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第１回 備前市総合教育会議 議事録 

 

１ 日 時 平成３０年５月２５日（金） １４：００～ 

２ 場 所 備前市市民センター ４階 第１会議室 

３ 出席者  

（１）構成員 田原 隆雄 市長 

奥田 泰彦 教育長 

高橋千亜紀 教育委員 

松本 友見 教育委員 

駒澤  勝 教育委員 

（２）事務局 高山 豊彰 市長公室長 

岩﨑 和久 企画課長 

吉田 祐介 企画係長 

川野 貴啓 企画係主査 

（３）関係者 川口 貴大 教育部長 

田原 義大 教育部次長兼文化振興課長 

大岩 伸喜 教育振興課長 

朝倉  健 学校教育課長 

波多野 靖成 幼児教育課長 

岡武 俊樹 社会教育課長代理 

４ 協議事項 

（１）備前市教育に関する大綱の見直しについて 

（２）学校再編の計画について 

５ 議事内容 

○事務局（高山室長） 大変遅くなりまして申しわけございません。 

 まず、会議を始める前に傍聴の方にお知らせをさせていただきます。 

 本日は、会議の冒頭から傍聴が認められております。ただし写真撮影は冒頭のみで、会

議中の撮影、録音はご遠慮いただきます。ご希望があれば、ただいまから議事に入るまで

の間、写真撮影を認めますので、必要な方はこの間にお願いをいたします。 

 よろしいでしょうか。 
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 なお、資料は本日の協議後、公表いたしますので配付はいたしませんので、ご了承くだ

さい。 

 それでは、時間が参りましたので、ただいまから備前市総合教育会議を開催いたしま

す。 

 本日はお忙しいところをご出席をいただきましてまことにありがとうございます。 

 私は、本日の司会進行を務めさせていただきます事務局長の高山でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして田原市長より挨拶をお願いいたします。 

○田原市長 本日は、総合教育会議を招集いたしましたところ、教育長を初め教育委員の

皆さんに出席いただき、ありがとうございます。また、平素から備前市の教育の充実と発

展にご尽力賜っていることに感謝を申し上げたいと思います。 

 今さら申すことではありませんけども、本総合教育会議につきましては、市長と教育委

員会が十分意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有しながら、教育行政の

推進を図るものであります。 

 ご心配いただいておりましたが、４月２７日に奥田教育長さんに就任いただくことにな

りました。新体制となって初めての顔合わせとなろうかと思っております。今後も次代を

担う子供たちのために忌憚のないご意見をいただければというように思っております。 

 特に議題の一つであります教育に関する大綱の見直しですが、去年の暮れに備前市総合

計画、後期基本計画が策定をいたしました。後期の計画でありますので、ほとんど変わり

はございませんけれども、４年間たっておりますので若干の修正があったかと思っており

ます。そういうようなものを手直しでありますとか、特に私が今いろいろ話をしておりま

す備前市らしさということをよく総合計画の中で使うんですけども、備前らしさとは何な

のかという問いかけをしているんです。やっぱり教育の町備前と言いながら、閑谷学校が

あるからというような安易な考え方をともすれば持ちがちでありますので、そんなことじ

ゃないんじゃないですかと、閑谷学校はなぜできたのか、そこでどんなことを学び、指導

していったのかということこそ大事なんじゃないかということで、閑谷学校の教育の基本

であります陽明学の良知という考え方、それから知行合一、学んだことを実践すると、そ

ういうことが閑谷学校の基本教育であったと。それが新しい日本の近代化に役立ったんじ

ゃないかと、そういう気持ちを備前市の教育、また備前市行政の中に生かすべきじゃない

かと、そういうことを常々職員と語り合っておりますので、そういうことも含めましてい
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ろいろご意見をいただければと、このように思っています。 

 今日はよろしくお願いをいたしたいと思います。 

○事務局（高山室長） ありがとうございました。 

 続きまして、教育長よりご挨拶をお願いいたします。 

○奥田教育長 本日はご多忙にもかかわらず総合教育会議にご参加いただきましてありが

とうございます。会議を開くに当たっては、事務局の皆様方にも大変お世話になりまし

た。感謝申し上げます。 

 部局のほうと教育委員会の連携が大切だと言いながら、教育行政について部局とそれか

ら教育委員会とが情報を共有したり、それから課題を協議したりする機会が今までちょっ

と少なかっただけに、本日が大きな一歩になるんではないかなというふうに思っておりま

す。 

 さて、皆様方ご存じのように、地方教育行政法の改正によって新教育委員会制度ができ

ました。で、今日のような総合教育会議を開くことができるようになったわけです。言う

までもなく、この総合教育会議は、市長と教育委員が連携して教育行政を進めるために議

論を交わす場であって、会議は市長と教育委員が教育施策についてオープンに議論するよ

い機会となります。従来、教育委員会が担ってきた教育行政に市長の意見を反映させるた

めの仕組みができたということが大きな変更点ではないかなというふうには思っておりま

す。つまり総合教育会議は、市長の教育行政に対する思いを伝える場、教育委員会のほう

からいうと、教育委員会が教育現場や教育行政を進めていく上での課題を伝える場でもあ

ると思います。 

 本日はご案内のように、これまで懸案となっていた教育委員会の大きな課題である備前

市教育に関する大綱の見直しと学校再編の計画についてが協議の大きな柱になっていま

す。教育大綱の策定、２７年ですか、２７年に教育大綱が策定されて、教育予算が確保さ

れるようになりました。教育行政が前進したわけです。今回の見直しについても教育行政

をさらに発展させる観点から検討できればいいなというふうには思っております。また、

学校再編の計画については、以前、学校再編整備基本計画の凍結という、そういった動き

がありましたけれども、この課題に正面から向き合い、しっかり検討できればというふう

に思っております。 

 今後数年先、３年先、５年先を見通して子供たちのよりよい成長のために何が必要なの

か、どうすることがベストなのかということについて忌憚のないご意見をいただきたいと
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思います。今日はよろしくお願いします。 

○事務局（高山室長） ありがとうございました。 

 続きまして、本日配付いたしております名簿の順にお名前をお呼びしますので、その場

でご起立の上、一言自己紹介をお願いいたします。 

 名簿のほうをごらんください。 

 先ほどご挨拶をいただきました田原隆雄備前市長でございます。 

○田原市長 田原です。よろしくお願いします。 

○事務局（高山室長） 同じく奥田泰彦教育長でございます。 

○奥田教育長 奥田です。よろしくお願いします。 

○事務局（高山室長） 続きまして、高橋千亜紀教育委員でございます。 

○高橋教育委員 高橋です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（高山室長） 続きまして、松本友見教育委員でございます。 

○松本教育委員 松本です。よろしくお願いいたします。 

○事務局（高山室長） 続きまして、駒澤勝教育委員でございます。 

○駒澤教育委員 駒澤です。よろしくお願いします。私はあと２週間の任期でございま

す。 

○事務局（高山室長） ありがとうございました。 

 更谷暢久教育委員につきましては、本日所用のため、ご欠席をされております。 

 続きまして、事務局の関係者をご紹介いたします。 

 改めまして事務局長の高山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（岩﨑課長） 事務局次長をさせていただいております企画課長の岩﨑です。よ

ろしくお願いいたします。 

○事務局（吉田係長） 事務局員の吉田です。よろしくお願いします。 

○事務局（川野主査） 事務局の川野と申します。よろしくお願いいたします。 

○川口教育部長 教育部長の川口です。よろしくお願いします。 

○田原教育部次長兼文化振興課長 文化振興課の田原です。よろしくお願いします。 

○大岩教育振興課長 教育振興課の大岩です。よろしくお願いいたします。 

○朝倉学校教育課長 学校教育課長の朝倉です。よろしくお願いします。 

○波多野幼児教育課長 幼児教育課長の波多野です。よろしくお願いします。 

○岡武社会教育課長代理 社会教育課長代理の岡武でございます。本日は課長が所用のた
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め代理で加わっております。よろしくお願いいたします。 

○事務局（高山室長） ありがとうございました。 

 出席者及び関係者の紹介は以上でございます。 

 それでは、この後の進行につきましては、運営要領の第３条に基づきまして総合教育会

議の議長であります市長にお願いをいたします。 

○田原市長 それでは、早速協議の１番目、備前市教育に関する大綱の見直しについてを

議題とし、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（岩﨑課長） それでは、ご説明させていただきます。 

 お手元にお配りしております資料０１という、右肩に振ってあります資料をごらんくだ

さい。 

 教育に関する大綱見直し方針（案）です。これに沿ってご説明申し上げます。 

 １番目に策定の趣旨といたしまして、時代に対応した人材を育成するため、教育の高度

化はもとより、幼児教育から義務教育、高等教育への一貫した教育、地域と一体となった

教育など、今後の本市の教育、学術及び文化の振興に関しての総合的な施策について、そ

の施策の根本となる方針を定めるという趣旨でございます。 

 ２番目、位置づけといたしましては、先ほどの市長からの挨拶にもありましたけれど

も、第２次備前市総合計画（後期計画）が策定されております。これを基本といたしまし

て、前期総合計画等の骨子を検証して策定されておりますので、そこを基本としたいと考

えております。 

 次に、国の教育振興基本計画を参酌するということでございますが、第３次計画が現在

策定中ということを聞いております。ですから、この計画においても基本として考えるべ

きものというふうに考えております。 

 続いて、今後の教育改革の動向を踏まえるということですけれども、前の２計画を踏ま

えまして、時代に即した対応ということもありますでしょうし、諸事情の変化に対応する

ということも出てくると思いますので、そういったものも盛り込んでいく必要があると考

えられます。 

 次に３番目、期間といたしまして、平成３０年度を始期、平成３２年度を終期とする３

カ年とさせていただいております。この終期の３２年度におきましては、先ほどもご説明

もありました後期総合計画の終期と合わせた期間となっております。 

 次に、４番目の見直しの方向性といたしましては、第２次総合計画（後期計画）の策定
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に伴う修正ということになりますが、先ほども申し上げましたが、後期計画においては、

骨子においては継承されておりますので、骨子の部分についての修正は整合がとれており

ますので、細部の修正になろうかと考えております。 

 基本理念、重点取り組み方針については、先ほども申し上げましたが、整合はとられて

いるため、各項目の部分のみの修正とするということです。 

 具体的には、各取り組み項目を「学びのまち びぜん 閑谷学校の心を活かして 絆・

夢・感謝」とするなど、市長の思いがよりよく伝わるような形にし、市長の政策理念を踏

まえたものということで考えていこうと思っております。 

 次に、５番目の策定スケジュールですけれども、本日の会議におきましては、この策定

の見直し方針、方向性というところをご協議いただきまして、これをご了承いただきまし

たら、８月を目途に第２回の教育会議を開催いたしまして、その時点で具体的な修正案を

お示しし、それを協議していただくということを踏まえまして、それを受けてパブリック

コメントの実施などをまた経まして、１０月ごろの目途で第３回の総合教育会議を開きま

して、そういうパブリックコメントで出た意見、そういったものを踏まえての協議という

ことで、最終的な決定に至ったらどうかなというふうな案でございます。 

 以上でございます。 

○田原市長 事務局の説明が終わりました。 

 これからは協議ということでございますので、委員の皆さん方のご意見や事務局の説明

に質問のある方は質問をお願いしたいと思います。 

 どなたからでもどうぞ。 

○奥田教育長 よろしいですか。 

○田原市長 はい、どうぞ。 

○奥田教育長 見直しの方向性、４番の方向性のところで、基本理念、重点取り組み方針

については、継承していくというふうに今理解をしました。 

 そこの黒ぽつの３つ目の「学びのまち びぜん 閑谷学校の心を活かして 絆・夢・感

謝」いうふうなこと、各取り組み項目というような括弧書きで書かれているんですが、ま

ずこの教育大綱は、教育のまち備前というのを前面に宣言をしていて、この学びのまちび

ぜんをどこに落とし込んでいくか、学びのまちびぜんというのは、イメージとしてどうい

うことなんだろうかなということで、この学びのまちびぜんの定義らしきもの、事務局の

ほうで考えられとったら教えていただきたいということと、まあ１個ずつ行きます。その
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あたり、そこから、はい。 

○事務局（岩﨑課長） 見直しの方向性の各項目のところですけれども、私どもが考えて

おりますのは、基本理念とその大綱のほうの３ページから３、４、５ページのあたりを見

ていただけたらと思います。 

 ここの基本理念、「すべては子どもたちのために」というところ、また４番目の重点取

り組み方針という５点につきましては、かなり普遍的な考え方であるかと思います。です

から、ここを特に修正しようという形ではなくて、もともと後期計画も整合をとれた計画

でもありますので、そういった点については今後継承したいと考えておりまして、それで

はどういうような修正に至るかというようなところではございますが、５ページ目の各取

り組み項目のところを見ていただきますと、ここの中では現在では各事業の中でもう役目

が終わっているものでありますとか、今後見直す必要があるもの、また時代に即していな

いもの、今の時代に対応していかないといけないようなもの、そういったものを整理です

とか、また新しいものを入れ込むですとか、そういったものの修正が必要になるかと思い

ます。 

 そうした中で、ここも各取り組み項目の題のところに、先ほど申し上げました「学びの

まち びぜん 閑谷学校の心を活かして」というようなところをここの理念として置い

て、そういった理念に基づいてそういう中の具体的な項目を修正したというような形でい

こうという方針でございます。 

○奥田教育長 その各取り組み項目をここも整理していくということなんですが、この各

取り組み項目を整理していくために、そのもとになる学びのまちびぜん、このイメージを

やっぱり共有しておかないと、整理するにしても重点化するにしても、ちぐはぐになるん

じゃないかなと思うんですけど、学びのまちびぜんのイメージ。 

○田原市長 それは私が話をします。 

 まず、こういうようなものがわかりやすいものにならないかん。「すべては子どもたち

のために」、それは結構な話なんです。では、それが全て子供たちにどうなっとるのかと

いうと、もう抽象的で漠然としてわかりにくいんじゃないかと。それから、冒頭挨拶の中

に申し上げましたが、備前らしさということをへっちゃらで皆さん使われるんです。備前

らしさいうて何ですかというて一つ突っ込まれたら、答えが返ってこないんですよ。それ

で、教育のまちいうたら、閑谷学校があるからでしょうという、それがどしたんというこ

となんで、じゃあ閑谷学校で何を教えておったのか、それがよく僕が明らかにする陽明学
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の良知ということでしょうと。良知というのは、全ての人には生まれながらに持ったすば

らしい資質というか、ものがあるわけで、だから封建時代のあのときでも農民や一般庶民

にも教育を教えていった。そういう中で落ちこぼれも落ちこぼれとしてするのか、それも

その人なりのいいものを持っているんじゃないかと、そういうことを教育の場で拾ってい

くのも方法じゃないだろうかということです。 

 それと、会議で終わっちゃあだめですよと。会議倒れ、計画倒れじゃなしに、知行合一

で実際進んでいくものでなければいけないということで、閑谷学校の教えというたらちょ

っとかたい意味で閑谷学校の心ということにしようかなという私の提案です。 

 それから、教育のまち備前じゃなしに、そこに学びのまちということをつけたのは、教

育というのは教え導く、育てるということでしょう。じゃなしに、学びということは、も

っと一般社会人になっても仕事の場で学び、家庭でもお互いに学び合う、そういうような

一方通行のものじゃないんですよと、お互い１対１の人間関係の中で影響し合うというん

ですか、そういうのが学びじゃないかなということで、それを書いてつけ加えたというこ

とです。 

○奥田教育長 ということは、教育いうのは学校教育に関係にするものじゃなくて、学校

を卒業したらずっと生涯学び続けるという前提があって、前回の教育大綱については、学

校教育が中心であったと、中身はね。だから、これを学びのまちということで、生涯学び

続ける市民、子供たちを含めて市民、そういった人たちにメッセージが届くようにという

ことで学びのまちということになった。 

○田原市長 そういうふうに受けとめていただいてもいいんじゃないでしょうかね。全て

は子供たちのために、子供たちの教育を守るためにはどうしたらいいんかな、ＰＴＡ教育

も必要じゃないんですかね。学校の先生の資質を高めるのは必要でしょうし、学校を取り

巻くいろいろな地域社会のレベルも上げなかったらいかんのでしょう。格好はいいです

よ、「すべて子どもたちのために」。 

○駒澤教育委員 よろしいですかね。 

○田原市長 はい、どうぞ。 

○駒澤教育委員 この見直しの方向性というのが、もうここでこれはもう決まっているん

ですか。これ以外の見直しの方向性というのはあり得ないんですか。 

○奥田教育長 決まってないですね、まだ。ここを議論する。 

○駒澤教育委員 これを議論する。私この教育大綱ができたんですけど、実際の学校教育
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においても市のあり方についても、こういう大綱はあるんじゃけど、余りこれ生きてない

んじゃないかというのが私は一番のネックではないかと。こういうのをまたつくり直して

も、それがどこかでしまい込まれて鎮座ましますというのではだめで、もっと現場で生き

るものに変えるというか、そういう方向性でこれを考えていく必要があるんではないかな

というふうに思いまして。それで、例えばこういうものが今あってもなくても、どこでも

余りそう変わらないんじゃないかなというようなぐらい、これが教育委員会の中でこれを

もとに何かの方針が決まったことも、それを意識して、ここの中にずらっと書いてありま

すから大抵のものは皆含まれるんですけど、これがなかったらできないというか、これが

あるんだからこういう方向に変えるという意味の骨格になってないような気が、実際には

ね。そこのところを地道に現場に生きるような方向で、恐らく言葉で言われることになる

のか、もっと具体的なものになるのか、もっと身近な話になるのか、それはわからないん

ですけど、そういう方向性というものも考慮に入れていただきたいというふうに思いま

す。 

○奥田教育長 ありがとうございます。 

○松本教育委員 はい。 

○田原市長 はい、どうぞ。 

○松本教育委員 私が今伊里に住んでいて、閑谷學のほうを市長とともに受けさせていた

だくこともあったんですけど、結局閑谷學っていうことも、閑谷学校は知っている、ある

んだけれども、じゃあ何をしてたのか、どんな学問をされてたのかということになると皆

目見当がつかない。何となく儒教みたいなことしか想像が至らない方が多いようなところ

なんですけど、結局その儒学、儒教だけじゃなくて、先ほどおっしゃっていた陽明学って

いって、それはどういうことですかというと、結局実践儒学ということで、ただ勉強し

て、それで、ああわかったって言っている状態じゃ、まだ全然だめで、それが結局仕事と

かふだんの生活の中でその思想が浸透していってということ、結局生涯学習っていう形に

つながることなんですけれども、だから全ての子供だけが勉強、子供だけ勉強しとけって

いう話ではなく、もう子供から大人、死ぬまでずっと勉強なんだよっていうスタイルが書

かれていて、それが学ばれてたということが私もすごく魅力に感じますし、今回日本遺産

になったこともありますけれども、やはりそれを表立って出されるっていう意向はすごく

私も賛成というか、承認したいという気持ちが大きいです。 

○田原市長 ありがとうございます。 
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○高橋教育委員 この基本理念の「すべては子どもたちのために」を話し合ったときは、

もちろん子供たちのためということは、大人が子供に対してきちんと将来憧れるような存

在じゃないといけないということで、もちろん大人全て地域の人の勉強を含めてという言

葉でこれを決めたような覚えがあります。ですから、決して子供を中心的にっていうんじ

ゃなくて、やっぱり大人たちが子供の手本となって未来の目標となるような人で、一生勉

強しないといけないっていう思いはあったはずだと思うんです。 

○田原市長 そうですね。 

 はい、どうぞ。 

○松本教育委員 今の高橋委員のお話から推定するに、子供だけじゃなくて、やっぱり実

際私たちもよく問題視されるのが、親御さんは、ではどうですか、保護者の方の層の意見

はどうですかっていうと、何か私たちが思っていた道徳的な概念からいくと、ちょっと、

うんって、保護者の方がしてほしいことと、じゃあもしかしたらこの子供たちがしてほし

いこととが違って、私たちもそうあるべきだろうと思うことが全部が食い違っているよう

な気持ちになるときがあるんです。そういうところがやはり問題視してしまうことが多々

あります。 

○田原市長 そうですね。ですから、親御さんが子供から学ぶことも結構あるわけですよ

ね。そういう意味で、要するに教育という与えられるものだけじゃなしに、みずから学ぶ

ことであったり、そういうようなことで学ぶまちということをあえて入れてもらったんで

すよ。やっぱり教育いうと、教育委員会の仕事でしょって、役所の人たちの考え方なんか

にね。そういうことではないんだということであえて学ぶということは仕事の場で学び、

社会で学び、子供からでも学ぶということはいっぱいあるじゃないかという意味でそれを

つけさせてもらいました。 

 それから、駒澤先生のお話の中であったように、もうそれはすばらしい計画なんです

よ、全て。教育問題だけじゃなしに福祉関係も非の打ち所がないような立派な計画ばっか

りなんです。それがこんなに分厚いような計画が今市政を運営するのに何いくつ計画があ

ります。それが３年ごとに見直し見直しいうことでやっているんです。じゃあ、それを具

体的に備前市は今は何をするべきなのかというところの、それが大事なんですよというこ

とで知行合一という言い方をあえて引っ張り出して、閑谷学校の中で、それで教育問題だ

けじゃなしに福祉の問題や全てのことに閑谷、備前らしさというなら、それは知行合一と

いう教えがあるんだから、それに照らし合わせてそれぞれの施策を考えんといかんのじゃ
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ないのという、それで高い目標であっても、一歩ずつこれをこなしていく、そういう具体

的なものがなかったらいかんし、まして教育とかまちづくりとか、子供たちも聞いたらわ

かるような、そんなわかりやすいアピールの仕方をしてほしいなと、そういう意味のこと

で考えてます。提案させていただきました。 

○奥田教育長 これはサブタイトルになるんですか。 

○駒澤教育委員 もう決まっているのですか。 

○奥田教育長 いや、まだ決まってないです。 

○駒澤教育委員 これは決まってないでしょ。 

○田原市長 そうです、そうです。大綱はあれです、それは「すべては子どもたちのため

に」です。 

○駒澤教育委員 今、この大綱の見直しの方向という、私これが決まるときにも、そのと

きに私がいつも述べたような気がするんですけど、「すべては子どもたちのために」とい

うのが、非常に子供にサービスするという観点のように聞こえる、ここに何か書いている

全てがそうではないんですけど、全体において何をしてやる、何をしてあげるという観点

ではなく、本当は子供たちにしても自分で開拓するという観点には余りふさわしいキャッ

チフレーズにはなってないような気がするんですけど、そういう気持ちもないことはない

んだと思います、心の中で。 

 ですけど、私は今、子供たちのために、子供たちにいろいろ手を変え品を変えサービス

をやることが実は子どもたちのためになってないんではないかというところもたくさんあ

るので、そういう意味で学ぶというのは結局は幾ら周りの者が言ったって、本人がやらな

きゃどうにもならん問題ですから、そこのところがよく伝わるようなものも欲しいという

ふうに私は思います。それも変更の方向にはそんなものも入ったら、見直しの方向にはそ

んなものも入ったらいいんじゃないかなというふうに思います。 

○田原市長 ありがとうございます。 

  

○高橋教育委員 確かに駒澤先生がおっしゃったことは覚えています。与え過ぎてはいけ

ない、本人がやっぱり興味を持って自分で解決する、学ぶ力というのは必要だということ

はすごくあったと思っています。確かにその覚悟を持って、全体を見たいんだけど、ぱっ

と見は子供のことが中心に思えたし、これを選んだときもたくさんあり過ぎて多過ぎて、

でも削除はできなくて、本当に悩んで悩んで話をした覚えはあります。 
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 確かにたくさんありますけど、基本を閑谷学校の心というのはとても本当に一生を通し

て大切なことなので、それを重点的にちょっとわかりやすいっておっしゃったように、重

点項目としてピックアップして、決して削除するんでないけど、重点的なものを特にこれ

に力を入れたいというものを少しピックアップしたほうがいい気はします。 

○田原市長 はい、どうぞ。 

○駒澤教育委員 同じような意見なんですけど、絞って、やっぱりつくるとあれもこれも

全部失いたくないから全部あったら、結局は最初から言わないのと同じことになるぐらい

たくさんのことになるんで、例えば、例えばですよ、例えば音楽がよくできる備前市だと

か、例えばですね、算数にはどこにも負けない備前市だとか、あるいは思いやりこそ子供

のときに大事な育ちの要素なんだとかいう、そういうものにまとまるような教育大綱のほ

うが実際には役立つのではないかというふうに思います。 

○田原市長 そうですね。総社市の大綱なんかは、もう三行ですわな。何でしたか、心優

しい何とかいう。 

○川口教育部長 キャッチフレーズが一つあるだけです。 

○田原市長 何でしたかね。 

○川口教育部長 ちょっと済いません、そらで覚えてないんですけど。 

○田原市長 もう本当にわかりやすい。三行。 

○奥田教育長 あとは現場で考えなさいということになっている。 

○田原市長 そういうこと。 

○松本教育委員 取っかかりだから簡単じゃないと、何かもう初めから難しくなったら。 

○田原市長 もうこれだけずらっと並んだら覚え……。 

○駒澤教育委員 覚えられないですよね。 

○田原市長 はい、どうぞ。 

○奥田教育長 もう駒澤先生や高橋委員が言われたように、これ三十何項目あるんで  

       、これはとてもじゃないけど消化し切れない。絵に描いた餅、言葉はいい

ですよ。言葉はいいけど、本当実際どうなのということになったら、絵に描いた餅になる

ので、本当に向こう３年間の計画なので、３年間でほんなら何をするかということがわか

るような重点化に絞って、それがいいんじゃないかなという。 

○駒澤教育委員 そうです、そういうことがいいと思いますね。 

 せっかくこんだけあるのは、結局ないと一緒になってしまうんです。 
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○奥田教育長 そうなんです、そうなんです。 

○田原市長 事務方で何か意見ありますか。今こういうような。 

 はい、どうぞ。 

○事務局（岩﨑課長） よろしいですか。 

 私ども企画課の事務局といたしましては、先ほども委員の皆様方がおっしゃられたよう

なご意見いうのはよくわかります。ですので、最初は大綱の頭のところとその重点項目に

ついては、後期計画と整合しているので変える必要はないのかなというふうな思いはあっ

たんですけれども、そこをもっとわかりやすく具体的にというような形で変更したいとい

うお考えでしたら、それはもう委員の皆様の総意にお任せしたいと思います。 

○田原市長 教育部長、どうですか。 

○川口教育部長 重点化というお話について、大変その狙いとするところが、それがわか

りやすいとか、それから実効性があるということで大変いい方向性かなというふうに思う

一方で、やはりそれ以外やらないのかというようにとられてしまっては本意でないという

ところで、一方で教育行政は割と継続的にやるっていうところが大事とされているところ

でもあるので、そういったところのバランスでちょっとそういった方向性を踏まえて事務

的にちょっと検討したいなというふうに思いました。 

○田原市長 それから、教育というのは何も教育委員会だけが持つべき分野でありません

ので、一般行政の中でも当然受け持つべき項目がいっぱいあると思いますんで、そのあた

りとの連携いうか、つながりも持ちながら、そのあたりの、これも企画の仕事かもわかり

ませんけども、その辺も検討いただければと思います。 

 ほかに。 

 そのあたりでよろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

○奥田教育長 ここの閑谷学校のことに対してという部分は、行政の部分は道徳教育に関

してですので、どこかでそこをのぞかせるようなことはできるかもしれませんし、それか

ら知行合一については全体、学んだことは実践していこうというようなことで、全体にか

かわるようなことなので、この「閑谷学校の心を活かして」というのは、サブテーマぐら

いで入れれるかなとは、ふと思っています。 

 それから、最後の「絆・夢・感謝」、これを（各取組項目）と書かれているんですけ

ど、これどういうことなんですか。 
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○田原市長 それは、「絆・夢・感謝」というのは、私の政策立案のときのテーマの話

で、結局いっぱいある政策の中で、「夢・絆・感謝」というような形でそれぞれの政策を

組み立てていっているんです。そやから、教育委員会だけの問題じゃないでしょうという

意味で書かれとんじゃないかと思うんですけど。 

○事務局（岩﨑課長） はい、よろしいですか。 

 事務局の見直しの方向性の案の上では、この大綱の中のページでの各取り組み項目とい

う題がついておりますけども、そこへ副題的に「学びのまち びぜん 閑谷学校の心を活

かして 絆・夢・感謝」という形で副題をつけた中で、ここの以下の項目がそういった考

え方でつくられているんですというような表現をしたかったということなんですけども。 

○田原市長 どうぞ、先生。 

○駒澤教育委員 市長さんと教育長さんには悪いですけど、これもまだちょっと外して、

もっと自由に考えたらどうでしょうか。 

 いまさっき言ったように、何かが方向が定まった中でこういうものが出てくればええの

かと。これをするとひっかかって、非常に誘導された形になる。もっともう一遍このもと

から白紙で考えてきて。 

○奥田教育長 わかります。 

○駒澤教育委員 わかりますか。 

○奥田教育長 わかります。 

○田原市長 はい、どうぞ。 

○事務局（岩﨑課長） それでは、駒澤委員のほうからおっしゃられた分は、今あるこの

大綱をもう一回ちょっと白紙の状態から考えたらどうかというご意見でしょうか。 

○駒澤教育委員 私の意見はそれに近いんですけど、見直しというのに、見直しする方向

を余り早くから一つに絞らないほうがいいということです。まだ、今日初めてですから、

もうちょっとみんなの意見が煮詰まって、そっちの方向に行くのはいいんですけど。 

○田原市長 はい、どうぞ。 

○事務局（岩﨑課長） この計画につきましては、期限を切られたものでも何もございま

せんから、何回でもご協議いただいて煮詰めていけばいいのかなとは思いますので、今回

その方針といいますか、こういったものをつくるとかいうところまで決めていただくの

も、それは結構だと思います。また次回で再協議という形でも結構でございます。 

○田原市長 たたき台として提案したものということでいいかな。 
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 ほかに。 

 はい。 

○事務局（岩﨑課長） では、次回としましては、何点かもう少し方向性をこういった

形、こういった形、二、三点、具体的なものといいますか、こういった方針でという形を

教育委員会のほうと協議させてもらって、それをお示しさせていただいて、委員さんの中

でまたご協議していただいたらと思いますが、どうでしょうか。 

○田原市長 いかがでしょうか。 

 よろしいか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○田原市長 じゃあ、今日はたたき台として示したものに対して、それぞれの委員さんか

らいただいた意見をもとに再度手直しさせていただくということで、一応この件について

は閉めたいと思います。 

 それでは、２番目の協議事項であります学校再編計画について協議に入らせていただき

たいと思います。 

 事務局から説明願います。 

○川口教育部長 それでは、学校再編の計画についてご説明したいと思います。 

 資料は資料２、３、４、５、４ページにわたりご用意しております。 

 まず、前置きとしまして、備前市教育委員会では、平成２３年に学校再編の計画を策定

をしました。この計画は、平成３２年度までの１０年間を見据えたものになっていまし

た。計画に従いまして、日生南小学校、神根小学校、三国小学校を閉校し、一旦計画の実

行をとめていたんですけれども、昨年度保護者の方々の意見を受けまして改めて計画を検

討し始めたところでございます。 

 それでは、資料の説明に入りたいと思いますが、まず資料の２をごらんください。 

 学校が小規模であることについてメリット、デメリットを書き出したものです。これは

平成２２年に市民の方も入っていただいた委員会の中で出てきた意見を当時まとめたもの

ということです。 

 学校を小規模化することについてのメリットとしては、例えば丁寧で細やかな指導が行

いやすいとか、我慢する心やリーダー性が育つとか、責任感が育つとか、子供を地域で育

てるという機運が高まりやすいとか、安心感を得やすいといったようなことが言われてお

りました。 



- 16 - 

 他方で、小規模化することのデメリットも挙げられております。例えば集団の中で友達

関係、人間関係が固定されやすくなる、そして子供同士が切磋琢磨する機会が少なくな

る、また活気や活力が低下しやすいといったような問題がある。それから、友達との距離

感などを自然に身につけていく機会が少なくなったり、新たな出会いや人間関係を築くこ

とが難しいといったような問題がある。また、学習活動として、体育では集団で行うゲー

ムがありますが、そういったものが限られてしまったり、音楽の合奏、合唱が成り立ちに

くいといった問題。また、中学校については部活動が限られてくるため、生徒の選択肢が

少なくなるという問題も指摘されておりました。また、中学校のことで教科担任制を置く

中学校では特に非常勤講師を配置せざるを得ない状況が生まれるというような指摘がござ

いました。 

 それでは、資料の３をごらんください。 

 こちらは平成２４年１月に教育委員会として出しました備前市立学校教育環境整備基本

計画、これの要約をしたものです。 

 ここでは、１つ目の黒い丸のところにありますように、学校の規模、適正規模について

まとめております。真ん中の枠のところをごらんください。 

 小学校の低学年、高学年とも、特に１学年の学級数は２から３学級が望ましい、中学校

については２から４学級が望ましいということを当時整理しております。 

 また、この基準に照らしまして、中ほどの黒い丸になりますが、適正化の対象とする学

校を列挙しております。これらのうち、閉校を進んだ学校もあれば、残されている学校と

しましては三石小学校、三石中学校、それから吉永中学校があります。それ以外の学校に

ついては、当時は適正化の対象とはしないという整理をしておりました。 

 続きまして、資料の４をごらんください。 

 こちらは現在の、そしてこれからの備前市の児童・生徒の数の推計を示したものです。 

 見方ですが、表の上のほうが小学校の枠、下の枠が中学校の枠となっており、左側が平

成３０年度の児童・生徒数、右側が平成３１年度以降の第１学年の児童・生徒数の推計と

いうふうになっております。 

 こちらで特にごらんいただきたいのは学級数についてです。資料上は色のつけてあると

ころが学級数を示しています。小学校の枠で見ますと、ほとんどが１が並んでいます。先

ほどの学校の適正な規模の基準というところで、小学校は２から３学級が望ましいと申し

上げましたが、その基準からするともうほとんど全ての学校が下回っているという状況、
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それから中学校につきましては、先ほどの計画では三石中学校と吉永中学校が適正化の対

象というふうに挙げておりましたが、こちらの表によれば、例えば伊里中学校や日生中学

校につきましても学級数が１という学年が多く見られるようになってきております。 

 こういった状況を踏まえまして、では学校統廃合の問題をどう考えるかということが今

の課題であります。 

 それからもう一つ、資料をおめくりいただいて資料の５をごらんください。 

 こういった現状を受けまして備前市教育委員会では、まずは学校について校長から聞き

取りを行いました。その結果をまとめたものです。 

 今年の２月から３月にかけて聞き取りを行っておりまして、質問内容は、自校の学校規

模は適当かということ、また統廃合が行われた場合に地域学習や地域とのかかわりに支障

はあるかといったようなことを聞いております。 

 主な意見を簡単にご紹介しますと、小学校につきましては、１つ目、複数学級あるほう

が望ましいとしながらも、小規模であると個々の状況をよく見ることができ、結論的には

小学校はこの規模でよいといったような意見や、２つ目には、これは特に小規模の学校で

ありましたが、学習活動の広がりを持たせ、児童に刺激を与えるため、異学年交流や他小

学校との交流を積極的に実施しているというように、小規模のデメリットの部分を指導上

の工夫で解消しようという意見。それから３点目、学区が広くなり過ぎると児童の生活範

囲を超えるため、学習活動に必然性がなくなるおそれがある。それからその２つ下、異学

年での集団登校は人間関係づくりに役立っており、それ自体に価値もある。それから最

後、教育課程外の地域の活動については学校を介して募集している実態があり、学校が統

廃合の対象となるとうまく募集できなくなるおそれもあるといったような意見もありまし

た。 

 続けて中学校のほうを見ていきます。 

 １つ目、人間関係づくりの観点からは複数学級あるほうが望ましい。２つ目、生徒会や

委員会の活動はある程度大きな集団で行うほうが効果が高い。多くの人に伝える、多くの

人を動かす経験は中学生にとって重要。３つ目、学年ごと２学級あったほうがよいが、１

学級あたりの人数も問題。４つ目、統廃合後の地域学習について、学区全域を対象にする

ことは可能。次に、部活動について、現在の生徒数を維持しても種目数の維持は難しい状

況にある。それからその下、中学校１年生には中学校生活になじめない者がいるが、小学

校生活の集団規模にも関係があると考える。小学校が小規模過ぎるので、中学校に入って



- 18 - 

ちょっとなじめないという状況もあるのではないかといった、小学校のについての意見。

その下、学校種ごとに大きな集団に入っていく体制がよい。またその下に、高校になって

つまずく者もいるとの意見。その次、中学校がなくなると地域住民が中学生を見る機会が

減り、地域住民にとって中学校に要請しにくくなる。中学校にとってマイナスの面もあ

る。中学生生活の広報が大事。それから最後に、地域の地域行事について、教員による見

回りなどの支援の機会が増えるとなると課題と言えるといったような意見もありました。 

 また、この資料は学校側に対する聞き取りでしたけれども、そのほか、保護者に対する

意見、保護者からの意見を聴取することも重要と考えておりまして、４月以降、特に現在

の再編計画の対象に上がっている学校を中心に教育委員会事務局でＰＴＡのほうに話を持

っていっております。まずは問題提起ということで、まだ入り口のところでありますが、

これからさらに詳しい状況をもとに意見交換をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 説明は以上となります。 

○田原市長 はい、ありがとうございました。 

 事務局から現状の説明等がございました。 

 これからは委員の皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。 

 はい。 

○高橋教育委員 現場の校長先生からの聞き取りということで、本当に現場の声がすごく

反映されていると思います。一保護者としての意見も考えても、小学校は特に小規模で手

厚い１人１人に対するに対する対応というのは特に望まれるような気もしますし、前から

申し上げてたと思うんですが、子供たちが歩いて登校できるというのが理想で、地域にお

ける見守り、見守られて行くっていうのが温かい風景であり、地域の方々との交流という

のが小学校であると、中学校、高校になってもそれが続くということも考えられて、やっ

ぱり地元の方に見守られながら登校するというのは、理想と思います。 

 中学校によると本当に高校になってつまずく子が多いということもよく聞きます。小さ

い学校からやっぱり１０クラス、８クラスあるような学校の子と、本当に小学校から中学

校よりは、小規模校の中学校から高校に行ったときにつまずくことが多いというのはよく

聞きますので。また、部活などの選択に対しても地元の私たちの学校でも自分が子供のと

きもすごく痛感した思いがありますので、この意見も踏まえながら少し中学校を優先的に

考えてもいいんではないかなと思います。 
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○田原市長 はい、ありがとうございます。 

 ほかに。 

○駒澤教育委員 はい。 

○田原市長 はい、どうぞ。 

○駒澤教育委員 学校がなくなるというのは、その地域の人にとっては何となくさみしい

という、論理とは離れた話もあったりして、それに余り快くついていけれないという人も

おられるんだと思うんですけど、ここにあるようにやっぱり適正規模という言葉で書いて

あるんですけど、そういうものが出されているのというのは、このメリット、デメリット

を考えた上でそういうことも出したんだったら、それなりの合理性のある話だと思うんで

す。 

 それで、一般的に行政が物を進めるときには、その反対意見をどうするかというところ

に力がたくさん行きまして、賛成意見をどうするかというのでなしに反対意見をどうする

かというところに配慮が重きが置かれる傾向があるように思うんですけど、そのために結

局遅くなってしまうということがあって、私はこの適正規模を基準にもともとの計画に従

ってできるだけ早い時期に取り組むべきではないかというふうに思います。議論しても結

局同じ結論に落ちつくんではないかというふうに思います。 

○田原市長 はい、ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○松本教育委員 私も小学校に関してはやはり家を含む地区みたいなもの、家とその地区

と学校みたいなのがやっぱりちょっと一体化したものがある形が望ましいのではないかな

って思うところがあるのと、特に小規模校なんかだったら地区のボランティアとかの方が

すごく出てくださってたりすることもありますので、そのあたりを考慮しますと、昔だっ

たら学校に家族の誰かが行っててみたいな、そういうスタイルの家庭が多かったんですけ

ど、今はもうおじいちゃん、おばあちゃんしかいないって、孫がよそにいるとか、そうい

う方も多いので、もう地域の子供も自分の孫みたいな感じで思っていただきたいなと思っ

て、私もちょっと自治会の活動なんかをしているときにも老人会と子供会と一緒にやって

くださいとかってお願いしていることがあったりするんですけど、すると何か顔を合わせ

たりすると、神社のお参りに行くときに一緒にとか、もうそれ誰がいるのか、誰が携わっ

ておられるのかなっていったときにすごく近しくなるので、その形を思っているのと、あ

と中学校も、だから今小中一貫みたいな形になっているところが多くて、小学校と中学校
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との連携みたいなのができていると、今度統廃合になると問題があるのかなというところ

があって、あと恐らく今ボランティアとかで地域の方がかかわってくださっている方は、

もう中学校置いといていただかないとっていう形がやっぱりあると思うんですけれども、

やはりそここそ私は子供たちがじゃあどうしてほしいかなっていうのを、それこそ親御さ

んともしかしたら意見が違うかもしれないけど、できるだけ子供たちがどう思うかという

ことが何とかして聞き出せないかなっていう思いが少しあります。 

○田原市長 はい、どうぞ。 

○奥田教育長 整備計画をつくったのは大分前で、もういろんな方に集まっていただいて

整備計画ができて、じゃあここから統廃合をスタートしましょういうときに、途中でいろ

んな理由があって凍結になったということがあります。駒澤先生が言われたように、統廃

合反対というように情の部分で反対反対言う、学校が地域のシンボルだいうことで、もう

絶対反対だというような情の部分で、子供たちの教育、同等の教育を子供たちは受ける権

利があるんだと、だけど規模が物すごく小さくなってしまったら先生の配置もままならな

いいうことで、同じような教育を受けれないじゃないかなということで、適正な規模とい

うのを決められて統廃合していこうということが出てきたと思います。 

 それと、統廃合のもう一つ大きな反対の理由というか、行政の都合だろうと、統廃合す

れば節約になると、財政上の節約になるから行政はそこで統廃合を進めているんじゃない

かなという、こういう考えもあるんですけど、実は統廃合しても市は余り節約にはならな

いんで、学校の先生方は県費なんで、県の財政のほうはかなり４校あったら、管理職が校

長、教頭が８人おったら、それが１校になったら２人になるわけで、そういった面での人

件費的な節約は県のほうにはメリットはあるんだけど、市のほうには建物の維持管理費ぐ

らいで、人件費に比べたら大した財政上の問題ではないということを、一般の市民の方々

は行政はもうその節約、統合したら大きな節約になるから進めているんだという考え方も

聞いたことがあります。 

 そういったもろもろのことで、一旦今凍結しているんですが、本当にこの凍結のままで

５年先１０年先でいいのかというのをもう一回皆さんに見ていただいて、考えていただい

て、統廃合はやっぱり進めていくべきだと、もろもろの理由で進めてくべきだというふう

に思っておりますが、今委員の皆さんから小学校、中学校に分けてご意見ありましたが、

小学校ではどうか、中学校ではどうかというふうに分けて考える方法もありますし、もう

一気に小学校中学校まとめてどうしていくかというのを議論していく方法もあるんじゃな
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いかなというふうに思います。いろんな方法で整備計画は凍結を解除して進めていくべき

だというふうには思います。 

○高橋教育委員 すいません、私言い忘れたんですが、小学校はできるだけ残したほうが

いいという意見が出たんですが、複式で２学年が学ぶっていうのは、授業も見せていただ

いたこともあるんですが、それは本当に子供たちにとっていいのかなってすごく感じた覚

えがあるんです。まず複式の学校は統合に入れたほうがいいのかなっていうのは強く思い

ました。 

○駒澤教育委員 備前市は既に統合の問題に関しては実行しているわけです、日生、吉永

ね。そこで、次にまた統合していいかどうかの議論から始めると矛盾すると思うんです。

今までのがそれは政策的に間違いだったという話になるわけですから。それがない限り、

本当に明らかな間違いが問題として出てこない限り、私は同じ論理でそのまま進めなきゃ

……。 

○奥田教育長 計画を進めていくと。 

○駒澤教育委員 そうそう、計画を進めなきゃ、凍結したのは全然違う理由で、小中一貫

校というのがあったんですけど、それがもう横に置いたんですから、あるいはこっちのほ

うを優先しなきゃいけないという話になったわけですから、私はそのまま早く実行しなけ

ればならないという責任を持っているんじゃないかなというふうにさえ思うんです。ここ

で立ちどまってどうしようかという議論ではなくて、今はいかにするかということの議論

でなけらねばならないような気がします。 

○田原市長 ということは、従来から統合という大きな大綱が決まっているんで、その流

れに沿ってするべきだと。その間に小中一貫校という国の大きな方針の中で若干足踏みを

したことはあるけれども、既定方針にのっとってすべきだと、こういうような意見集約で

よろしいですか。 

 いいですね。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○田原市長 わかりました。 

 そういう中で、私は選挙で選ばれる市長です。そういう中で、私の有権者に対する説明

の仕方については、一応小学校は歩ける範囲で、中学校は早く統合しましょうと。今小学

校の分野までは少なくともこの私の任期中３年の間に統合というのはちょっと難しいかな

と。 
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 というのが、今各小学校区単位で地域担当職員制度という制度を打ち出しています。小

学校区単位のまちづくり委員会的なもので地域を守っていただけませんかという政策を今

打ち出しています。そういうようなことと整合性がとれないんで、少なくともこの私の一

定の３年間の、残り３年間しかありませんけども、その間に小学校の統廃合まではちょっ

と私自信ないですなという部内の、これは部内の話です。だから、まず中学校から手がけ

るかなというようなことは率直な意見です。 

 いや、もう中学校もいいでしょうというんなら、それもまた皆さん考えましょう。 

○駒澤教育委員 技術的にはいろんなことがあると思うんですけど、やり方としてはいろ

いろあると思う。考え方としては、私はこれは動かしたらいけない話ではないかというふ

うに思います。 

○田原市長 わかりました。 

 事務方で何かご意見がありますか、実務的に。 

○川口教育部長 今まで掲げてきた方針というのか、一度決めた計画はそれとして尊重す

るべきじゃないかという思いもありながら、そこからやっぱり学校が置かれている、地域

で置かれている環境も少し変わってきているような状況もあったりして、ちょっと結論的

にはどうすべきかというところは、まだなかなか今のお話の中にも両論あったように、ま

だ決めかねている状況ではありますが、まずは事務局としては、先ほど生徒の意見を聞い

てはどうかというような話もありましたし、あとは保護者に対してもまだ問題提起をした

にとどまってますので、これからそういったお話を多く聞くことをまずはしたいというふ

うに思います。その上でまた皆さんからご意見いただきたいと思います。 

○田原市長 皆さんの意見集約はほぼできたわけですから、その既定方針でいこうとい

う、統合のですよ、そういうことに立脚して、そのおっしゃった意見、子供たちの意見、

そういうような方向であるということもある程度理解してもらってのほうがいいんじゃな

いかなという気がいたします。特に保護者っていうのは、自分の子供のときだけなんです

よ。その辺の無責任さがあるんで、その辺も多少割り引きながら意見も聞いてください。 

○高橋教育委員 代が変わっているので、また新しいこの何年間のうちで保護者の方もか

わっているので、現段階の保護者の方にも意見を聞いていただきたいなとは思います。 

○田原市長 よろしいか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○田原市長 それじゃあ、２番目の協議についてはそういうようなことで終わります。 
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 以上で事務局が予定した事案については終わりましたが、せっかくの機会ですから、何

かご意見をということでいいんかな。 

 ほかに何かありますか、事務局として。 

 はい、どうぞ。 

○事務局（岩﨑課長） 特に案件がないようでしたら、次回の会議の日程についてお願い

したいと思います。 

 私どもの事務局の勝手な都合ではあるんですが、７月に国際交流の関係でアメリカのメ

ンロパーク市がこちらのほうへ来日されます。それとまた月末には韓国の蔚山市のほうへ

訪問する予定があります。そういったことで７月は大変いろんな事情で会議を開催するの

は難しい状況でありまして、できましたら８月にと思っておるんですが、日程については

また後日ご連絡ということでさしあげますが、それでよろしいでしょうか。 

○高橋教育委員 何個か候補を上げていただいて、全員参加にしていただけたら、はい。 

○事務局（岩﨑課長） ええ、できるだけ、はい。そのようにさせていただきます。 

○田原市長 そういうことで、じゃあよろしいでしょうか。 

 もう駒澤先生は……。 

○駒澤教育委員 お世話になりました。 

○田原市長 引き続きというお願いをしたようですけれども、何か勇退されるということ

で、後任に医療関係の方を思ったりしたりしたんですけど、もう議案提案しとるんかな、

次の議会。 

○川口教育部長 はい、教育委員会会議にはかけております。 

○奥田教育長 教育委員会議にはかけてます。 

○田原市長 そうですか、皆さん知っておられるんですか。 

○奥田教育長 議会前に教育委員会議で。 

○高橋教育委員 知らないです。 

○川口教育部長 まだ人はご存じなかったです、済みません。人はご存じなかったです。

まだ伝えてなかったです。 

○高橋教育委員 お伺いしたことは一度もないです、次どなたがなられるかというの、私

たち教育委員は。 

○奥田教育長 あれ、なかったですかね。 

○松本教育委員 聞いてないです。 
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○川口教育部長 間違いました。済みません。 

○奥田教育長 ごめんなさい。 

○高橋教育委員 ６月の議会かな。 

○奥田教育長 提案されます、はい。 

○大岩教育振興課長 議案として今日議案発送されておりまして、６月４日に選任同意さ

れる予定になっております。議案提出前だったんで、まだ言えなかったんです。 

○田原市長 次が６月１日に新しい議員さんによる議会が始まります。その議案として次

の駒澤先生の後任の委員さんを議会側に提案すると、こういうことになっております。 

 どうも先生、長い間ありがとうございました。 

○駒澤教育委員 いえいえ。 

○田原市長 今までの経緯があるんで、教育長さんも変わったから引き続きというような

ことでお願いをしたんですけど。 

○駒澤教育委員 もういいです。 

○田原市長 委員をやめられても、また何かと相談に乗っていただきたいと思います。 

○駒澤教育委員 ありがとうございます。 

○田原市長 それでは、以上で本日の総合教育会議は閉会いたしたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

 

 


