
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年 

 

第１回関市総合教育会議 
 

会議録 
 

（平成２７年５月２８日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関 市 

 

 

 



 

- 1 - 

 

 

平成２７年第１回関市総合教育会議 

 

１ 日時 

開会 平成２７年５月２８日（木）午後 ４時００分 

閉会 平成２７年５月２８日（木）午後 ４時５５分 

 

２ 場 所 

関市役所 ３階 庁議室 

 

３ 構成員で出席した者 

   市   長       尾 関 健 治 

教育委員長       田 中   彰 

教育委員（職務代理者） 奥 村 陽 子 

教育委員        足 立 司 郎 

教育委員        井 藤 さやか 

教育長         吉 田 康 雄 

 

４ 説明のために出席した者 

企画部長          桜 田 公 明 

企画政策課長        横 山 伸 治 

教育委員会事務局長     平 田   尚 

教育総務課長（会議録書記） 宇佐見 秀 秋 

学校教育課長        寺 澤 徹 夫 

 

５ 出席した事務局職員 

教育総務課課長補佐     水 野 一 生 

 

６ 傍聴者 １名 

 

７ 協議事項 

（１）関市総合教育会議の設置について 

（２）教育に関する大綱の策定について 

（３）関市学校教育夢プランについて 

（４）その他 

 

 

 議事内容（概要） 

 

○平田教育委員会事務局長 

  定刻となりましたので、ただいまから第１回の関市総合教育会議を開催

いたします。初めに、尾関市長から御挨拶をいただきます。 
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○尾関市長 

  第 1 回関市総合教育会議に御出席いただきありがとうございます。 

テレビカメラが３台ぐらい来ると思い、かなり緊張していましたが、少

しさみしいと同時に正直ホッとしています。 

日頃、教育委員の皆さんには教育行政ついて、お力添えをいただき感謝

を申し上げます。 

新教育委員会制度について、マスコミ等でも議論があったようですが、

市民の皆さんがどれだけ関心を持っているかは、掴みづらいところがあり

ます。私は、この新教育委員会制度について松下政経塾の市長の会で意見

交換をしたことがあります。人口規模の大きい先輩市長の話を聞くと「市

長と教育委員会と連携が難しく、意思疎通ができないからなんとかした

い。」と言っていた。しかし、３万、５万の首長からは「そんなことはな

いですよ。これまでの教育委員会制度でも意思疎通を図り、行政と教育委

員会の皆さんと一緒にやっていけます。」というのが、関市も含め人口規

模約１０万程度の市の意見ではないかと思う。人口規模が大きくなると状

況が変わってくる。 

  市長になって３年半となりますが、教育委員の皆様とは行事等で個別に

お話しすることはありますが、教育委員会の委員全員と協議することは初

めての試みではないかと思います。 

この機会に、両者が教育の課題を共有し、教育施策の方向性を確認しあ

うことが、将来の関市の教育の向上につながると思います。 

以上、私からの挨拶とします。 

 

○平田教育委員会事務局長 

次に田中教育委員会委員長から、御挨拶をいただきます。 

 

○田中教育委員長 

 教育委員会を代表いたしまして、一言御挨拶を申し上げます。 

本年４月の新教育委員会制度のスタートに合わせ、早速、関市総合教育

会議が開催され、教育委員会といたしましても市長さんと教育問題につい

て懇談できますことは、有難いことだと思っております。 

市長の御挨拶の中にもありましたが、教育委員会制度の根幹であります

「教育行政の政治的中立性」、「継続性・安定性の確保」、「多様な民意の反

映」ということにつきましては、従来と何ら変化は無いと改めて認識をし

ているところでございます。 

これまでも関市においては、市長の御配慮により教育委員会との連携が

スムーズに行われてきていると考えております。 

本日、総合教育会議の場において、市長と意見交換を行い、共通認識の

もとに事業を行っていくことは大変有意義であると考えています。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

○平田教育委員会事務局長 
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  続きまして、本日は、第１回目の関市総合教育会議ということでござい

ますので、次第の４（１）、関市総合教育会議の設置について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

○宇佐見教育総務課長 

  それでは、関市総合教育会議設置要綱（案）について説明します。まず、

目的でございますが、第 1 条に「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第１条の４第１項の規定に基づき、本市の教育に資するため、関市総合

教育会議を設置する。」としてございます。別紙の「関市総合教育会議の

概要について」の３ページ目に地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の条文を抜粋してあります。この法律の第 1 条の３、第１条の４が新たに

加えられた条文ですが、真ん中より少し上あたりに（総合教育会議）とあ

り、第１条の４では「地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び

次に掲げる事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる

構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。」と

定められ、全ての地方公共団体に設けるものとされたわけでございます。 

  設置要綱案に戻りますが、（所掌事務）第２条としまして「総合教育会

議は、本市における次に掲げる協議及び次条に定める構成員の事務の調整

を行う。」とし、（１）から（３）まであり、別紙の資料（法律の抜粋）を

御覧ください。 

（１）の法第１条の３第１項に規定する大綱の策定というところが、抜

粋の第１条の３に関する協議、「地方公共団体の長は、教育基本法第１７

条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該

地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を

定めるものとする。」となっており、それに対する協議。 

（２）、（３）は、法第１条の４第１項第１号と２号でございますが、資

料（抜粋）の中段あたりですが、１号は「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」、２号では「児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が

生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の

場合に講ずべき措置」。これらの協議を行うものです。 

次に第３条（組織）といたしまして、市長と教育委員会委員で構成する

というものです。 

次に４条（招集）として市長は、会議を招集し、議長となる。そして２

項では、教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があ

ると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合

教育会議の招集を求めることができる。としています。 

次に第５条（意見の聴取）では、総合教育会議は、第２条の協議を行う

に当たって必要があると認めるときは、学識経験を有する者等に出席を求

め、意見を聴くことができるというものです。 

  次に第６条（会議の公開）では、総合教育会議は公開する。ただし、個

人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は総合教育会議の公正が

害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めると
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きは、非公開とすることができる。となっています。 

  次に第７条（議事録の作成及び公表）では、市長は、総合教育会議の終

了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。２項

では、前項の議事録の公表は、総合教育会議に出席した構成員及び意見聴

取した者による議事内容の確認後、前条ただし書の規定により非公開とし

た部分を除き、関市公式ウェブサイト等を利用する方法により行う。とし

ています。 

次に第８条（調整結果の尊重）では、総合教育会議において、構成員の

事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊

重しなければならない。 

次に第９条（庶務）では、総合教育会議の庶務は、教育総務課において

処理する。 

次の第１０条（委任）では、この告示に定めるもののほか、総合教育会

議の運営に関し必要な事項は、議長が総合教育会議に諮って定める。 

最後に附則といたしまして、本日、御承認いただければ、この告示は、

平成２７年５月２８日から施行するものです。 

別紙資料の関市総合教育会議の概要についてですが、位置付けとして、

全ての地方公共団体において創設されるものであること。（２）として市

長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議・調整の場である。（３）

首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あるべき

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ということ。   

２運営等の（１）から（５）までについては要綱の所で説明しましたの

で省略します。次に（６）会議の庶務等については、先程、要綱の９条で

説明したように庶務は教育総務課で行います。首長が総合教育会議を招集

することに考慮し、首長部局で行うことが原則とされています。ただし、

当該事務を教育委員会に委任し、又は補助執行させることができるとして

おり、関市では教育総務課で行うというものです。（７）その他の事項で

は、総合教育会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正施

行後、自動的に設置されるものではなく、今回、提案している設置要綱等

により、置かれるものということです。あとは、会議運営等に関する考え

方ということで、Ｑ&Ａを５つ掲載しています。説明は以上です。 

  

○平田教育委員会事務局長 

  説明が終わりましたので質疑に入ります。質疑のある方はございません  

か。要綱案につきまして、質疑もないようですので御承認ということでよ

ろしいでしょうか。 

  

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○平田教育委員会事務局長 

 ありがとうございます。この関市総合教育会議設置要綱４条に基づき市

長が議長となりますことから、会議の進行をお願いします。 

それでは、市長お願いいたします。 
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○尾関市長  

それでは、要綱に基づき議長を務めさせていただきます。（２）教育に

関する大綱について議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

 

○宇佐見教育総務課長 

  今回の法改正第１条の３により、この総合教育会議において、首長と教

育委員会が協議・調整をして市長が策定することとなっています。 

大綱の策定について、文部科学省の通知では、関市のように教育振興計

画を策定している自治体にあっては、その中の施策の根本となる方針の部

分が「大綱」に該当すると判断した場合には、市長が総合教育会議で教育

委員会と協議して「教育振興計画をもって大綱に代える。」ことができま

す。レジメには案①と案②があり、案１では関市教育振興計画をもって大

綱に代える。案②では上記計画とは別に、新たに大綱を策定する。という

案を２つ提案させていただいています。 

最初に関市教育振興計画の概要を説明したいと思います。お手元の資料

で「教育に関する大綱の位置づけ」を御覧ください。これは、関市教育振

興計画の３ページから抜粋したものでございます。まず、この位置づけで

ございますが、教育基本法第１７条第２項で、「地方公共団体は、国の計

画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振

興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならな

い」とされています。関市では、この努力義務に基づいて関市教育振興計

画を定めています。平成２４年度から３３年度までの１０年間の計画で、

５年ごとに見直すこととされており、平成２８年度に見直すこととしてい

ます。図の左上にもあるように関市では、関市第４次総合計画により、平

成２０年度から２９年度までの計画を定めており、関市教育振興計画を策

定する際にはこの計画と整合を図っています。 

もうひとつの資料で「教育」を取り巻く現状課題として、社会情勢の変

化に伴い、少子高齢化の進行、環境問題の深刻化、高度情報化の進展、グ

ローバル化の進展、社会の成熟化といった課題を解決するため、教育振興

計画が定められています。 

裏面の教育振興計画の体系といたしまして、基本理念を「みんなでつく

ろう 豊かな心と志を持ち 力強く生きる市民が育つ街」とし、４つの基

本目標を掲げています。 

基本目標１として、一人一人の児童生徒が主体的に力を伸ばすことがで

きる教育を進めます。 

基本目標２として、児童生徒が安心して通うことのできる安全な学校づ

くりを進めます。 

基本目標３として、家庭・学校・地域が連携して自立的で心豊かな人づ

くりを進めます。 

基本目標４として、生涯学習・スポーツ・文化芸術の推進を通して市民

の生きがいづくりを進めます。 

この４つの基本目標には、基本施策として、１学校教育の推進、２家庭・
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地域の教育力の充実、３生涯学習の推進、４スポーツ活動の推進、５文化

芸術活動の推進と５つに分類され、計画の体系に記載されたように、それ

ぞれ施策の方向を示しています。これらが、関市教育振興計画の骨格の部

分となります。 

先ほど御説明したように案①、案②とございますが、御審議のほどよろ

しくお願いします。 

 

○尾関市長 

  説明が終わりましたが、質疑や御意見のある方はありませんか。 

 

○田中教育委員長 

  説明にあったように教育に関する大綱についてですが、関市教育振興計

画は平成２４年度からの１０年間の計画があって、以後３年たっています

が、大きく社会情勢の変化があって教育に関する環境が変更してきたとは

考えにくいので、全て網羅されていると思う。 

案①と案②でどちらがいいかと問われれば、案①が望ましい。関市教育

振興計画とは別に大綱を作るということは混乱も予想される。 

私は、教育に関する大綱は、関市教育振興計画に代えることで良いと思

う。 

 

○尾関市長  

ほかに質疑はございませんか。質疑もないようですので、田中教育委員

長から案①の提案がありましたが、案①関市教育振興計画を関市の教育の

大綱として位置づけることに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○尾関市長  

それでは、関市の教育に関する大綱は、関市教育振興計画をもって代え

ることに決定いたしました。次に関市学校教育夢プランについて議題とい

たします。    

教育長から説明をお願いします。 

 

○吉田教育長 

  今年度の関市学校教育夢プランについて御説明いたします。市長、委員

長から話があったように、教育委員会制度の改革がなされたわけですが、

根底にある教育行政の政治的中立性、継続性・安定性の確保、多様な民意

の反映については、従来どおり担保されている。その上で、教育委員会だ

けでいろいろな諸問題について対応していくことが難しい時代となった

から、市長部局と連携しながら、子どもたちの問題に果敢に対応してはど

うかというのが今回の法律改正の趣旨であると理解しています。その意味

では、この関市学校教育夢プランは、まさに教育委員会と市長部局と連携

のもとに多くがなされていますので、本日の議題にあげさせていただきま
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した。 

資料の表を見ていただきますと６本の大きな柱になっているわけです

が、特に一番左の下の方にありますファミリー読書発表会、ふるさと教育

の充実、鵜飼、日本刀鍛錬でございます。次世代リーダーの育成では、中

学生リーダー養成研修会、中学生海外研修。キャリア教育の推進の夢教室、

関市版「寺子屋」事業等は、まさに市長の想いや市長部局と連携の中で企

画・運営されているもので、市長自らも事業に参加していただき、あいさ

つや激励をいただいている事業です。今後も学校教育夢プランだけでなく、

あらゆる分野において、危機管理も含め市長、市長部局と連携し、関市の

教育を進めていきたいと考えています。 

 

○尾関市長  

説明が終わりました。質疑や御意見のある方はありませんか。 

 

○吉田教育長 

 市長には予算的なことで、かなり御配慮いただいて計画が進んでいる。

希望することは今後も予算を継続していただくことです。 

この会議では、予算要求しないということでしたが、日頃のお礼と合わ

せて要望をさせていただきます。 

 

○奥村教育委員  

教育委員の立場から学校教育の夢プラン「寺子屋事業」について今まで

の経緯と感想を述べさせてもらいます。 

保護者、地域の皆様から「学校は敷居が高く閉鎖的である」と言われた

頃から現在に至るまでに様々な試みと努力がありました。 

「開かれた学校づくり」「特色ある学校づくり」「共生学校づくり」を目

標に掲げ「地域の名人」を学校に招聘してきました。 

生活科、総合学習の授業の中で米づくり、花づくり、昔の遊び等の指導

に関わっていただき子どもたちとの交流や位置付けも深まってきました。

共に活動し学習する中で子どもたちは地域の方を「けん玉名人の先生だ。

米づくりの博士だ」等と慕い、地域の方も学校に足を運ぶ回を重ねる毎に

学校を身近に感じていただけるようになってきました。 

学校は予算のない中で指導に来ていただいた方に子どもたちの手紙や手

作りのプレゼントをすることで感謝の気持ちを伝えていました。 

長い間継続してきた活動が「寺子屋事業」として予算化されたことは大

変ありがたく感謝申し上げます。学校にはこの事業が今まで以上に充実す

ることを期待します。 

 

○奥村教育委員  

もう一点、今年度から始められたマイサポーター制度について感想を述

べさせてもらいます。児童生徒にとって学校は何よりも安全で安心して過

ごせる場所でなければならないと思っています。マイサポーター制度はか

けがえのない一人一人の児童生徒の心の安心・安全を守るものであると思
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います。 

  一人の担任が全員についてきめ細く的確な指導がなされることを求める

ことは大変厳しいことがあります。担任も人間、子どもも人間、保護者も人

間ですからお互いにピッタリと合わないこともあります。そこで子どもが担

任以外の先生をマイサポーターとして自ら求め悩みや苦しみを相談して解決

に向かうことができたら大きな問題を防ぐことができるのではないでしょう

か。 

 マイサポーター制度を円滑にするためには、学校の組織力を強くすること

が大切だと思います。 

 

○尾関市長 

 マイサポーターは、小学生も中学生も対象としていますか。 

 

○吉田教育長  

両方です。 

 

○尾関市長 

 小学 1 年生もですか。 

 

○吉田教育長 

 基本的には、小学校は４・５年から対象としています。学校によっては

多少違います。 

 

○寺澤学校教育課長  

学校によっては、言い方を変えたりしていますが高学年の方が有効的だ

と考えています。 

 

○尾関市長 

 生徒・児童にどの先生が良いか書かせるのですか。 

 

○寺澤学校教育課長  

カード等に書いてもらいます。 

 

○吉田教育長 

 書かれたカードに先生がサインする。それで何かあったときは相談に行

けるという証になります。校長先生の名前を書く児童・生徒もあれば、全

く書かない児童・生徒もあります。 

 

○尾関市長  

担任の先生が３０人のクラスで２５人書かれて、隣のクラスでは５人し

か書いてないとすると担任はショックでしょうね。 

 

○尾関市長 
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 数字も学校で発表するのですか。 

 

○吉田教育長 

 先生と生徒しか知りません。 

 

○尾関市長  

担任の先生はわからないのですか。 

 

○吉田教育長 

 サインをするから、何人の生徒から指名されているのかわかります。 

 

○尾関市長 

 担任の先生は、担任する生徒の何人が書いたのかわかるのですか。 

 

○寺澤学校教育課長 

  学校によって言い方は違うかもしれませんが、私が以前勤めていた小金

田中学校では、担任の先生以外の先生を書くルールにしていたので、全員

の生徒が、担任の先生以外の先生を複数名を書いていました。 

 

○尾関市長 

 全員ですか。 

 

○寺澤学校教育課長 

 全員です。 

 

○尾関市長 

  全員書かせるところと希望者だけのところと学校によって違うわけです

よね。 

 

○寺澤学校教育課長 

  全員にカードを配布して、約４００名の生徒がいましたが、ほとんどの

生徒が１名又は複数名の担任以外の先生を書いていました。 

 

○尾関市長 

 そちらのほうがいいのか。 

 

○吉田教育長 

  当初は、それを心配したんですが、人気投票みたいにはなってない。 

 

○尾関市長 

  担任の先生の気持ちとして、自分は２人しか書いてもらえなかったとか。 

 

○田中教育委員長  
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それはあります。自分は誰もいなかった等、自分が何人指名されたかは

サインをするからわかる。 

 

○奥村教育委員 

 それが、先生の励みになったり、自分を見つめ直し何か問題は無かった

か振り返るいい機会となる。 

 

○寺澤学校教育課長 

  学校からは特に聞いていませんので、校長先生により上手にコントロー

ルされていると思う。 

 

○足立教育委員 

 高校では、そのようなケースはあまりないが、私は、いつも先生方に言

っていたのは、生徒には担任だけが関わってはいけない。それは担任がし

んどくなるからでもあるし、担任だけで抱えるものではないからです。チ

ームで関わっていくことが必要です。やはり、生徒も先生と合う合わない

があるからでもあるし、複数で見るという基本姿勢でいてほしい。生徒に

も言ったのは、必ずしも相談できる先生は担任だけじゃない。担任の他に

相談ができる先生がいても良い。担任以外で相談できる先生を持っておき

なさいよ。顧問でも良いと。しかし、担任には、生徒にはそういう話をし

たから相談が無くても怒らないようにと事前に言っておきました。チーム

で関わるということが、生徒には良いのではないか。 

 

○尾関市長 

 そのあたりを校長先生や教頭先生が、どういった言い方をしているかで、

先生の捉え方も違ってくる。 

 

○奥村教育委員 

情報の共有化とどのように解決するかは、先生個人だけでなくチームで

検討するほうが良い。 

 

○足立教育委員 

 やはり、外部機関との連携を取っていこうとすると、担任だけでは限界

があるので、養護教諭との連携が必要。 

外部とのやり取りは校長先生や教頭先生を介したほうがいい。 

 

○尾関市長 

 そのほかに学校教育夢プランについて御意見等ございませんか。 

 

○田中教育委員長 

  ふるさと教育の充実ということで、日本刀鍛錬を全児童が小学校の間に

１度は観るということを初めていただいたので、刃物関係者の私としては

非常にうれしい。 
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関市は刃物の町だと言いながら、当然知るべきことを知らないので小さ

い時にそうした経験をして郷土愛を育ててほしい。 

関商工の生徒が、関市の企業にあまり就職しないと言われています。関

市の企業ももっと努力しなくてはいけないし、そうしたことにも繋がって

いく。鍛錬の見学はずっと続けてもらいたい。 

日本刀鍛錬は３年目ですか。 

 

○尾関市長 

 確か鵜飼は、尾藤市長がはじめられ、日本刀鍛錬は私が市長になった次

の年からだったと思います。 

 

○奥村教育委員 

 以前は、弥勒寺遺跡と塚原遺跡の見学でした。 

 

○吉田教育長 

 今は社会見学で行っています。 

 

○尾関市長 

 長良川の世界農業遺産の調査団が関市を訪問されました。 

小瀬鵜飼をどうやって後世に残していくかが調査団の一つの観点で、関

市はふるさと教育をとおし、子どもたちに伝えていくと話したら、調査団

からすばらいいことだと言ってもらえました。日本刀鍛錬も同じことが言

えると思います。 

 

○尾関市長 

 その他によろしいですか。それでは（４）その他ということで、せっか

く機会ですから教育委員の皆さんから何か御意見等ございましたらどう

ぞ。 

 

○足立教育委員 

  今年、何十年ぶりかに関商工の卒業式に行かせてもらった。 

やっと商業科と工業科が一つになって卒業式・入学式ができるようにな

ったんだと改めて思いました。私が教員になった年に工業科は既に移転し

ていましたが、商業科が丁度移転する時期で、新任の時は桜本町で、１年、

２年、３年が在学していまして、翌年１年だけが桐谷へ行きまして、２年，

３年が桜本町に在学していまして、その翌年に私は１年の担任だったので

桜本町でした。移転の時期には校舎も未完成で、体育館はもちろんありま

せんでしたので、入学式等もどこかの会館を借りていた。４年目に体育館

が完成し、やっと一緒に卒業式ができると喜んでいたら、私は転勤になっ

てしまいました。全校生徒がそろって集まる所を見ることが無かったので、

今回、感激しました。 

また、部活動も、以前ですとある部活動は桜本町へ行き、ある部活動は

桐谷へ行くといったことや、他のグラウンドを借りたり等バラバラで部活
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動を実施していました。道中に事故があったりしましたが、今ではそうい

った心配もいらない。 

これは、本当に市長や関係者の御尽力によるもので大変ありがたい。自

分も関商工の卒業生ですから、ありがたいと思っている。これからも更に

ずっと発展していってほしい。 

県内の先生方の中には関商工の先生になりたいという声をよく聞きま

す。関商工に行きたい。どうしてかと聞くと、それは生徒がちゃんと答え

てくれるという。素直な子が多く、服装は県下一きちっとしている。いい

かげんな服装の子はいない。そうした生徒の姿を見ているのでしょう。 

検定の時期になると先生も一生懸命になって、夜遅くまで教える。先生

がこうしようと言うと生徒がついてきてくれる。先生自身も自分の力を発

揮できる。私が以前いた学校から転勤した者が、最初は関商工に行かされ

たと思っていたが、今は行ってみて良かったと言っている。先生と生徒が

一緒に一体となって取り組んでいるのが卒業式を見ていて感じた。関市の

ためにも関商工は是非とも充実させていただきたい。 

先程、関商工の就職が少ないという話がありましたが、進学が増えて確

か現在は半々だと聞いています。地域の産業人を育成するのが関商工の発

足の基本だと思うので、それはずっと維持してもらいたい。機会がありま

したら関商工の校長先生に会ってこうした話をしたい。 

 

○尾関市長 

 今年度が進学コースの生徒が卒業する初めての年ですよね。 

 

○吉田教育長 

 今年ですね。プレッシャーがかかっています。 

 

○尾関市長 

  先程の進学の話で、３年前にどちらの道も選択できるように進学クラス

のコースを作っています。今年の入試でその結果を残せるかによって変わ

ってくる。 

  

○吉田教育長 

 ここ１、２年大変優秀な子が入学しているが、その子たちは部活動がや

りたいから関商工に入学している。学校としてはその子たちも入れたいの

が本音。本当に成績優秀な子もいる。 

結果的に、進学クラスを１、２、３と揃えましたので、商業の科目を履

修したことを利点とできる国立大学があるので、どれぐらい数が出るかわ

かりませんが期待しています。 

 

○尾関市長 

 入試も人気が出るのはありがたい話で、必要な点数も昔と比べるとかな

り高くなっている。それが関市としては、ありがたい話で悪い話ばかりで

はない。 
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一方で、勉強はそれほど得意では無いけれども部活動を一生懸命がんば

るというのが関商工はありましたので、そのあたりが進学コースの話と点

数が上がっている話と他の高校との点数の関係もありますが、個人的には

気になっている。 

 

○吉田教育長  

たぶん、平均点というか最低点というか、県下で、ここ２，３年一番上

がっているのが関商工です。授業をしている先生が別の学校の様だと言っ

ている。授業はやりやすいと言えばやりやすい。 

また、一方で市民の皆さんから、うちの子どもを入学させたかったけど、

入れなくなったとお叱りを受けることもある。 

 

○尾関市長  

まだ、関商工は工事がいくつか残っていますね。 

 

○平田教育委員会事務局長  

今年度、第二体育館（新築）と建設実習棟の耐震補強を終えると一連の

大きな工事は終了します。 

 

○尾関市長 

 今、弓道部が本郷町で練習しているので、弓道場の場所を色々と検討し

ている。 

 

○井藤教育委員 

 今年から、子どもが関商工でお世話になっています。 

子どもは、中学校１年生の頃から、入りたい部活があって、念願の関商

工に入学し、念願の吹奏楽部に入ることができました。 

私は、地域で関商工が本当に愛され、お世話になっていると感じる。実

際、こうした会議にも出させていただき、本当にお世話になっていること

を実感できます。 

 

○尾関市長 

  ６月の広報でも、チックチックコンサートを紹介しています。担当の酒

井先生が熱心に取り組んでいる。良い先生に来ていただいて感謝している。 

指導方法に問題がある先生に対して、教育委員会として、例えば校長先

生や教頭先生が学校の現場の中で研修を指導するとか、夏休み期間中に１

週間特訓をさせるということはあるのですか。 

 

○吉田教育長 

 県全体で言いますと小学校・中学校・高校の何％か、１％、２％なのか

数％なのか。５０名、１００名に対して２、３名なのか。病気の先生や指

導力が元々弱い先生もありますので、実際に研修プログラムに載せて取り

組んでいる先生もあります。 
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高校では、そういう先生が働きやすい学校に異動していく。小・中学校

では、基本的に担任を持つ必要があり、子どもに対する影響が大きいので、

そういったことは難しい。 

 

○奥村教育委員 

 学校では先生の良さが活かされるように校務分掌の位置づけを工夫し

ます。 

 

○吉田教育長 

 私は高校でしか働いたことは無いが、４月の始業式で何年何組は誰とい

ったよう担任の発表を行い、生徒から一斉に歓声があがり、担任の発表を

やめさせた経験がある。 

 

○尾関市長 

 学校の現場ですと、校長先生がいて、他の先生方は全て平等という考え

方だと聞いています。市役所は、良くも悪くもピラミッド型の組織になっ

ているから、仕事もやりやすいのでしょうね。市の部長や課長も大変な職

員もいるので苦労はあると思いますが、学校では一国一城の主だと、どこ

まで干渉できるのか、判断が難しいと感じる。 

 

○奥村教育委員 

 Ａ校では良さが発揮できなかったが、Ｂ校では活躍できた例もあるので

適材適所の人事異動が求められます。 

 

○田中教育委員長 

 私の家は学校の正面なので、夜の職員室を見ていると夜遅くまで電気が

ついている。先生も大変だと思う。 

マスコミは一部の変な先生を捉え報道するので、先生が十把一絡げに扱

われ、一生懸命やっている先生まで影響があるから残念です。教育委員会

では、そうしたことにも配慮しながら協議をしていきたい。 

基本的には、もっと家庭教育に力を入れる必要がある。先生に不満等を

言うのではなく、親の姿勢を社会的に大事にしてほしい。 

 

○尾関市長 

 こういう特定な方は、何人かあるのですか。 

 

○吉田教育長 

  地区に関係なく、どこの学校も１、２名あります。校長先生や教頭先生

と話が通じ合い、うまく付き合っているうちは良いが、それが崩れると大

変です。 

教育委員会が直接対応することもあります。 

 

○尾関市長 
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 他に御意見等ございませんか。御意見もないようですから、本日の協議

事項を全て終了します。ありがとうございました。 

 

○平田教育委員会事務局長 

 次に事務局から連絡事項がありますので説明をお願いします。 

 

○宇佐見教育総務課長 

  この関市総合教育会議ですが、緊急時を除き、年２回の開催を予定して

います。次回は、新年度予算の編成時期を予定していますのでよろしくお

願いいたします。 

 

○尾関市長 

  課長の意味するところは、予算の大枠をここで説明し、教育委員の皆さ

んから御意見をいただきながら、最終査定をしていくイメージでいいです

か。 

 

○宇佐見教育総務課長 

 はい。予算査定のどのタイミングがいいかは、今後検討していきます。 

 

○平田教育委員会事務局長 

これをもちまして、第１回総合教育会議を終了します。慎重な御審議あ

りがとうございました。 

 

 



 

- 16 - 

 

 

 

 

 

市 長 

 

                                   

 

委 員 長 

 

                                   

 

委員長職務代理者 

 

                                   

 

教 育 委 員  

 

                                   

 

教 育 委 員  

 

                                   

 

教 育 長 

 

                                   

 

会 議 録 書 記  

 

                                                          


