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勝山市総合教育会議設置会議 会議録

１ 日 時 平成２７年５月７日（木）

（１）開会時刻 午後３時３０分

（２）閉会時刻 午後４時００分

２ 場 所 勝山市役所３階 第２会議室

３ 出席員の氏名

勝山市長 山岸 正裕

勝山市教育委員会委員長 宇佐美 博文

〃 委員長職務代理者 若林 正三郎

〃 委員 島田 さよ子

〃 委員 大久保 千恵

〃 教育長 梅田 幸重

４ その外の出席者の氏名

企画財政部長 三屋修一 未来創造課長 伊藤寿康 教育部長兼教育総務課長 蓬生慎治

学校教育課長 伹川隆治

５ 傍聴者 福井新聞 日刊県民福井

６ 協議事項

（１）勝山市総合教育会議の設置について

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の概要

・勝山市総合教育会議設置要綱(案)

７ 議事の大要

（１） 開会

未来創造課の伊藤でございます。

勝山市総合教育会議が設置されるまでの間、進行をさせていただきます。

ただいまより、勝山市総合教育会議 設置会議を開催いたします。

すでにご案内のとおり、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律」が、今年 4月より施行され、教育委員会制度が改正されました。

大きく、4点の改正があり、詳細は後ほど説明させていただきますが、その中の一つ

として、すべての自治体に設置が義務付けられる「総合教育会議」について、その設置

をすべく本日会議を開催させていただきます。

まず、山岸市長より、総合教育会議設置にあたり、ごあいさつを申し上げます。
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（２） 市長 あいさつ

今ほど説明があったように国の法律改正により、教育委員会と市長部局が連携できるよ

うなしくみがとられることになりました。ご存知のように、教育長の残任期間中について

はその自治体のやり方でよいとなっています。勝山市において現教育長は平成 29 年 3 月

まで任期がありますので、それまでは現体制でやりたいと考えています。

背景を考えてみますと、都会でおきているいじめなど市長の考え方と教育委員会の考え

方に齟齬があるという事例も多々見受けられるということがあります。そういったことを

解消するために設けられるということです。

しかし、勝山市は所帯が小さいということもありますし、私と梅田教育長と勝山市の教

育について常に話し合う機会を持っています。勝山市においては、法律の改正があったと

しても、現体制のなかですでに行われていると認識しております。今回の法律改正によっ

て、大きなバックボーンで裏打ちされたということです。

地方創生というのが盛んに言われていますが、地方をいかにして活性化させるか、逆に

いえば、どんどん衰退していく地方を、地方の力で盛り上げていくということであります。

私は地方行政のアイデアを市民から募集する予定です。また、そういった委員会を作って

今年の年度末までに仕上げようと思っています。そういうなかでの勝山市総合教育会議で

すので、事務局からあいさつのなかで私の考え方を述べてほしいと言われています。

地域を振興させるために総合計画というものがございまして、10 年ごとに見直して作

り変えております。今は第 5次総合計画で 2011 年～2020 年までを計画したもので、今年

は中間地点であります。国から言われている地方創生は、まち・ひと・しごと創生に向け

新たな指針を作りなさいという指示があります。第 5次総合計画の見直しのなかで総合的

に検討していきたい。そのなかで大事なのは、地方を創っていくということは日本を創っ

ていくといっても過言ではない。将来世代をどうつくっていくか、それが一番大事な地方

創生であり、もっといえば日本創生ということもいえるのではないかと思えるのでありま

す。

それぞれの地方が将来世代を担う児童生徒をいかに育てていくか、そういったことで勝

山市を振り返ってみますと、勝山市エコミュージアムというまちづくりの手法を用いて 10

年以上取り組んでまいりました。これによってそれぞれの地域が特色を出していただき、

新たなまちづくりのきっかけが見つかったということがあります。喫緊な例でいいますと、

5月 11 日にオープンいたします北谷町コミュニティセンターも北谷という過疎の集落で、

このような形でコミュニティセンターまでつくるということになりました。今、エコミュ

ージアムが今年からジオパークという形で発展しまして、勝山市のなかにおいてもジオパ

ークまちづくり課をつくりました。ジオパークという考え方のなかに将来世代も参加して

いただきたい。これには十分な下地がありまして、今、勝山市には小中学校全部がユネス

コスクールに加盟しております。ユネスコスクールがめざすものは、地域の振興、国連の

プログラムに則った日本の平和も含みます。どういうふうに実践していくか、これは ESD

教育と一致する教育であります。そういうことをやろうとしています。この考え方をジオ

パークに応用できると思います。今の ESD 教育、ユネスコスクール教育を取り入れ、将来
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世代もこのまちについて考える、日本のあり方について考える、そういったプログラムを

学校教育のなかで取り入れてほしいと考えています。

具体的には、今年度からエコミュージアムをジオパークというかたちで発展形をとって

いますから、小・中・高校生の入れる部門でつくっていきたいと考えています。すぐには

できないと思いますが、努力したいと思っております。どういった観点からかといいます

と、これからの時代は変化のスピードが加速的に早くなって、これからくる時代というの

は、今までの延長線上だけではいけない。そういう世代になってきます。極端な表現をす

れば、これから先何がおこるかわからないという状況かもしれません。これからの世の中、

児童生徒はこのような中に生き、そのような時代を担っていかなければならない。つまり、

未知の困難に直面することが数多くあるだろうと考えます。今まで社会を動かしてきた方

式が通用しない。多くの事柄を自分でみて、自分で考えて、自分で行動しなければならな

い。そのような社会に対応できる人間をつくっていかなければならない。ただ、知識を習

得しての学習ではいけない。応用できなければ。知識を引き出せる引出しをいっぱい持っ

ている。臨機応変に対応できる。新しいものをつくりあげる。それには、多くの引出しを

持ち、知識偏重の教育ではいけないのです。

そういう意味で、ESD 教育とかユネスコスクールというのは、課題を的確に捉えて、自

分で考えて、自分で行動するということがふんだんに盛り込まれている。先ほど言いまし

たように勝山市の教育を特筆するなかで十分に生かすことができると考えています。

知識を習得してもそれを応用できなければ何もならないので、知識を引き出せる引出しを

いっぱい持っていて、臨機応変にそれらを組み合わせて、新しいものを作り上げていく。

従いまして、自分の目で見て、自分で考えるということが大切であります。しかし、こ

の考えの根底には人間として大事なことがたくさんあり、物心ついたころから小学校まで

の間にこれらをしっかり教えるということが極めて重要なことです。そういった意味で、

かつやまっ子応援プランはそのようなことが実にうまく表現されているわけです。

ここに抜粋もありますが、この冊子の第 3章の基本理念 正義感・倫理観・思いやりの

心を育み、礼儀を重んじる大人になる。ふるさとを愛し、情緒豊かで人間性溢れる大人に

なる。困難なことにも取り組む、たくましいチャレンジ精神を持った大人になる。

第 4章では、これらを６つにルール化しまして（１ 毎日きちんとあいさつをしよう。

２ 家族や友達、地域の人々とたくさん話をしよう。３ 外で元気に遊んだり、自然と触れ

合う体験をどんどんしよう。４ 相手への尊敬・思いやりの気持ちを養おう。５ ルールを

守る気持ち・がまんする気持ちを身につけよう。６ 個人としての強さや個性を養おう。）

具体的な行動取り組みを分かり易く書いてあります。これらの事柄はどんな世代になろう

とも人間が生きていくうえでは身につけなければならない大切なことです。

次に、健康というものが人生の最大の価値となりました。長寿をめざしても、健康寿命

が長くなければ、長寿の意味がありません。死亡原因を占めているがん、心臓病、高血圧

症、生活習慣病などの病気があり、原因はそれぞれありますが、車社会になり歩かない、

管理社会のなかで人間関係が複雑になって、スマホ・パソコンに向かう時間が多くなって

ストレスが溜まっても発散できなくなっています。

ジョン.Ｊ.レイティの「ゴーワイルド」という本がありまして、その本の中にこういう
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一節があります。人間を生物進化の視点から捉え直さなければならない。人間も自然や動

物の一部であって、生物の進化のルールに照らせば、現代人のライフスタイルは人間とし

ての健康や幸福に繋がらない。文明が進んでも人間の体は 20 万年前から変わっていない。

野生の体には、がんも鬱も肥満も高血圧もない。人間の心と体が本来持つ治癒力を使って、

現代的な痛みやストレスから逃れて、幸せを手に入れるライフスタイルを再び野生化しよ

うという明快な理論です。さらに一方では脳を鍛えるには運動しかないといったことの本

です。

これは最新科学でわかった脳細胞を鍛えるには運動しかない。これもたいへんおもしろ

い。近年、話題となっている糖質制限、山や自然でのトレイルランニングが非常に体にい

いとか、精神にいいとか、私たち人間は野性的に暮らすように適応されている。これらの

ルールに照らせば、現代人のライフスタイルは人間としての健康、幸福に繋がっていない。

食事、運動などライフスタイルを再び自然の中の暮らしに野生化する、英語で言えば

ワイルドな生活革命をしなければならない。また、運動が子どもたちの学校の成績にプラ

スの影響を与える。なぜ、運動をすると頭がよくなるのかも書かれています。「ゴーワイ

ルド」とは、野生のシステムを復活させて人間が本来持っている動物としての力を引き出

すという、これを少しでも勝山の子どもたちにしたいと思っています。

勝山で応用するならばワイルドな運動として、スキーや登山などアウトドアスポーツが

できます。ワイルドな食ということになれば、採れたての生鮮品や地場産品を使った郷土

料理、ワイルドな楽しみとしてはウォーキングやアドベンチャーができる環境にある。そ

ういったことで精神と肉体を自然のなかに埋没し、心ときめく楽しみが勝山にあると思い

ます。積極的にこういった行動を自然に恵まれた勝山の中で子どもたちの教育に生かして

いきたい。ゴーワイルドが人類をとんでもない方向に向かわせないと考えている。ぜひと

も学校教育のなかに取り入れてほしいと願っています。

また、ESD 教育のほか英語教育も強化地域に指定されていて、全国で 18 地域しかないと

いうことで、北陸では勝山市だけでこれも大事にしていきたいと考えています。

この前のハワイへ派遣をしました生徒の作文を読みましたけれども、非常に勉強になっ

た、行ってよかった、最初は怖くて声も出せなくてどうなるのかと思ったけれども、意思

疎通がゼスチャーも含めてできたといったことを読みまして、これからも続けていきたい

と思っております。

進行 ありがとうございました。

続きまして、協議事項でございますが、教育委員会事務局より説明させていただきます。

（３） 協議

［1］勝山市総合教育会議の設置について ということで、資料 1の「地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部を改正する法律」の概要について説明させていただきます。



5

まず、大きく 4つの改正ポイントがございます。

１つ目は教育長についてですが、教育委員長と教育長を一本化した新教育長の設置です。

これは、1枚おめくりいただいた左上に記載のとおり、現在は、教育委員会の代表者であり、

会議の主催者である非常勤の教育委員長と、事務執行の責任者であり事務局の指揮監督者であ

る常勤の教育長が存在しており、緊急事態の時どちらが責任者か不明となる場合があり、教育

委員長と教育長を一本化した新教育長を定めるものです。

また、従来は市長が議会の同意を得て教育委員を任命し、教育委員会が教育長を任命してい

ましたが、市長が議会の同意を得て教育長、教育委員を任命することとなり、市長の任命責任

が明確化することとなります。

ただし、裏の Q&A の 1番目にあるとおり、回答の 4行目に、旧委員長については、旧教育長

の任期が満了した時点、又は退任した時点で、委員長としては失職するとあるとおり、平成２

７年４月１日在職中の梅田教育長については、任期が満了する平成２９年３月２５日まで現行

教育長として在職するもで、非常勤の教育委員長においても併存することとしており、現行の

教育長、教育委員４名の５名体制で教育委員会は継続することとなります。

改正点２点目は、教育委員会についてですが、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明

化ということで、新教育長の判断で教育委員会への迅速な情報提供や会議の招集の実現が可能

となること。

また、教育委員によるチェック機能の強化のため、教育委員の定数 1/3 以上、勝山市におい

ては２名以上の請求により会議が招集できること、教育委員会規則で定めるところにより教育

長が委任された事務の管理・執行状況を報告する義務が規定されること、会議の透明化のため、

原則として会議の議事録を作成、公表することとなっています。

３点目としては、全ての地方公共団体に「総合教育会議」を設置することとなり、市長は予

算の編成・執行、条例案の提出など教育に関する大きな権限を持っていましたが、教育委員会

は、予算作成までに市長の考えが伝わらないケースがあり、今後は、公の場で教育行政につい

て議論することが可能となりました。

総合教育会議は、市長が招集し、教育行政の大綱の作成、教育の条件整備など重点的に講ず

べき施策、児童生徒の生命・身体の保護など緊急の場合に講ずべき措置について、協議を進め

ていくことができます。

４点目として教育に関する「大綱」を市長が策定することとなっており、地方公共団体とし

ての教育施策に関する方向性が明確化していきます。

以上のような経過の中で、勝山市総合教育会議を設置いたすわけですが、続きまして、資料

２「勝山市総合教育会議設置要綱(案)」について説明させていただきます。
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第 1 条 設置については根拠法令を示しております。

第 2条 所掌業務として、

(1) 大綱の策定に関する協議

(2) 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・ス

ポーツの振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議

(3) 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についての協議

(4) 前 3 号に関する構成員の事務の調整

としております。

第 3条 構成員は、市長及び教育委員会をもって構成するものです。

第 4条 会議は、市長が招集する。

2 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、会議の招集を求めることができる。

3 会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項については、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。

第 6条 会議の公開として、会議は、公開する。だだし、個人の秘密を保つため必要があると

認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要

があると認めるときは、この限りでない。としております。

第 7条 議事録として、市長は、会議の終了後、遅滞なく、会議の定めるところによりその議

事録を作成し、これを公表するものとします。

第 8条 会議の庶務は、企画財政部未来創造課及び教育委員会事務局において行う。

(運営の細目）

第 9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定めると

しております

附則として、本案がご承認いただければ、この要綱は、本日平成 27 年５月７日から施行

するものです。説明は以上でございます。

進行 ご質問・ご意見はございませんか。

質問・意見なしということで、勝山市総合教育会議設置要綱により本日をもちまして

本会議を設置いたします。


