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平成 29年度第 1回玄海町総合教育会議録

1．会議の日程

2．会議の場所

3．参 加 者

平成 29年 10月 26日（木）午後 3時 00分～4時 02分

玄海みらい学園 2階 会議室

町長 岸本英雄

教育長 中島安行 職務代理者 末武和彦

委員 脇山希洋治、岩猿慶子、八島晋策

課長 中村大輔、中島泰広 指導主事 眞﨑新

係長 中山昌直、上田梨美

4．議題

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正について（資料 No.1）

(2) 玄海町総合教育会議運営要綱（資料 No.2）

(3) 玄海町教育大綱（案）（資料 No.3）
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発 言 者 発 言 要 旨

中島課長

岸本町長

上田係長

岸本町長

上田係長

挨拶、開会宣言。

皆さんこんにちは。教育委員会に入れていただいて、こういう形で会合をさせてい

ただくのは多分初の試みではないかというふうに思っておりますし、実は新教育法が

施行されてから体系が少し、教育委員会自体が変わりました。今日は末武前委員長さ

んがいらっしゃいますけれども、もう委員長という形ではなくて教育長さんが兼ねる

というような体制。改正がされてある意味など、まだ戸惑いがそれぞれにおありにな

るのかもしれません。しかしながら教育という面に考えれば、こうやって試行錯誤し

ながら子どもたちにどれだけ良い影響を与えられるかというのが、実は町の教育委員

会としても一番大事な事ではないのかな、ということでこういう会合を持たしていた

だいております。

今回、総合教育会議というのは第 1回になって、初めてこの形で協議をさせていた

だきますけれども、今回は教育行政に関する大綱の策定ということが真っ先にやらざ

るを得ないことで、文章化してしっかりと今後の教育というか、子どもたちの行く末

の為に、しっかりとしたものをそれぞれが持ち合わせながら、子どもたちの役に立つ

教育委員会であり、玄海町であるように我々としては努力を続けていきたいな、とい

うふうに思っておりますので、今日ここにいらっしゃる、というか玄海町の教育委員

の皆さん方にいろんなご意見を聞かせていただきながら、この大綱に沿って玄海町の

子どもたちの、やはり豊かさ、心の豊かさと同時に学力の向上を図っていただけるよ

うに、是非がんばっていただきますことを心から期待をして冒頭の挨拶にさせていた

だきたいと思います。

後ほどご意見はいっぱいお互いに言い表していただいて、今日はちょっと時間がな

いので少し消化不良になるかもしれませんけど、今後もこういう会議を開きたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

それではこれからは、玄海町総合教育会議運営要綱第４条第３項の規定により、「会

議の議長は、町長をもって充てる」となっておりますので、会議の進行を岸本町長に

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

議題（1）「教育行政の組織及び運営に関する法律の改正について」事務局の方に説

明させるようにいたします。

まず議題１、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正について」御説明さ

せていただきます。資料№１－１、１－２を合わせてご覧ください。１－１がカラー

刷りの横判のもの、１－２が A4の縦判のものになります。

すでに委員の皆様ご存じのとおり、平成２７年４月１日に「地方教育行政の組織及
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岸本町長

皆さん

岸本町長

上田係長

び運営に関する法律」が施行されてございます。この法改正のポイントといたしまし

ては、資料№１－１にございますように、まずポイント①「教育委員長と教育長を一

本化した新教育長の設置。

ポイント②「教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化」でございます。すで

にこちらにつきましては、現在の体制がこの図の様になってございますので、説明は

割愛させていただきたいと思います。

次に、ポイント③「すべての地方公共団体に『総合教育会議』を設置」することと

なってございます。本日開催させていただいているこの会議がまさにこれに当たりま

す。本来であれば、法改正のタイミングでこの『総合教育会議』を設置するべきとこ

ろでしたが、様々な事情もございまして今年度まで設置が延び、また第１回目の会議

開催が本日となってしまったことをお詫び申し上げたいと思います。

またポイント④といたしましては、地方公共団体としての教育政策に関する方向性

を明確化するため、「教育に関する『大綱』を首長が策定」することとなってございま

す。資料№１－２につきましては、改正法のうち「大綱の策定」「総合教育会議」に係

る条文の抜粋をしたものでございます。議題１については御説明は以上でございます。

はい。事務局から説明がございましたが質問、ご意見等はございませんでしょうか。

こういった①、②についてはもう今すでにこの形でやらせていただいているので問題

はないと思いますが。

はい。

それでは議題（2）「玄海町総合教育会議運営要綱」について。これも事務局から説

明をお願いいたします。

はい。資料№２－１をまずご覧ください。資料中段あたりに「総合教育会議」とは、

とございます。こちらについて読ませていただきます。

総合教育会議の趣旨と致しましては、地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思

疎通を図り、地域の教育の課題やるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育

行政の推進を図ることを目的とする。構成員は、地方公共団体の長、教育長及び全て

の教育委員とする。位置づけといたしまして、地方公共団体の長と教育委員会という

執行機関同士の協議と調整の場とする、となってございます。

こちらの定義、四角で囲っておりますが、位置づけの中にあります、協議とは、自

由な意見交換として幅広く行えるもの。調整とは、教育委員会の権限に属する事務に

ついて、地方公共団体の長の権限と調和を図ること、というふうに定義づけられてお

ります。

これを踏まえまして、玄海町総合教育会議運営要綱を平成２９年８月２日に施行し

ました。その資料が、資料№２－２の要綱でございます。２－２をご覧ください。
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岸本町長

皆さん

岸本町長

上田係長

中山係長

総合教育会議の所掌事務といたしましては、第２条第１項１号～３号に定めている

とおり「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定」「教育を行う

ための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るた

め重点的に講ずべき施策に関すること」「児童、生徒等の生命又は身体に被害が生じた

り、被害が生じる恐れのある場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること」とな

っております。組織の構成は、町長及び教育委員会。会議は、町長が招集し、会議の

議長は町長が務め、構成員は、会議での調整事項を尊重しなければならないこととな

っております。この会議は、基本的には公開することとなっておりますが、個人情報

の観点からや、公正さが損なわれるような場合には、非公開とすることが出来ます。

資料№２－３につきましては、文科省説明会の質問事項の抜粋ですので、ご参考と

されてください。以上で、「玄海町総合教育会議運営要綱」の説明を終わります。

これもまた事務局から説明がありましたが、ご質問・ご意見がありましたらお願い

をいたします。いかがでしょうか。運営要綱についてはいいですか、このような形で。

意見なし。

それでは議題（3）「教育行政に関する大綱の策定」について事務局から説明をお願

いをします。

資料№３「玄海町教育大綱（案）」をご覧ください。こちらにつきましては、毎年度

教育委員会で作成されている「玄海町教育方針」と「第５次玄海町総合計画」をベー

スに教育課で作成をいただきました。大綱（案）の内容については、教育課から説明

をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

はい。私、教育課の中山が説明をします。この「玄海町教育大綱（案）」についてで

すが、上田係長が申しましたように、玄海町の目指すべき総合的な行動指針である「玄

海町総合計画」と平成２９年度の「玄海町教育方針」を統合して作成しております。

内容につきましては、１番目の教育大綱の位置づけで、町の総合計画との関連性を

明記し、２番目の教育大綱の対象期間、これは８月２１日の教育委員会定例会でも少

し説明をさせていたただいておりましたが、教育大綱はですね、町長が策定するもの

となっており、岸本町長の任期が、まずは平成３０年８月までとなっておりますので、

今年度と次年度の２か年としております。３番目の基本目標、これは町の総合計画の

教育分野の基本目標をもとに作成しております。４番目の重点目標、これは平成２９

年度の玄海町教育方針をもとに、文言をわかりやすく整理し、８つの重点項目、（1）

から（8）までございますが、８つの重点項目に分けて作成をしております。３ページ

につきましてはですね、参考として掲載しておりますが、この大綱をもとに行う具体

的な実施施策、事業ですね、を先ほどの重点目標と関連して掲載しております。
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上田係長

岸本町長

中島教育長

末武委員

中島教育長

末武委員

岸本町長

教育に関する計画の本来の位置づけとしては、まずは玄海町総合計画があって、そ

の下に教育大綱があり、それを受けて玄海町教育方針というのが本来の順番でござい

ます｡今回大綱が後になったものですから、このような作成の仕方というふうにしてお

ります。

簡単ではございますが、以上で「玄海町教育大綱（案）」に係る教育課からの説明を

終わります。

議題（3）については事務局からの説明はこれで以上です。

本日のこの会議は先ほど申し上げましたように、メインの議題でもあります「教育

大綱」の策定について協議を行って、構成員のみなさまの承認をいただいて、玄海町

の「教育大綱」として公表をしたいと考えております。大綱の内容について、みなさ

まからご意見等がございませんでしょうか？何かこれを付け加えたらいいとかという

ことがありましたら。基本的には教育委員会で一度説明をされたというふうに聞きま

したので、教育委員さん方はご承知をしていただいているのかな、と思っているとこ

ろです。こういう形でいいですかね。教育長からは何か言っておかれることがあれば。

いえ、別に意見はございませんが、教育委員さん方がですね、初めてこれを見られ

てですね、すぐには難しいでしょうけど。ご質問でもいいですので遠慮せずにしたら

よろしいと思っていますがどうでしょうか。

こうしてほしいというか、いろいろ目標があって、1 から 8 までが具体的な方策で

すかね。

重点目標ですね。

ですね。理想論を掲げて総花的に書いてあるけど、コンパクトにされた方がもう少

し分かり易いんじゃないかな、と。いろんな目標は、今どこもこういうふうにはなっ

てはいますけどですね。これが 1から 8までの具体的な方法論で、全体的に総合的に

目標に向かって進むということは、分かり易いけど、ちょっと感じたことですけど、

僕の主張を絶対通そうと思っているわけじゃないけど。

そうですね、これについては多分、中山係長、それから課長も含めて教育委員さん

にいろんな説明がされたんだとは思いますけれども、実は 5次の玄海町の総合計画に

則らせていただいているというのが非常に大きく反映をしているというふうに思って

いまして、教育分野の総合計画に沿わせた形で重点目標が置いてあるのではないかな

と思います。ですから教育大綱はこのような形で使わせて頂いて、学校の方針として

ですね、というか教育の方針というのをまた別枠の形で、今末武委員さんがおっしゃ
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中島教育長

岸本町長

ったようにですね、今年はこれとこれを目標にやるんだ、ということを謳われること

についてはですね、別に異論はないのではないかな、と。

本当に少し幅広く書いてございますけれども、そういったものを大綱の中には入れ

ておくべきかな、と思います。ただしあまりにも目標が沢山有りすぎるとですね、今

これも末武委員さんがおっしゃったように、非常にまとまりづらいという面は非常に

よく分かりますので、そういった面から考え合わせればですね、ここからもうちょっ

と絞り出して、という考え方は必ずあるものだと思います。ただ先ほども冒頭に申し

上げたように、これが第 1回の教育総合会議であるということ、それから 1回目の玄

海町教育大綱であるということ等々を考え合わせると、このように非常に大きめに広

げた形で大綱を作っておいた方が教育長さんもやりやすいでしょうし、教育委員さん

が議論をする時にもですね、いろんな分野から見ていただけるのかな、というふうに

考えた結果こういう大綱になっているということはご理解いただきたいな、というふ

うに思っています。

1 つよろしいですか。末武委員さんがおっしゃるとおりですね、沢山 8 項目もあっ

て、ということでおっしゃるとおりですね。それをぎゅっと詰めたのが 3番の基本目

標ってありますよね。この 1ページの 3番。そこに凝縮されてるわけですが、実はこ

れは 2 つのことが書いてあるんですけど、分けるとですね。1 つは学校においては、

という言葉が 1行目の最後から 2行目にかけて、学校においては、というのがありま

すよね。最後から 2行目のところに加えて、とありますね。よくこれを読むとですね、

学校教育と生涯教育、社会教育ということがここに含まれているわけです。で、学校

においてはうんぬんのところを読まれるとですね、いわゆる知・徳・体ですね。知育・

徳育・体育の普遍的な、どこの学校でも日本中どこでもですね、突き詰めれば知・徳・

体でしょうけど、それがこの文言。自ら学び考える力などの確かな学力、これが知で

すね。他を思いやる心や郷土を愛する豊かな心、これが徳ですね。そしてたくましく

生きるための健康や体力などの育成、これが体ですね。それが入っているし、じゃあ

子どもだけでいいのかというとそこに、加えて、と全ての住民、玄海町の全ての住民

が生涯にわたって学び、楽しみ、その成果を地域に生かす。ですから大人もですね、

卒業した後でも知・徳・体、それが必要なんですよ、と謳ってあると私は解釈してる

んですよね。だからこれはなかなかいい言葉だな、と私は思っているんですが、いか

がでしょうか。

とりあえずこれは 2年間ということで教育大綱を。この教育総合会議を開催してい

く途中で、大綱はこう変えましょう、とか改正がされていくものであるというふうに

思いますし、そういう意味では今回に関しては、今教育長さんがおっしゃっていただ

いたように、基本目標という形で、全体を非常にこれは、基本目標分かりにくいかも

しれないですけれども、重点目標、それに加えさせてなるべく幅広く皆さんに目標を

与えていけたらいいな、というふうに思っているというのは現実でございます。
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末武委員

岸本町長

脇山委員

岸本町長

脇山委員

岸本町長

八島委員

岸本町長

脇山委員

岸本町長

末武委員

岸本町長

そういうことでご理解をいただけませんでしょうか。

はい。

脇山委員さん、よかですか。

今末武さんが言われたようにですね、あまりにも目標が多くてどれを。それが正直

な意見です。しかし、していく間にこれも大事、これも大事ということで出てきたと

思うんですよ。

そう、そう。はい。

それなりに大綱とするならば当たり障りのない内容に書いておく必要があるんじゃ

ないかな、というのは思います。だから重点目標の中で、またいっぱい書いてある中

でまた絞っていって、どれを玄海町の本当の目的にするかですね、今からそれをやっ

ていくことが大事だと思っています。

はい、ありがとうございます。もうお 2人聞きましたので、八島さん。

良くできてると思います。文句の付けるところがない。これが理想で、これがほん

と全部達成出来たらものすごく良いことだと思います。

出来ればね、はい。

良いとは言えないけど、悪いとも言えない。一般的な当たり障りのない。最初の大

きな目標としては。

そうですね。

自由討論じゃないですけどいいですか。やっぱりこれは対外的にも、今から町民に

も広く出すことで、県にもこういう要望だということを出すわけで。当たり障りのな

いことを出しとったが無難やけんね。実際具体的なことはまた後日の総合教育会議で

町長さんと交えて話していきたいですよね。

はい。是非。具体的な目標になると、もっとさらに突っ込んだ部分が出てくるとい

うふうに我々考えているので、大綱についてはこんな感じでもいたしかたないかな、

というふうに思っているのは事実でございます。岩猿さんも何か言っとかないかんで

しょ。
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岩猿委員

岸本町長

皆さん

岸本町長

いや学校としては海洋教育だとかコロワルスクールとの交流とかいろいろやってい

ただいてですね、外にも開かれた子どもたちに、とっても良いシステムだと思います。

是非今回の大綱についてはこの形で進めさせていただければと。私が引っ張りすぎ

るといけませんけれども、みなさんそれぞれいただいたご意見は、今後反映をしなが

ら修正をして玄海町教育大綱としたいというふうには思いますけれども、これで大体

ご異議はございませんでしょうか。

はい。

ありがとうございます。じゃあ事務局でいろんな手続きを行って、「玄海町教育大綱」

として公表をいたしたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。


