし、大綱というのは、目標や施策の根本となる方針でございますので、理念や方針、推進施策を抜粋したこの概要

版でお願いしたいと考えております。以上でございます。 
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（議長：市長） 

 ただ今、教育総務課長から「阿南市教育大綱」の策定についての説明がありました。 

要旨は、第３期阿南市教育振興基本計画の概要版を本市の教育大綱にしたい、ということでありました。 

このことにつきまして、何かご意見等がございましたらお伺いいたします。 

 

 〔意見なし〕 

 

それでは、第３期阿南市教育振興基本計画の概要版を本市の教育大綱としてよろしいでしょうか。 

 

 異議なしの声 

 

（議長：市長） 

ご異議がないようですので、第３期阿南市教育振興基本計画の概要版をもって、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第１条の３の規定による本市の教育大綱といたします。 

なお、同条第３項の規定に基づき、この大綱をホームページにより公表いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

続きまして、「協議（２） デジタル教科書」に移らせていただきます。 

学校教育課長から説明をお願いします。 

 

（学校教育課長） 

 デジタル教科書について説明します。 

 小学校においては、令和２年度から新学習指導要領が全面実施されることにより、使用する教科書が全面改訂となりま

す。これに伴いまして、来年度から全学年の国語・算数、５年生・６年生の英語の３教科について指導者用デジタル教科

書を導入したいと考えております。指導者用デジタル教科書の導入スケジュールにつきましては、５月に指名競争入札を

実施し、６月に各小学校への納入を予定しております。 

 今後につきましては、令和３年度から中学校の新学習指導要領が全面実施されますことから、現在、阿南市内の中学校

には数学と英語においてデジタル教科書が導入されておりますが、小松島市と吉野川市を除く他市においては、５教科以

上導入されており、本市は導入が遅れている感が否めません。 

 そこで、本市としては、これら他市の導入状況に合わせて、数学と英語のほかに、さらに国語、社会（地理・歴史・公

民）、理科を要望していきたいと考えております。さらに、小学校におきましても、小松島市と並んで導入が遅れていた

わけでありますが、冒頭に申し上げましたとおり、令和２年度からは国語・算数・英語の３教科が導入予定であります。

今後につきましては、他市の導入状況に遅れないよう、充実を図って参りたいと考えているところでございます。 

 

（議長：市長） 

 ただ今、学校教育課長から「デジタル教科書」についての説明がありました。 

このことにつきまして、何かご意見・質問等がございましたらお伺いいたします。 

 

（Ａ委員） 

 デジタル教科書について、拡大して導入されることについて子どもたちに還元されることであるし、先生方も工夫しな

がら教育内容を充実して頂けるきっかけになるのではと思いました。ただ、阿南市のデジタル教科書導入が遅れていて

も、昨年度の学力テストでは、良い成績であったので、現場の先生方が教育についての工夫を熱心に取り組まれていたか

らではないかと思っています。 
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（議長：市長） 

 趣旨について賛同いただけるということでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

 そのとおりです。 

 

（Ｂ委員） 

 前回の会議で大野小学校を見せてもらいましたが、非常に良かったです。今回、他校でも展開されるのですが、まずデ

ジタル教科書導入の目的・効果についてと先生方も今は独自で工夫されて一定水準の授業が確保できるのか、先生の準備

時間の短縮なども、しっかり見て最終判断・効果を確認していければと思っています。 

 

（議長：市長） 

 推進にあたって、ＰＤＣＡを活用しながら好循環を生み出し、教員の皆さんに対しての負担の軽減等、働き方改革にも

活かせるような効果の検証を行って頂きたいという旨のご意見として承りました。 

 

（Ｃ委員） 

 前回、デモンストレーションを見せて頂いて、英語の効果が大きいのではないかと思いました。特に音声面において、

小学校の英語授業が苦手といった先生がいてもデジタル教科書があれば心強いのではないかと思います。導入されてし

ばらくたって、先生やこどもさんから両方の意見を伺いたいと思います。 

 

（Ｄ委員） 

 視覚に訴える方法は近年ますます効果が認められているので、教科の研究会でも効果的であると実証されている。例え

ば、障がいのある子どもさんにとっても、映像によって理解度が高まる、早まる、均一化されるなど効果が非常に大きい。

積極的に進め、教科も増やしてほしい。 

 

（議長：市長） 

 ４人の委員より意見を伺いました。概ね皆さんデジタル教科書の導入について、賛同の意と受け止めました。この大綱

にも書かれている、誰一人取りこぼすことない社会をＳＤＧｓにおいても障がいのある方にとっても効果が認められる

ことができるという意見も踏まえて計画に反映させていただきます。 

 

それでは、デジタル教科書につきまして承認頂いてよろしいでしょうか。 

 

 異議なしの声 

 

 続きまして、「協議（３） ＧＩＧＡスクール構想」に移らせていただきます。学校教育課長から説明をお願いします。 

 

（学校教育課長） 

ＧＩＧＡスクール構想について説明致します。 

 阿南市では、これまでも国の「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画」を踏まえて、学校のＩＣＴ環境の整備に

取り組んで参りましたが、昨年 12 月に新たに示されたＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、ＩＣＴ環境及び情報教育の

さらなる充実を目指しているところです。 

 ＧＩＧＡスクール構想とは、大きく２つの事業に分かれており、まず１つ目は左側にある校内通信ネットワークの整備

と将来導入する端末の電源キャビネットの整備であります。 

 ２つ目が、児童生徒１人１台の端末の整備でございます。 
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 まず、校内通信ネットワークについては、現在、国の５か年計画の基準に沿った環境がほぼ整っておりますが、このた

び、ＧＩＧＡスクール構想の標準仕様に合わせた設備への大規模な更新を図り、高速大容量の校内通信ネットワークを整

備いたします。 

 資料をご覧ください。現在、関係各課で連携しながら、工事及び補助金申請に向けての準備を進めているところであ

り、３月には、担当課で各学校の施設状況についての事前調査を行う予定です。 

 現時点の計画では、光回線が整備されていない伊島小中学校を除く、小学校 21 校、中学校９校について、令和２年度

内の工事完了を目指しているところです。 

 次に、児童生徒１人１台の端末の整備についてですが、令和２年度に校内通信ネットワーク整備が完了した後、令和３

年度から令和５年度までの３年間で、児童生徒１人につき１台分の端末を整備できるよう取り組む予定です。 

 資料の右側にあります国が示した端末整備についてのロードマップでは、令和２年度に小５小６中１、その後中２中

３、小３小４、小１小２と令和５年度に整備完了となっています。 

 本市では、令和２年度に校内通信ネットワークの整備を完了させた後、令和３年度から令和５年度の３か年で、児童生

徒１人１台の端末整備を進めたいと考えておりますが、市内の各学校の既存の端末の更新時期等を踏まえ、今後検討して

いく予定でございます。 

 以上、説明といたします。 

 

（議長：市長） 

 ただ今、学校教育課長から「ＧＩＧＡスクール構想」についての説明がありました。このことにつきまして、何かご意

見・質問等がございましたらお伺いいたします。 

 

（Ａ委員） 

 大きな予算を伴う件ですので、円滑に進めて頂くことと、推進にあたっては、評価をしながら、どの学校にも同じよう

な環境が整備できるよう取り組んでいただきたいと思います。それと新しい取り組みに対しては、先生方が、同じように

対応できるスキルを身につけることが大事です。宝の持ち腐れにならないようフォローアップもしてほしい。 

 

（議長：市長） 

 各学校・導入先において、ばらつきが生じないよう、円滑に進めていくうえでも、しっかりとフォローアップを教育委

員会でして頂きたい。 

 それによって、多額の費用をかける本事業がしっかりと子どもたちのために効率化を図って頂きたいという内容の趣

旨で、ご意見として承りたいと思います。 

その他の委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

（Ｃ委員） 

端末は固定されたものなのでしょうか。 

 

（学校教育課長） 

おそらくタブレットになると思います。それが一人一台使用されるようになります。 

 

（Ｃ委員） 

確認したいのですが、今回のコロナウィルスのようなことがありますと、一人一人がタブレットで、モビリティのある

ものを持っていれば、自宅学習が可能になる。それが学校から動かさないとなると、学校に行かなければ使えなくなる。 

今回のコロナウイルスの教訓を糧にして、モビリティのあるものを考えていただいて検討いただいているほうが有効

であると思います。 
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（議長：市長） 

教員が教室に居て、自宅(子ども)との通信により遠隔操作が可能かどうか。検討することは可能でしょうか。 

 

（学校教育課長） 

今、整備を考えているタブレットはＷifi 環境でなければ使えません。全ての家庭にＷifi 環境が整っていれば、物理

的には可能です。学校における配信システムが整っていないのですぐには難しいと思われます。 

 

（議長：市長） 

 将来的に可能性はありますか。 

 

（学校教育課長） 

国としてはそのような使い方も狙っていると思います。今回予定している機械でできるかどうかは、今のところ分かり

ません。 

 

（Ｄ委員） 

我々、この総合教育会議の前に定例の教育委員会を開催しまして、各学校の卒業式に参加した感想などを意見として出

しました。福井中学校では卒業式の様子を動画配信して、全ての保護者が家で見たと聞きました。Ｗifi があったからで

きたのでしょうか。授業を各家庭に送るというのと違うものなのでしょうか。 

 

（学校教育課長） 

先ほど申し上げたのは、学校で整備する端末を使ってという意味ではＷifi 環境が整ってなければ難しいということで

す。各家庭で使われているパソコンを使うのであればネットがつながっていれば大丈夫だと思います。 

 

（議長：市長） 

今のご意見大事なことだと思います。議事録に明記することにより、今後の検討材料にも、課題として残しておきま

す。 

 

（Ｂ委員） 

そのタブレットを導入するのは、国の方針になりますが、それを使ってどういうことをするのかは、あらかじめしっか

りと学校単位で決めるのでしょうか。 

 

（学校教育課長） 

現在、学校ではコンピュータ室があります。一人一台とはいきませんが、最大クラスの児童数が対応できるパソコンが

あって、それで授業や調べもの学習をしています。今後はプログラミング教育も導入されますので、大いに役立つものだ

と思いますし、それぞれのコンテンツも使って授業に活用されるものだと考えています。 

 

（議長：市長） 

各学校単位においてとか教育単位において、流動的に自主性や地域性をもってなど、意見に含まれていたと思います

が、各校で競い合って、また情報共有するということも良いと思います。貴重なご意見ありがとうございます。 

ＧＩＧＡスクール構想については、ご賛同いただきました。ご意見につきましては、議事録に残しますとともに、今後

の参考にさせていただきます。 

 

議題４のその他でございますが、今日は私が市長になって初めての総合教育会議で議長を務めている中で、複雑な思い

がしております。といいますのも、私が中学の時の担任の先生がいらっしゃっています。本会議がさらに有意義なものに
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なりますように本日いただいた意見以外のところで教育に関する様々な視点から、忌憚のないご意見を頂きたいと思い

ますし、私の意見も述べさせて頂いて共有できる場としたいと思います。ご意見いただきたいと思います。 

 

（Ａ委員） 

昨年の７月に教育委員を拝命しました。気がついたことは発言し、意見を申し上げて、少しでも委員会が充実できれば

と思っています。市長に伺いたいことは、学校の老朽化している環境の中での子どもの教育の改善について、考えていま

したが、先ほどの基本計画の中に対応策が盛り込まれておりましたので、取組は視野に入れて進められていると安心しま

した。子どもたちは一生懸命掃除をしたり、元気に生活していますが雨漏りがあったり電球が切れたままであったりな

ど、そのような中では豊かな心が育まれないのではないのかと思っております。子どもたちの健康面でも心配です。 

もう一つは学校再編についてです。学校が存続するかどうかは地域の方々にとって重要なことだと思います。地域の方

々からすれば、学校があることが、単なる思い出だけでなく災害時の避難場所であったり、事業をするときの集まりの場

であったり、子どもが行き交う中で地域の活性化を実感するなど、また子どもたちにとっては大事なふるさとになろうか

と思いますので、効率化を考えていけば、大規模化していくことも大事ですが、地域の人々の生活を豊かにするために

も、再編については地域のご意見も伺いながら取り組んで頂きたいと要望として持っておりました。先ほどの定例委員会

の中で、教育総務課内に教育政策係が置かれることを伺いましたので、再編についての市長の意見が活かされると感じま

した。 

学校教育については今回の卒業式の後に伺ったのは、先生方が子どもたち一人一人とても大事にしていることを実感

しましたので、先生方にとっても働く環境が改善されるよう、教員の人員増や働く時間の見直しなど、努力いただきたい

と思います。生涯学習については、これからの少子高齢化が進む中で、個人のスキルアップから地域を支えること、人と

人とがつながるような生涯学習を考えていく必要があると思います。地域のニーズが反映され、教育理念が実現できてい

るかということを視野に入れて、教育委員として努めていきたいと考えています。 

 

（議長：市長） 

貴重な意見を頂きました。教職員の方の働き方改革については、複雑、多様化している問題に向き合っていただいてい

る。今回のコロナウイルスの件で如実に現れています。生徒のことを思い合って、それぞれの学校でそれぞれの地域で教

職員の方だけでなく、地域総ぐるみで工夫を凝らして頂いたという姿を見させて頂きました。今の環境をさらに良くして

いく、持続可能なものにしていくために、しっかり定員の確保や働き方改革を含めて、よりよい職場環境を充実させてい

くよう貴重な意見を頂きました。私の公約にも掲げました、学校の老朽化の問題に関しても、子どもたちにとって、また

保護者のみなさんにとって、安心で安全な育成環境につながるよう、しっかりと予算確保も必要であると、そのための行

財政改革であるとも考えています。しっかりと取り組んでいきたい。努力をしっかり積み上げることによって、実現に向

けて一歩ずつ進めていきたいと思っています。 

 

（Ｂ委員） 

平成 30 年６月から教育委員をしております。一保護者として、いろいろな意見を言っていきたいと思っています。サ

ラリーマンをしていますので、また違った見方ができればと思っております。この立場でいるのもＰＴＡ活動や学校の行

事から入りましたので、先生の大変さも、部活動の外部顧問をしていることから知っていますし、子どもはいろいろな個

性があってそれぞれに対応した教育が必要なことを感じています。一人一人に寄り添った教育を目指すために協力して

いきたいと思います。多田委員から、再編の話が出ていましたが、私は福井町に住んでおり、福井町もかなり少子化が進

んでいます。地元の公民館協議委員もしておりますが、全町運動会をしていても、地域の中心に学校があって、子どもを

中心に周りの大人たちが地域を盛り上げていることを実感しています。地域の中で十分議論して、学校再編を進めていた

だければと考えています。 

 

（議長：市長） 

昨年７月に行ったアンケートでは、小中とも約 53％が統合再編に肯定的な意見を持たれていました。これは全体的な



- 9 - 

話ではありますが、少子化、規模が小さくなっているところほど、肯定的な結果にあります。これは、数字に表れている

だけで、今後の再編のあり方については、先ほどのご意見のように単なる効率性だけでなくて、学校はふるさとの象徴の

ような場所であり、思い出の場所で記憶にいつまでも残っているものであります。再編についてはどうあるべきなのかを

長期的に、広域的な視点で考えていくことがとても大事であると感じました。貴重なご意見ありがとうございました。 

 

（Ｃ委員） 

教育委員になっていろんな学校を見せてもらいました。どこに伺っても阿南市内の学校は先生が子どもたちのことを

一生懸命考えて与えられた条件の中で工夫して頑張られています。 

また保護者の方も学校のためによくしていただいていますし、地域の方々も学校のことを大事にしてくれていること

がひしひしと伝わってきて、子どもたちも、自分たちの学校を誇りに思っていることがよく伝わってきます。阿南市はと

ても住みやすい街です。ただ若い人が半分くらい帰ってこない。理由は色々あるのでしょうが、昔のように都会に憧れて

ということは少なくなっているのではないでしょうか。子どもたちは、阿南のよいところを知っていないのではないでし

ょうか。阿南の方々のアピール度が少ないのかと思われます。市長には阿南の子どもたちが阿南って素晴らしいと誇れる

ようなビジョンを示して頂いて、若い世代にも共有してもらって、若い人たちが阿南で住み続けたいと思えるようなこと

を、見える形で発信してほしいと思います。 

 

（議長：市長） 

東京一極集中の是正といいつつも、長年取り組んでいるが結局のところは、その流れは大きく変わっていません。それ

をどう変えていくのかのキーワードは地域愛だと思っています。ふるさとの素晴らしさにいかに小さい時から肌で感じ

てもらうかが大事です。また、外に対してのＰＲも見せ方も弱いところがあります。自治体のリーダーとして、やらせて

いただく立場になったので、ご意見に対して、しっかりと取り組んでいきたいと思っています。 

 

（Ｄ委員） 

私は教員をしていました。教育者のОＢとしての意見を言ってきました。今回コロナウイルスの関係でいろいろなこと

が見えたとおっしゃっていましたが、卒業式一つをとっても、先生方のご努力、子どもたちの思い、保護者の思いもよく

見えたと思います。阿南市の全体の雰囲気として、人と人とのコミュニケーションもできていますし、子どもたちに対す

る思いがよく反映されている街だと思います。私自身も学校現場でいて、子どもたちにも助けられたし、保護者の方々に

もよく協力していただいて、よい体制ができていると常々思っています。基本的にはこれを崩さないでほしいと思いま

す。特に思うのは、新型コロナウイルスの関係で、医療崩壊という言葉を聞きましたが、教育崩壊が、もし起きるとした

ら、教育自体が成り立たなくなる。今の体制を守っていけば、教育崩壊にはならないが、本会議にあった発展的な考えを

どんどん進めながら、基本的なところは押さえていてほしいと思っています。 

 

（議長：市長） 

新しい取組を進めつつも、阿南市でみなさんが気づいていってくれたこと、地域の良さを今回見ることができたのが、

今回の教訓であり、一つの機会であったと思います。前向きにとらえ、今後につなげていかなければならないという思い

を強く持ちました。子どもたちの為に何ができるのかを、一生懸命これからも考えていきたいと思います。 

 

（教育長） 

表原市長の初の総合教育会議でありましたが、教育委員も市長も楽しみに、今日の会議を迎えられたと思います。とて

も重要な会議でありますし、忌憚のない情報交換の要素もあれば、市の教育の方向性を定める重要な部分もありますが、

かたちどおりに終わることなく、今日のように今の顔ぶれの素晴らしさが出た会議であったと思います。私自身も昨年７

月からの教育長ですが、毎回の定例の教育委員会がとても楽しみでいつもその中で収穫がございます。次回の総合教育会

議もぜひ楽しみにしたいし、一番大事な点は市長を中心としての、市の行政と教育行政が、いかにタイアップしていく

か、スクラムを組んでいけるかが大事であると思います。その意味ではどこの自治体にも負けないスクラムを今後も是非
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組んでいきたいと願っていますので、よろしくお願いします。 

 

（議長：市長） 

限られた時間の中で、みなさんの本音の部分も聞くことができましたし、私も次回にはさらに踏み込んだ議論の中で、

何かかたちにできるものを生んでいく為の、かたちあるものを生み出すための、会議のための会議ではなく、会議から何

かが生まれる、そんな会議にしていきたいと思っています。今後ともご協力をお願いします。全ての協議を閉じさせてい

ただきます。ご協力頂き、誠にありがとうございました。 

 

（司会：企画政策課長） 

 以上で令和元年度第２回阿南市総合教育会議を閉会します。 

 活発なご議論、ありがとうございました。 

 

 (１６：３０ 終了) 

 

 

 

 


