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第５回徳島県教育振興審議会 会議録

１ 日 時 平成３０年１月１６日（火） 午後１時から午後３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 １９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）」答申（案）について

〈意見交換〉

会長

みなさん，こんにちは。本日は，お忙しい中，第５回教育振興審議会に御出席いただき，

ありがとうございます。昨年の１月に第１回の審議会が開催されてから，早いもので，ち

ょうど１年が経過しようとしております。委員の皆様の御協力によりまして，当初の予定

どおり，本日の審議会をもって，第３期徳島県教育振興計画に係る審議を終えることにな

ります。

本日の議題は，振興計画の答申（案）についてでございます。この後，事務局から答申

（案）について説明をいただきますので，委員の皆様におかれましては，その内容等を踏

まえつつ，第３期振興計画が策定された後の活用方法や，推進体制の在り方などの御意見

をお聞かせいただきたいと考えております。第１回の審議会以降，毎回，私からお願いし

ておりますとおり，本日も，自由闊達な御発言を期待しております。

それでは，議事に移ります。まず，事務局から第３期振興計画答申（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）」答申（案）について

会長

ありがとうございました。ただいまの説明のうち，第４回審議会での各委員からの意見

を踏まえた変更箇所につきましては，前回の審議会で委員の皆様に御了承いただきました

とおり，会長である私の了解の上で，「中間取りまとめ」に反映をいたしまして公表し，

パブリックコメントを実施いたしましたので御承知おきください。

続きまして，そのパブリックコメントの結果について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）」中間取りまとめに係るパブリックコメントの結果に

ついて

会長

ありがとうございました。それでは，これからの意見交換の進め方について私の方から

御説明いたします。ただいま，事務局より概要説明がありました第３期振興計画の答申

（案）につきましては，本審議会におけるこれまでに開催した４回の審議結果を十分に踏

まえた内容になっていると思われます。さらには，県議会におきましても９月と１１月に，
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２回の全議員勉強会が開催され，議員の方々の意見も反映し，計画の内容について了承を

いただいたとの報告が事務局からありました。これらの状況を踏まえますと，答申（案）

の内容につきましては，論議が尽くされたのではないかと思われます。

そこで，本日の意見交換では，第３期振興計画が策定された後の活用方法や，計画を効

果的に推進するにあたっての教育行政機関と学校，家庭，地域等の連携の在り方，また，

この１年間の審議を振り返っての感想や，本県教育に今後，期待することなどについて，

皆様方の考えをお聞かせいただき，ここに集まっている，審議会委員と，美馬教育長をは

じめとする教育委員会事務局員との間で，本県教育に対する思いを共有したいと考えます。

今後に向けての前向きな御意見をお聞かせください。発言は，どなたからでも結構です。

いかがでしょうか。

委員

意見を発言する前に，１点，お伺いしたいことがあります。

これまで当審議会においても，教職員の負担軽減に関する議論が数多く交わされたと思

います。そうした中，徳島県内の市町村立中学校では，教員一人当たり，過労死ラインを

上回る月平均約８３時間の残業をしているという報道が，昨年１２月にありました。これ

に対して，県教育委員会が若手教員中心の検討チームを立ち上げ，教員の多忙化解消に向

けて動き始めたということも報道を通じて承知しております。そこで，こうした動きにつ

きまして，事務局から現状を御説明いただきたいと思います。

事務局

御承知のとおり，教員の多忙化に関しましては，昨年４月，文部科学省の調査結果が発

表されました。これを受けまして，県教育委員会におきましても県内の状況を調査する必

要があるとの認識から，県立学校では昨年８月から，市町村立小・中学校では昨年１０月，

調査を実施いたしました。その結果，すでに報道されていますように，中学校の教員では，

１月当たり８０時間を超える時間外勤務が認められたということです。そのため，早急な

対策を講じる必要があるわけですが，単に教員の業務量を減らせば問題が解決するわけで

はありません。例えば，部活動を例に挙げますと，その指導に教員としてやりがいを感じ

ている，また，当該部活動が学校の魅力になっているという場合もございます。そこで，

教職員の負担軽減策については，学校現場の意見を伺いながら検討する必要があるとの判

断から，今般，「学校における働き方改革タスクフォース」を立ち上げたところでありま

す。このタスクフォースの第１回会議を，去る１２月２７日に開催いたしました。この会

議では，教員の働き方改革に関する国の動向などを事務局から説明し，出席いただいた教

員の皆様には，日頃から感じている多忙化の原因や，その解消方法について自由に御意見

を述べていただきました。今後の会議では，いただいた御意見をもとに論点を整理して，

教員の多忙化解消に向けた方策につきまして議論を進めていきたいと考えております。

委員

ありがとうございました。私たちは，第３期教育振興計画の内容についてここまで作り

上げてきたわけですが，それを施行する現場の教員が疲弊していては，計画は実現できま

せん。ぜひ，タスクフォースで広く議論していただき，より良い教育現場を築いてほしい

と思います。また，教員の多忙化解消については県民も注視していますので，タスクフォ
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ースで何か方策が決定しましたら，県民に周知していただきたいと思います。

続けて，答申（案）に対する意見を述べさせていただきます。私は，前回の審議会で，

「徳島ならでは」の取組に関する用語解説をさらに加えてほしいと申し上げたわけですが，

全て盛り込んでいただきました。他県にはない教育の視点を持った「徳島ならでは」の振

興計画に，「徳島ならでは」の言葉が付け加わり，計画の内容がより充実したと思います。

振興計画の活用方法についてですが，まず，知っていただくということが大切です。一

般に，県が策定する計画，とりわけ分厚い冊子になりますと，県民に全部を読んでいただ

くことは難しいと思います。そこで，計画の内容をかみ砕いて説明できるシンポジウムや

公開講座などの開催を提案します。教職員やＰＴＡの方々，学生等を集め，現在の審議会

にいらっしゃる若くて論説できる委員の方に壇上で語っていただくのです。徳島県教育振

興計画は，対象である子どもにとって夢と希望を持った計画に仕上がったと思っています

ので，それを広く周知してほしいというのが切なる思いです。

委員

例えば，１ページ，２ページには，本県教育の基本方針及び重点項目が記載されていま

す。その重点項目Ⅲにある２つ目の○に「グローカルな人」という言葉があります。そし

て，次に「グローカル」という言葉が登場するのは６８ページの１か所のみです。この「グ

ローカル」について，６８ページでは，「グローバルな視点と地域の視点（ローカル）を

兼ね備えた」という説明がなされていますが，２ページには，そうした説明が省略されて

います。「グローカル」という文言の説明は，２ページにあるべきだと思います。

次に１１ページについてです。ここには「ＩＣＴを活用した教育の推進」として「背景」

「成果」「課題」とあり，その「課題」の最後に情報モラル教育について記されています。

それに続いて「通信状況のトラブル解消や機器利用のアドバイスのための体制づくり，具

体的にはＩＣＴ支援員あるいはＩＣＴ支援アドバイザーの配置が不可欠となります。」と

いった趣旨の文章を盛り込んではどうかと考えておりました。私は，過去の教員経験，ま

た海外での勤務経験を踏まえまして，子どもたちがこれからの世界を生きぬく上でＩＣＴ

が非常に有効であると主張して参りました。そこで，実際ＩＣＴを教育現場に導入しよう

とすると，それは地方自治の問題になります。つまり，導入に必要となる経費を予算化し

て施策に盛り込まないと，計画は絵に描いた餅となってしまうということです。その地方

自治は，ともすれば機器の予算化だけを進めようとしますが，大切なことは，機器を導入

すると同時に，車の両輪として，機器の利用を指導できる人材，支援員を配置することで

す。そのための予算獲得について，財政当局に訴えていく必要があると思います。

続いて，３７ページ，３８ページについてです。３７ページには，「希望に導く教職員

の育成」に関する「課題」が記されています。現在，学校現場では，週５日制の中で，道

徳教育や外国語教育の充実，プログラミング教育などが新たに求められ，時間割を作成す

るのに四苦八苦しています。しかし，少子化のために教員定数は削減され，正規教員がな

かなか配置されずに，臨時教員が配置される状態です。この状況に対して文部科学省は，

カリキュラム・マネジメントを確立しなさいというわけです。その意味するところは，現

状の教育課程の中で，各学校が知恵をしぼりなさいということです。私の知る限り，学校

は大変な教育環境の中で，国あるいは県の教育施策に従って，なんとかがんばろうとして

います。ですから，県の方で，教員の働き方について，具体的で中身のある方向性を打ち

出していただくことを望みます。また３８ページには，「教育機関の運営体制の充実」の
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「背景」として，「学校の情報化を推進することにより教職員の負担軽減を図ることが必

要です。」とあります。ＩＣＴの導入は，子どもたちのためだけではなく，先生方の負担

軽減にも役立ちます。教員にとって過重な負担は出張，そして会議です。現在，教員研修

は，板野町にある総合教育センターで主に行われています。同センターは，県南の学校か

らは地理的に遠く，移動という観点からも，教員にとっては負担となります。そこで，よ

ほど大切な研修や会議以外は，伝達講習やテレビ会議の実施，あるいは会議を精選するな

ど多彩な方策を用いて，教職員にも見える形で負担軽減を図っていただきたいと思います。

会長

今の御意見に対しまして，会長の立場からお答えします。

１点目に御指摘いただいた「グローカル」という言葉とその説明ですが，これについて

は，むしろ現状の表記が望ましいという判断をしています。答申（案）の１，２ページは

本県教育の基本方針及び重点項目を示しており，計画全体の目次のような性格があります

ので，言葉の説明を付さずに「グローカル」と表現する。一方，６８ページでは，施策の

方向性を具体的に明記していますので，このページで「グローカル」という言葉にも説明

を付け，その意味を理解していただこうという考え方に基づいています。

次に，ＩＣＴ教育の支援員に関する御意見をいただきました。この点については，私も

委員の仰るとおりだと思いますので，その取扱いを検討させていただきます。

３点目，４点目として，教員の働き方や，その研修の在り方について御意見をいただき

ました。この点につきましては，県民の皆様も先生方の御苦労を理解し，応援してくださ

る立場にあると思います。先程，事務局から説明がありましたように，県教育委員会にお

いても検討チームを立ち上げたところということですので，決まりました内容につきまし

て，今後，運用を図っていただきたいと思います。なお，総合教育センターにおける研修

等に関しましては，現在，テレビ会議の運用が始まっていますので，これからも，その使

用は拡大していくものと考えています。最後に，会議の削減という考え方について，私の

危惧するところを申し上げます。それは，必要な会議まで削減される恐れがあるというこ

とです。具体的には，いじめ問題や不登校，あるいは，そこまでは至らないが気になる児

童生徒について，教員間の話し合い程度でいいから時間を確保したいと思うことがあって

も，忙しさを理由に，そうした時間を持たなくなってしまうのではないかということです。

単に会議を減らすという考え方ではなく，精選するという観点が大切だと考えています。

委員

「参考資料」として，聞き慣れない言葉の「用語解説」を掲載いただき，振興計画その

ものが非常にわかりやすくなったと思います。特に，今回は「デュアルスクール」など，

「徳島ならでは」の取組に関する用語の解説を加筆いただいています。今さらながら，「デ

ュアルスクール」とは，こういうことなんだということを理解いたしました。

答申（案）では，全国調査の結果に基づくグラフが新たに掲載されました。その１つに

「全国学力・学習状況調査」に関するものがあります。そのグラフを拝見しますと，本県

児童生徒の平均正答率は，５年前は全国平均を下回っていたということですが，現在では

すごく良い成績であるようです。私自身，娘が通学する学校のＰＴＡ会長を務めている関

係で，学力調査の結果について，先生方と話をする機会があります。そうした話の中で，

私が「子どもたちの成績がぐっと上がったのも，先生方の御指導のおかげです。」という
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話をすると，「現在，当校は本当に落ち着いて勉強に集中できる環境が整っています。」「先

生方も生徒と向き合う時間が確保でき，成績が上がるのは当然だと思います。」という趣

旨の発言がありました。私は，こうした発言が非常に印象に残っています。これとは別の

機会ですが，やはり先生方との会話の中で，保護者対応に関する業務が，以前と比較して

圧倒的に増えていると伺いました。先生方の保護者対応が増加傾向にある理由を，当事者

である保護者の立場から考えた場合，昔ですと，家庭におじいちゃん，おばあちゃんがい

て，子どもの些細なことなら相談できたわけですが，核家族化が進み，そういう環境が失

われ，結果的に子どものことで不安を覚えた場合，申し出る先は学校しかないという環境

になってしまったのだと思います。

この審議会で教育振興計画を作り上げてきたわけですが，計画を実行していくのは先生

方の力であり，また生徒自身の力でもあると思います。子どもたちのためと思って発言し

ていることが，逆に子どもたちの足を引っ張っているという現状があるということを，我

々保護者が理解する必要があります。一方で，保護者が子どものことについて気軽に相談

できる機関を，県全体で整備もしくは周知してほしいと思います。先生方が教育に集中で

きる環境を整えるべきだと考えています。

委員

本日，お示しいただいた答申（案）を拝見いたしまして，これまでの我々の意見がよく

反映されていると思いました。後は，この計画をどう告知，周知していくかに尽きると思

っております。そこで，事務局に伺います。最終的に，教員のみなさんは，この計画を自

らが読むことで知るのか，誰かとコミュニケーションをしながら知るのかという，周知の

ための手法について教えてください。

事務局

本振興計画の広報に関しましては，まず印刷をして冊子とし，各学校，各市町村教育委

員会等にお配りした上で，各所属でお読みいただくことが基本となります。また，県教育

委員会といたしましても，主催する研修会等を通じまして計画の周知を図って参ります。

先程，委員からの御意見としてありましたシンポジウムや公開講座の開催といった手法に

つきましても，今後，検討いたしまして，教職員はもちろんのこと，広く県民の皆様方に

も御理解いただけるよう，広報に努めて参りたいと考えております。

委員

私自身，審議会前に送付していただく資料を家庭で読んでから，会議に臨むわけですが，

活字って，なかなか頭に入ってこないように思われます。そこで事務局にお願いしたいの

は，この審議会の熱量が教職員の方にも伝わるよう，直接のコミュニケーションを用いて

伝達する場の設定を，是非検討してほしいということです。

このことは，地域住民の方にもわかっていただきたいと思っています。私は昨年の４月，

東京から小学生の子どもを連れて徳島に移住しましたが，地元の方の，この地域の教育は

だめなんだという固定観念，刷り込みが強烈なんです。学校の統廃合など，目に見える形

で教育が衰退しているのは事実だと思いますが，重要なのは教育の質です。本審議会での

議論や振興計画作成も含めまして，教育に本気で取り組んでいるんだということが，地域

の人に，特に学校教育から離れている人にも理解していただきたいと思います。願わくば，



- 6 -

教育はだめだという立場ではなく，ではどうするという立場に回ってもらえると，地域の

人が，何らかの形で先生の負担軽減に寄与する余地はまだまだあると思います。先程，指

摘のありましたＩＣＴ教育の支援員に関しても，徳島の場合は，ＩＣＴを使える事業者が，

サテライトオフィスという形も含めて多くあります。そうした方々を仲間に引き込むため

にも，周知・告知の方法の知恵の絞りどころだと思います。関連して皆さんにお伝えした

いのが，そのサテライトオフィスで県南に来られているＩｏＴの事業者が，日和佐小学校

と宍喰小学校で，遊びを通じたプログラミング教室を開催されるのですが，応募者が殺到

しているとのことです。そういう学びが受けられる徳島県になってきているんだというこ

とを，メディアも含めて地域の方にも知ってもらい，いやいや捨てたもんではない，もっ

ともっと何かできるというように思っていただくことが必要ではないでしょうか。

最後にお礼も含めて申し上げますが，審議会に参加させていただいて，これほどの方が

教育に一生懸命に熱量をかけていらっしゃるということを目の当たりにし，徳島県の子を

持つ親として安心するとともに，子どもにも，こういう場を見せられないものかと思いま

した。子どもに一番影響を与えるのは，本気になった大人の姿を見せることだと思います。

議論の詳細など見せられないシーンもありますが，この場のアウトプットが結果的に子ど

もに伝わるのではなく，審議会におけるプロセスの熱量が子どもに伝わるような場の創出

というのは，同時に検討されてもいいのではないかと思います。

委員

非常にわかりやすい振興計画として仕上がったと思います。誰が読んでも，これから先，

子どもが生きる未来にどういう資質や能力が必要なのか，そのことに対して現状がどうで

あり，その現状をさらに良くするためにどのような教育活動が必要であるのかということ

が明確に読み取れます。この振興計画を最大限に生かすためには，計画を作成した私たち

委員レベルの話に止まらず，実際に子どもの教育に携わる学校や家庭，地域で，振興計画

をどう活用するかを検討することが重要だと思います。本振興計画に掲げられた方針や施

策に関して，例えば，大学教育の中では何ができているのか，現在，学校の教育目標とし

ているものが，振興計画とどういう関係があって，どこに重点を置いた教育がなされてい

るかという説明材料として活用すれば，各学校は自信を持って未来に向けた自校の取組を

語ることができるのではないでしょうか。家庭に対しても，例えば振興計画をホームペー

ジに掲載して読んでいただく。それにより，今，子どもにどういう教育がなされているか，

今後，どういう教育が必要となるのかということを理解していただけます。具体的には，

幼稚園児である自分の子どもしか見えていない，小学生である自分の子どもしか見えてい

ない保護者の方が，では１０年後，自分の子どもが，どんな力を身に付けている必要があ

るのかとかいうことを考えていただく一つの材料になります。振興計画に関して，家庭に

も伝わるように情報提供をしていただきたいと思います。

事務局

先程来，広報の在り方に関する御意見を頂戴しております。県教育委員会といたしまし

ては，教職員のみならず，一般県民の方にも本振興計画を知っていただくことを目的に，

写真なども多用しました計画の概要版を作成する予定です。この概要版の配布等を通じて，

御指摘のありました一般県民への周知・広報を図って参りたいと考えております。
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委員

今日の午前中，幼稚園の家庭教育委員会が開催され，県下の委員の皆さんにお集まりい

ただき，御意見・御要望等について話し合いをしておりました。その中で，各郡市の家庭

教育委員の皆さん，各園，学校レベルのリーダーとなる方までは，ＰＴＡとしての意識を

統一したいと考え取り組んでいますが，正反対の言葉が返ってくる場合もあります。

振興計画の周知に関連して申し上げますと，保護者が学校の取組について，どの程度，

認識しているのかを知ることは参考になると思います。保護者のこうした意識について，

日本ＰＴＡ全国協議会で平成２８年度にアンケート調査を実施しています。その調査で，

学校の各種取組について，知っていると回答した方は保護者全体の５０.８％，知らない

と回答した方は４７.７％でした。小学校５年生の保護者では４４.２％が知らない，中学

校２年生になると５1.５％の方が知らないという結果も出ており，保護者の半数前後は知

らない，しかも子どもの学年が上がるにつれて，学校教育に対して保護者が熱心ではなく

なるという傾向があります。さらに，学校の取組をどのような手段で知りましたかという

質問に対しては，学校だよりやＰＴＡの広報誌等と回答した方が保護者全体の７２.４％，

ＰＴＡ総会等での説明が４４.７％，授業参観や保護者懇談会での説明が３０.５％，学校

のホームページが１３.１％，という結果が出ています。先程，活字だけではわかりにく

いという御意見がありましたが，私の経験を踏まえましても，保護者が学校の取組を知る

のは学校だより等を通じた機会が中心であるというのが実際だと思います。

第３期振興計画の効果的な推進体制として，保護者も計画を理解し，一緒になって推進

していくという土壌を作るためにも，保護者に計画を認知していただく機会を増やす必要

があります。先程のアンケート結果によれば，この振興審議会や振興計画の内容について

保護者に伝わる窓口は，学校だよりやＰＴＡの広報誌が中心ということになりますが，そ

れだけでは十分に伝わらないのではないでしょうか。各委員が仰っているように，保護者

や地域の皆さんに周知するためには，プラスαの手法が必要なのではないかと思います。

委員

第３期振興計画は，本当にわかりやすくて，充実した内容となっており，このようにま

とめていただき感謝しているところです。先程来，委員の皆さんが仰っていますように，

まずは，この計画をいかに伝えていくかというのは本当に重要なことだと思います。

この振興計画は，教育分野の行動計画となるわけですが，非常に分厚くて充実した内容

となっていますので，多岐にわたり取り組むべき項目が盛り込まれています。ここで大切

なことは，取り組むべき項目をいかにこなすかという考え方ではなく，子どもたちにとっ

て良い方向になるような工夫をしつつ取り組む必要があるということです。そうしないと，

ただ列挙されている行動計画の項目を，これを実行しました，次はこれを実行しましたと

いうふうになってしまい，何が本来の教育目的だったのかということになってしまいます。

この点について留意する必要があります。

もう１点，申し上げます。振興計画に盛り込まれた内容を，全て実行に移していくと，

本当に良い教育ができると思いますが，実行するに当たっては，学校の先生方はもちろん

のこと，周囲の大人たちも，とても大変な御苦労をすることになり，おそらく怖い顔持ち

になるのではないかと心配しています。子どもたちが夢を持って明るい未来が描けるため

には，周囲の大人たちが笑顔でいるということも重要であると思います。そのためには，

先生方が計画の実行に際して，困難なことなどに直面した場合に，相談できる，あるいは
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議論できる体制，環境を整備していただきたいと思います。

委員

第３期振興計画は，各委員が専門とする分野をはじめ，様々な視点から検討して参りま

したので，その内容は専門的であり，また徳島らしさも発揮され，良い計画に仕上がった

のではないかと思っております。今，委員から御指摘がありましたように，学校現場の立

場からこの計画を見ると，子どもの学力も高めなければいけない，体力も，さらには，人

権教育にも取り組まなければいけない，ＩＣＴ教育も，英語教育も，というふうに，やる

べきことが非常に盛りだくさんという印象を受けるのではないでしょうか。そこで，各学

校では，計画を立てることが大切になります。振興計画に盛り込まれた項目のうち，これ

は学校として早く取り掛かるべき事項，これは３年，５年というふうに少し時間をかけて

取り組むことが望ましい事項，そして，常に取り組まなければならない事項などと整理し

て実行に移すのです。ただし，実行そのものが目的になってしまうと，子どもたちをどの

ように育てたいのか，という教育本来の目的が見失われがちになると思います。こういう

子どもに育てたい，その手段として，振興計画に盛り込まれた事項に取り組むのだ，とい

う考え方をする必要があるのではないでしょうか。

最後に，１点，事務局にお願いがございます。振興計画を実行するに当たって，学校現

場ではできない，例えば，県として学校を支援する体制づくりでありますとか，予算の確

保，人材の育成等につきましては，ぜひ県教育委員会がリーダーシップをとっていただき，

計画の推進に努めていただきたいと切に願います。

委員

私も教員でしたので，今，委員が指摘したように，学校の教員はこの振興計画の内容を

見ただけであっぷあっぷするというのは実感としてよくわかります。ただし，計画に盛り

込まれた内容は，これからの社会を生き抜いていく子どもたちには必要なことであると，

教員も理解しています。そこで，今回，新しい計画ができるわけですから，まずは校長を

中心に内容について共通理解を図り，整理するところから始める必要があると思います。

確か，年度当初の４月に開催される校長会では，教育委員会から振興計画の要点を簡潔に

まとめた資料が配布されたと記憶しています。各学校では，その資料を基に計画について

共通理解を図るわけですが，その際，勤務する学校の実態を踏まえて，まず何を中心に取

り組むのか定めることが肝要です。また，計画にはたくさんの項目が記載されていますが，

読み込んでいきますと，全ては教育に関する内容ですので，取り組むべき項目が集約され

て参ります。直接，子どもの教育に携わる教員が校長を中心として計画を理解し，学校の

実態に合った項目に焦点をあてつつ，そこから計画を紐解いていくことが１つの方法では

ないでしょうか。

先程，保護者の立場からの発言の中で，学校だよりが情報の一番の窓口であるというこ

とを聞き，うれしく思いました。現場の教員は，新たな振興計画の内容について，学校だ

よりや学年だよりを活用して，保護者にわかりやすく積極的に広報してほしいと思います。

計画を実行に移す立場である教員の働き方改革についても意見を申し上げます。先日も，

現場の先生方とお話をする機会があったのですが，その際，お聞きした話によると，多く

の業務があるから疲れるというよりも，長時間労働しながらも教師としての充実感や誇り

が乏しいと疲労感が大きいと仰るのです。教員の働き方改革を進める場合，労働時間をい
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かに短縮するかという発想ばかりになりがちですが，目指すべき方向性は，改革の結果が，

教師にとっても，子どもにとっても，教育という視点で良かったといえる改革であるとい

うことだと思います。

最後になりますが，私立学校の関係者や勤務する先生方のお話を伺うと，少子化の影響

などで，私立学校では公立学校とは違う努力や御苦労を随分なさっています。私立学校と

公立学校とは，常に切磋琢磨しながら存立しなければ，進路に関する子どもの選択肢を狭

めることにつながります。実際，本県における私立学校は様々な特色を打ち出し，成果も

上げています。そこで，本振興計画にも記載されていますように，県として引き続き私立

学校を支援していただくとともに，施設や教員に係る私立学校と公立学校との交流の在り

方，連携の在り方について，従来の手法に止まらず，新たな方策についても検討していた

だきたいと思うのです。私立・公立双方が，ともに本県の人材を育てる大きな力となって

いくことを願っています。

委員

現場の学校に身を置く者として，この振興計画を，今後，どのように実践していくべき

かという視点で先程から考えておりました。そこで気付きましたのは，もちろん，「徳島

ならでは」の教育を実践するわけですが，それ以上に，自らが勤務する小学校であったり，

中学校ならではの教育を作り上げていくことが，まず大切なのではないかということです。

そのために役立つのが，今回，６ページに掲載いただいた計画全体のイメージ図です。こ

の図を手掛かりに第３期振興計画全体を把握し，私の勤務する学校ならではの教育をする

ためには，どこから実践するのか，どこに力点を置くのかなどと計画を立てて取り組んで

いきたいと考えています。ただし，新しい取組を軌道に乗せるまでには，時間もかかるし

労力も必要です。教員の長時間労働が問題になっている昨今，この点に関する調整は課題

となります。少しずつではあっても新たな取組を実践し，子どもの成長を感じつつ教員も

充実感を味わうことができる好循環を築くよう努めていきたいと思います。

振興計画全体のイメージ図と関連するのですが，例えば，特別支援教育や道徳教育につ

いては，年度当初の４月，保護者の方全員を対象に，その教育に関する概要版を配布した

と思います。しかし，先程のお話だと，概要版などは，家庭ではあまり御覧になっていな

いというような印象を受けました。情報の窓口が学校だよりということであるならば，学

校だよりに概要版を配布しました，概要版を御覧くださいなどと広報することが大切とな

ります。さらに，徳島県では，あるいは本校では，このような教育に取り組んでいますと

いう内容を，学校だよりを作成する者として意図的に盛り込む必要がある，単にお知らせ

というのでなく，作成にもっと力を入れなければならないと実感したところです。

委員

先程，御指摘がありましたように，この教育振興計画は，委員一人ひとりの熱量の産物

であると思います。ただ，教育振興計画というのは地味な存在です。教育こそ国を作る素

になると，私は教育実習で習った覚えがあります。かつて，私も教育実習に参加いたしま

した。その時，会議が多いと感じました。何か事があると，教頭先生の周りに集まり，車

座になって相談する。朝から，そういうめまぐるしいことを当時もやっていました。私は

教育実習の日誌に，雑用が多く，教師本来の仕事ができないという所感を書いたんです。

すると，実習担当の教員によって，雑用ではない，これは全て教師本来の仕事であると。
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ゲーテは多く悩むと言ったが，教師というのは多く悩む仕事だ，という内容のコメントを

書き添えられたことを，ふと思い出しました。

今，教員の働き方改革が注目されています。ある校長先生は，朝の７時から交通安全の

指導をしている。雨の日も，雪の日も。そうしてみんな地域を支えているのです。デュア

ルスクールに見られる移住に関する話題でも，移住者を受け入れる側の，地域があり，学

校があり，それから人がいるということが大事なんだと，今，痛切に思います。人口減少

時代，平成も約３０年で幕を閉じ，新時代へとつながる大事な年に，徳島県教育振興計画

が完成する。そこで，教育長にお願いをしたいのは，地方の代表として，このような教育

振興計画を作成したんだということを，国にしっかりと伝えていただきたいのです。今回

の審議会を通じて、膝詰めで，人の顔を見て，人の声を聞いてということがいかに大切か

ということを，痛感しているところです。この多事多難な時代，本当にわずかな時間でも

いいので，語り合い，共有し，連携して，助け合っていく必要があると思います。今後，

委員一人ひとりの熱量の産物である教育振興計画を実行するに当たり，息を吹き込む作業

が待ち構えています。非常に大変な作業になると思いますが，作成に参加させていただい

た我々委員の責任も重大であり，一つになって取り組む必要があると感じています。

委員

県内には２４の市町村があるわけですが，各市町村によって勤務している職員の数が随

分と異なります。小さな町村ですと，一人で多岐にわたる業務を担当している場合もあり

ます。この振興計画のように，県がリードして指標を示していただくことによって，特に

小さな自治体は参考にすることができるのではないでしょうか。

先程から御意見としてあります教員の働き方改革について，私も考えを述べさせていた

だきます。ある自治体が，非常に超過勤務の長い方に個別に聞き取り調査をしたところ，

勤務時間は長いが多忙感はないといった回答を，みなさんがされたと伺いました。また，

別のアンケートですが，勤務時間の長さとストレスの大きさとは関連が見られなかったと

いう調査結果を新聞で見たこともあります。教員として自らが頑張ったことが，目の前の

子どもたちに成果となって表れ，充実感を感じる時，教員は多忙感や疲労感をあまり感じ

ないのではないでしょうか。今，超過勤務の時間数ばかりが取り上げられ，この数字を減

らそうと全国的に取り組まれているようですが，むしろ，やりがいや充実感をどのように

教職員に持ってもらうか，この点がとても大事なことではないかと考えております。

昨年１１月の徳島市の定例教育委員会で，ある教育委員から，働き方を改善する方向性

を探るためにアンケートを実施しようという提案がありました。一方，アンケートの実施

そのものが負担になるのではないかという意見もあり，結果，小・中学校４５人の校長先

生にアンケート調査を実施いたしました。「時間外の勤務縮減のために，どのような取組

が良いと思いますか。」という質問項目では，実に９０の提案を頂戴しました。重複する

回答もありますが，既に各学校で，管理職を中心として組織的に勤務時間を減らそうとい

う取組が始まっています。その中から１つ，ある学校の取組を紹介します。学校用グルー

プウエア「ミライム」というコンピュータソフトを学校に試験導入しているそうですが，

結果，職員会議は週１回で２０分程度になった，先生方への印刷物が激減し，それに係る

作業が必要なくなった等，たいへん成果が上がっていると報告を受けております。こうし

た学校現場の声をしっかりと聞き，また県教育委員会が開催しています検討会議の状況も

踏まえまして，教員の働き方改革を推進したいと考えております。
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委員

私は，人権教育や道徳教育について多くの意見を述べて参りましたが，それらを踏まえ

た計画としていただきありがとうございます。計画に盛り込まれた内容を事務局各課の事

業に反映することが，子どもたちの成長や教職員の資質向上につながっていくと思います

ので，事務局として予算獲得などに努めていただき，５年間，本計画が生かされるようお

願いしたいと思います。特に，人権教育について申し上げますと，昨今，国内的にも世界

的に見ても，差別発言等を見聞きすることが多くあります。子どもたちの感性や感覚をし

っかりと磨いていかないと，多くのことを理解しないまま大人へと成長し，いじめや差別

につながる行為が繰り返されるのではないかと危惧いたします。また現在，人の命を軽ん

じている事件が数多く発生しています。若者による殺人という事案も見受けられますので，

この振興計画を活用して，生命の大切さを子どもたちに伝えていく必要があるのではない

でしょうか。

私は小学校長会の役員をしておりますので，教員の働き方改革についても，各所で意見

を申し上げています。教員の長時間勤務については，中学校の部活動が注目されています

が，小学校においても，表面的には見えにくいのですが，保護者対応などで教員の勤務時

間が増加しています。働いている保護者からの問い合わせは，仕事が終わってからの夜６

時，７時となるのが実態です。核家族化が進み，保護者も相談できる相手が限られている

のだと思います。私たち教員も，子どもたちのためにつながるという思いで，組織をあげ

て対応しております。現在も，スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーを積

極的に活用していますが，振興計画にもありますように，引き続きその派遣等を支援して

いただき，教育相談体制の充実に努めていただきたいと思います。

委員

できあがった振興計画の内容を，今後，どのように浸透させていくのかということに関

しまして，各委員のお話を伺いながら，私自身，思うところがたくさんありました。現在，

勤務しております職場においても，園の取組などを保護者にいかに伝えるかということで，

悩むことが多々あります。最近の若い保護者の方は，子どもを通じて家庭に配布する文書

を御覧にならない方がたくさんおいでます。保護者の方に少しでも幼稚園教育を理解して

ほしいとの考えから，本園で実践している取組があります。各園・各学校とも同じだと思

いますが，本園には本園独自の教育目標がございます。さらに，教育目標に沿って，目指

す子ども像があり，取り組むべき重点目標もあります。そこで参観日の後，１０分程度の

時間を確保し，教育目標等を踏まえて保護者を対象にお話をしています。話の中では，主

に，幼稚園で取り組んでいる様々な行事や遊びを通じて子どもが経験し学ぶ内容と，本園

の教育目標や目指す子ども像とのつながりなどを説明しています。保護者の反応もよく，

話の内容はよくわかりましたなどの声が寄せられるなど，肯定的に受け止められています。

これは些細な取組だと思いますが，こうした積み重ねを大事にしながら，子どもとともに，

保護者も育てていくという取組が，今，必要なのではないでしょうか。この教育振興計画

を，各園，各学校において共通理解を図りながら，それを保護者の方にも周知していく。

その作業には，時間も労力もかかると思いますが，その努力を惜しんでいては，徳島県の

未来を切り拓く子どもの育成にはつながらないのではないかと感じています。
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委員

教育振興計画のキーワードを私なりに考えた時，それは，「第２章 計画の基本的事項」

「５ 計画の推進体制」にも記載されている「連携・協働」であると思います。私は，教

育振興審議会をはじめ，多くの会議に出席させていただいています。すると，どの会議に

おいても，良い計画ができたので，今後は，全県一致で推進していきましょうという形式

に収まります。そこで必要となるのが，コーディネーター的立場の存在です。ところが，

徳島県を見渡した場合，このコーディネーターが不在であると感じています。先程，日和

佐小学校と宍喰小学校で，遊びを通じたプログラミング教室が開催されるというお話があ

りました。ＩＣＴ教育については，現在，県南や神山町において盛んに行われていると聞

いております。では，他の地域の小学校が，ＩＣＴ教育に関する講師を招きたいと考えた

際，どこに相談すればいいのでしょうか。ここで，コーディネーターが重要な役割を果た

すのです。ＩＣＴ支援員の話題も出ましたが，地域にこだわることなく，何らかの分野で

教育に関わりたい，授業をしたいと考えている方は県内にたくさんいらっしゃいます。そ

うした方々の集まりである人材バンクのような仕組みを構築し，活用できるよう，事務局

にお願いしたいと思います。

委員

大学生である私は，この教育振興計画をこれから実践していく側の立場になります。そ

こで，今後，教員を目指す人の立場から，意見を述べさせていただきます。私は，教員採

用審査を受けるに当たって，事前の説明会等に出席しました。その際，県教育委員会の方

が説明してくださったのですが，教育に関する取組については，パソコンを用いたスライ

ドショーが行われ，説明は口頭のみで，資料はいただけませんでした。そのため，メモを

十分にできなかったりすると，ホームページで検索して調べるなどの一手間をかける必要

がありました。今回，６ページに掲載いただいた計画全体のイメージ図は，徳島県の教育

が目指すものをわかりやすく説明しています。このような図を資料として，教員採用審査

を受験しようと考える方に配布するだけでも，徳島県が何を目指しているのかが伝わるの

ではないかと思いました。受験生にとってこれから働く職場となるかもしれない徳島県が，

どういうことに取り組んでいるのか，積極的にアピールすることが大切だと思います。

私は大学生の身分ではありますが，公募委員としてこのような場に参加させていただき，

多くの方の知識や考え方に触れることができ，非常に勉強になりました。ここで得た知識

や経験は，教員になった時，きっと役立つことと思いますので，これらを生かしながら，

教員として頑張っていきたいと思っております。本当にありがとうございました。

委員

委員の方々の貴重な御意見と県教育委員会の方々の御協力で，すばらしい振興計画がで

きたことを大変うれしく思います。私は，徳島大学生物資源産業学部の教員ですので，本

振興計画の中では，特に重点項目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」に関わる取組で最も協力できるものと考えております。

本日，お伺いした話の中で私が感じましたのは，大学の教員と比較して，小・中学校の

先生方は教育の成果を実感するチャンスが非常に少ないということです。私たちは，学生

が希望する職業に就く，あるいは幸せな家庭を築いてくれると，非常にうれしいし，満足

できるわけですが，そういう成果を感じ取るためには余裕が必要です。小・中・高等学校
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の教員がもっと余裕を持ち，自らの勉強もしながら，児童生徒の指導もできるような勤務

態勢にすることが必要であると思いました。

現在，徳島県では地方の人口がどんどん減少しています。地方で生活するためには，必

要な物はいつでも買える，病気になったらいつでも近くに病院がある，子どもを任せられ

る学校がある，この３つは最低限必要です。しかし，人づくりは百年の計と言いながら，

今は至る所で予算が削減され，教育が置かれた状況も厳しく，学校の統合や廃校が進み，

子どもが自分の生まれた地域の学校に通えないという事態が少しずつ増えています。他県

から移住者，とりわけ若い世代の夫婦に来てもらうためには，子どもを安心して預けられ

る学校の立地は必須条件です。ここにＩＣＴの活用が期待されるわけです。地方の学校で

ありながら，徳島市内の学校と全く同じレベルの教育を受けられる，あるいは地方だから

こそ，こういう分野の研究ができるという特色を持たせられることができれば，地方にも

っと若い人が住み着くようになるのではないかと思います。

委員

副会長という私には余りある役職で，その任を果たせたのかという思いはありますが，

教育振興審議会の一員として会議に参加させていただき，学校関係者ではないという立場

から，思ったことを言える機会を与えていただきましたことに，感謝を申し上げます。

本日は，みなさんの御意見を聞きながら，改めてこの振興計画を拝見しておりました。

今回，新たに掲載いただいた６ページのイメージ図を見て，この図の中心には誰がいるん

だろうと改めて考えた時，それはやはり子どもたちだと思うのです。そこで，先程の御指

摘にもありましたが，これだけの大人が集まって，こんなにも熱量をかけて子どもたちの

ことを考えているということを，ぜひ子どもたちにも知ってほしいと思いました。大人た

ちが子どもの未来像をどのように考え計画を作成しているのかを，子どもたち自身が理解

できるような，そんな授業が実践されたら，私だったら受けてみたいと思うのです。先生

がこの計画を読んで御理解されるように，子どもたちも，こういう計画があって，こんな

ふうに学校として動いているんだと理解できる機会があることは良いことだと思います

し，逆にそういう理解をすることが，これから自分たちがどういう人物像や未来像を描く

のかを考えるきっかけにもなると思います。各学校にもそれぞれ，子どもに対する教育の

理想像，目的像があると仰っていましたが，自分が学校に通っていた時には，そうした目

的像が学校にあるとは気付きませんでした。そういう部分を子どもたちの目線で理解する

ことは大事なことだと思いますし，私自身も子どもに戻って目的像などを理解できたら，

また違った人生を送っていたのではないかと思いました。学校だけでなく家庭も地域もＮ

ＰＯもというように，本当にいろいろな機関が教育に携わっています。子どもたち自身が

たくさんの大人たちに囲まれて育っているんだということを実感できるように，教育振興

計画が活用されることを期待しています。

会長

振興計画を伝える対象は，教員はもちろんのこと，家庭，そして子どもたちにもという

委員の皆様の御意見を聞き，なるほどと感心いたしました。イメージとして私の頭に浮か

んで参りましたのは，美波町で地元のお祭りが復活したという第４回審議会でのお話です。

本県では，県外に向けて移住を促す発信を行っていますが，実は，地元住民や子どもたち

にもプラスに働いていたというあの話を，急に思い出した次第です。
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本日は，貴重な御意見をいただきありがとうございます。先程も申し上げましたように，

頂戴いたしました御意見につきましては，教育委員会事務局内部でも共有していただき，

計画の推進に役立てていただけるものと確信しております。

それでは，本日，事務局から提示されております「徳島県教育振興計画（第３期）」答

申（案）につきまして，基本は原案のとおりを審議会からの答申として提出したいと考え

ますが，いくつか御意見をいただきましたので，答申（案）からの修正の是非も含めまし

て，会長一任ということで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。以上で，本日の議事を終了する

ことになりますが，閉会にあたりまして，私の方から御挨拶を申し上げます。

本日をもちまして，予定しておりました５回の審議を，無事，終えることができました。

まずは，昨年の１月に第１回審議会が開催されて以降，この１年間の審議に対する委員の

皆様の御協力に感謝いたしますとともに，心からお礼を申し上げたいと思います。思い起

こせば，第１回審議会の開催に当たり，自由闊達に御意見をお願いしますと申し上げまし

たところ，ありがたいことに，本当に皆様からいろいろな御意見をいただきました。会長

としてうれしい反面，どうまとめればいいのか，宝石箱をひっくり返したような印象を持

ち，途方に暮れておりました。しかし，委員の皆様が理性的に対応され，他の委員の意見

に耳を傾け，自分の意見をどのように計画に反映させられるかを真摯に検討いただきまし

たことに，重ねて感謝申し上げます。また，裏方である事務局の方々にもいろいろな御苦

労があったと思います。改めて感謝申し上げます。皆様のおかげをもちまして，非常に美

しい宝石ができました。ただ，この教育振興計画をいかに実行していくのか，形あるもの

にしていくのか，これからが大事だと思いますので，ぜひよろしくお願いします。

今後の予定ですが，答申の内容を踏まえまして，第３期「徳島県教育振興計画」が年度

内に策定されると伺っております。策定されます第３期振興計画に基づきまして，本県教

育がますます充実し，委員の皆様が仰ったように肝心の子どもたちが，しっかりと花開か

せることを期待いたしまして，会長としての最後の御挨拶とさせていただきます。

どうも，ありがとうございました。


