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 会 議 録 

会議テーマ 令和４年度 第１回阿南市総合教育会議 

開催年月日 令和４年８月２６日(金)  資料の有無  有 

会    場 阿南市役所６階 ６０３、６０４会議室 

出席者 

【構成員】 

表原市長、坂本教育長、林教育長職務代理者、里美教育委員、 

多田教育委員、新居教育委員 

【事務局】 

岡田企画部長、東企画政策課長（司会）、篠野企画政策課主査 

【関係課】 

市瀬教育部長、中橋教育総務課長、岡田学校教育課長、小西スポーツ振興課長、 

堀科学センター館長補佐、西岡教育総務課長補佐 

傍聴者  ２人 

内       容 

１３：１５ 開会 

【東企画政策課長】 

ただいまから、令和４年度第１回阿南市総合教育会議を始めさせていただきます。 

本日は、お忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。私は、本会議の事務局を担

当しております企画政策課の東でございます。協議に入りますまでは、私が進行役を務めさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

本会議は、阿南市総合教育会議設置要綱第６条の規定により公開することとしており、また、同要

綱第７条の規定による会議録を作成するため、会議の発言内容を録音させていただきますので、あら

かじめご承知おきください。 

また、後日、会議録を市のホームページに掲載させていただきますので、ご了承のほどよろしくお

願いいたします。それでは初めに、表原市長からご挨拶を申し上げます。 

【表原市長】 

 皆様お疲れ様でございます。 

本日は、皆様大変ご多用の中、令和４年度第１回目となります阿南市総合教育会議にご出席を賜

り、誠にありがとうございます。 

そして平素は、本市の教育行政の発展に多大なるご尽力をいただいておりますことに対しまして

も、この場をお借りして、謹んでお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

さて、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

ど共有し、それぞれの役割などについて、活発に意見を交換することによって意思の疎通を図る大変

重要な場であると認識をいたしております。 

今回は、教育関連施設の利活用などについて、阿南市における教職員不足の現状と課題について、

これを主な協議事項とさせていただいておりますので、皆様方の忌憚のないご意見をいただきたい

というふうに思います。 
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加えまして、今回は、坂本教育長、そして林委員、そして新居議員を交えての初めての総合教育会

議ということでございますし、本年度第１回目という大変重要な場であります。限られた時間ではあ

りますけれども、いい意味で形式的ではなくて、一方通行じゃなくその意見の交換を行うことによっ

て、子どもを主としたこれからの教育が折しも、コロナ感染で教育現場非常に大変なことになってお

りまして、それがずっと続いておりますけれども、そんな状況の中でも子どもたちのことを思い、教

育のあるべき形を、皆様とともにしっかり考えてまいりたいと思っておりますので、ご協力を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げまして、開会にあたりましてのご挨拶にさせていただきます。 

【東企画政策課長】 

次に、本日の協議に移らせていただきます。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いたします。 

【表原市長】 

早速ではございますが、会議に入らせていただきます。協議事項１、教育関連施設の利活用につい

て報告をお願い致します。 

【小西スポーツ振興課長】 

スポーツ振興課の小西です。どうぞよろしくお願いいたします。 

スポーツ振興課が所管する教育施設の利活用につきまして、令和３年７月に策定されました、阿南

市行財政集中改革プランの重点項目である、スポーツ施設等における指定管理者制度およびネーミ

ングライツ制度の導入について報告いたします。 

公民連携の中で、スポーツ施設に積極的に導入すると明記しており、当該プランに基づきまして、

各スポーツ施設で指定管理者制度およびネーミングライツ制度を導入することにより、民間事業者

が持つノウハウを施設の運営に生かしていただき、利用者満足度の向上を図ることとしております。 

令和３年度の実績は、スポーツ総合センターと阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター複合型施設の指定管理

者制度導入を検討しました。そのうちスポーツ総合センターにつきましては、指定管理事業者選定委

員会において、事業者を審査、選定した結果、令和４年４月１日から岡田企画株式会社が指定管理事

業者として運営を行っております。指定管理における費用効果は、直営における実質収支が平成２９

年から令和２年の平均の値が 7,707 万 4,186 円で、現在指定管理業者に 5,500 万円で運営委託して

おりますので、その差額約 2,200 万円の費用の削減になるものと考えております。現在、Ｂ＆Ｇ海洋

センター複合型施設を候補地として、引き続き指定管理制度導入の検討を行っております。 

また、本市としては初めての試みであるネーミングライツ制度の導入についても検討を行った結

果、スポーツ総合センターへ導入することとして、令和４年７月から８月まで募集を行いました。応

募していただいた事業者の審査、選定についてはこれから行う予定で、結果等につきましては改めて

ご報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

【表原市長】 

ありがとうございます。続いて、科学センターお願いします。 

【堀科学センター館長補佐】 

科学センターの堀です。よろしくお願いします。 

それでは、お手元の資料で説明させていただきます。まず、科学センターについてですが、体験館

という建物がございまして、こちらは地上２階建て、高さが 10.6m、延べ床面積が 2,054 平米です。

また、もう一つ別棟に天文館という建物があり、こちらの方は地上３階建て高さ 18.2m、延床面積が

700平米でございます。この体験館と天文館とも、津波発生時の避難所にも併せてなっておりますの

でご承知おきいただければと思います。運営費および入館者数を過去５年間まとめさせていただき

ました。運営費は、およそ 3,000 万円台で推移していましたが、近年の施設の老朽化が伴いまして、

防水シートの張替え、空調設備の入れ替えなどがあり、令和元年と令和３年は他の年に比べると

1,500万円、1,600万円ほどの増になっております。 
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また、入館者数ですが、こちらは大体 16,000 人から 18,000人で推移していますが、令和２年度は

コロナウイルスの影響で夏休みあたりの２か月ほど休館しておりましたので、8,045 人と非常に少な

くなっております。令和３年につきましてもコロナの影響があり、例年よりも 5,000人ぐらい減にな

っております。 

科学センターの事務事業といたしまして、施設の維持管理、科学センターの理科学習、市内小中学

校の理科学習支援があり、その他も一般向けの科学普及事業、イベントなどの企画実施を行っており

ます。現在の科学センターは、平成９年から継続して理科教育の拠点として、児童生徒の科学的な見

方、考え方を養うとともに市民の科学への関心を高めることを目的として、科学普及活動を中心に運

営を行っておりました。しかし、開館後、約２５年が経過して施設の老朽化が非常に目立っておりま

す。今後、科学センターの施設の継続という面においてもこのあたりが分岐点になっているのかなと

考えております。現在、利活用のケースとして、行革デジタル戦略課とともに、民間を巻き込んだト

ライアルサウンディングなどを行いまして、いろいろな模索を行っているところです。ただ、科学セ

ンターは当時の文部省から建設費の約半分にあたる補助金が入っておりまして、目的外使用、目的外

の事業の転用などに制限があります。特に科学センターが運営する施設が存続する限り、理科学習を

含めた科学学習事業を継続して行わなければならないという縛りもあります。しかしながら、今後２

０年３０年といった長期的な施設の継続を考えたときには、阿南市の財政状況を鑑みて、ネーミング

ライツの導入とか、あとは科学センターの運営趣旨に賛同いただける県内市内企業さんから協賛金

の確保など、こういったことを考えていかなければならないのかなと考えております。 

最後に、科学センターが抱える課題ですが、先ほどにも少し触れましたけどけども、施設の老朽化

が非常に顕著になってきております。この施設の改修および更新というのが今後の課題になってく

る頃だろうと考えます。特に、展示物は開館以来２５年経ちまして、全く変わっておらず毎年のよう

に故障が発生しております。この辺りで大きくガラッとリニューアルする必要があるのではないか

と考えております。以上、ご説明とさせていただきます。 

【表原市長】 

それでは最後に、教育総務課お願いします。 

【中橋教育総務課長】 

教育総務課の中橋です。どうぞよろしくお願いいたします。 

休校中の小・中学校の利活用につきまして、現状報告をさせていただきます。近年少子化に伴う児

童生徒数が減少し、全国的にも毎年約４５０校もの小中学校が廃校になっていくということですが、

本市におきましても、現在、小学校５校および中学校１校の計６校が休校となっています。今後、小

中学校の再編に向けた取り組みとともに、将来的にはさらに休廃校となるところが増えるというこ

とも予想されますので、地域の実情なども踏まえつつも、どのように利活用を図っていくのかが、大

きな課題となります。現在のところ、施設の維持管理につきましては、地元の協議会などにお願いを

しておりますが、いずれの学校におきましても、校舎の老朽化や耐震性の不足などもあって、行政に

おける利活用に向けた取り組みが具体的には進んでいるとは言えない状況です。 

その一方で、各自治体や民間企業などが創意工夫しまして、廃校の活用が地域の活性化に繋がって

いるという事例も多く見られます。県内でも、三好市では、休廃校施設の利用者を広く全国に募りま

して、地域の活性化に取り組む地元団体や民間企業に学校施設を貸し付けたりすることで、意欲的に

取り組んでいるということで、先月、先進地事例を視察に行ったところです。そこでは、老朽化した

木造の古い校舎に可能性を感じてカフェや宿泊施設などの事業化に至った事例の紹介を受け、三好

市の担当者からは、最初から全校を貸し付けるということでなくても、事業者が必要とする最低限の

規模で貸付を始めて、軌道に乗れば、その必要に応じて規模拡大の相談に乗ればいいといったような

こと、また、校舎が老朽化していても現状のままを借りたい人に見ていたただければいいというよう

な、まずは柔軟なスタンスで取り組みを開始するべきです。とアドバイスをいただきまして、大変参
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考になったところです。 

最後に、本市の休校施設の概要を説明します。別紙のＡ４縦の資料をご覧ください。これは、休校

になった古い順番に並べておりまして、上から蒲生田、大井、福井南、新野西、伊島の各小学校と伊

島中学校の計６校でございます。大井小学校では、既に休校して３０年が経過をしております。大井

小学校は、最も古い校舎は昭和４５年の建設で、築５０年以上が経過をしておりまして、老朽化が進

んでいる状況でございます。また、いずれの学校でも耐震基準を満たしていない校舎もあります。こ

のような状況ですが、現在の使用状況としては、日常生活に関係した利用を中心にマルシェとか地元

のイベントの開催をはじめ、選挙の投票所や災害時の避難場所として活用いただいているところで

す。 

以上が本市の小・中学校の現状ですが、長い歴史の中で、地域コミュニティの中心的役割を担って

きた存在ですので、地域の事情や意向を尊重した上で、利活用を検討していく、これは大変重要なこ

とだと考えておりますので、関係部署と連携しながら、幅広い視点で利活用検討してまいりたいと考

えております。以上で説明といたします。 

【表原市長】 

ありがとうございました。 

それぞれご説明をいただきましたが、私の方から皆様方にご意見をいただく前に、一つの大切な問

いを立てておく必要があると思っています。この問題については、施設の老朽化とか、少子化に伴う

人口の減少とか、この後の議題にもかかりますが、教員の不足の問題とか、いわゆる人と物と、あと

は財政上の問題と、いろいろな問題が複合的に絡み合う中でどうしていくか、これからどうあるべき

かということを考えていかなければならないわけですけれども、近視眼的に単に古くなったところ

から縮減とか、財政状況を鑑みて民間委託とか、指定管理などその最適解を求めていく中で、そうい

う単純な答えではないと思っています。大きな問いとして皆様方のご意見をいただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。なお、質問でも構いません。 

【林委員】 

私も県教委で牟岐少年自然の家が初めて指定管理に入るときに、たまたま学校現場から訳もわか

らないのに担当になったわけです。そのときに、子どもたちを今後とも指導する場合には、指定管理

であっても、管理部門と教育部門は分けてくれるところでないと困る。そういうところを全国調べた

わけですが、当時はなかなか管理部門と教育部門を分けている施設がありませんでした。県内に事業

所があるところを主体として、県外の事業所とタイアップする場合であれば手を挙げることができ

るという規定があったのですが、阿南市の場合はこういう基準で選定しているのでしょうか。 

【小西スポーツ振興課長】 

去年１年間かけて選定委員会をして、スポーツ総合センターには温水プールがあって、そこについ

ては委託で岡田企画が最初から管理していたので、ある程度ノウハウがありました。スポーツ総合セ

ンターなので、教育と分けてという項目はなかったので、岡田企画さんが手を挙げてプレゼンを打ち

出していますし、そういう部分で選定はしません。 

【林委員】 

私も最初、なぜ県内に事業所を持つところでないといけないかっていうことがわからなかったん

です。全国的に大変なことになっているのは、指定管理をとって何年か経過して、表向きは受け入れ

を行っているが塾や進学の合宿所に様変わりしているという問題があります。本来と違う目的で運

用されてはいけないということで確認させてもらいました。 

【表原市長】 

非常に大事なご指摘だと思います。要は、全国で官民、公民と言われる形で連携をして、施設のマ

ネジメントをしていきましょう、効率化を図って、稼げる部分は稼ぎつつ、これまでその施設が教育

の分野において担ってきた公的な役割もちゃんと維持できるように、お互い力を合わせて強みを生
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かして頑張っていきましょうと、管理の契約をするわけですけれども、よくあるのが更新の時期など

を機に根幹が失われてしまうような、なんちゃって公民連携みたいなものが全国でいくつか見られ

ます。僕もその現場にも訪れてきています。企業が、その町の古くなった公的施設を一切合切安物買

いして、そこに派遣の職員さんをどんどん入れ込んでいって、そこから何が起こったかというと、地

元をなりわいとしてきたいろんな産業とか伝統とか文化といったものが毀損されていて、いつしか

外資に侵されるみたいなまちづくりに繋がっているっていうケースも全国にあります。だから、この

学校再編を進めていく中で、おそらく最終的にはそういう議論にも繋がっていくと思いますけれど

も、そこに至るプロセスとして今、林委員さんのおっしゃっていただいたことは非常に大事だと思い

ます。 

【里美委員】 

私には馴染みのないものがありましたので、科学センターのネーミングライツ制度というのとト

ライアルサウンディングについて教えていただきたいと思います。 

【小西スポーツ振興課長】 

ネーミングライツ制度の内容ですが、ネーミングライツは施設の名前を付与する命名権のことで、

企業の名前を載せてそれを対価としてお金をいただく、いただいたお金で市民の方に還元をしてい

くというように使わせていただくという形で費用的にも継続できるのではないかという制度です。 

【堀科学センター館長補佐】 

トライアルサウンディングについて、例えば科学センターであれば、場所代はいただいてないので

すが、科学センターの敷地内を使って、民間の事業者が気軽にキッチンカーとか、またはマルシェみ

たいに出店に来ることによって、それを目的とするお客さんもいますので、そういったことを交えな

がら施設全体の活性化を図っていこうという手法です。 

【里美委員】 

ありがとうございます、よくわかりました。今の説明の中で着目したいなと思ったのは、科学セン

ターです。過去に何度も教育委員さんたちと視察に行かせていただきましたが、その都度いろいろと

理科の授業の様子とかを体験させていただいて、阿南市にこうした施設があることは素晴らしいな

ということを確認させていただいております。特に、先日の徳島新聞で、全国学力テストの結果につ

いて、社説の中で徳島県は今回非常に結果が良くて素晴らしいなと思いましたが、全国的なことらし

いのですが理科がもう一つ伸び悩んでいるということでした。それで、子どもたちに聞きましても、

理科の勉強が一番後回しになるということはよく聞きます。国が理系人材を増やすことに力を入れ

る中で、全国的に顕著だったのが中学理科の低迷です。せっかく科学センターがありますので、今後

も活用していただきたいなと思います。先ほどおっしゃられた展示物は、きちんと保持されていて

も、いかにも古いと子どもたちの興味を引かないと思うので、財政的にもこういうところは投入して

いただけたらなと思います。 

【表原市長】 

 子どもたちにとってなかなか価値を感じてもらえない展示物があるのであれば、そのリニューア

ルや更新に係る費用に関して、限りある資源をいかに使うかということと、財源をいかに確保するか

という観点がどうしても必要になってきます。阿南市の行財政の中では、何かをするために何かをや

める、これを同時並行的に進めていくという考え方のもと、皆さんと当事者としてアイデアを出し

て、場合によっては民間の皆様に足りないリソース、経営的な資源を提供していただいたり、協力体

制を築いたり、持続可能な施設運営に繋げていきましょうということで、トライアルサウンディング

もその一環としてやらせていただいております。 

【新居委員】 

子どもは興味を持ったものにはまっていきます。私が小さい頃に外国の友達ができて、それに興味

を持って英語を勉強して外国に行きました。そういうふうにして子どものときに出会ったものって
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すごく影響を受けると思います。科学が低迷するのであれば、科学館に行ったときに、その入り口か

ら入りたいと思えるようなディスプレイをするとか、予算もあると思いますが、プロの人に入っても

らって体験しながら自分が学びたいというような見せ方をする。この辺をケチってしまうとなかな

かいいものがあってもそこに入っていけないのかなと思います。 

 あと、スポーツ施設が意外と少なくて、スポーツがやりたい人たちが練習する場所がない。学校の

体育館の予約もすぐに埋まってしまうので、探すのがすごく大変です。 

 また、中高生が勉強する場所がなかなか無くて、ドリンクを飲んでもいいというような環境の施設

ができればどうかと思います。 

【表原市長】 

一つには見せ方の部分、子どもを主語して、興味を持ってもらうために、あるいは何かを学ぶにし

ても、例えば科学カフェみたいなものがあったとして、何か液体とこの食材を混ぜたときにこんない

ろんな変化がある、それは科学的に何を意味するか、身近なところから興味をそそってそして収益事

業にも繋げていくようなアイデアであったり、そのアイデアは私達だけで出来うるものなのか、それ

とも民間の知見を持っているところとパートナーシップを結んでそこをやっていくのか、それは大

きな一つ課題だと思います。徳島県全体に言えることかもしれませんが、見せ方が非常に奥ゆかしい

かもしれないのですが、徳島新聞で指摘のあったように魅力度ランキングといったところにも一つ

反映されてしまっているのかなというふうにも思います。 

あともう一つ、体育館利用に関して、これは体育館だけではなくて、社会活動に寄与する場所探し

に皆さん苦労されているって声、非常に多くいただきます。今後の学校再編の問題にも関わってきま

すけれども、ただいまのご指摘というのは非常に大事なところだというふうに思っております。 

また、フジグランの食堂のところが高校生のたまり場になっています。その問題に気づいたがゆえ

に、阿南駅前の光のまちステーションプラザの２階を自習室として開放しているわけですけれども、

功を奏して非常に多くの学生さんたちが訪れるようになってきています。あと、キラキラ阿南もあり

ますけれども、あそこもやはりこの野球の展示物だけをディスプレイをしていてもなかなか入りに

くい雰囲気があって、１年間に３回ぐらいしか人が入っているのを見たことがない状況でした。もう

少し入りやすい雰囲気にすることによって、今は日中から夕方にかけてちょくちょく汽車待ちの高

校生の姿が見られるようになった。要は、より開かれた場所をどう生まれ変わらせていくか、子ども

たちを主語にして、どう居場所を確保するかが一つ大事なテーマになると思います。これからいろい

ろトライをしていきたいというふうに考えております。 

そろそろあと５分程度でこの議題を閉じたいかなというふうには思いますが、多田委員よろしい

ですか。 

【多田委員】 

一つは老朽化している施設なので、まず安全に使えることを確認していただくことがとても大事

だと思います。それから活用に関しては、例えば一元管理をして、予約状況がウェブでも確認できる

システムが作られていると利用しやすいのではないかと思います。 

もう一つは、子どもを中心にということですけど、地域で活用できる場っていうことに繋がってい

くと、地域の居場所作り、あるようでないところがあると思いますので、本当に気楽にそこでひと時

を過ごすことができる、交流ができる場所が少ないと思います。地域の高齢者の生き生き１００歳体

操であったりサロンであったりとかでも、場所を探されているような方もいらっしゃいますので、そ

ういうところに活用できるっていうのも一つ大事かなと思います。 

それからもう一つは、科学センターもそうですけど、自然環境が豊かなところが多いと思いますの

で、例えば子どもたちが自然に触れる機会とか、野菜を育てるとか、草花を育てるとか、そういう体

験型のイベントができるように活用すると、構築物を置かれている環境が生きてくるのではないか

と思いました。それと学校が中心になり、再編なんかも関連することですが、廃校や休校になってか
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らよりは、普段から住民が学校はなじみのある場所っていう風土作りも考えておくことが大事かな

と思います。 

あともう一つは、科学センターですけれど、入ったすぐの場所の展示があまり綺麗でなかったりす

ると興味を失ってしまいがちなので、何か物を作るときには長期的な展望で維持費に対する計画性

っていうのが大事だなと思います。老朽化してからどうするかっていうよりは長期的にどのように

維持していくか、維持費の計画性をしっかりと立てて、そしてコンスタントに維持ができるような計

画性を議論しながら、新しいものも考えていくっていうことが必要だと思いました。 

それとあともう１点、予算が厳しいっていうことがとても前面に出ているように思います。メリハ

リをつけて、ここに関しては予算を投入するっていうものを出していただいた方が、心の面の豊かさ

もできてきますし、予算を投入したことに対する検証をしていくことが必要だと思いました。科学セ

ンターは、阿南市の誇りになるような設備だと思います。そういうところに関しては、予算を投入し

て阿南市外から、更に県外からも来ていただけるようなところにしていただきたいなと思います。 

【表原市長】 

 鹿児島県の鹿屋市では自然環境を生かした体験学習があって、１２０年の伝統がある学校施設を

民間の地元の有志が立ち上がって、特に海洋資源としての自然環境を生かして、そこで地元の方が居

場所作りとして、また外の人にも来ていただいて、宿泊体験ができるようにもしたい、子どもと親御

さん、そしておじいちゃんおばあちゃんの世代の方が集えるような新たな場所作りとして寄与して

いて、全国にそういう施設が増えています。でも、そこに至るには、一気呵成にはいかなくて、今ご

指摘があったように、普段から地域としてどうあるべきか、古くなった全ての施設を維持管理するこ

とはできないから、どこをしっかり守っていく、強みとしてここはしっかり予算を投じていく、でも

その代わりに集約化複合化していきましょう、民間に移譲していきましょうということを同時に決

めていく。メリハリを利かしていく、これが経営だと思っています。地域経営として、大野であった

り伊島であったり、普段から経営者の目線でそれぞれの地域で主体的に考えていただいている対話

のベースがあれば、この学校再編の話も、そういう地域にはかなり持っていきやすいと思います。素

地があると思いますけど、なかなかここも生かせてないので、そういった機運が醸成されているとこ

ろから始めていくっていうやり方もあるのではないかと思います。そこに対して、皆様が、例えばそ

の議論の中で、ここはどうしても予算が必要だ、人を割く必要だ、条例の見直し改正が必要だ、規制

緩和が必要だという意思があれば、そこは市長部局としてしっかりサポートさせていただく。一体的

に私達がそれぞれ当事者として、教育行政だけに任せるっていうことではなくて、一緒にやっていく

ことをこの間の議会の市長答弁で表明をさせていただいたばかりでございます。これからも協力し

ていきたいと思っています。 

一つ目の議題はそろそろ閉じたいと思いますが、教育長の方から何かございませんか。 

【坂本教育長】 

 昨日、昼から久しぶりに科学センターに行ってきて、たくさんの子どもたちが来ていました。昼間

で保護者の方と一緒に子どもさんが和気あいあいと活動される様子、２階では市の小学校の理科の

部会で研修をされる、そういうところを見させていただきました。この施設は、サイエンスだけでは

なく、ますます技術も必要になってきます。例えば、ＩＣＴを合わせて複合的な拠点にしていくと

か、いろいろ使用の制限はあるかもしれませんが、自由な発想で盛り上げていければと思います。プ

ログラム教育については一部を科学センターでするとか、ネットについてのスキルが学べるとか、専

門の指導員がそこに行けばいるとか。こういうことを含めてやっていけたらと思います。 

私は、もう多様性を抜きにして考えられないと思います。この多様性を尊重するのであれば、子ど

もたちにはそれに見合うような選択肢を与えられるような教育環境を提供できなければならない、

そういうふうに思っています。私は、伊島、福井、阿中、一中の生徒数は、５人、５０人、５００人、

３００人というところで校長させてもらいました。伊島、福井も素晴らしい、ただ、選択肢の多さが
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一中、阿中に比べたら少ない。良い環境であるから、そのこと自体にそこで学んでいる子どもたちが

あまり気付いていないということがあるのではないかと思います。再編統合に向けては、可能性があ

る子にこれだけの選択肢を与えられるんだというような思いを持って推進していきたいと考えてお

ります。 

【表原市長】 

 この学校再編統合の問題は、要は、次の世代の子どもたちに私達が何を残してあげられるか、そう

いう問いに対して最適な答えを導いていくためには、当然時間も必要ですし、民主主義社会の中では

合意形成という厳しい道のりを私達は歩んでいかなければならない。１００人が１００人、１００％

納得できる回答はなかったとしても、子どもや生きていく私達、これから行っていく人たち市民たち

の皆様方の視点で納得のできる回答といったものは見いだしていくことが必ずできると思います。

そこに対して、意欲的な言葉を表明していただいた教育長に大いに期待したいと思いますし、私も良

くしていきたいというふうに思います。 

それでは、この議題は閉じさせていただきまして、続いて協議事項２番に移らせていただきます。 

次は人の問題です。阿南市における教員不足の現状と課題について、学校教育課長から説明をお願

いします。 

【岡田学校教育課長】 

学校教育課の岡田でございます。学校教育課からは、阿南市における教員不足の現状と課題という

ことについてお手元の資料に従ってご説明をさせていただきます。 

 これは今年２月１日に全国で報道されました新聞記事でございます。昨年度に実施いたしました、

教員不足に関する文部科学省の調査結果が公表されたことを受けまして、教員不足が全国的な問題

としてこのように報道されました。昨年５月１日を基準にして行われました文科省の調査結果につ

きましてご説明させていただきます。 

まず、小中学校の教員不足に関する全国の数字ですが、小学校が 979 名 794 校、中学校が 722 名

556校、これを足しますと一つの目安の５月１日の段階で、1,700 名の不足がありました。５月１日

というのは、学級数が決定する時期で、これより前に子どもが少なくなったりすると、学級数が減る

ことがあります。それ以降については１年間同じ学級数でいくということになります。 

 徳島県の小中学校の数字ですが、新聞報道が１４人という形で報道されましたが、これは小学校中

学校さらに特別支援学校高等学校を含めた数字となっております。小中学校の徳島県内でこの時点

での不足が、小学校１名、中学校１名で、阿南市につきましては、小学校０名中学０名です。これだ

けを見ると、阿南市においては教員不足の問題というのは関係ないと捉えるかもしれませんが、実は

そうではございませんということで、教員不足の実態につきまして、いくつか例を挙げてご説明させ

ていただきます。ただし、今から申し上げるのは、あくまで実態に即した例ですので、そのまま現実

の話ではありませんのでご了承ください。 

これから、この例につきましては、手元の資料には用意しておりませんので、モニターをご覧くだ

さい。それではご説明させていただきます。まず例１としました、ある市内の小学校で産休育休を取

得した先生がいらっしゃいました。本来でしたら、常勤つまり毎日学校に来ていただける講師の方が

この後に配置されることになります。しかしながら、結果的に非常勤講師が配置されております。常

勤講師は１日大体５時間か６時間授業がありますので大体全部で２７時間ぐらい小学校の授業があ

ります。小学校の先生は忙しいので、空き時間が２時間ぐらいとしたらほとんど５時間働き詰めで、

さらに給食の指導もして、他にも子どもたちの様子を見てというふうな方の代わりで来ていただい

た方が、非常勤講師１名になります。この方も大変ありがたいのですが、授業が半分程度の週に１２

時間でのみ、それで給食の指導とか他の人ができないので、授業のみのサポートという形で来ていた

だいて、どうしてこういうことが起こったのかということですが、理由は実に明快で、常勤である講

師が見つからないという状況です。県の方でも一生懸命探していますが、たった１名の１週間働いて
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いただける講師が見つからない状況であったということです。 

次に例２を挙げさせていただきます。ある中学校です。英語科の教諭が病休を取得いたしました。

本来であれば、英語科の免許を持った常勤の講師が配置されるべきところです。さらに、これは教科

も全て仮ですが、部活はサッカーであるということで、校長先生はサッカー部が非常に熱心にしてい

るので、スポーツの指導のできる英語の先生で、できれば若い子で決して経験は問わない、もう授業

についてはそれでいいからと伝えたのですが、運動の指導以前にまず、英語科の免許持った教員が見

つからないというふうな状況でした。結果的に、校長先生もそれから一生懸命探していただきまし

て、最終的にこの学校でどうなったかと申しますと、理科の免許しか持っていない退職教員に、とに

かく学校が大変なので来ていただきたいということで、この方が配置されました。英語は、英語の教

員免許を持った教員が授業数を増やすというふうなことで対応をいたしました。この方につきまし

ては、サッカーも全くしたことはありませんでしたが、毎日毎日サッカー部の練習を見に行っていた

だいたというふうな現状です。 

例３を挙げさせていただきます。このことにつきまして、生徒の健康安全のため養護教諭は絶対必

要である。もちろんこの学校からもそういった意見をいただき、市教委も全く同感でしたので、市の

学校教育支援員として、養護教諭の配置を決定いたしました。市の方から、１名、学校教育支援とし

て、配置しますとしましたが、養護教諭が見つからないということで、私も何年も養護教諭の経験を

されていた方、若い方にもお声掛けをいたしました。このときに気づいたのですが、退職された養護

教諭にお電話をしますと、もうちょっとしたくないと。なぜなら学校は素晴らしかったけれども、修

学旅行の引率、例えば６年生が修学旅行して、５年生が遠足に行ってそれから宿泊訓練、とにかく命

を預かっている身で、本当に修学旅行の３日間は寝るに眠れない。やっとのことで退職をしたので、

もう今現場でとても戻れる状態ではないですと言われた案件がたくさんありました。そういったこ

とで大変困りました。養護助教諭の経験がある看護師さんが１名見つかって。この方がお孫さんのお

世話もあるけれども、短期間であったということで配置させていただいたということです。本当に非

常にありがたく思っております。 

次に、阿南市教育委員会の現状です。ご承知の通り、ＧＩＧＡスクール構想によって、市内の全児

童生徒にタブレットを配布しました。配布したタブレットは、五千数百となります。教員を含めます

ともっとだと思います。このタブレットの設定、それから、全ての学校のＷｉ-Ｆｉ環境の整備につ

きましては、阿南市の教育委員会におります会計年度任用職員のＩＣＴ支援員が献身的な努力のも

とに何とか達成していただきました。さらに、昨年度において、有効に使えるソフト等の選定が大事

であり、県や国からも様々なものを推奨されますが、阿南市の子どもたちに予算に合ったものという

ことで選定して、選定が終わった後は、教員研修の企画運営が大事になりましたので、昨年度は第２

のＩＣＴ支援員として元校長の方に来ていただいております。大変な企画力とリーダーシップで、た

くさんの研修等を企画・運営をしていただいております。特に、ＩＣＴの苦手な先生たちに啓発して

いきたいと頑張ってくれておりますが、２名のＩＣＴ支援員は、ほぼ毎日３０校から派遣依頼が来て

おり、学校教育課でこの２名の顔を見ることがないぐらい本当に大変な状態です。学校には個人的な

電話をしないでと言ってありますが、困ったら学校から連絡があり、ＩＣＴ支援員も対応をしており

ます。 

今年、教育研究所に学校現場から研究員が１名配置されております。教育研究所には、１名特別支

援教育への研究員が１人、現場から来ております。もう１人は人権教育について、人権教育課と教育

研究所で、それぞれ指導主事的な役割として指導していただいていますが、昨年の課長が一生懸命県

の方にも働きかけていただいたおかげで研究員に１名来ていただいております。この方は非常にＩ

ＣＴにも強いので、各校のＩＣＴの指導、それから整備等に大変活躍していただいておりますが、県

の方に１名特別にお願いしたので、県からは１年だけということで言われておりますので、その後に

ついてはどうなるのかなという状況です。 
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それでは、続いて子どもへの影響ということで、先ほどから市長も子どもをセンターでというお話

をお聞きしまして、本当にありがたいと思っています。中学校は、教科外指導が増加いたします。現

在も、美術、技術、家庭については、専門の教員が教えられていない学校がたくさんあります。それ

から、養護教諭の不在は学校の子どもたちの健康にかかわります。また、養護教諭ではなくて、例え

ば各教科の教諭、また事務職員についても産休、育休の場合に大変困っています。事務職員について

は、県に臨時バンクというものがありません。事務職員が産休、育休、病休を取られたときは、市の

方で探さなければならない状況になっております。緊急のときには、ご退職された方にお願いしたり

しておりますが、なかなか見つからない状況ですので、もし事務職員を希望されている方がいらっし

ゃったら教えていただきたいと思っております。 

次に、教員の負担が増えますと、子どもとのかかわりが減ってきます。それから、このＴＴはチー

ムティーチングという意味で、教室に複数の教員が入ることです。少人数指導など、きめの細かい指

導が困難になってまいります。それから、休暇の罪悪感ということで、産休、育休であれば、おめで

たいことですし、状況によってはお大事にというところですが、代わりが見つかってないのにごめん

よっていう気持ちでお休みを取られる先生方から、教員の笑顔が減るということは、子どもたちの笑

顔が減ることに繋がるのだなと私も感じているところです。 

次に、なぜこういう事が起こっているのか、ということについて、文部科学省の調査の中で１０項

目ほど選択肢がありまして、多かったものを二つに分けて載せます。一つは、産休、育休、病休者の

増加と、特別支援学級の学級数の増加により、必要な臨時的任用教員が見込みより増加したこと、こ

のことについては阿南市も当てはまると思っております。例えば、大量退職に伴って職員が大変若く

なってきております。特に小学校であれば、女性職員が圧倒的に多いので、産休、育休に入る職員が

大変多いということ、それから、病気が増えているのではないかという部分については、非常に切実

な問題であると考えております。また、特別支援学級につきましては、阿南市においても、かつてよ

りも自分の力にあった学級を選ぶ子どもが増えている部分があって、それに対しての臨時教員がも

っと必要になっている状況である。これは阿南市でも当てはまると思います。２つめですが、文科省

の調査から採用者数の増加に伴い、講師名簿登録者数が減少しています。つまり、採用が多かったか

ら、臨時が少ないということですが、このことにつきましては徳島県ではあまり当てはまらない。な

ぜなら、採用者数は決して増加しているような形ではありません。あと、その他の理由として私の方

で考えさせてもらったものがいくつかあり、職員の大量離職についてです。このことにつきまして

は、７０年代の第二次ベビーブームによる大量に採用された教員の多くが定年退職を迎えていると

いうことで、大量の職員が必要になってきているということ、それから民間企業の人材の流出でよく

言われるのが、一般的に大学４回生の６月頃にはもう内定が出る、しかしながら、教員は今、採用試

験を行っている状況ですので、結果出るのが９月というようなことで、不安から企業に流れる人材も

多いのではないかということです。それから、これはもう学校の教師活動のイメージです。いわゆる

長時間勤務、教員の過労死、GIGA 構想等による職員への負担、部活動による土日の勤務のブラック

化のイメージが教員への希望に二の足を踏ませているのではないかということもありますので、そ

のことに対しまして、阿南市での取り組みについてお話をさせてください。 

まず、市に教員等を任用させていただいております、阿南市で会計年度任用職員の教員が、学校教

育支援員という形で１５名配置されております。図書館サポーターこれは現在７名おりますけどこ

の７名で全ての学校を網羅していただいております。この何名かは必ず今後の免許または司書免許

を持っている方であって、各校の図書館の運営等に非常に学校は助かっているというふうに聞いて

おります。それから、部活動指導員の任用です。現在２校において２名従事していただいておりま

す。この２名につきましては、学校の教員がいなくても練習ができる、そして試合の引率もできると

いうことで学校の教員の土日の働き方改革に寄与したところです。 

次に、先ほど申し上げました教育研究所の研究員が配置されています。これは今年度だけですが、
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市内各校のＩＣＴ活用能力向上のための指導や研修の実施ということで、今日も研究会への指導の

声がかかっているように聞いております。今後の対策として少しお話をさせてください。市費教員に

つきましては今１５名ですけれども、他の学校からもぜひ今後もという声が上がっているのも事実

ですので、増員ができればありがたいなと考えております。それから、部活動指導員につきまして

は、地域移行を視野に入れた活動指導員を今後増員していくことが必要ではないかと。それから、こ

れは学校教育課に関わることです。ＩＣＴ支援員が会計年度任用職員として２名来ていただいてお

りますが、働き方からいうと大変苦労をかけている状況ですので、処遇改善ができればと考えていま

す。さらに、先ほど言いました研究員は今年１年限りですので、できましたら市費によって継続的に

この方が配置されることがＧＩＧＡスクール構想の基盤の構築には不可欠ではないかと考えており

ます。 

最後に、臨時教員の育成で、現在市内に五十数名が臨時として学校現場で活躍している人がおりま

す。彼らの多くは教員採用試験を受験しております。実際に教員不足というのは、教員が不足してい

るというよりは、ある方が言うのは、臨時教員が不足している。つまり、産休、育休、病休は当然起

こるべきことだけれども、それに対する臨時教員が不足しているところに問題があると聞いており

ます。阿南市内もたくさんの臨時教員がいます。私の教え子もおりますが、本当に献身的に子どもた

ちに尽くす教員ほど、ときに自分の筆記試験の勉強がおろそかになり、試験の一次試験に通らない。

これは本末転倒の状況ですので、我々も勉強会等を行っているところですが、臨時教員を育成して、

阿南市の未来を担う教員を組織的に育成していかなければならないと考えております。教育という

仕事は素晴らしいと考えております。これからも、教育委員会一同で一致団結して取り組んでまいり

ますので、よろしくお願いします。以上です。 

【表原市長】 

ありがとうございました。 

教員不足の問題背景から処方箋に至るまで、全てプレゼンをしていただいたかなと考えておりま

すし、掲げていただいた今後の対策の１から４について、非常に大事な部分だと私自身も思っていま

す。図書館サポーターとかＩＣＴ機器の導入とか、予算上の措置によって賄うことができる部分に関

しましては、以前よりも厚めに予算は措置しているところですが、十分とは言い難い部分もあろうか

と思います。ここに書かれていること、それ以外のところ、要は人の問題には予算の問題があった

り、人が減るのにも関わらず、働くことは増えているという中で、子どもたちに向き合う、職場に向

き合う真面目な職員ほど、しわ寄せが自らのところに来て、悪循環に陥っているような仕組みの問題

も、背景に潜んでいるのではないかという中で、今後どうあるべきかという問いに対しまして、皆様

方からのご意見をいただければと考えておりますが、いかがでしょうか。 

【林委員】 

再編と絡んでくると思うのですが、例えば、先ほどのプールの件でも、最近では屋根のあるプール

で指導できるところが少ない。ちょうど２０年前ですが、徳島県で中四国の体育の研究会をしたとき

に、徳島県は１校も紫外線対策をした水着が売られていない、というのが問題になって、阿南市の校

長会の運営に対して、火傷をさせるような水泳指導は時代遅れである、私達が泳いできたときも、指

導してきたときも、真っ黒になって、それが健康美であるっていうのを教えてきました。先生方の不

安も保護者の不安もあるし、他県では体育の先輩から教えていただいて、小学校の先生は何でもしな

ければいけない。特に水泳とか、他の授業は直接的に命に関わることは少ないけれど、例えば市町村

単位で水泳を集中的に指導するとか、指導は岡田企画、いわゆる牟岐少年自然の家のスタッフと同じ

人がやっていますので、発達障がいとかそういう研修を受けていただいて、障がいのある方の扱い方

も学んでくれている。そういった方が集中できる水泳指導を、例えば科学センター学習のように組む

とか、そういうことによって、先生方の働き方はだいぶ変わってくると思います。また、水泳の指導

法もＴＴで、それついていたら水泳の指導法も学べます。例えば、理科が専門でない先生は、酸素を
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作るという実験をしたとすると、１週間ぐらい前から機材の確認で理科の先生に教えてもらって、触

媒からすべて用意して、他の授業をして、朝早く実験のセットをしておいて、２時間の理科が終わっ

たら次のクラスに入る。この、とんでもない苦労を科学センターの学習にお世話になると、子どもた

ちも生き生きするし、阿南市外から来ている先生が科学センターで基礎的な理科の実験のノウハウ

を教えてもらって、大変助かったという先生がたくさんいます。科学センターには、理科のＯＢの先

生もいますから、例えば、学校で学ぶということにこだわらなくて、センター学習の中に、集中的に

理科とか体育とかを組み込んでいくことが可能であれば、専門家に教えてもらえて子どもたちも喜

ぶし、先生もノウハウを学べると思います。そういうことも含めて総合的にシステムづくりをしない

といけないと思います。補助金のあるなしにかかわらず、地域学校協働活動事業とか部活の指導員な

ど何もかもひっくるめた体制作りを徳島県でも取り入れていますと聞いています。例えば、塾がない

ところであれば、謝金をもって専門の民間の塾の先生に、土日に英語数学を教えているという運用は

できると思います。先生方に頼んでも、忙しいところにいけませんっていうのが正直なところです。

現実的に難しいかもしれないが、システムづくりや制度を考えないといけないと思います。以上で

す。 

【表原議長】 

今のご指摘非常に大事だと思います。私も同じ問題意識をもとに全国の先進地を訪れて、学校担当

の教育課の方へ直接飛び込みで行ってきました。今、全国で一番進んでいるのは、民間の学習塾と

か、民間のスポーツ施設であるとか、学校教育と複合化させる、いわゆるモジュール化に成功した全

国最初の市町村が、佐賀県の武雄市です。あらゆる他課と協力をして、子どもの貧困化の問題を抜本

的に解決する課を作ったのも、この佐賀県武雄市です。教職員の不足の問題に抜本的に仕組みのとこ

ろから変えていく。変えていくために、県教委と連携をして、場合によっては国に対して特区の申し

出をする、その制度の壁に阻まれてできないことをブレークスルーするために、調査研究も含めて長

年にわたり取り組みを進めた結果、今ではもう周りの自治体から、学ばせるなら武雄市だということ

で集まってきています。市長がかなりエキセントリックな方で、リコールやったりしながらも必要な

ことを進めています。そういう志のあるリーダーとか、人材から、プレイヤーから地域を変えていく

ことができるので、僕はそれをまざまざと現地で学ばせていただきました。 

【里美委員】 

教員不足の問題が働き方改革と直結していると思いますが、私は昨年、市町村教育委員会オンライ

ン協議会というのに出まして、分科会は学校における働き方改革に配属されました。そこで、茨城県

の東海村、千葉県袖ケ浦市、東京都の東大和市、それから愛知県の長久手市、この方と一緒にオンラ

インで話し合いをする機会を持てたのですが、自分自身の印象としては、働き方改革について阿南市

は本当に遅れているなと思いました。例えば、東京近郊の市町村では生徒数が増加して、学校を新設

するところもあるというので、阿南市の状況と違うので、どれだけそういう市町村の方にわかってい

ただけるかはちょっと疑問かなと思いました。いろいろ参考になると思ったのは、よく問題になる学

校事務の共同実施の問題です。ここはもうどこも実施されておりました。それから、部活動の外部指

導員、これも当然のことのようにいるということでした。また、学校図書補助員が各学校に１名ずつ

配置されているという自治体もありました。特に印象に残りましたのは、教員の働き方改革を促進す

るには、保護者や地域住民に向けて繰り返しプリントのようなもので啓発活動を行うことが大事だ

ということでした。教育委員会の中だけ、学校の中だけで働き方改革をしようというのではなくて、

地域全体の問題として捉えてもらって、その結果、学校閉庁日というのを設けることにも繋がったと

いうのが印象に残りました。 

先ほどの多くの問題点が大量退職ですと、構造的な理由で一教育委員会が対処するのは難しいと

思います。ただ、イメージの悪化、これは啓発活動によってある程度防ぐことができると思います。

それに加えて、私も就職時期の子どもがおりますので、臨時教員というのは、例えば親御さんにとっ
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ても、子どもがこの現状のままで定職がない不安定な状況でいるのはどうかと考えると、民間の方っ

ていう状況もあるかもしれません。教員の育成は組織的な安定した職に繋がるので、阿南市として積

極的にやっていただくのはありがたいと思います。以上です。 

【表原市長】 

ありがとうございました。事務の合理化もそうですし、先ほど林委員さんの方からもコミュニティ

スクールの話がありましたが、全国的な状況を見てみますと、本来目的とするところの、ステークホ

ルダーが皆さん我がこととして考えて学校経営を考えていきましょう、という当事者を増やしてい

くというのが、このコミュニティスクールのあり方ですけれども、実際のところ蓋開けてみると、な

んちゃってコミュニティスクールみたいなのも多々あって、やっぱり理念を失わないように、しっか

り啓発をしていきつつ、ちゃんとその良いモデル事例を作っていくっていうことが非常に大事だと

いうふうに思っています。その辺り、多分いろいろ現場でいろんな側面があると思います。地域のそ

れぞれの学校現場には様々な課題があろうかと思いますので、それを見ながら、今皆さんおっしゃっ

ていただいたことも非常に大事だと思っておりますので、しっかり取り組んでいただければなと思

います。 

時間もなくなってまいりましたので、一言ずつお願いしていいですか。 

【里美委員】 

質問ですけれども、臨時教員をしたことによって、正規の採用試験のときに何か加点とかはあるの

でしょうか。 

【岡田学校教育課長】 

加点はありません。 

【表原市長】 

新居委員お願いします。 

【新居委員】 

 一昔前はもう学校の先生って憧れの職業と言われていましたけど、今はあんまりそういう声も聞

かれなくなってきているのは、皆さんＬＩＮＥで夜中まで先生たちに連絡をして細かいやりとりを

するとしたら、もう仕事が終わった後もずっと仕事というのもあります。それに加えて部活もやって

いて土日もない。ずっと仕事で家族とのコミュニケーションも取れないっていう状態にあると思い

ます。外部講師を入れて、部活はそちらに任せる、例えば広報などで周知して募集をして、部活に入

ってもらうとか、あとは今の皆さんタブレットを１人ずつ持っているので、例えば、先生が欠員した

場合は、タブレットも活用しながらウェブでの授業をするとか少しずつそういうものを入れていけ

ば、先生もリラックスできる時間も持てるのではないのかなと思いました。 

【表原市長】 

ご意見を総じて、リクルート社の調査によって明らかになっているのですが、今、就活はほぼスマ

ホです。７割８割の若手人材は教職員になろうが、農業や漁業に行こうが、中小企業に就職しようが

全部ツールはスマホです。そこでアンケート調査をした結果、結局職場に何を求めるかとなると、今

の若い人材はライフワークで余暇が十分に取れるかとか、自分のそういったオフの時間、精神状態に

ゆとりがあるかどうかというところを非常に重要視していて、例えば名誉欲やお金、待遇面っていう

のは、４、５、６位とか、その辺り、職場の魅力等の発信の仕方、その魅力をどう伝えていくかプロ

モーションの部分が大事だと思います。ＴｉｋＴｏｋなどウェブをしっかり活用してしっかり取り

組んでいければと思います。 

【坂本教育長】 

 働き方改革と重なっているのですが、行革の会議で市の庁内の超過勤務は学校教育課が６５時間

で一番だった、次に人事課の４７時間でした。６月ごろですが、阿南市内の中学校は全部平均で８０

時間で、これに対して超過勤務手当は教職調整の４％以外はないというような状況です。こういう状
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況では部活が槍玉に挙げられるけど、教員として本来はしなくていい仕事を押し付けられているも

のをまず取ってくださいと申し上げました。なかなか財政などいろいろなことがありますので、一朝

一夕にはいかないと思いますが、また市長の方でこれからもいろいろとご相談いただきたいなと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

【表原市長】 

 ありがとうございます。市長部局として、その仕組みを変えたり、場合によってはその国に進言を

したりとか、予算へ投じるために、行革もしっかり頑張って、財源を生み出して、必要な予算を投じ

られるような強い財政体質を築いたりとか、私の役割にはしっかり向き合いたいというふうに思っ

ておりますので、引き続きのお力添えをいただきますようにお願い申し上げまして二つの議題とさ

せていただきたいと思います。 

 それでは、協議のその他ですが、また次の機会にどうしても言い足りないということがもしありま

したらということでよろしいでしょうか。 

 それでは、事務局お願いします。 

【事務局】 

 以上をもちまして協議を終了させていただきます。長時間にわたりまして熱心なご議論ありがと

うございました。以上で、令和４年度第１回阿南市総合教育会議を閉会いたします。皆様ご協力どう

もありがとうございました。 

 

１４：５０ 閉会 

 

 


