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2021 年度第 1 回三好市総合教育会議会議録 

 

 

（１） 開会及び閉会に関する事項 

          ２０２１年１２月２３日（木）   教育委員会１階 中会議室 

 

                            開会     午後 1 時３０分 

                            閉会     午後 ３時００分 

 

 

（２） 出席委員の氏名 

           市   長  高井 美穂 

           教 育 長  竹内 明裕    委   員  喜多 雅文 

           委   員  大北 慶子    委   員  深田 晃司 

           委   員  石井 一次 

 

 

（３） 委員を除くほか、議場に出席した者の氏名 

         ▼出席職員 

           総務課長          久保 直樹 

教育次長          宮岡 浩司 

学校教育課長       宮内 一也 

社会教育課長       細田 博樹 

学校教育課主幹      岡田 由紀 

学校教育課主任主査   中川 博史 

学校教育課指導主事   立花 久 

社会教育課主事      石山 健介 

 

 

（４） 傍聴人   

         ▼傍聴人  ０名 
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〔開  会〕 

総務課長       三好市総合教育会議を開会する旨を告げる。 

 

〔市長挨拶〕 

市長          教育委員の皆様には、日頃から教育関係はもとより本市の行政

全般、特にコロナ禍の約２年間いろいろな面でご心配、ご負担を

お掛けし、ご指導を頂いていることに感謝する。 

オミクロン株の懸念が広がっているが、市民生活、経済活動にも

負の影響が出ている。児童生徒、教育関係者も大変な負担の中、

子ども達に取って平穏な日常を取り戻せるように引き続き皆さん

と一緒になって頑張って行きたい。 

昨日市議会で、国の子育て世代への臨時特別給付金のご承認

を頂き、三好市も対象児童へ現金一括給付ということで決めさせ

て頂いた。年内に児童手当を受けている世帯には、週明けには

振り込める。それ以外の高校生についても年明けの早い段階で

給付できるように努力していきたい。 

議題１点目の新しい生活様式による学校運営の状況について、

文科省の衛生管理マニュアルでは、新しい生活様式への円滑な

移行、感染拡大リスク軽減のため児童、生徒、教職員の行動変

容の徹底を図り、教育活動を継続させて子ども達の学びを保障し

ていくことが言われている。本日は運営状況や課題について一緒

に議論し認識を深めたい。 

議題２点目が「みんなが主役 生涯スポーツのまち 三好市」ゆ

るスポーツ、パラスポーツの推進ですが、ゆるスポーツは子ども

からお年寄りまで誰もが笑いながら楽しめるリクレーション的、ゲ

ーム感覚の新しいスポーツ。運動する喜び、楽しさを味わっても

らい、健康増進、スポーツ振興につなげていきたい。 

また、大人、子どもにも人気が高まっているパラスポーツだが、交

流の場としても推進していきたい。 

この会議は、私と教育委員の皆様との意見交換、意思疎通の場

であり、教育行政を一体となって推進していく意義のある会議。

各テーマについて一定の共通認識を持った上で、今後の施策、

方向性についてぜひご教示頂きたい。 
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〔議事〕 

総務課長     三好市総合教育会議設置要綱第４条の規定により、市長が議長を

務め、議事進行することを告げる。 

 

（１） 新しい生活様式による学校運営の状況について 

   ①授業や行事の進捗状況について 

 

市長         説明を求める。 

学校教育課主幹  新しい生活様式による学校運営について現状を説明する。 

市長         各委員に意見を求める。 

喜多委員      学校運営状況のアンケート資料で、教材、机、いす、遊具などの

消毒作業が教職員の負担になったと記した学校がある。 

こうした作業は１日数回にわたる作業もあり、教職員の働き方改

革が言われているが負担も大きい。時限的でも用務員の勤務時

間を５時間から１時間延長して学校の負担を軽減できないかと思

う。 

学校教育課主幹  今年度から国、県の補助金を活用して、学校用務員に感染症対

策の消毒と清掃作業を週当たり３日以内、１日当たり１時間以内

で学校長の裁量でお願いしている。 

市長         スクールサポートスタッフの配置状況は。 

学校教育課主幹  各学校に１名ずつ学校用務員を配置している。東祖谷小中学校

は同一建物のため中学校付１名で１９人となっている。 

教育長        最初の頃は、児童、生徒が帰宅後あらゆる所を消毒していたの 

で作業も大変だった。今は消毒箇所も特定されてきたので負担は 

多少軽減されてきた。 

市長         先生方は対応に少しずつ慣れては来ているが、やらなければい

けない作業は増えている。 

バランスを取りながら本業に支障の無いようにフィジカル、メンタ 

ル面など支援して行きたい。 

学校行事等も市外で行なうものはほとんど中止となり、子ども達も 

大会に出場できず目標を失い、モチベーションを維持するのが大 

変だったと思う。対策を取りながら出来るだけやって行けるように 

応援できたらと思う。 

喜多委員        得るものはいろいろあると思う。 

それが出来なかったと評価するのか、運動会とか修学旅行等は 

各学校いろんなことを考えて取り組んでいる。 
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例えば県内の修学旅行でもいろいろ工夫すれば、十分教育効果 

を上げられると気付いた学校も多かったと思う。 

三好市の小学校は特に小規模化している。運動会でも今の子ど 

も達は自分が競技する以外にいろんな役割をもって活動している。

１日やっても競技を見て楽しむ時間、休み時間が無い子がいる。

熱中症の心配もある。午前中だけの運動会でも効果があると分か

れば学校行事の前進に結びつくチャンスを掴んだ２年間だったと

思う。 

市長         都市部では、行事において保護者とのトラブルなど多かったようだ

が、三好市内は保護者、先生方の努力で辛い選択もあったと思う

がトラブルも無く、コロナ禍でも良い選択をして頂いたと思う。 

 

 

    ②ＩＣＴ環境の整備と今後の活用について 

 

市長         説明を求める。 

学校教育課主任主査 ＩＴＣ環境の整備状況及びＧＩＧＡスクール構想について説明する。 

市長         各委員に意見を求める。 

市長         コロナの影響でＩＣＴも進み、今はデジタルを使った学びは過渡期

で大変だが、課題とかトラブルなどあるのか。 

学校教育課主任主査 大きなトラブルは把握していない。 

いろんなアプリケーションを使って授業を進めたいとか、逆に教育 

委員会で統一したもので運営してほしいという意見もある。 

学校とも協議を重ねどういうあり方が良いのか模索して行きたい。 

学校教育課指導主事 小学校では学習用アプリケーションを利用した授業、子ども達がタ

ブレットを操作して行うプレゼン、生活の様子や植物の写真を観察

日記などに張り付けたりしている。 

中学校では体育の時間にマット運動の写真を撮ってお互いに評 

価し合うとか、インターネットを使った調べ学習、連絡帳として、ま 

た、毎日の健康状態の記録などにも活用している。 

各学校が活用方法を工夫し取り組んでいるが、課題としては学校 

によって進み具合に差が出ること、これからは使い方の工夫を周 

知し、広めていくことが必要だと考えている。 

市長         モバイルルーターは貸し出しているのか。 

学校教育課主任主査 緊急事態時に貸し出しを予定しているが、練習も必要なので２月 

くらいからの貸し出しを考えている。東祖谷内ではＷｉ－Ｆ環境の 
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無い家庭の児童には貸し出している。 

市長         ４月から徳島県が運用を開始した学校業務支援システム、三好 

            市は先んじて導入したが、使い勝手など学校現場ではどうか。 

学校教育課主任主査 学校業務支援システムは、これまで民間の実績があるものを使 

            っていた。特に校務支援システムは、市内の学校は不具合もあ 

り、かなり苦労されている。このシステムについて先生方が問い  

合わせる先が無いというのが問題。 

県には是非ともヘルプデスクを設置して頂きたい。 

市長         県教委に伝えておきたい。 

石井委員      マスクを着けて授業をしているので子どもの表情が分からない。 

ＩＣＴを授業に有効活用することは大事なことだが、操作の腕は上  

がっても、子どもとの信頼関係がないと本当に理解しているのか 

分からない。普段からの信頼関係がないと機械は活きてこない、 

向こう側にあるのは先生でなくてＡＩとなってもいけない、その辺り 

のバランスが必要だと思う。 

喜多委員      ＩＴＣ環境の整備が進められ、オンライン学習や各学校さまざまな

取り組みが行われているが、今の段階で取り組み方がそれぞれ

違うのは分かる。学校間、教職員の格差が生まれてきて当り前だ

と思うが、いつまでも続くと子どもに与える影響もある。 

どこかで市内の先生方が使い方など共有できるようなシステムが 

必要だと思う。 

アンケートの中でタブレットをいろんな形で使用したいという学校 

の意見が沢山あるが、これに対して何とか答えを出してほしい。 

その辺りが教育委員会の判断となると思うが、どんな形で現場に 

答えていくかが今後の課題だと思う。 

            池田小で濃厚接触者のオンライン授業や長期欠席者に対するオ

ンライン健康観察を実施したとあるが、その効果や課題などにつ

いて検証ができていれば教えてほしい。 

学校教育課指導主事 長期欠席者の健康観察は、児童の生活リズムが崩れないように

実施している。朝きちんと起きるという生活習慣をつけさせたいと

朝タブレットを開き、担任と児童が会話している。タブレットを使っ

て児童と会話することで、朝起きる習慣ができたという効果があっ

たと聞いている。 

喜多委員      長期欠席者にはいろいろな要因を持った子ども達がいるが、生活

リズムが崩れて登校できない子どもには有効活用ができたと思

う。 
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教育長          ギガスクール構想が１人１台のパソコンありきで始まり、現場はか 

なり混乱している。 

学校で子ども達がもう少し使えるようにならないといけない。先生 

方が上手く使えば使うほど、置いて行かれる子どもが増えていく。 

教育支援委員会では、就学児童の２００人余りが支援必要となっ 

ている。その子ども達が授業でついていけない状況が生まれる。 

その辺りも検証しながら、どうすれば子ども達のためになるか考え 

ないといけない。 

 

 

（２） 「みんなが主役 生涯スポーツのまち 三好市」 

    ゆるスポーツ、パラスポーツの推進について 

 

市長          説明を求める。 

社会教育課主事   ゆるスポーツ、パラスポーツの推進について説明する。 

市長          各委員に意見を求める。 

深田委員       パラスポーツの実績が特定の学校になっているが、市内全域の 

学校に案内しても応募が無かったということか。 

社会教育課主事   校長会で案内させてもらい応募頂いた。 

深田委員         せっかく市で取り組まれているので、他の地域にも広がって行く

と良いと思う。 

市長             ボッチャの道具は市で持っているのか、貸出しもしているのか。 

社会教育課主事   池田ロータリークラブから８セット寄贈頂いた。貸出も行ってい

る。 

市長             ブラインドサッカーなどの道具も持っているのか。 

社会教育課主事   ボール、アイマスクなども準備している。 

教育長           実績もコロナの関係で１０月ぐらいから動き出した。コロナが無け

ればいろんな学校から応募があったと思う。 

 

 

（３）その他 ： 教育行政に関する意見交換について 

 

市長          その他意見を求める。 

喜多委員         アンケートに行事が精選されて先生方の研修に余裕ができ、子 

ども達に向き合う時間が増えたが、秋になると県教委のＺＯＯＭ 

研修が増えて忙しさが元に戻った。この機会に県教委として研 
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修のあり方を検討してほしいという意見があった。 

私が校長をしていた学校は校長１人、教諭が３人だったが、教 

諭が１人出張すると１人の先生が３学級、４学級見るか、校長 

が授業に入る形となる。三好市の学校は小規模化が進んでき 

て同じ現状が起こってきていると思う。先生方にはものすごく負 

担となっている。県にも出張の精選をお願いしたい。必ず１人参 

加という割り当て研修などは、これからの三好市の学校におい 

ては、厳しい現状にあるということも県教委に知っておいてほし 

い。もしやるのであれば校長会がやっているグループ別研修で 

あれば午後からの出張ですむ。オンラインでやれるものはやっ 

てほしいと思う。 

教育長          県教委には要望し校長会でも話をしている。県教委、総合教育 

センターと合わせると沢山研修がある。 

必ず行かないといけない研修は仕方がないが、校長の判断で 

この研修は参加しなくて良いと言ってくださいとお願いしている。 

オンライン研修であっても先生はそっちへ抜ける、オンラインで 

も問題がある。 

市長           出張が厳選されてもオンライン研修が増えたら本末転倒、現場 

の裁量とか必要性に応じてやっていけるように県教委にも要望 

したい。教員の皆さんの負担が大きいというのは国もよく認識し 

ていると思う。何かあると解決策の一つとして研修、指導がすべ 

ての回答となってしまっている。 

研修の負担が大きかった教員免許更新制度見直しが近いうち 

に行われると思う。 

教育長            働き方改革で先生が大変だということがあまりにも前面に出て

いる。子どもがいるということを前提にバランスを取って考えて

ほしい。 

市長           公教育が絶対的に守らなければならないベースは、漏れていく

子どもを作らせないこと。厳しい状況に置かれる可能性のある

子ども、また、置かれている子ども達にいかに目配りできるかど

うかがすごく大事な視点、まさにバランスだと思う。 

研修も現場との調整、必要性を加味した上で対応して頂きた 

い。 

コロナで生活様式や考え方などが変わってきたが、対面教育と

か目の前の子どもとのふれあいなど本質的に必要なことは変わ

っていない。行政として出来る限りバックアップをしながらも教育
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現場が一番大事なので、そこに不都合が無いようにしたい。施

設整備でもＰＴＡなどの要望に十分答えられず心苦しい。 

気づいた点などご指導頂けたら有難い。 

  

〔閉  会〕 

総務課長       本日の議事が全て終了したので閉会する旨を告げる。 


