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第４回徳島県教育振興審議会 会議録

１ 日 時 平成２９年１０月２３日（月） 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 １６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）」中間取りまとめ（案）について

〈意見交換〉

会長

みなさん，本日はよろしくお願いします。秋の長雨，さらに台風の接近と，天候は必ず

しもよくありませんが，風邪など召されていませんでしょうか。

本日の会議では，事務局から提出されております第３期振興計画の中間取りまとめ（案）

につきまして，委員の皆様に御審議いただきます。この中間取りまとめ（案）につきまし

ては，本日，委員の皆様に御審議いただいた後，事務局において修正を加えまして，中間

取りまとめとして公表し，パブリックコメントを募集する予定と聞いておりますので，本

日の審議会では，より良い中間取りまとめ（案）になりますよう，十分な御論議をお願い

いたします。それでは，議事に移ります。まず，事務局から第３期振興計画中間取りまと

め（案）の全体概要について説明していただきます。そして，その後の審議では，委員の

皆様に，素案からの変更点をはじめ，様々な観点から御意見を頂戴したいと考えておりま

す。では，事務局から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）」中間取りまとめ（案）について

会長

それでは，意見交換に移ります。自由に御意見を頂戴したいと思います。いかがでしょ

うか。

委員

中間取りまとめ（案）４７ページ，「学校保健の充実」の３番目の項目に，「警察，医師

会，学校薬剤師会等の関係機関と連携」するとあります。最近，地球温暖化の影響もあり，

児童生徒の健康を考慮して，教室にエアコンを整備する学校が増加しています。学校薬剤

師会に所属する知人によると，学校では児童生徒の健康を保護する目的で学校環境衛生検

査が行われているということでしたが，その検査結果では，ホルムアルデヒド等の数値が

高い教室があり，窓を開けて換気するということを条件に基準を満たしているとする場合

があると聞きました。教室へのエアコンの整備は，換気するという条件と逆行します。こ

の点に関して，将来的な対策を考える必要があるのではないでしょうか。

委員

消費者教育に関する３２ページの加筆部分は，第３回審議会における私の意見を踏まえ
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ていただいたものだと思います。反映していただき，ありがとうございます。

そこで，表現に関してお願いがあります。この文章は，消費者トラブルを回避するため

に金銭・金融等に関して知ることが重要であると読むことができ，守りに重きが置かれて

いると思います。もちろん守りは重要ですが，一方で，新しい金融商品は利活用すること

により強みになる，金銭・金融等に関する知識は生きる力になると思いますので，そうし

た観点からの表現を盛り込んでいただきたいと思います。

委員

４８ページ，施策の方向性「生命・絆の大切さに関する教育の推進」の説明文を拝見し

ますと，中学・高校生に対して，「妊娠・出産に関する知識や情報を提供」するであると

か，「子どもを生み，育てることの意義，子どもや家庭の大切さについて理解を深める取

組を推進します。」とか記述されています。一方，「今後の取組」を拝見しますと，１つ目

の項目はいじめについて，２つ目は道徳教育，３つ目は高齢者支援に関する内容になって

います。そこで，「施策の方向性」に見合った内容を追加してはどうかと考えます。現在，

少子化や，子どもへの虐待等が社会問題となっています。中学生や高校生に対して，将来

の生活設計の中で直面すると思われる生命や性に関する問題をしっかり考えさせる，男女

がお互いに尊重し合う心や子どもに優しく接する心を育むことは非常に大切です。実際，

学校では幼稚園や保育所へ行き，子どもと触れ合う体験などを取り入れていますので，知

識・理解とともに，実践的な取組を含む内容を盛り込んでいただきたいと思います。

委員

我々委員は，多様な職種，多様な立場から集まり，過去３回の審議会において多様な意

見を発言してまいりました。本日，示されました中間取りまとめ（案）を拝見しますと，

我々の意見をうまく取り入れてくださっており，計画としてまとまってきたというのが素

直な印象です。また，今回，巻末には新しく用語解説を掲載していただき，計画の内容が

非常によくわかるようになりました。事務局が大変な御苦労をされていると思いますし，

そのおかげで本当に徳島らしい，教育振興計画ができつつあるなと思います。

もしまだ間に合うのであれば，１つだけ，お願いしたい部分があります。６６ページ，

施策の方向性「徳島発，世界を体感できる環境づくり」を拝見すると，「英語力の向上」

であるとか，「生きた英語に触れる機会の創出」であるといったことなど，英語圏を重視

した取組が並んでいます。英語は世界の共通語とも言われ，大切であると認識はしていま

すし，英語圏の人たちとの触れ合いは貴重な体験だと思います。ただし，その上で，ヨー

ロッパ等の異なる言語圏の人々との交流も重要だと思うのです。例えば，徳島であれば，

新聞報道で，ドイツや台湾の高校生と交流をしたといった記事を拝見することがあります。

英語圏だけでなく，幅広い国々との交流，文化に触れることは重要ではないかと思います

ので，ドイツや東南アジア等の国々との交流について，今後，拡大することが重要ですと

か，充実します，といった内容を記載してはいかがでしょうか。

会長

県教委として，ドイツとか，カンボジアをはじめ東南アジアとの交流実績があることは，

私も存じ上げておりますので，「今後の取組」の記載について検討をお願いします。また，

今の御意見にもありましたように，事務局は，審議会の議論を踏まえて，本当にうまくま
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とめてくれていると思います。

委員

前回の審議会において，キャリア教育について，職場体験だけではなく，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いった主旨の拙い発言を

いたしました。中間取りまとめ（案）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，「一人ひとりの発達を踏まえたキャリア形成と自己実現に向けて，

将来の生活や社会と関連付けながら，見通しをもったり，振り返ったりする機会を設ける」

という記述を加筆していただき，すごくありがたく思いました。さらに，用語解説におけ

る「キャリア教育」の項目を拝見しますと，的を射た説明がなされていました。この説明

を読むと，職場体験をする担当者だけがキャリア教育について考えたらいいのではなく，

小学校１年生から中学校３年生まで，あるいは職業に就くまでの間，その段階その段階の

キャリア教育が必要だということが，非常によく理解できました。

委員

５８ページ，施策の方向性「将来を担う若者への主権者教育の充実」に関連して意見が

あります。昨日，衆議院議員選挙が投開票されましたが，徳島県の投票率は全国平均には

届いていませんでした。選挙権年齢が引き下げられたことに伴い，近く有権者となる高校

生に主眼を置いた主権者教育は重要だと思いますが，一方で，主権者教育を十分には受け

ていない私たちの世代，親世代に対する教育も必要だと思います。主権者教育について，

子どもを通して親も学ぶといった記述を加筆してはどうでしょうか。

委員

４９ページ，「教育相談体制の充実」の３番目の項目に，「スクールソーシャルワーカー

の拡充を図ります。」と明記されています。現在，私の勤務校でも関わっていただいてい

ますが，スクールソーシャルワーカーの細かい支援は非常に効果的ですので，ぜひ拡充に

努めてほしいと思います。前回の第３回審議会では，「人権教育の推進・充実」をお願い

しました。５０ページ，３番目の項目には「人権教育研究指定校での研究発表」といった

教育実践，４番目の項目には「徳島県人権教育指導員制度」といった事業名が記載されて

います。さらに６番目の項目には「人権教育の総合的な取組」とあります。人権問題の解

決には，学校教育，社会教育を包括した取組の推進が必要です。継続した取組をお願いし

ます。

また，中間取りまとめ（案）にはＩＣＴという言葉がたくさん出てまいります。私は，

小学校長会の役員をしておりますので，その立場から申し上げますと，市町村間で情報機

器の整備にばらつきがあるという現状があります。この点について，県教育委員会からも

支援をしていただければありがたいと思います。さらに，ハード面に加えて教員の指導技

術についても課題が多くあると思います。５１ページ，「教職員の資質能力向上」の５番

目の項目には「授業等において，タブレット端末等を取り入れた指導ができるよう」とあ

ります。教員研修等の充実をお願いするとともに，学校現場には，今まさに，タブレット

端末が整備されつつあるのですが，使用するに当たって校内の環境が整っていないという

状況もあるようですので，振興計画の実現に向けた取組を期待します。
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会長

スクールソーシャルワーカーにつきましては，スクールカウンセラーとともに，全体的

に見て高く評価されていると思います。一方で，大学や文部科学省，厚生労働省の課題で

あると思いますが，人材育成が追いついていないという現状があります。また，勤務形態

についても改善の余地があると思われます。しかしながら，「チーム学校」の有力な一員

であることは間違いありませんので，教職員とともに一丸となって学校における問題解決

にあたってほしいと思います。

委員

４８ページ，施策の方向性「質の高い幼児教育の推進」の４番目の項目に，「幼・小・

中学校の教員」の相互交流であるとか，「幼児期と児童期の円滑な接続」について再掲と

いう形で加筆していただきました。こうした内容を記載いただくことで，これを目にする

教職員一人ひとりが改めて意識することができ，取組につながるものと思っております。

また，１番目の項目には，平成２９年３月告示の「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼

保連携型認定こども園教育・保育要領」について述べられています。２１ページにありま

す幼児教育に関する「課題」にも，「共通の方向性をもって保育・教育にあたることが求

められています。」と表記いただきました。このように，幼児期における教育及び保育を

整合性をもって進められるようになったことには，大きな意義があると思います。さらに，

本県には「徳島県幼児教育振興アクションプランⅡ」もあります。教育振興計画やアクシ

ョンプランの記載内容は，徳島県の幼児教育の充実発展につながる文言だと思います。

会長

この振興計画をうまく活用していただけるという主旨の御意見をいただき，私自身，非

常に嬉しく思います。

委員

１点，質問がございます。３８ページ，４番目の項目に「ビッグデータ等を活用したＩ

ＣＴによる個に応じた学習を推進」とあります。これは，ビッグデータを子どもたちが活

用するという意味か，それとも県教委や学校の先生方が活用して，その趨勢等，何らかの

ものを見いだして教育に活用していくという意味か，教えてください。

事務局

ビッグデータに関しましては，子どもたちの学習活動等から得られますデータを，県教

育委員会が活用して，子どもたちの教育に生かせるものがないかということを検討するも

のであります。

委員

少し意見を補足いたします。例えば，ビッグデータやＡＩのデータ解析を活用すると，

算数のある問題で誤答した子どもについては，思考にこのような傾向があるので，対策と

してこのような問題をやるべきであるというように，学習を一からやり直すのではなく，

その子の不得意分野に応じた効果的な問題を直接的に提示できるようになります。これが，

「個に応じた学習」の意味するところです。愚直さも大切ですが，科学技術は進んでいま
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すので，ビッグデータやＡＩを活用して効果的な学習を推進することも重要だと思います。

会長

具体的な説明をしていただき，「ビッグデータ等を活用したＩＣＴによる個に応じた学

習を推進」という文章の意味するところが，よりわかりやすくなったように思います。

委員

学校の教育活動を推進していくためには，ＰＴＡの皆様方の理解と協力は欠かせません。

そのため，機会を捉えて，御意見や御要望をお聞きする時間を取るよう努力しています。

本日も，徳島市内の小・中学校のＰＴＡ会長と懇談する予定があります。そこで，懇談で

話題としたい事項について，あらかじめ問合せていたところ，５項目，挙げられました。

簡潔に申し上げますと，いじめ・不登校，トイレの洋式化，防災教育，教職員の負担軽減，

そして楽器等備品の充実という内容です。

保護者の方と話をしていますと，特にいじめの問題については非常に高い関心を示され

ます。４９ページ，「教育相談体制の充実」の最初の項目に，「学校いじめ防止対策組織を

中核として，校長の強力なリーダーシップのもと」と加筆していただいたことは，学校の

姿勢を示す言葉と感じられて，保護者の方々は安心感を持つと思われます。同じページの

下段に加筆されました自殺予防に向けた取組についても，同様です。保護者は，思春期の

子どもが悩んでいる状態を見て，自殺するのではないかという不安を覚えることもあるそ

うです。こうした内容を振興計画に盛り込むことは，大切なことであると感じております。

会長

学校いじめ防止基本方針については，国の「いじめの防止等のための基本的な方針」が，

去る３月に改定されたのを受けて，児童生徒や保護者，地域住民への積極的な周知が求め

られるようになりました。元をたどりますと，１９９０年代，イギリスにおいていじめが

社会問題になった頃，各学校でいじめ防止の基本方針を打ち出しましょう，そして学校は

その防止に向けて本気で取り組みましょうという主旨の通達が出されました。イギリス，

さらにアメリカの学校でも，学年当初にいじめ防止の方針を打ち出すようになった結果，

非常に効果的であったということを受けて，日本でも取り入れられたわけです。今年度当

初は，国の方針が改定されて間もなかったものですから，いじめ防止基本方針を前面に出

す学校は多くなかったのですが，来年４月，各学校が本気の取組を示してくれることを，

私自身，大いに期待しているところです。

ところで，教職員の負担軽減についてもＰＴＡにおいて関心があるということでしたが，

補足する御意見はありますか。

委員

私自身，長年，学校現場で勤務し，多くの先生方の仕事ぶりを見てまいりました。その

経験から申し上げると，頑張りすぎて自分の仕事を作り出している先生も結構おいでます。

熱心に取り組めば際限のない仕事ですので，管理職から教職員の方々に，仕事と生活のバ

ランスを図るよう話していただくことが，現実的な対応だと思います。

文部科学省では，３千人を超える教員の加配を提案しているようですが，全国の学校数

を考えますと，各学校の教員が急に増えることはありません。先生方が自身の仕事を再検
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討するとともに，学校の中で仕事の平準化を図るなど，組織として教職員の負担軽減に取

り組むよう，校長先生方にお願いしているところです。

委員

５２ページには，施策の方向性として「教職員の負担軽減と経営感覚の醸成」という項

目があります。ここでは具体的に，統合型校務支援システムの導入であるとか，アンケー

トや調査等の削減とかが盛り込まれており，こうした部分での負担軽減が進みますと，児

童生徒や保護者の方への支援に専念できるようになると思います。

教職員の負担ということでは，小学校における外国語の教科化があります。教科が１つ

増えるわけです。従来は，外国語活動として，内容的にはコミュニケーションを中心に楽

しく外国語を学ぶということでしたが，教科化されることにより，文字や語句，文法的な

学習等，教育内容も高度なものになります。そうなると，教材研究も欠かせません。そこ

で，英語の専科教員や支援員，ＡＬＴなど支援をしてくれる人が少しでもいれば，小学校

教員としては相談ができて負担軽減につながると思います。

その外国語科に関連して，１点お願いがあります。中間取りまとめ（案）１０ページに，

「外国語（英語）」という表記があります。一方，６６ページ，施策の方向性「徳島発，

世界を体感できる環境づくり」における表記は「英語」となっていますので，表現の統一

を図るべきではないかと思います。御検討ください。

会長

教職員の負担軽減に関して，現在，文部科学省において「学校における働き方改革特別

部会」が設けられています。鳴門教育大学からも委員が選出され，議論に参加しています。

そこで取り上げられている負担軽減策には，今，御指摘のあったサポート要員の充実もあ

ります。更には，学校の部活動の在り方をどうするべきかという議論もあるそうです。せ

っかくの機会ですので，部活動に関して皆様方の御意見をお聞かせください。

委員

小学校では部活動という形ではなく，社会体育としてスポーツ少年団の方に指導をお任

せをしているのが現状です。そういった形式でも，月に１度，指導者の方と本校の教員と

が話し合う場を設けています。体育館や運動場の使用についてのほか，子どもの指導上の

課題も話題となります。社会人の方が学校で指導する場合でも，子どもの生活指導の面に

ついては，学校と連携を図る必要があると思われます。

委員

私は中学校での勤務経験があります。中学校での部活動指導は確かに大変ですが，私が

知っている先生方は，皆さん，部活動指導に全力を注いでいました。自ら専門とする競技

とは異なる運動部活動の顧問となって，一生懸命，指導方法を研究する先生もいました。

ですので，部活動の指導を外部指導者に委託することには抵抗がある先生もいると思いま

す。外部指導者が教員と同じような目線で子どもと接してくれるとは限らず，暴言とか暴

力の問題も発生するかもわかりません。そうした場合，学校側が両者の間に入る必要があ

り，結局は教員が指導にあたるのと同じくらいの労力が必要になるとの思いもあります。

部活動指導についても，管理職のリーダーシップが問われていると思います。
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ただし，部活動指導だけが，教員の負担増大の要因ではないと思います。

委員

小・中・高等学校で勤務されている先生方は，部活動だけに限らず，放課後の生徒指導

であったり，家庭環境の問題であったり，子どもを取り巻く様々な事案に関わっています。

家庭の教育力が期待できない場合に，何か問題が発生すると，学校で何とかしてください

という形で，学校に次から次へと社会の問題が持ち込まれている現状があります。そうし

た場合でも，先生方は子どもの成長を一番に考えていらっしゃるので，本来業務ではない

と思われることについても，いとわず教育活動に取り組んでいます。先生方の負担軽減策

を考えた場合，例えば文部科学省などが，ここからここまでが学校が責任を持っていただ

きたい部分であり，それ以上の部分については先生方が教育のために，自らが進んで活動

をしてくださっている部分なので，無理がかかる部分ですよと明確に発信する，そうする

ことにより，先生方は非常に働きやすくなるのではないかと思います。

委員

中学校，高等学校の先生方の超過勤務に占める時間数が多いのは，部活動の指導だと思

います。部活動は，それが子どもたちのためになるということで，生きがいにされている

先生もいらっしゃいます。しかし，顧問となった部活動に関する専門性を持っていない先

生等にとっては，負担になっていることは否めません。今，外部指導者の活用という話題

も出ていますが，結局，外部指導者の方にお願いをしても，最終的な責任を持つのは学校

です。何かトラブルが発生すれば，学校が対応しなければいけないとなると，先生方の負

担になってしまいます。思い切って社会体育に切り替えるというのも，１つの方法ではな

いかと思いますが，それには非常に難しい判断を求められます。何かを変えないと，部活

動指導に関わる教員の負担の問題は，継続すると思います。

委員

私は，実際に学校現場で部活動の指導に従事しています。私の中では，学級経営や授業

と同じように，部活動の指導は，従事して当たり前と思っています。先程来，御意見にも

ありましたが，私自身はすごくやりがいを持って部活動の指導にあたっています。確かに

教員１人で，その部活動のすべてを見るということは負担にもなります。そこで，私は，

外部指導者と共に１つのものを創り上げていくという方法が適していると考えています。

実際，私たちは，自らの勤務校にとらわれず，県内において，同じ種目に取り組む選手を

抱えている先生方と集まって，全国大会を目指しています。専門的な種目に特化した塾の

ような感覚です。多くの知識を持った指導者に囲まれた中で生徒を育てていく，それに対

して生徒も向上心を持ち，先生方の意識も高まります。皆様方の御意見の中で，自らの専

門種目と異なる種目の部活動を担当することになった場合の話がありました。私自身，そ

れが仕事ということであれば，全力を注ぎたいと思っています。しかし，子どもたちの立

場からすると，目指すものが高ければ高いほど，専門性を有した指導者の意見は，絶対，

必要であると思います。外部指導者にすべてを任せるのではなく，教員が１人で抱えるの

でもなく，外部指導者と教員が共に，１つの目標を持って部活動指導に取り組むことが必

要であると思います。
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委員

３０年程前にも部活動の指導に関連して，学校の先生の負担が重すぎるのではないかと

議論になったことがありました。そこで，当時の文部省が，全国の保護者，教職員，２万

人程度を対象にアンケート調査を実施いたしました。先生方の意見は，部活動を外部指導

者に任せることに対して半数程度の賛成意見があったと思います。教員は，子どもたちの

学習指導等に専念すべきという考えです。外国では，それが一般的であるという実態もあ

ります。新聞等では，部活動は外部に委託という内容の見出しもありました。ところが，

保護者のアンケート結果は異なりました。９２，９３％の保護者が，部活動の指導は学校

の先生方にお願いしたいという結果でした。理由としては，普段の子どもたちの生活をよ

く知っている，そういう人に指導してもらいたいという意見が圧倒的であったと思います。

こうした実態もあり，結果的に，部活動の指導は学校の教員が担うという形で落ち着いた

という記憶があります。現在も，そういう思いが保護者の間には強くあって，教職員の負

担になっているという事実はありますが，外部に任せるのは困難であると感じています。

以前，県内のある地域で，いくつかの小学校が荒れたことがあったとお聞きしました。

警察やサポートチーム，県教委等の専門家の方々に，生徒指導の面でずいぶん助けていた

だいたそうです。では，そうした子どもたちが中学校に進学した後はどうであったかとい

うと，すごく落ち着いたというのです。中学校がどのような対応をしたのかと聞くと，当

該生徒すべてを同じ部活動に入部させたということでした。部活動には，こうした効果が

あることも事実だと思います。

徳島市内の先生で超過勤務が１００時間を超えている方は，先月９月は３０名でした。

内訳は，小学校１名，中学校２９名です。中学校２９名について，精力的に部活動指導に

取り組んでいる先生方を数えると，その半分程度でした。つまり，超過勤務の長い先生方

に着目した場合，部活動指導を要因としない方もいるわけです。学校行事の企画や，進路

指導に従事している先生方などです。教職員の長時間労働を解消するためには，部活動だ

けではなく，学校組織全体で仕事を平準化するような取組が必要であると考えています。

委員

ＰＴＡの立場から，教職員の負担軽減について意見を申し上げます。ＰＴＡでは，毎年，

教育長さんに対して要望書を提出するのですが，その内容として最近増加しているのが，

部活動についてです。山間部や県南部に位置する学校からは，生徒数の減少にともない，

部活動の維持が困難となり，他校と合同チームを結成しないと大会に参加できないという

事情を訴える要望があります。個人的には，学習活動等よりも，部活動のことに熱心であ

る会員について違和感があったのですが，先程のお話にもありましたように，スポーツに

打ち込んでいれば悪いことをしないからいいという考え方をする保護者もいるようです。

海外と比較いたしますと，日本の先生方は，授業よりも，授業以外に費やしている時間が

長いことがデータからも明らかで，この部分が教員の負担になっているのだと思います。

教職員の負担軽減策の１つとしては，何かあれば学校に任せようとする保護者の意識を

変えることが必要です。その意味で，５６ページ，施策の方向性にある「家庭教育支援の

充実」は大切だと思います。５６ページには，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，昨年から各学校の研修会に参加しているのですが，意識

のズレを感じています。研修会終了後の感想には，同じクラスの保護者と初めて話ができ
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ました，知ることができて良かったですという回答がずらずらと並ぶのです。子どもに関

して，同じクラスの保護者と話さえできていない状況では，この審議会で話題となってい

ることについて家庭に期待することは難しいと思います。５６ページに記載された家庭教

育に関する「今後の取組」を推進することにより，家庭教育をレベルアップさせることが

教員の負担軽減につながるのではないでしょうか。

コミュニティ・スクールにおいても，学校とＰＴＡ，地域とが意見交換しているのです

が，その内容は遠慮気味であるように思います。より一体となって子どもたちを育むよう

な体制づくりを進める必要があります。

委員

先生の負担をいかに軽減していくかということが，議論として取り上げられています。

加えて，学校におけるＩＣＴの利活用についても，論じられることが多くなっています。

ＩＣＴの効果的な活用は，先生の余裕を生み出すためにも，児童生徒の効率的な学びのた

めにも重要だと思うのですが，導入の時には，手間を増やすということがよくあります。

導入時の時間コストが結構かかって，利用者側からすると，今でさえ忙しいのに，また新

しいことをする必要があるのかということになりがちです。しかし，これまで使用してき

たパソコンと，新たに導入が進んでいるタブレットは，使用方法に違いはありますが，本

質的な部分は全く同じなのです。この点について理解のない人ほど，新しい機器に対して

一から全てを覚えようとします。そこで提案ですが，新学習指導要領ではプログラミング

教育を実施するということですので，一度，先生方もプログラミングに挑戦してはどうで

しょうか。その経験によりコンピュータの動く仕掛け，原理がわかると，後はその理解の

上に，新しいことだけを学べばいいだけです。全部を新規で覚える必要はなくなります。

幸い，本県にはサテライトオフィスを含めてＩＴ関連企業が多く立地していますので，協

力を依頼してはいかがでしょうか。

もう１点，提言いたします。この度，本県発の取組であるデュアルスクールが，全国知

事会主催による，都道府県の優れた政策を表彰するコンテストにおいて，最も優秀な政策

に贈られる先進政策大賞を受賞しました。まずは，そのことに対してお喜び申し上げます。

私も，この取組に少なからず携わらせていただいておりまして，その中で感じたことがあ

ります。この事業を利用して，一時的に美波町の小学校に転入した児童の母親から聞いた

話ですが，美波町での滞在中，自らは仕事に従事しながらではありながら，子どもと向き

合う時間が１日３時間も増えたというのです。２週間滞在したとして，徳島に来るだけで，

３時間×日数，子どもとの時間が増えるということは，すごく意義あることだと思います。

さらに，その母親は，自分の子どもが友だちを家に連れて来るということを初めて見たと

いうのです。東京で生活している時は見ることもなかった子どもの行動に接することがで

きて，すごく喜ばれていました。これは，母親や子どもが得たメリットですが，児童を受

け入れた美波町にも大きな変化がありました。今回，美波町では，２０数年ぶりに子ども

神輿が復活した地区があります。東京から来た児童に子ども神輿を担がせたいという地域

のプライドみたいな部分が働いて，子ども神輿が復活したそうです。これは，教育分野の

守備範囲外かもしれませんが，地方創生とか地域活性化という観点からすると，東京から

やって来た１人の子どもが与えたインパクトは，非常に大きいものでした。

そこで提案ですが，デュアルスクールについて情報発信に努めるとなると，組織の常と

して，どうしても教育の分野・観点からということになりがちです。現在，国の方では，
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一億総活躍だとか，女性の社会参画が叫ばれています。女性が子どもと過ごす時間を失わ

ずに仕事ができるというのは，女性の社会参画につながり，一億総活躍の一歩だと思うの

です。そうなると，デュアルスクールのＰＲ先は，教育行政を対象とするのではなく，実

は経済産業省であったり，お祭りという観点からは，もしかすると文化庁であったりする

のではないでしょうか。教育という観点から情報発信することは当然あっていいわけです

が，一億総活躍，女性の社会参画に着目すると，教育以外の観点からＰＲするほうが効果

が高いと思われますので，検討してはいかがでしょうか。

会長

デュアルスクールの情報発信に関する御提案は，本県が推進する消費者庁の誘致とも関

連する貴重な意見であると思います。

委員

今，プログラミング教室の話題が出ました。神山町広野小学校では，昨年度，総務省の

事業指定を受け，サテライトオフィスで働く方々が講師となり，児童を対象に指導をして

いただきました。そのような縁もあり，神山町で働くテレワーカーの方々と，保育所から

高校までの先生が集まって食事をする機会がありました。その時に，若い先生が，子ども

たちではなく，私たちにプログラミングの授業の仕方を教えてくださいとサテライトオフ

ィスの方にお願いしたところ，僕たちもそれは大切だと思うと仰っていただき，この１２

月か１月，小学校の先生を対象に実現することとなりました。問題はそこから先です。講

師料などに，おいくらかかりますか？って伺うと，２時間で，普通は６万円か７万円です

との回答でした。こうした取組を継続しようとすると，当然お金が必要になります。学校

には，自由に使えるお金がありません。神山町は，そういう取組にも少しずつ予算をつけ

てくださるようになって，学校も活動できるようになっていますが，ＩＣＴに関する取組

を推進するには何事もお金がかかるということを学校は理解する必要があります。神山町

の事例のように，お願いすることで道が開ける場合もあるのですが，越えなくてはいけな

い課題もたくさんあると認識したところです。

委員

スポーツの観点から意見を述べます。６８ページ，「競技力の向上」の今後の取組にあ

るように，「一貫指導体制の構築と優秀な指導者の育成を目的とした『徳島育ち教育向上

プロジェクト』」に，現在，取り組んでいるところですが，一方で，今，整形外科を受診

している小学生，中学生，高校生は，すごく多い状況です。その原因の１つが，日々の食

事にあると思います。給食など学校における食育は推進されていますが，家庭での食生活，

食育が手薄であるように思います。中学生，高校生も，四国大会，全国大会を目指してハ

ードなトレーニングをする場合があるのですが，身体ができていない状態ですと，故障に

つながるというのが現状です。そこで，指導者が食事について勉強する必要が生じていま

す。毎日の食生活や栄養摂取の大切さについて，家庭まかせにするのではなく，指導者が

子どもたちに伝えなければいけない状況です。実際，子どもたちの栄養摂取についてデー

タを記録している先生もいらっしゃいます。徳島県から選手を育成するためには，子ども

たちの食生活も課題の１つとして考えなければいけないと思います。
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委員

昨日，台風２１号が本県に接近しておりましたので，私は防災士として，勤務する社会

福祉施設を守っておりました。そのため，昨晩は，教育振興計画をじっくりと読む時間が

ありましたので，丁寧に読ませていただきました。

まず，台風に関連いたしまして防災教育の推進について申し上げると，これは南海トラ

フ巨大地震等に対する備えも含めて重要です。重点項目Ⅰ，推進項目③には「災害を迎え

撃つ防災教育の推進」として，今後の取組を盛り込んでいただいております。これまでの

審議会で私が質問いたしました教員配置についても，中間取りまとめの２８ページでは，

防災スペシャリストティーチャー養成について，平成２９年度データに修正されています。

これによりますと，防災スペシャリストティーチャーを４２名配置しているということで

す。全国的に見ても防災士がこれだけ配置されているのは，まれではないかと思います。

そこで，せっかく「用語解説」を作成していますので，「防災士」という言葉を必ず入れ

ていただきたいと思います。「防災士」という言葉の普及啓発に努めていただき，地域の

方，県民の方の理解を得て，その認知を高めたいと思います。

同時に，４８ページに記載いただいた「認知症サポーター」，この文言も「用語解説」

に入れてください。高齢社会である我が国では，まだまだ，認知症サポーターを養成する

必要があります。私も認知症サポーター養成講座の講師として，今週金曜日にも小学校の

ＰＴＡの方々に講習を行う予定です。「認知症サポーター」という言葉と，その証である

オレンジリングを，学校教育の現場から発信することは有意義だと思うのです。関連して

５３ページには，今回，「経験豊富な高齢者をはじめとする」という文言を入れていただ

きました。本当にありがとうございます。高齢社会において，おじいちゃん，おばあちゃ

んを大切にしながら，子どもたちが学ぶことは重要です。新しい技術を学ぶことも必要で

すが，長年，生きていらっしゃる方々から学ぶことは絶対にあります。その教育というの

は，豊かな心を育むためには，忘れてはならないことだと私は考えています。

最後にもう一点。教育振興計画では，徳島ならではの教育という視点を，もっと強調す

べきであると思っています。先程，御意見のありました先進政策大賞を受賞した「デュア

ルスクール」，この言葉も強調すべきです。更には「エシカル消費」，この言葉も「用語解

説」に入れてください。地方創生という観点を，教育の分野・観点から盛り上げていく。

未来ある子どもたちに，こうした視点から教育することは大切であると思いますので，ぜ

ひこの視点を忘れないように，よろしくお願いいたします。

会長

今回，「用語解説」を掲載いただいて，非常にわかりやすくなったと思っていましたが，

今の御意見にありましたように，徳島ならではの取組に関する用語を補足することにより，

振興計画自体が，さらにバージョンアップすると思います。

委員

先程，子どもの教育に関わる者の，それぞれの役割がもっと明確になればいいという主

旨の意見がありました。中間取りまとめの４ページに，「計画の推進体制」として各役割

を一覧にした表が掲載されていますが，わかりやすくて良い表だと思いました。子どもた

ちを取り巻く環境というのは，家庭や地域をはじめ，いろいろな方々が関わっていること

を，改めて実感したところです。この表について，さらに補足できる部分があるようでし
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たら，追記していただきたいと思います。

また，外部講師の方に何かをお願いすると費用がかかるというお話もありました。相手

にどのレベルの内容を求めるかということとも関係しますが，例えば，プロボノと言いま

して，高いスキルを持った方が，ボランティアで活動している団体もありますし，ＮＰＯ

の中には子どもたちへの教育を事業理念に掲げている団体もあります。こうした団体と学

校とが，実際に取り組まれている事例があることを，私も耳にしたこともありますので，

そういう好事例を，他の学校と共有できるような機会があると，先生の負担軽減につなが

るのではないかと思います。

もう一点，申し上げます。６６ページ，施策の方向性「徳島発，世界を体感できる環境

づくり」を拝見すると，「英語でコミュニケーション」を図るなど，英語力が前面に出た

記述となっています。私の個人的見解ですが，英語でコミュニケーションを図るためには，

まず，自分の言葉で自分の意見が言えるということが必要だと思うのです。その上で，英

語圏はもとより，いろいろな方とコミュニケーションを図るためには英語力を身に付ける

ことが大切です，というメッセージを発信していただけると良いのではないかと思います。

施策の方向性の説明文にある「総合的な人間力を高め」という表現が，このことを意味し

ていると推察いたしますが，御検討をお願いします。

会長

教育振興計画の中に好事例をどう盛り込むのかというのは難しい問題かもしれません。

計画とは別に考えることも含めて，徳島のある学校では，こんな取組で頑張っていますと

いった好事例を，生かす機会があればいいと思います。

委員

私も，４ページに書いてあります表について，学校だけではなくて，県，市町村，家庭，

地域等の全てで子どもを育てるという内容が，ここに明記されているのは非常に良いこと

だと思います。現状では，保護者があまりにも学校に多くのものを求めすぎています。家

庭で教育，しつけておくべきことを，学校の先生に全部お願いしているという状況です。

ここは早めに是正をして，家庭には家庭の役割があるということを，小学校入学時に，保

護者に対してはっきりと言う必要があると思います。

私が外国留学していた時期の経験をお話しします。そこは，アメリカ合衆国でも北に位

置し，９月下旬から雪が降り始め，冬はマイナス２０度ぐらいまで気温が下がる地域です。

アメリカの小学校では基本的に体育の授業はなく，子どもが集まって野外活動をする時間

が多少あります。ある時，息子が通っていた小学校からお知らせが配付されました。その

内容は，野外活動の時間があるが，寒くなり，雪も降ったりするので，手袋と毛糸の帽子

等の防寒具を，親の責任で用意してほしいと。寒い地域ですので，うっかりすると凍傷に

なるわけですね。そうした場合でも，学校は一切，責任を持ちませんというわけです。親

としては，早速スーパーに行って必要なものを買い，子どもにも手袋を脱いではいけない

といったことを言い聞かせたんですが，基本的には，そうあるべきだと思うんですよね。

部活動も同じです。あまりにも担当の先生に親は期待しすぎです。体育系の部活動に入部

したら，鍛えられて礼儀を備えた子に育つ，あるいは県で非常に良い成績を収めるかもし

れないといった期待です。先生でも，体育の先生以外の方は，スポーツが得意な人もいれ

ば，苦手な人もいるでしょう。得意とする先生は一生懸命に取り組めばいいし，不得意と
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する場合は外部指導者にお願いするのも選択肢だと思います。それによって空いた時間を，

プログラミングや英語等の研修に充てればいいのではないでしょうか。企業や大学，県内

には，鳴門教育大学や徳島大学，阿南高専のような高等教育機関がございます。徳島大学

でしたら，理工学部があり技術系の職員がたくさんおりますから，プログラミングやコン

ピュータ関係については，学校の先生方に最低限のことを教えることは可能です。御要望

がありましたら，教育委員会から大学に申し出てください。協力できると思います。

とにかく，この教育振興計画は非常に良くできていて，文句の付けようがない計画書と

なっています。一方で，みなさんが指摘しているように，先生の負担がどんどん増えて，

勤務時間を調整しようとしても，コントロールできずに，働かざるを得ないというのが現

状です。それを解消するには，仕事量を減らすしかない。教員の負担をどのように減らす

かというのは，皆で考える必要がありますが，加えて，とりわけ家庭の理解と協力が欠か

せないと思います。

会長

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。本日は，「徳島県教育振興計画（第３期）」中間取りまとめ（案）について

委員の皆様から，たくさんの御意見をいただきました。頂戴いたしました御意見につきま

しては，事務局において検討を加え，本日，お示している（案）段階から修正したものを，

会長一任という形で私が確認させていただいて，中間取りまとめとしてパブリックコメン

トを行いたいと思いますが，よろしいでしょうか。

【委員から「異議無し」の声】

ありがとうございます。そのようにさせていただきます。

最後に，事務局から，今後の日程等につきまして連絡をお願いします。

事務局

事務局から，第５回審議会について御説明いたします。１１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，第３期振興計画について，改めて御

意見をいただく機会が予定されております。次回，第５回審議会におきましては，本日，

委員の皆様方に御審議いただきました内容，及び県議会議員の方々から頂戴する御意見，

更には，広く県民の皆様から意見を募りますパブリックコメント等の結果を踏まえまして，

第３期振興計画の答申（案）を御提示させていただきたいと思いますので，よろしくお願

いします。事務局からの連絡は，以上でございます。

会長

委員の皆さん，長時間にわたり御審議いただきありがとうございます。回を重ねる毎に

振興計画がどんどんバージョンアップしているのを，私自身，実感しております。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。


