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第３回徳島県教育振興審議会 会議録

１ 日 時 平成２９年８月１７日（木） 午後３時から午後５時まで

２ 場 所 徳島県庁 １０階 大会議室

３ 出席者

（１） 委員 ２３名中 ２１名出席
（２） 県 教育長，副教育長，教育次長 ほか

４ 内 容 「徳島県教育振興計画（第３期）」（素案）について

〈意見交換〉

会長

みなさん，こんにちは。お盆期間中，いかがお過ごしでしたでしょうか。阿波踊りを楽

しまれた方も，大勢いらっしゃるのではないでしょうか。ひさしぶりに，家族水入らずで

過ごされた方も多いと思います。まだ，疲れが残っている方もおいでかもわかりませんが，

ハレの日から日常に戻って，本日の審議会を進めてまいりたいと思います。

それでは，議事に移ります。本日の会議では，事務局から提出されております第３期振

興計画の素案につきまして委員の皆様に御審議いただきたいと考えております。その審議

の進め方について，説明させていただきます。まず，事務局から第３期振興計画（素案）

の全体概要について説明していただき，その後の審議では，第３期振興計画の核であり，

最も重要な部分である第４章「今後５年間に取り組む施策」を中心に，御意見を頂戴した

いと考えております。では，事務局から，素案の全体概要について説明をお願いします。

【事務局説明】

「徳島県教育振興計画（第３期）」（素案）について

会長

それでは，意見交換に移ります。まずは，第４章「今後５年間に取り組む施策」を中心

に御審議いただきますが，第４章についても３０ページ程度ございます。そこで，３つの

重点項目ごとにわけまして協議していただきたいと思います。

まず，重点項目Ⅰ「地方創生から日本創成へ！『徳島ならでは』の教育の推進」について，

いかがでしょうか。

委員

私自身の海外での教育経験を踏まえまして，第２回審議会では，全国に先駆けてＩＣＴ

教育の推進を進めるべきだという意見を述べました。その会議を集約した議事録，あるい

は本日提示された素案を拝見いたしました。様々な条件整備も必要であり，意見を反映し

ていただくのは，なかなか難しいことであると理解しております。

素案３８ページ，４番目の項目に「ＩＣＴを活用して個に応じた学習を推進」とありま

す。その目的として「社会をよりよく生きる資質・能力を育成するため」とあるのですが，

この「社会」をどう捉えているのか，表現が抽象的であると思います。例えば，グローバ

ル社会，あるいは変革の激しい社会等，「社会」を具体的に表現してはどうでしょうか。

ＩＣＴに関連して２点目，５１ページ，施策の方向性「未来を拓く教職員の育成」の５
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番目の項目に「タブレット端末等を取り入れた特色ある指導」とあります。私としては，

タブレット端末等の指導は，今後５年間で，当たり前になっていてほしいと願っています。

「全国屈指の光ブロードバンド環境」を標榜し，時代を先取りする本県にあって，「特色」

という表現は省いてもいいのではないかと思います。

８月前半の１週間程度，私は，文部科学省の担当職員とともに，アラスカにある補習授

業校支援のための巡回指導に行き，あわせて現地校を視察してきました。アラスカ，つま

りアメリカ合衆国では，子どもは小学校段階で初期のプログラミング技術の習得に取り組

み，簡単なものを作成している。夏季休業期間中には，テーマを決め，パワーポイントを

利用してプレゼンテーションができるよう宿題が課されている。それが当たり前であって，

この過程で表現力を磨き，討論力も磨いている。タブレット導入の議論ではなく，ＩＣＴ

を活用して何ができるようになるかという議論に進めるよう，期待しております。

委員

デュアルスクールは非常にいい取組ですので，相手方の教育委員会や学校が存在し，煩

雑な事務手続も多いかと思いますが，今後も進めていただきたいと思います。

重点項目Ⅰをはじめ，第４章に記された「今後の取組」は，第３章にある「第２期計画」

の「課題」を受けています。その「課題」の書き方について，素案では，今後このように

していく必要があるなどの表現がなされています。「課題」という言葉の受け止め方にも

よりますが，第２期計画期間中に施策を推進していく中で，どういう問題が生じ躓きそう

になったのか，今後５年間に想定される課題は何かなど，細分化して記述をしてはどうで

しょうか。すると，今後，取り組む施策の意味が，振興計画を御覧になる方にとって，特

に，学校で頑張ってくださっている先生方にとって，わかりやすくなると思います。

素案の３３ページ，デュアルスクールを例に挙げて申しますと，事務手続が煩雑という

ことは課題として記されていますが，具体的には何が煩雑であったのか，ここからは見え

てこない。相手教育委員会との手続なのか，受け入れた児童生徒の学校での生活上のこと

なのか。すべて記載することは困難かと思いますが，表現の検討をお願いします。

会長

「課題」をうまくまとめすぎているということでしょうか。発言の趣旨はよくわかりま

す。事務局において対応を御検討ください。

委員

４０ページ，施策の方向性「次代を生きぬくキャリア教育の推進」には，ＩｏＴやビッ

グデータ，人工知能というキーワードが記載されています。私は，技術を議論する以前に，

通貨，お金がどういう考え方で成り立っているのかという点について，子どもが基礎的な

理解をしておく必要があると考えています。私自身，ＩＴ業界の人間ですが，その私でも

仮想通貨なるものの普及の早さに驚いています。自分の子どもに質問されたときに，仮想

通貨とどう向き合うべきか，どうつきあうべきか，上手く説明できそうにありません。今

後の５年間に，石でも葉っぱでも紙でも金でもないお金が，初めて流通する時代が到来し

ます。それは，一部のマニアの間ではなく，ちょっとした買い物で子どもたちがスマート

フォンの中の仮想通貨で支払をしたり，友達と割り勘をしたりする時代なのです。その時，

仮想通貨という個別の事象の善し悪しではなく，お金に関する基礎理解が必要だと思うの
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です。見えないお金が流通し始め，子どもが混乱してからでは遅いのです。子どもが，手

のひらの中で見えないお金を扱う時代が来ます。将来，起業する場合でも，クラウドファ

ンディングなどお金の集め方自体も変わってきています。だからこそ，学校教育では，個

別の事象の背景にある本質的なところに取り組んでいただきたいと思います。

委員

神山町広野小学校では，昨年度，総務省の「若年層に対するプログラミング教育の普及

推進事業」の指定を受け，サテライトオフィスで働く方々が講師となり，６年生を対象に

指導を受ける機会がありました。その際，プログラミング教室は都会には数多くあるが，

徳島等の地方には講師がいないからプログラミング教室がないと言われていたのですが，

今日では，徳島にプログラミングを教える教室ができています。プログラミング教育には，

ＩＣＴ教育という側面はあるのですが，本校では，新しい働き方と捉え，キャリア教育の

一環として取り組みました。例えば，教師の子どもは教師になるなど，自分にとって身近

な職業に就くという傾向があります。しかし，今の子どもたちが大きくなる頃には，新し

い職業も誕生しており，取り巻く環境も変化していることを考えると，キャリア教育の中

にＩＣＴ教育を位置付けてはどうかと思います。

また，素案の３７，３８，４０ページを拝見すると，小学校でどのような意識を持って,

キャリア教育に取り組んでいくべきかという記述が少ないように思います。キャリア教育

というと，まずは職場体験などと考えがちですが，自分が学んでいることが将来どのよう

につながるのか，自分の知らない職業がどれだけあるのかなどについては，小学校段階か

らしっかりと理解しておく必要があると思います。欧米に比べて，学習に対する意義を認

める回答割合が低いと言われる日本の状況も踏まえ，小学校段階からどのようなキャリア

教育をしていくべきかを記述していただきたいと思います。

委員

ＰＴＡ連合会の役員をしておりますと，東京で文部科学省の局長等の講演を聞く機会が

あります。そうした専門家の講演内容はよくわかりますし，スマートフォンの講演会では，

東京から全国どこへでも講演に参りますと仰ってくれる方もいます。徳島でも，鳴門教育

大学では，いじめ問題に関するリーディング大学として活躍されています。素案を拝見し

ますと，学校外の専門家の方々との連携も記載されており，先を進んでいる方の助言等を

取り入れた施策も推進されると思います。一方で，専門家から聞くお話と，徳島の教育現

場で聞く話の間には，少しのずれがあるのではないかと感じる場面もあります。様々な知

見を，施策の中に円滑に取り入れていただきたいと思います。

会長

第３期振興計画のキーワードの一つは「リーディング」だと思います。様々な分野で，

子どもたちにリーダーとして活躍してもらいたい，教育も県の内外にとらわれず最先端の

考え等を取り入れて学習機会を提供する，その実現に向けた取組が課題だと思います。

委員

先程も申し上げましたが，東京で拝聴したスマートフォンに関する講演内容は，かつて

県内で聴いた講演よりも保護者として納得できるものでした。費用をかけずに講師の派遣
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が可能な機関もあるので，本県でも有効に活用すべきだと思います。また，鳴門教育大学

も日本ＰＴＡ全国協議会と連携した取組をされていると聞いていますので，積極的に情報

公開し，徳島県として誇れるリーディング分野を増やしていくことができればと思います。

会長

日本ＰＴＡ全国研究大会が，今年は仙台で開催されますが，その大会に鳴門教育大学の

教員２人が招かれて講演いたします。県内からも声をかけていただければ，様々な分野で

連携できるのではないかと思います。

委員

素案３９ページ，「幼・小・中・高等学校における特別支援教育」の３番目の項目に，

高等学校に在籍する発達障がい等のある生徒支援として「自立活動等を取り入れた教育を

推進」するとあります。そのイメージについて，教えてください。

また，高等学校側からすると，特別支援教育巡回相談員やスクールカウンセラー，専門

機関との連携等をしっかり図っていただきたいという希望がございます。

事務局

高等学校における特別支援教育につきましては，委員の御指摘のように，特別支援学校

で実施しております巡回教育相談等を，まずは利用していただくというのが現状です。

御質問のありました，高校における自立活動についてお答えいたします。現在，特別な

支援を必要とする子どもの支援につきまして，特別支援学校では，通常の教育課程，小学

校の場合ですと国語や算数等に加えて，コミュニケーションや対人関係，体の動き等，特

化した教育課程を実施しています。しかし，高校では，現在，教育課程上，そうした指導

をすることができません。そこで，特別支援学校の巡回相談等で高校にお願いしているの

は，コミュニケーションや対人関係の構築を苦手とする生徒，特に発達障がいのある生徒

には，そうした苦手とする部分の支援を，通常の授業時間の中で配慮しながら行う，ある

いは休み時間や放課後を活用して支援するということです。高校における自立活動のイメ

ージとは，こうした支援の方法です。平成２６年度からは，ある高校にお願いをしまして，

実際にそのような指導を実施いたしました。卒業後の進路として就職を希望している生徒

を対象に，十数名のグループをつくりまして，放課後，コミュニケーションや対人関係構

築の指導を特化して実施したところ，全員が見事に就職に至ったという実例もあります。

今後，そのような指導を，高校で広く推進していくということでございます。

委員

ありがとうございました。事例もあるということなので，今後，高校側にも周知してい

ただき，必要に応じて高校でも取り組んでいきたいと思います。

１点，検討していただきたいことがございます。素案４０ページ，「今後の取組」の１

番目の項目に，「次期学習指導要領」という表記があります。すでに小・中学校では「新

学習指導要領」と表現しております。やがて，高等学校の学習指導要領も告示されると思

いますので，徳島県教育振興計画（第３期）が出される時期を考えるとこの表記でいいか

御検討ください。
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委員

第４章に記されている「今後の取組」全体について意見を申し上げます。これは，本県

における今後５年間の教育振興計画であって，事業計画ではありません。振興計画として，

本県教育の「基本方針」を実現するための「重点項目」という大きな枠組み，次にそれを

分解した「推進項目」という中枠組み，それをまた分解した「施策の方向性」という小枠

組みに分けて，第４章３７ページ以降では，小枠組みに「今後の取組」として事業を収め

ているという構造です。これまでの意見にも出ましたが，今後５年間を正確に見通すこと

は困難です。そういう状況下では，なかなか書き切れない要素がすごく多い。記載すると，

結果的に誤っていたということもあり得る。そこで，現時点において実現可能性のある取

組を小枠組みの中に丁寧に入れていただき，非常に多くの取組がうまく収まっているとい

う印象を受けています。事業計画ではないので，あまり詳細なことは書けないということ，

また，めまぐるしく変化する時代ですので，社会の変化によっては記載内容が実行できな

いということ，これらを考え合わせますと，本日提案された素案のように，余裕を持った

書きぶりが適切ではないかと思います。

一方，気になる点がございます。素案３７ページを例に申し上げますと，「今後の取組」

の右側に「関連する『第２期計画』の成果と課題」として「第３章１(４)(５)」等とあり，

この記載は第４章の「今後の取組」全てにおいて見られます。冒頭の事務局説明にも，「第

２期計画」の成果と課題を踏まえて「第３期計画」があるとのお話がありました。「第２

期計画」は平成２５年３月に，その後の平成２７年１２月に「徳島教育大綱」が策定され

ました。ですから，今回の「第３期計画」は「徳島教育大綱」を受けているのです。先程

のような記載をすると，「徳島教育大綱」の枠組みの中に「第２期計画」の課題を当ては

めたような印象を受けてしまいます。つまり，第２期計画期間の５年間にも社会が変化し，

新しい教育課題がいっぱい出てきた。それは策定当初の「第２期計画」には触れられるこ

となく，今回の「第３期計画」に数多く盛り込まれている。ところが，第４章３７ページ

以降の「今後の取組」に「第２期計画」との関連性を記載すると，新たな取組が見えなく

なり，「第２期計画」の課題を「徳島教育大綱」の枠組みに落とし込み，編纂し直したと

いう印象を与えてしまう。事務局にお考えいただきたいのは，「第３期計画」の素案には，

新しい取組が数多く散りばめられているので，「第２期計画」との関連性の記載を一切排

除するということです。それにより，「徳島教育大綱」を受けて策定しているということ

が明確になると思います。

会長

教育振興計画は「徳島教育大綱」の行動計画ではありますが，「第３期計画」の１つの

ポイントが「第２期計画」のＰＤＣＡサイクルを踏まえているということでもあります。

その点をどのように整合性をつけるのか，事務局で御検討いただきたいと思います。

委員

重点項目Ⅰ以外に関する意見でもよろしいでしょうか。

会長

今後は重点項目に関係なく，自由に発言していただくということでお願いします。
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委員

素案６４ページ，重点項目Ⅲにおける施策の方向性「『とくしま回帰』の促進」につい

て意見を申し上げます。素案全体としては，日本のトップクラス，更には世界を目指そう

という趣旨の素晴らしい取組が列挙されていると思います。教育として，子どもの世界を

外に広げようとする方向性には賛成いたします。一方で，本県では人口減少問題にオール

徳島で対応しようという大前提があります。２０６０年段階の将来推計人口によると，徳

島県は４１～４２万人程度になるとされているところを，県では６０万人という目標を掲

げられていると思います。しかし，素案に記載された取組を実践すると，子どもはどんど

ん県外に流出し，本県に帰ってこないのではないかと思いました。個人的には，本県人口

は徐々に減少すると思っていますので，６０万人を維持するという目標達成は困難だと思

いますが，県の目標として６０万人を掲げるのであれば，「『とくしま回帰』の促進」とし

てさらに施策を検討する必要があるのではないでしょうか。小・中・高校生を対象にして，

将来的な人の流れを徳島に呼び戻す取組，あるいは，交流人口を増やすという考え方もあ

ると思います。本計画の対象期間である５年間よりも先の話となりますが，交流人口を増

やすという観点から申し上げると，県外に流出したトップ人材と徳島県とが連携し，継続

して本県に貢献してもらえるような方策を，早い段階から検討する必要があると思います。

委員

様々な考え方を持つ子どもたちがいて，目標を達成するために県外に進路を求めるのは

いいことだと思います。一方，徳島に愛着があってとどまる子ども，回帰する子ども，成

人してしばらくした後に本県に戻られる方もいらっしゃいます。さらに，県外に暮らして

いても徳島のことを思い，徳島とつながっている方もたくさんいらっしゃいます。その背

景には，幼いときから，徳島の自然や文化，人柄，土地柄，あるいはそこで活動する企業

等，地域について知り，親しみがあるということが大きいと思います。教育の成果として，

全ての子どもがトップ人材に育つわけではなく，活躍の場が異なりますので，あらゆる子

どもを視野に入れた取組をお願いしたいということ，また，生涯学習の機会も生かしなが

ら徳島の良さを幼いときから教えるということ，つまり，心を育てるという部分にもう少

し重点を置いていただきたい思います。

委員

若者に向けた教育の視点については，今，お二人が申し上げられたとおりだと思います。

そこで，私は高齢者の問題について話をさせていただきます。この点については，過去２

回の審議会でも発言させていただきましたところ，素案４８ページ，重点項目Ⅱにおける

施策の方向性「生命・絆の大切さに関する教育の推進」において，「認知症サポーター」

という文言を入れていただいております。まず，そのことに敬意を表したいと思います。

さらに踏み込んでいただきたいのは，先程，地域への愛着という話がありましたが，その

教えを請うことができる高齢者とのふれあいの視点がもう少し盛り込まれてもいいのでは

ないかということです。素案全体を見渡した場合，高齢者との交流やふれあいは，どこに

位置づけられているのでしょうか。現在，本県では，「徳島型ＣＣＲＣ・生涯活躍のまち」

であったり，アクティブシニアの活用，地域包括ケアシステムの構築等に取り組んでいま

す。教育の分野におきましても，高齢者から学ぶことはもっと必要ではないかと思います。

素案５３ページには，「人生経験豊富な高齢者の子育て支援活動への参加やユニバーサル
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カフェにおける多世代交流」という文言もありますので，推進項目②の「学校・家庭・地

域が協働で取り組む教育の推進」あたりで，踏み込んだ記載を期待いたします。

委員

素案６２ページからの重点項目Ⅲ「グローバル社会で活躍！徳島から世界への扉をひら

く教育の推進」について，今，自分が取り組んでいます事業と重ね合わせて，少し視点の

異なる意見を述べさせていただきます。今，私は，文化庁の「『生活者としての外国人』

のための日本語教育事業」に関わっています。県内に定住している外国人のための日本語

教育の事業を，県と協力しながら展開をしています。この事業に，県内からは，昨年度は

美波町が，今年度はつるぎ町が採択され，それぞれ３年間，取り組むこととなっています。

この取組は，日本の視点から見ると，徳島に居ながらにして在住外国人とつながることが

でき，世界に出ていくことなく，グローバルな人材になることができる事業展開も可能と

なります。私はこのように考え，日本語教育に関わるとともに，在住外国人と子どもたち

との交流事業にも取り組んでいます。素案６６，６７ページにも，「帰国・外国人児童生

徒に対する日本語指導」という項目に，「正しい日本語指導」「帰国・外国人児童生徒と共

に学ぶ」という記載があります。子どもたちにとっては，学びの場を通じて，外国の人と

協力することは当然なんだということを知る機会となっています。

また，先程，振興計画の書きぶりの意見がございました。「今後の取組」を詳細に記載

してしまうと実現不可能ということも有り得るし，現状に終始すると新たな取組が盛り込

めない。ですから，将来的な取組も含め，現時点において実現可能性のある取組を記載す

るにとどめておくことは致し方ないと思います。ただし，今，ここに関わっている審議会

メンバーが自分の立場で何が必要かを考えて，それをみんなで共有していく作業を丁寧に

行うことは大切なことだと感じています。

会長

振興計画に記載するということは，様々な事情を勘案する必要がありますから非常に難

しい作業ですが，書く，書かないは別にして，課題を共有しておくことは重要なことです。

委員

書く，書かないは別として，共有という観点で申し上げます。本振興計画のような計画

を活字にしようとすると，やはり「新しい」「先進的」「スーパー」というような文言を使

用すると思います。しかし，今こそ重要なのは，より原理原則に近い部分だと思っていま

す。私たちが未来を予想してもほとんどはずれると思います。すごいスピードで世の中が

変化していく中で，私たちがやらないといけないのは，占い師的な未来予想ではなくて，

予測不可能な変化にも通用する基礎体力だと思うのです。仮想通貨ではなくお金や労働を，

あるいは福祉や老いるということの根源的な部分を，しっかりと知る必要があると思いま

す。そうした教育をおろそかにすると，新しい技術や統計数値を前にして右往左往するだ

けで，対処できない人間になってしまいます。振興計画に原理原則に戻りましょうと書く

のはすごく難しいとは思いながらも，意識として大事だと思うのは，原理原則であり，知

識ではなく教養をしっかりと身に付けることだと思います。

例えば，人間の労働をロボットが代替するということについて，どのように考えるのか。

幸せと捉えるのか，仕事を奪われたと捉えるのか。今後の５年間には，このような事象が
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数多く生起すると思います。その時，事態を切り拓くことのできる人材とは，ロボットの

善し悪しではなく，「働くとはどういうことか」ということを理解している人間であり，

そういう人材を育てる徳島の今後５年でありたいと思います。

会長

教育の場合，不易と流行ということがよく言われます。その変わらないところの大切さ

を指摘していただいたように思います。

委員

素案６６ページ，重点項目Ⅲにおける施策の方向性「世界に羽ばたくグローカル人財の

育成」について意見を申し上げます。「グローカル」という言葉の使い方ですが，地球規

模で考えて，それを地域で生かすという意味であったと思います。そう考えると，この施

策の方向性の表現は，少し矛盾しているのではないかと思うのです。「世界に羽ばたく」

というのは，身につけた技術などを世界で使えるようにしようという印象を与えます。先

程，県外で活躍する人材と県内回帰に関するお話がありました。この相反する事項のどち

らも大切だと思うのですが，私個人としては，どちらに重点を置くのか考え方を絞るべき

だと思います。徳島で働く人，活躍する人材を増やすのであれば「グローカル人材の育成」

に取り組み，留学の充実であったり，企業等の労働環境改善に協力するなどの方策を考え

てはどうでしょうか。一方，郷土愛を育み，徳島のことを思いながらも，県外あるいは海

外で働く人，活躍する人材を増やすのであれば，子どもたちの視野を世界に向けてあげる

ような施策を重点的に行うべきではないかと思います。

委員

非常にいい御指摘だと思います。ただ，私たちが施策としてどちらかを選ぶというより

は，個人個人がどの道を選択するのかということだと思います。そのためには，先程の意

見にもあったように，自分がどうあるべきかという考える基礎を持ってないと，その選択

もできないと思います。自分が置かれた環境によっては，自らの思いとは別の道を選ばざ

るを得ないときもあるとは思いますが，その中で自分がどのように考え，過ごすのか，そ

れは受けてきた教育に負う部分が大きいと思います。そして，子どもたちが選択できる道

筋を私たちは整備し，示す必要があると思います。その上で，徳島に帰ってきてくれる，

あるいは他の地域から移住してくれるためには，徳島が魅力的でなければいけないので，

しっかりと方策を考えていきたいと思います。

委員

まさに，私が参加している阿波踊りが徳島の魅力の一つに当てはまります。お盆になる

と多くの人が帰省し，県外で活躍するスーパー人材も，仕事ではなく，阿波踊りに魅力を

感じて帰ってきます。中には，大学卒業後，県外に就職したけれど阿波踊りを踊りたいが

ために退職して帰ってきた人，あるいは東京出身の人が，阿波踊りに魅了されて，徳島に

仕事を見つけて移住してきた人までいるんです。この阿波踊り以外で，隠れている徳島の

魅力を掘り起こす作業が必要ではないでしょうか。年月が掛かるとは思いますが。

先週，彦根で，傾城阿波の鳴門の舞台に出くわしました。なぜ，こんなところでと思っ

ていると，江戸時代に徳島の人形浄瑠璃の方が彦根のあたりを通ったのがきっかけで，そ
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の地に根ざしたそうです。このように，徳島県ゆかりの何かが徳島県以外で点在している

ということは，他にもあると思います。阿波踊りの世界ですと，マニアの方が全国の阿波

踊りを網羅して紹介する中で，徳島は聖地の扱いを受けているわけですが，県が「あわ文

化」のモチーフとして取り上げている阿波藍や阿波人形浄瑠璃についても，全国のネット

ワークを築くことができるのではないでしょうか。

委員

学校で子どもの教育にあたる立場からすると，教職員が振興計画を見て，今後の５年間

を見通すことができるものにしてほしいという思いがあります。そこで気になるのが，「徳

島教育大綱」との関係です。平成３０年度に教育大綱が見直された場合，その行動計画で

ある第３期振興計画の様々な項目をどうするのか。教職員が戸惑わないよう，大綱が見直

されても，振興計画の項目は変更しないでいただきたいということをお願いしておきます。

次に，素案４５ページ，重点項目Ⅱにおける推進項目①「確かな学力，豊かな心，健や

かな体の育成」について意見を申し上げます。人権教育について，第２期計画では，学校

教育と社会教育が別の箇所に記載されていたのですが，第３期計画では，４９，５０ペー

ジにまとめられているので，わかりやすい構成になっています。「教育相談体制の充実」

については，いじめ防止等の対策について多く記載されていますので，実現に向けた取組

を期待します。表現としては，４９ページに「人権教育の推進」とあるのですが，「徳島

県人権教育推進方針」を改定した際に，「推進」して，さらに「充実」していきましょう

ということでしたので，ここに「充実」を付け加えてほしいと思いますので，検討をお願

いします。道徳教育についてですが，推進項目①では，４６ページに，２行にわたる１文

があるだけです。「感性」という表現にも疑問はあります。道徳教育について多く記載さ

れているのは，推進項目②「学校・家庭・地域が協働で取り組む教育の推進」の５５ペー

ジにおいてです。５５ページの施策の方向性の説明文には，学校・家庭・地域が連携した

体験活動や交流により道徳性を培うとあります。学校の道徳教育について記載するのであ

れば，推進項目①の４６ページがふさわしいのではないかと思います。素案６６ページ，

重点項目Ⅲにおける施策の方向性「世界に羽ばたくグローカル人財の育成」には，「小学

校英語教育」とありますが，「外国語科」ではないでしょうか。

その外国語の教科化等により，小学校では教員の週当たりの授業時間数が３０時間にな

る可能性が高いです。他にもプログラミング教育が新しく盛り込まれ，従来からのキャリ

ア教育や食育もあります。新たな教育が盛り込まれると，教育委員会からは学校全体の指

導計画等を作成しなさいという指示があるのですが，作成する教職員の長時間労働という

問題もあります。主たる教育の指導計画等については，県教委による統一した計画を示し

ていただきたいと思います。先程，タブレットが話題になりましたが，私が勤務する学校

には導入されていません。ほとんどの市町村立学校で導入していないと思います。ただし，

小学校段階のプログラミング教育は，タブレットの有無ではなくて，例えば，決められた

作品を一本の木で作る場合には，その木をどのように活用するか，そのためにどのような

道具がいるかなどの製作の方法や過程を考える，いわゆるフローチャートの作成のような

教育をしていくことが基礎になるのだと，私は感じています。新学習指導要領では，「主

体的・対話的で深い学び」が求められているわけですが，その際に情報機器の使用は必要

であると思います。
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委員

私は，幼稚園で勤務しております。毎年４月，幼稚園には新しく子どもたちが入園して

まいりますが，私たち教員の悩みは，年々，大きくなりつつあります。第３期振興計画は，

今後５年間を見通した計画ですが，その５年間に入園してくる子どもたち，あるいは保護

者が，どのように変わっていくのか大きな不安を抱えています。

素案の５６ページに，施策の方向性として「家庭教育支援の充実」という項目があり，

「早寝 早起き 朝ごはん」運動の周知であるとか，４６ページ，「『知徳体』が一体となっ

た成長を支援」には，保護者が子どもと一緒に運動する機会を設けることなどが，今後の

取組として記載されています。実際，幼稚園や保育所等でも，保護者に対し，睡眠時間の

確保や体力づくり，学力向上，食育等の重要性について，機会あるごとに啓発活動をして

いますが，うまくは浸透せず，実践できる保護者と，そうではない保護者との差が大きい

というのが現状です。この点については，私たち教員の努力も，まだまだ不足しているの

ではないかという反省もあります。

素案４８ページには，施策の方向性として「質の高い幼児教育の推進」という項目を設

けていただいております。幼児教育に携わる者として，非常にうれしく思っています。平

成３０年度から「幼稚園教育要領」等が完全実施となり，幼稚園，保育所，幼保連携型認

定こども園の教育内容が統一されることになりました。ところが，職員の勤務形態は多様

で，業務内容も多岐にわたっております。県内の幼稚園でも預かり保育を実施しており，

保育所，こども園の全てが，子どもを朝から夕方まで預かっていることも要因の一つです。

こうした現状のため，職員の研修時間を確保することが困難です。県や市町村等が研修機

会を設けていますが，職員全員が参加できる状況にはありません。半数の教員が参加し，

他の職員に伝達講習するなどの工夫をしておりますが，教育の質の向上のためには教員に

とって研修は不可欠です。幼稚園，保育所，こども園に勤務する全ての職員が，一緒に研

修を受講できるシステムの構築を願っております。

新「幼稚園教育要領」では，「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が明記され，ま

た，育成を目指す資質・能力の三つの柱は，幼稚園から小・中・高等学校へとつながって

います。こうした点を考え合わせますと，幼児教育と小学校教育の接続が非常に大切であ

ると考えられます。教職員は多忙で，研修時間を確保できない中で，小学校との接続を図

っていくことが，幼児教育に携わる者の課題となっています。幼稚園等と小学校とが連携

を図るのはもちろんですが，県教委と市町村教委がさらに連携を深めていただくことで，

子どもたちの健やかな成長を実現できるものと考えております。

委員

小学校の先生からの発言に，教員の週当たりの授業時間数が３０時間に及ぶという話が

ありました。英語教育や道徳の教科化への対応，あるいは本日の審議会でも提案されてい

る様々な教育を盛り込もうとしたら，これ以上，学校はどうしたらいいのでしょうか。

アメリカ合衆国では，資料等で自分の考えを肉付けし，討論やプレゼンテーション等に

より自分の考えを発言して相手を説得するという訓練を幼児期から行っている。そうした

方向性に，日本も近づきつつあるのではないかと捉えている。新学習指導要領に示された

育成を目指す資質・能力の三つの柱で私が着目しているのは，未知の状況にも対応できる

「思考力・判断力・表現力等」の育成である。同じく学習指導要領にある「主体的・対話

的で深い学び」という表現よりも，未知の状況にも対応できるよう，思考力や判断力，そ
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して表現する力を育成しようではないかと言い表せば，誰もが納得できるのではないか。

日本では，相変わらず教科書を中心として知識重視型の授業が行われている中で，「主

体的・対話的で深い学び」を取り入れようとしている。教員も十分には研修できていない

中で，暗中模索の状態ではないか。教職員の負担軽減のためにも，ＩＣＴ教育の充実を図

り，タブレットを導入して従来型の授業から脱却する。タブレットの購入が困難であるな

らば，せめて学校が保有するＩＣＴ機器について，その使用を規制することなく自由に子

どもに活用させる。新学習指導要領では，子どもに表現力を身に付けさせようとしている

わけです。この点に関する教育の優先順位を高めて取り組むことが大切だと思います。

委員

第４章に一通り目を通させていただきました。先程，道徳教育の記載箇所について意見

がありましたが，道徳教育を記載している箇所に参照ページを付せるなど，編集上の工夫

を凝らせば問題は解決するのではないかと思います。また，第４章は，教育に関する事項

をおしなべて記載しています。教育大綱の行動計画ですから，教育分野を全て網羅するの

は，当然のことだとは思うのですが，いわゆるスクラップアンドビルドも必要だと思いま

す。重複するような記載については文言を整理して，割愛することを考えてもいいのでは

ないでしょうか。あるいは，グラフィック等を用いた図解により説明することで，よりわ

かりやすく皆さんに使っていただけるのではないかと思います。編集上，読んでもらうと

いう工夫が不足しているように感じます。また，重点項目Ⅰにあります「『徳島ならでは』

の教育の推進」として，県教委による新たな取組，例えばデュアルスクールなどですが，

そうした取組も網羅されており，そこからは，なかなか見通すことができない５年後に対

応していこうという意気込みを読み取ることはできます。しかしながら，先程来，多くの

委員から御指摘があったように，一体，本県教育は何を優先課題としているのか，項目の

在り方で良いのかも知れませんけれども，取り組む優先順位について，改めて議論が必要

なのではないかと感じました。

委員

今の意見に同感でして，私自身，この素案をなかなか読み込むことができませんでした。

そこで，原点に立ち返って，本県教育の目的は何かと確認いたしました。それは，素案の

第１章に書かれています。「徳島教育大綱」で明確にされた本県教育の基本方針は，「とく

しまの未来を切り拓く，夢あふれる『人財』の育成」です。先程から各委員が指摘されて

いるように，いろいろな経験に基づき，自ら選択して未来を切り拓くことのできる人材の

育成が目的だと思うんですね。目的は明確であるのに，なかなか読み込むことができない

のは，やはり書きぶりの問題ということでしょうか。

話は変わりますが，現在，「徳島サマースクール」が開催中です。先程，素案６４ペー

ジ，重点項目Ⅲにおける施策の方向性「『とくしま回帰』の促進」について御意見があり

ました。「徳島サマースクール」に参加している皆さん，それは県内・県外出身の高校生，

大学生を問わず，徳島県，とりわけ牟岐町が特別の存在になっているという話を，参加さ

れている皆さんからの声として聞きます。「『とくしま回帰』の促進」のためには，このよ

うな取組を，一つ一つ積み重ねていくことが大切だと思います。

委員

学校の教員である委員の方々の話を数多く聞くことができました。私は，一人の保護者



- 12 -

として，家庭教育の観点から意見を申し上げます。素案の５６ページに，施策の方向性と

して「家庭教育支援の充実」という項目があり，家庭教育に関する地域の研修会等で中核

となる「とくしま親なびげーたー（ファシリテーター）」について記載されています。私

は，ファシリテーター１期生として地域の研修会に参加しています。幼稚園や保育所等で

の研修会終了後のアンケートには，良かったという感想が多いのですが，では何が良かっ

たかという内容を確認すると，同じクラスの保護者のことを知ることができて良かったと

いう回答が大多数を占めています。子どもは，１～２年間，同じクラスであるにも関わら

ず，保護者のことを初めて知ったことに感動している。これが現代の縮図です。家庭教育

の入り口部分がこのような現状ですので，「とくしま親なびげーたー」の活動を積極的に

進め，各家庭が家庭教育に自主的に取り組む環境を整備する必要があると感じています。

委員

現在，私はある学校のＰＴＡ会長を務めていますが，家庭教育の話は，教育振興計画に

書く，書かない以前の問題だと思います。家庭は教育の出発点です。学校で授業を受ける

姿勢や情報機器の使用等は家庭で教育する問題ですが，それを家庭ができていないために，

教員が指導することになる。そういう状況が学校で積み重なり，教員の負担となって，学

校が果たすべき教育の役割に，十分な時間を割けないようになっているのだと思います。

先程，新学習指導要領に関連して，表現する力を育成すべきであるというお話がありま

した。保護者として，私も同じ思いを持っています。昔であれば，良い，悪いは別にして，

喧嘩も一つの表現だったと思うのですが，そうした光景はほとんど見られなくなりました。

子どもの表現力を育成するために，討論等の取組を授業に取り入れてほしいと思います。

県外への人材流出に関する御意見もありました。私自身，県商工会青年部連合会に所属

していた関係から承知しているのですが，特に建設業や運送業において人材不足が顕著で，

仕事はあるのですが技術者がいないので仕事を受けられないという状況です。本県では，

ＩＴ関連等のサテライトオフィス誘致に力を入れていますが，身近な生活に必要なのは，

建設業であったり，小売業であると思います。現在は，６０歳を過ぎた団塊世代の方々が

健在で技術者等として頑張っていただいているのですが，こうした方々が退職した場合，

本県で成立しない業種があるのではないかと危機感を抱いています。学校教育でも，この

危機感を共有していただき，子どもたちの教育に反映してほしいと思います。

委員

素案には，本県教育の振興に関する項目が，多岐にわたり網羅されていると感じました。

私が，教育長の全国会議等において情報交換するなかで，他の自治体の話をお聞きいたし

ますと，重要な課題としては自殺予防，また自殺が起きたときの対応等が話題となります。

素案４８，４９ページでは，生命の大切さや，いじめ等の早期発見・早期対応のことが記

載されています。教育振興計画という性格上，適切か否かという議論はあると思いますが，

自殺のサインを見逃さない，あるいは自殺予防の取組が，先程のページあたりに盛り込ま

れてもいいのではないかと思いますので，御検討ください。

委員

消費者教育と地域教育の２つの観点から意見を申し上げます。

素案５９ページ，施策の方向性「全国モデルの消費者教育の推進」において，高校をは
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じめとするエシカル教育についてしっかり記載していただいたことに感謝を申し上げま

す。ただし，消費者教育というのはエシカル教育だけではございません。先程来，話題に

なっております仮想通貨等も含めた金融経済教育，あるいは情報リテラシー，環境教育，

さらにはライフプランニングに至るまで非常に広範に及ぶのが生活教育，消費者教育であ

ります。座学とは最も対極に位置し，主体的・能動的・実践的な手法を取り入れなければ

いけない教育分野ですので，５９ページに「ライフステージに応じたアクティブラーニン

グを積極的に導入する。」等の表現を盛り込んでほしいと思います。

素案６２ページ，施策の方向性「郷土愛を育む教育の推進」，いわゆる地域教育ですが，

私が勤務する大学も例外ではなく，地域を学ぶための新しい科目が設定されています。私

自身，前期に新しく始まった地域に関する科目を担当いたしました。授業に対する学生の

振り返りシート・感想を読みますと，よく似た書き出しが多く見受けられました。「徳島

には自慢できるものが何もないと思っていましたが，この科目を学んで徳島の魅力を知り

ました。」とか，「徳島は何もないところだと思っていましたが，そうでないことを知りま

した。」というものです。小・中・高等学校のあらゆる場面において，徳島のことを既に

学び，地域教育もなされているにもかかわらず，大学で改めて徳島を学ぶ科目を履修しま

すと，そういう感想が散見されるのが現実です。徳島を愛する，徳島で活躍できる人材を

育成するためには，さらに地域を学ぶためのツール，科目や仕掛けが必要であると感じて

います。

委員

素案６８ページ，施策の方向性「世界で活躍する『スポーツ王国とくしま』づくり」に

関連して，スポーツに携わる人間として意見を申し上げます。現在，トップレベル競技者

の育成を目指して，プロジェクトが進行しています。有望選手への支援や企業と連携を図

る中で，中学・高校生に対しても多くの支援をしていただいておりますが，課題は，高校

卒業後の受入先となる企業や大学の少なさです。この課題は，私が現役選手であった１０

年以上前から続いている話で，今なお変わりないという現状です。先程来，話題に上って

いる人材の流出とも関係いたしますが，有望選手を高校３年間で育てたとしても，県外に

進学してそのまま県外で就職するというケースが非常に多くあります。徳島県育ちの選手

が，将来，徳島に戻り指導者になるためには，受入先が欠かせません。すぐそこに２０２０

年東京オリンピック・パラリンピック，２０２２年全国高校総体が迫っています。私たち

は，教え子がオリンピック選手になるということを夢見て指導に携わっていますが，選手

育成は２０２０年以後も続きます。今，頑張っている選手が徳島に魅力を感じて，将来，

徳島に戻り徳島からオリンピック選手を輩出したいという夢を持てるような環境づくりを

することも，私たち指導者の役割だと思います。

委員

これまでの意見交換の中で，子どもたちがＩＣＴを積極的に活用できる環境を整えて，

表現力を育成する教育が必要であるという主旨の発言がありました。素案には，そこまで

具体的には記載されていませんが，そうした教育が大切であるということは十分に表れて

いると思います。私も，新たな技術を学校教育において扱うことは必要なことだと思いま

すが，同時にそれを使う人間の人間性に係る教育が欠かせないと思うのです。今日，世の

中で生起している問題を考えたとき，人間性が育っていない人間が，技術だけを身に付け，
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その技術を誤って使用したことに原因を求められることが多々あると思います。子どもが

技術を駆使できるように教育すると同時に，それを使える人間性を育てますという姿勢が，

残念ながら，素案から十分には伝わってまいりませんでした。素案５５ページ，施策の方

向性「豊かな心の育成」には，道徳教育について記載されております。道徳教育はとても

大事ですが，人間性の育成については，道徳教育だけでなく，学校の教育活動全体，あら

ゆる場面を通じて行い，教員もそのことをさらに意識して子どもたちに関わることが大切

だと思います。

もう１点，いじめに関連して意見を申し上げます。素案４９ページ，施策の方向性「子

どもたちの健全な生活を守りぬく環境づくり」を御覧ください。４９ページには，いじめ

の予防や対処に関する取組が記載されていますが，学校で実際にいじめが起こったとき，

一番大切なのは組織のリーダーとしての学校長の存在です。この素案には「チーム学校」

という言葉が出てきます。その意味するところは，学校外の人材も含めて「チーム学校」

として各種事案に対応するということですが，いじめのように学校内で起こることの多い

事案について大事なことは，発生の初期段階で，まず，学校長を中心に「チーム学校」と

して教職員が一丸となって向き合うことだと思います。４９ページ，１つ目の項目にある

「学校いじめ防止対策組織が中核となり」という言葉がこのことを意味していると理解し

ておりますが，受け取る印象が弱いように思います。

会長

いじめに関する御意見がありましたので，私も一言だけ，発言させていただきます。素

案４９ページ，「教育相談体制の充実」における最も下の項目に「『２４時間子供ＳＯＳダ

イヤル』電話相談について，学校や家庭への周知を図ります。」とあるのですが，全国的

に電話相談自体は激減しています。従来からの手法である電話相談だけでは限界が見えて

いるという状況ですので，それに変わる方策，鳴門教育大学においてもＳＮＳ等の新たな

方策を検討しているのですが，何か考える必要があるのではないでしょうか。

皆様も，まだまだ御意見があると思いますが，予定の時刻になりましたので閉じさせて

いただきます。次回，第４回審議会は，第３期振興計画の中間取りまとめを行いますので，

よろしくお願いします。その第４回審議会につきまして，事務局から説明をお願いします。

事務局

事務局から，第４回審議会につきまして御説明いたします。９月に入りますと，県議会

が開会し，県民の代表であります県議会議員の皆様にも第３期振興計画について，御意見

をいただく機会が予定されております。次回，第４回審議会におきましては，本日委員の

皆様に御審議いただきました内容，及び県議会議員の皆様方から頂戴いたします御意見等

を踏まえまして，第３期振興計画の中間取りまとめ（案）を御提示させていただきます。

事務局からの連絡は以上でございます。

会長

以上で，本日の議事を終了いたします。皆様方の御協力に感謝いたします。ありがとう

ございました。


