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第１回勝山市総合教育会議 会議録 

 

１ 日   時  平成２８年７月２８日（木） 

（１）開会時刻 午後３時００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       若林 正三郎 

〃   委員長職務代理者  島田 さよ子 

〃   委員        大久保 千恵 

〃   委員        今井 克己 

〃   教育長       梅田 幸重 

 

４ その外の出席者の氏名 

未来創造課長 大塚智樹 教育部長 蓬生慎治 スポーツ局長兼国体･スポーツ課長   

池田芳成 学校教育課長 伹川隆治 中学校校長会長 松村伸之 小学校校長会長   

竹内和徳 生涯学習課長 中村千鶴子 史蹟整備課長 中山弘之 教育総務課長 平野公子 

 

５ 傍聴者  福井新聞 日刊県民福井 

 

６ 協議事項  

教育再生実行会議の提言について（小中一貫教育など） 

 

７ 議事の大要 

 

司会(市長) 

本年度第 1回目の総合教育会議にご出席いただきありがとうございます。 

国が進める教育改革の一環として、昨年 4 月から新教育委員会制度がスタートしました。

その一つに、首長が主宰する「総合教育会議」があり、昨年は会議を 3回開催し、「教育大綱」

の策定へ向けて教育委員の皆さんと進めてまいりました。 

現在、勝山市ではその教育大綱に基づいて、各種の教育施策が進められているところです。 

市としましては、教育長と常に綿密にお話をさせていただいておりまして、指示命令系統

というわけではなく、私の考え方を常にわかっていただきながら、教育行政に活かしていく

という形をずっととってまいりました。そういったことで教育委員の方々もご理解いただい

ていると思いますが、このような形で今後も進めていきたいと思っております。 

安倍内閣のもとに設けられております「教育再生実行会議」の提言内容と取組み状況を概
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観したうえで、特に今、関心が持たれている「小中一貫教育」について、いわゆる義務教育

学校というかたちで、6.3.3 制の見直しまたはその発展的な形を勉強しながら意見交換を行

いたいと思います。 

市といたしましても小学校再編、中学校再編もじゅうぶん視野に入れながら話合いを行い

たいと思います。 

この会議のなかで、私も勝山市の児童生徒がこういうふうに育ってもらいたいということ

がありますので、教育委員の皆さんの率直なご意見をお願いします。

それでは、会議次第に従い、「２ 協議」に入ります。教育委員会より説明願います。 

 

 

教育長  

それではお手元の資料に基づき説明させていただきます。 

「教育再生実行会議の提言と取組」の資料をご覧ください。これの今日までの流れの概観

をしたいと思います。ご案内のとおり、教育再生実行会議は市長より話がありましたが、安

部内閣のもとに作られた有識者を構成員とする会議であります。当然、安倍首相とか官房長

官及び文部科学大臣も入りますけれども、早稲田大学の鎌田総長が座長で以下 18 人の民間

有識者、大学、教育関係の方たちで構成されている組織です。 

資料の左側、第一次提言からずっと第八次提言まであります。 

左側はそれぞれの提言ごとの改革のポイント・考え方・方向性についてコンパクトに記載

してございますし、右側にどういう形で進んでいるのかというふうなことについて記載して

ございます。

第一次提言は、特に滋賀県の大津市でたいへんないじめの事件がございました。そういっ

たことをふまえて、まず、道徳教育を抜本的に見直すということ、いじめ対策をより実効的

に具体化していこうということでした。これにつきましては、すでに平成 25 年 6 月にいじ

め防止対策推進法が成立いたしまして、平成 26 年度から全国自治体そしてすべての公立の

学校でいじめ防止基本方針を作りまして、未然の防止、もしもいじめが生じた時には速やか

に対処すること、また重大な事案が発生した時には、それぞれの首長がしっかりとしかるべ

き基礎調査をすると、こういった内容になっておりまして、今現在、勝山市においても、学

校・教育委員会ともにこれに沿って対応をしていくという現状にあります。それから、道徳

でございますけれども、これも学習指導要領を一部改正いたしまして、従来の道徳という捉

え方をさらに教科にして、学校全体で取り組む、そのなかの特別の教科という位置づけで、

今後、充実していくということになっております。2 年後に正式の教科にしまして、学校全

体で取り組んでいくということになっています。 

第二次提言ですが、まさにこの会議がこれに基づいて行われているわけですけれども、教

育委員会制度の改革です。すでに、昨年 4月に施行されまして全国的に新しい制度のもとで

進めているということです。 

第三次提言はこれからの大学教育等の在り方についてということですけれども、これにつ

いても 4つ記載してございますが、とりわけ一番上の「グローバル化に対応した教育環境づ

くりを進める」これにつきましては、右側の「小学校 3年からグローバル化に対応した英語

教育を行う」ということでございます。これは 2020 年から全国的に小学校 3 年生から英語

教育を始めるということにしておりますが、ご案内のとおり、勝山市においては、これに先

駆けて国の指定を受けて、4 年後の英語教育指定校として取り組んでいるということでござ



3 

 

います。 

第四次提言「高等学校教育と大学教育との接続・大学入学者選抜の在り方について」は社

会へ出て、実際に「グローバル社会に勝ち抜いていける」そういった人材育成するという意

味で、現在の大学の在り方では見直すべきということで、中身についていろいろ検討・議論

されています。入試もしっかり見直していこうということで、これまでの大学入試のセンタ

ー試験をやめて、高校時代に基礎学力を評価する、また、大学に入る前に、別途の幅広い能

力を検証するようなテストを実施していこうという流れにあります。

まもなく新しい制度が導入されるということで「大学が変わる。高校が変わる」そうなり

ますと、当然その前段階の中学校、小学校の教育内容も変わる。こういうように連動してく

るわけで、われわれとしては、それを見据えて対応していく必要があろうということであり

ます。 

第五次提言「今後の学制等の在り方について」は新しい時代にふさわしい学制ということ

で、今日まで進めてきた学制について見直そうということですけれども、小中一貫教育の制

度化というのが、この中でも大きなものでありまして、のちほどこれについてご協議いただ

こうということであります。 

なお、これについては「学校教育法等の一部を改正する法律」が今年の 4月 1日に施行さ

れました。これは何かと言いますと、従来は 6.3制で、国の学習指導要領に基づいてやって

きましたが、特別に自治体、学校は柔軟に対応していきたいという気持ちがあれば、国に申

請をして、特別に認められたところだけが、若干連携した教育を行ってきています。これを

いちいち国への申請を不要にいたしまして、それぞれの自治体の判断でもって、柔軟な義務

教育の 9年間の在り方を考えて進めることができるということになりました。すなわち、小

中一貫教育は自治体の判断でもって、これから自由にやることができるという制度になった

ということです。 

第六次提言「『学び続ける』社会、全員参加型社会、地方創生を実現する教育の在り方につ

いて」特に、教育の力による地方創生ということが謳われておりますけれども、学校は地域

とともに人材を育てていくという考え方で、これまで以上に家庭・地域・学校が連携を密に

してやっていこうという考え方で、具体的な施策がコミュニティ･スクールを普及していく

といったことがあります。 

第七次提言「これからの時代に求められる資質・能力と、それを培う教育、教師の在り方

について」この中にアクティブ・ラーニングという言葉があります。これは、先生が子ども

たちに知識を一方的に教え込むということではなくて、子どもたち自身がいろいろと新たな

課題に取り組むということで、自分たちで考え、自分たちで判断し、そして討論するという

力を身につけていこうという考え方です。そのためにいくつか具体策、方向性がありますが、

勝山市においては市長が進めてきた環境教育、ＥＳＤという形で発展してきております。ユ

ネスコスクールにすべての学校が入っていて、これはまさにアクティブ・ラーニングそのも

のです。そういったことで、勝山市においては図らずも国の方向性を先取りしてきていると

いうことがいえるのではないかと思われます。 

第八次提言「教育立国実現のための教育投資・教育財源の在り方について」は、特に問題

になっていると思われますけれども、貧困家庭の子どもさんの教育をどのように確保してい

くか、いわゆる負の連鎖がないようにということも、このなかに盛り込んできています。 

これが第八次までの提言で、すでに具体化されたものもあれば、今、着手されようとして

いるものもあれば、まだ、具体的な中身についていろいろと中央教育審議会、専門家会議等
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で議論・検討されているさなかのものもあります。ここまでが現在の状況です。そのなかで

小中一貫教育というものの意見交換をさせていただきたいと思っております。 

「小中一貫教育についての考察」というレジュメがございます。冒頭に申し上げておきま

すが、小中一貫を導入しようという考えを事務局が持っているわけではありません。しかし

ながら、全国的に非常に注目されておりますし、国も地域の実情に合わせて普及したいとい

う考えであります。ちなみに、今日、大阪府の高槻市から議員団が勝山に来ていらっしゃい

ました。目的は英語教育の中身を勉強したいということで、お見えになったのですけれども、

お聞きしたのは高槻市では、やはり中１ギャップを解消する必要があるということで、連携

をやっていきたい。一貫ではなく、連携というお話を先ほどいただいたところです。 

それだけ全国的にこの制度が注目されているところでございますので、勉強会という意味

で意見交換をさせていただきたいと思います。そういう意味では、今から申し上げることを

ざっとお聞きいただき、頭のなかでは、この勝山で小中一貫教育の必要性があるのかないの

かその可能性はどうか、そういった観点からご覧いただければと思います。 

 

『小中一貫教育のねらい』ですが、「義務教育９年間を通じた特別のカリキュラム・指導方

法を導入し、系統的・連続的な教育を行う。法改正により、自治体の判断で実施可能」とな

りました。 

 

『小中一貫教育が求められる背景』は「近年の教育内容の量的・質的充実への対応、児童

生徒の発達の早期化等に適合、中１ギャップへの対応等」ということでございます。 

 

『小中一貫教育の類型』ですけれども、 

①「義務教育学校」は修業年限９年です。小学校、中学校と言わないのです。ただし、小

学校に相当する前期６年、中学校に相当する後期３年という位置づけは、この中で活かしま

す。校長は１人です。教職員は一つの学校の教職員というかたちのものです。これが完璧な

小中一貫教育の学校です。 

②「併設型小学校・中学校」ですが、修業年限は現行小６年・中３年と同じ。校長始め教

職員は学校毎の組織ということですので、組織自体はこれまでと変わらないということです。

ただ、何が違うのかということですが、やはり、９年間を見通したカリキュラム、あるいは

それに基づく教育が行われるということです。また、教員の行き来があるというところです。 

 

『学校施設の形態』ですけれども ①施設一体型、すなわち一つの敷地で一貫教育が行わ

れるということです。②施設分離型、これについては校舎は違うところにあります。しかし、

これをくくって一つの学校としているということです。場所は違うけれども学校は一つとい

う考え方です。  

 

『小中一貫教育で期待される効果』は ○「中１ギャップ」の解消 ○いじめ、不登校の

減少 ○学力の向上 ○児童生徒の規範意識と自尊感情の高まり ○小中教員相互の理解と

指導力向上というのが、先進校あるいは先進自治体が紹介されています。それが、配布させ

ていただいた「小中一貫教育の成果」をご覧いただきたいと思います。 
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「大きな成果が認められる」の回答が特に多い項目については●で示しており、それぞれ

の項目の左側に●がついております。マーカーで色塗りしてありますけれども、たとえば、

「中学校への進学に不安を覚える児童が減少した」「いわゆる中１ギャップが緩和された」

「小・中学校の教職員間で互いの良さを取り入れる意識が高まった」などが浮かび上がると

いうことです。 

レジュメに戻っていただき、 

『小中一貫教育の必要条件』それに課題といいますか問題点というのもあります。 

○９年間を通した独自のカリキュラム。これは国が示したものではなく、地域独自のカリ

キュラムです。 

○小中教員の相互乗り入れ授業となりますと、施設一体型ならまだしも、学校が離れてい

ると行き来がたいへんということです。「教員の負担増、多忙化に繋がらないように」するこ

とが大事だというものです。「加配教員の必要性」とは、教員の数を増やす必要があるという

ことです。これについては完全な小中一貫教育を進める場合に、マンパワーをどう補ってい

くかという大きな問題があります。 

○教員免許

原則は小・中免許を併有している教員を配置すべきということになります。一気にやれと

いっても難しいので、当面はそれぞれの免許に相当する学年を指導しつつ、今持っていない

免許をとってくださいと、併有を促進しています。現在、国で免許制度改革を検討していま

す。 

○小中児童生徒の合同でいろいろな行事等 

これはメリットでもあり、課題でもあります。「内容、場所の問題、移動手段」であります。 

以上が小中一貫教育の概要でございますけれども、併せて、勝山で必要性があるのか、可

能性があるのかどうか考える際には、まず、現在の勝山における６.３制という制度、これが

時代の流れにマッチしているのか、あるいは見直す必要があるのか、そういった原点も考え

る必要があると思います。 

勝山高校は、近年、ずっと定員割れが続いておりますけれども、そういったことの対応を

含めて小中一貫ではなく、中高一貫を進める必要があるのではという意見もいくつかありま

す。この場合、中学校は市立ですし、高校は県立ですから、これは中高一貫というよりも中

高連携型ということで、県内でも３つあります。金津高校、丹生高校、美方高校があります

がこれらはみんな連携ですね。いずれにしましても、そういった方法論があります。 

最後に問題になるのが、『学校再編との関係』です。平成 31年度に改めて中学校の再編に

ついて結論を出すことになります。その先には小学校ということも当然考えられるわけです

ので、そういったさなかに小中連携あるいは中高連携、こういったことがどういう形で進む

べきなのか、勝山で可能性があるのかなど、ひとつ意見交換をいただきたいと思います。 

 

 

司会(市長) 

 ただ今の教育委員会からの説明に対してご質問・ご意見があればお願いします。 

 

若林委員長 

 具体的に、中１ギャップについて、勝山で問題になっていること、あるいは今日、高槻市

がお見えになったそうですが、都会ではどういう問題があるのか教えていただけないでしょ
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うか。 

 

教育長 

 私が承知している範囲内ですが、県教委からの情報等も含めて簡潔に申し上げますと、こ

の小中一貫を進める背景には、中１ギャップをなんとか解消したいというものが一番大きい

と言われております。それから教育再生実行会議のなかで出てきた「コミュニティ･スクール」

これも国がもっと進めようというふうに言っていますけれども、それも、よりよい学校運営

をめざすためにもっと進めなさいと言っています。その背景にはどちらかというと都市部に

おいて「中１ギャップ、学校が荒れる」そうした傾向が強いというふうに言われておりまし

て、そういったところから国はこういった制度を導入しようと言っています。それでは勝山

においてはどうか、たいへん厳しい状況ではないと我々は受け止めています。 

 

伹川課長 

 中１ギャップについては、平成１８年、１９年度に叫ばれまして、平成１９年度から勝山

南部中学校区で小中連携教育というのを実施しました。現在は中部校区、北部校区も小中連

携を行っております。今まさに、東山キャンプ場で５年生の自然体験学習としてキャンプを

やっています。これは中１ギャップを解消するために５年生の段階で仲良くなるということ

です。少人数の学校から中学校へ入った時に、友達関係で課題が出てくるということでキャ

ンプを行っています。そういう状況のなかで、学習と生活と地域・保護者の部会を設けまし

て、何が課題であるかということを、検討・連携してまいりました。

そういうなかで、小６から中１にスムーズにいっていると判断しています。 

 

島田委員長職務代理者 

 勝山ではわりと早い時期から小中連携に取り組んできていると思います。伹川課長がおっ

しゃいましたように、小学校と中学校の連携、具体的に言いますと小学校から同じ中学校へ

進学する６年生どうしの交流、それから中学校での体験授業的なこととか前からやってきま

した。たとえば、平泉寺小学校と三室小学校が勝山南部中学校へ行きますから、５・６年生

は体育の集団的なボールゲームのようなことは少人数の小学校ではできないので、サッカー

大会などをやってきました。先ほどありましたように、子どもの輸送などにお金がかかりま

すから難しい問題もあることは事実です。 

 それから、教職員の交流といいますか、福井県は特に小学校・中学校の人事交流で、教員

の異動がありますので、小学校の教員も中学校の教育を理解しています。中学校の教員も小

学校の教育を理解しているというふうなメリットと思われる点が以前から実施されてきまし

た。免許状におきましても、福井県の場合は、小中の免許状を保持している者がほとんどだ

と認識しています。そういった点もあまり問題はないと考えています。委員長さんが質問さ

れた中１ギャップに戻りますと、中学校に入ったときに感じる不安感とかスムーズな中学校

への移行とかの不安はそんなにないと思います。 

 小中の校長会長がおいでですので、実態を聞いていただけるといいかなと思います。 

 

松村中学校長会長 

 勝山中部中学校の松村です。具体的には、今お話がありましたように、中部校区でも、小

中連携ということで、夏休みに３小学校の児童が勝山中部中学校に来て、体育館においてア
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イスブレイクということでいろいろなレクリエーションをして、その後、校舎内を知るとい

うことで、校舎内をウォークラリーしてもらうこともやっております。あと、体験入学・体

験授業、先生方におきましては、年に何回か指導主事訪問日というのがありまして、小学校、

中学校ともに授業を公開しますので、そこに必ず中学校の先生は小学校の授業を見にいく、

小学校の先生は中学校の授業を見にくるというように先生方も各小中の教育を理解しようと

努めています。実際にギャップといいますか、溝ですね、それをなくすためにいろんなこと

をやっているわけなんですが、どちらかというと本校の場合、中１ギャップというのはそれ

ほど感じません。 

 すっと入ってきているなと、それには学習スタンダードとか、生活の手引きとかいうのも

ありまして、小学校の時にはだいたいこういうような生活スタイルで学校生活を送っている。

中学校ではこんなんですよというのを全家庭に配布してあります。あと、学習についても小

学校の１年生の宿題はこんなんですよ。中学校の宿題はこんなんですよ、とある程度見通し

を持ったものを全家庭に配布してありますので、入学してきて、「わー中学校はこんな所か」

というギャップは少ないと思っております。 

 

竹内小学校長会長 

 成器南小学校の竹内です。南部ブロックの方は、８月の終わりに連体練習をやっています。

その時に三室小学校、平泉寺小学校の子どもたちが成器南小学校に来て、一緒に練習すると

いう形をとっています。また、勝山南部中学校の文化祭でモザイク画をやるのですが、その

日に勝山南部中学校の生徒会が来て、３小学校が集まった時に指導をしてもらいます。また、

文化祭も見にいくというような形をとって小中連携を図っています。

スタンダードというかたちでは中部ブロックも同じです。先生方の交流も同じような形で

やっています。 

 

教育長 

 先ほど、島田委員もおっしゃったように、教員の人事異動ですが、これは小中入り混じっ

て交流人事になっています。これは福井県全体のやり方です。ただ、2 年前からか、去年か

らか教員の採用方法が変わりまして、中学校は教科ごとに採用する。どの教科の教師になり

たいですかということで専門性をもった教員を採用しようということです。従って、中学校

を希望する教員は中学校に配置されますということが前提になっています。ということが従

来と違います。ただ、県の教育委員会の考え方は中学校で専門的な教員として、今後頑張っ

てもらいたいけれども、小学校のことも知っておく必要があるから、一定年数経ったら小学

校の方へ人事配置します。小学校の授業を体験してまた中学校へ、こういった配置というこ

とです。従来とは変わったのですが、小中連携は従来どおり進められています。 

 

今井委員 

小中一貫教育に期待される効果を考えるといじめ・不登校の減少があると思いますが、逆

に、ずっと９年間一緒ということは区切りがつかない継続もあるということで弊害も考えら

れます。６年済んで、新しい学校に入るということは、いい意味でのリセットが子どもたち

に発生するのであれば、新しい子どもたちと交わる機会が中学校であったということもある

のではないかと思いますし、個人的に好き嫌いで考えますと、児童が苦手な先生がいて、６

年経って次に行ったときには、新しい環境のなかで勉強ができて嬉しいなというようなこと
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も考えられます。弊害がいろいろあるのであれば期待されるこの方が大きいのでしょうが、

弊害の部分を考えて打ち消していっていただきたいと思います。 

昔、私がＰＴＡ役員だった時に、ゆとり教育の真っ盛りでして、その時に地域との交わり

が非常に少なくなりました。その辺も含めて、勝山は環境教育ということでうまくいってい

ますので、今まで以上に向上するようにお願いします。 

 

教育長 

「小中一貫教育の成果」の次の二枚目が課題です。「児童生徒の人間関係が固定化しないよ

うな配慮」というのも一つの課題になっています。おっしゃったようなこともこのうちに入

るのかなと思います。力関係が９年間ずっと続くと、新鮮味のないものになってしまう可能

性はあります。これが一つの課題としてあげられているということであります。 

小中一貫のメリットの方が大きいと一般的には言われていますが、すべての地域すべての

学校に通じるものかというと、勝山においてどうかという勉強をすればいいではないかと思

います。 

 

大久保委員 

 勝山において小中一貫教育をする場合にどこに学校を置くのかという問題もでてくると思

いますが、中学校に入れば部活があります。児童センターは小学校内に入っているところが

多いです。グラウンドの問題ですが、児童センターの子はグラウンドも使えるようになって

いると思います。竹内校長先生がおっしゃったように、８月の終わりになると連体練習が行

われます。同時に中学校の方も部活動の練習をすることになります。一つの学校にグラウン

ドがいくつもあればいいのですが、どうやって練習をしていくんだろうなと思います。大き

な学校であれば学校内に児童センターが入るのでしょうが、教室の数が足りなくなると、ま

た、別の場所にできることになるかなとか、プールはどうなるんでしょう。小学校のプール

は浅いプールと深いプールがあるんですが、深いプールの大きさは中学校の深いプールの大

きさと同じ深さ、長さなのでしょうか。具体的にはわからないので、勝山で必要性があるの

かどうかと思います。 

 

司会(市長) 

 その考えでいきますと、上からこうあるべしという形で押し付けられるものではなく、生

徒をきっちり見て、どういうふうに育てていくかということが原点にあります。さらには、

地域性というのがありまして、弊害がおきているところはその弊害を解消するための施策を

とらなければならないというようななかで、こういった制度の提案も出てきているというふ

うにも考えられるわけです。 

 反面、勝山市の場合は今のこれでいい効果を出している。つまり、今の状況で効果を出し

ていれば、それはそれでいいのではないかと思います。もっと、遡って考えると明治政府の

教育改革がある前にそれぞれの藩では、藩校の教育があって、それは全く自由で、その藩の

考え方なり教育の方針なり、実に多種多様であった。それはめちゃくちゃではなく、自分の

藩の子弟を立派な役にたつ、藩の役にたつためではなく、日本のためにたつ教育をしてきた

という原点に立ち返れば、私は勝山市の教育がしっかりしていて、いい方向にあるというの

であれば、それはそれで自信をもってその教育制度というものを伸ばしていくべきではない

かと思っています。 
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教育長 

 少し普及しつつある、あるいは注目されている一つの要因としては、確かに中１ギャップ

あるいは不登校の解消等でもあるのですが、実はあまり表にでていない小学校を再編すると

きに、ひとつの中学校と一緒になりましょう。新しい学校をつくる、もちろん体育館とかグ

ラウンドとかそういうものですね、問題のないようにしっかりした場所に、しっかりした学

校をつくる。そこで小中一貫教育をやります。これだけすばらしいメリットがあります。と

いうふうに説明をして、学校再編を進めてきたところもいくつかあります。そういった手法

のいいところをとろうということになると思います。勝山の場合にあてはめてみると南部、

中部、北部それぞれの中学校にいくついくつの小学校をくっつけて、小中一貫教育をやりま

しょうということにすると、やはり場所・敷地的に物理的にどうなのかという問題がありま

す。では、中学校ではそこのところはどうでしょう。  

 中学校自体の生徒数が減ってきてどうしようという事態になっているわけです。小中一貫

進めても中学校の問題はクリアできないということになりますので、現実的に考えた場合は 

小中一貫、いわゆる義務教育学校というかたちでの一体化は少し難しい、現実的ではないと

考えています。 

 現実的には連携することによるメリットもありますので、現在も進めてきておりますけれ

ども、さらによりよいかたちで連携を密にしていくことが必要かもしれません。 

 なお、両学校会長からお話いただきましたけれども、児童生徒の交流をやっておりますけ

れども、英語教育はまさにそれをやっているわけです。英語教育は小中高 12年間を見据えた

カリキュラムにより、教育交流を含めて行っております。音楽教育は小中一貫したことを見

据えてプログラムを組んでおります。 

 

司会(市長) 

 このテーマにこだわらず、教育全般に対して、ご意見・ご要望があればお受けいたします。

いかがでしょうか。 

 今井委員さんがおっしゃったようにリセットというのは絶対必要だと思います。９年間と

いうのは非常に長いと思います。それで上下関係なり位置関係がずっと決まって、自分の成

績の多寡だけで評価されるだけの話になってくると、つらいものがあるのではないかと思い

ます。また、先ほどおっしゃったように体格が全然違うので、同じ施設のなかで小１と中３

が一緒に遊んだら怪我をしますね。 

 

島田委員長職務代理者 

小学校を卒業することは一つの節目で、そういうことも必要だと思います。節目を越えて

次の段階に進むということです。昔のイメージは、中学校は先生が一方的に教え込む授業を

するようなイメージを持っていたのですが、今は全然違って、小学校と同じような指導方法

というか問題解決的な学習なんかも大いに取り入れ、グループ討議したりして進められてい

るので、授業の学習方法については、子どもたちはあまりギャップは感じないと思います。 

話は変わりますが、勝山市民が最近すごく明るく自信を持って変わってきていると思いま

す。そんなイメージを持ちます。たとえば、この間のジオアリーナ落成式でも、市民が盛り

上げようとして、みんなで合唱団を作ったりし、そこに一緒に参加し楽しむというか、そう

いった傾向が顕著になってきました。のど自慢でも市外のたくさんの方が出られましたけれ
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ども、市内の人たちも頑張って出演するというか、地域で育った人が、地域に恩返しするな

どいろんなことで、市のために頑張っていることを見ていると「小さくてもキラリと光る 誇

りと活力に満ちた ふるさと勝山」になっているなと思うことがよくあります。 

 

司会(市長) 

今、地方創生と言われていますが、原点は地方がどんどん小さくなっていることから発し

ているのだと言われていますが、私は、地方は地方で、今おっしゃったような一つの機会と

か市民の誇りを持てることとかそういったことを大事にしていけば、地方の良さというのは

地方が独自に発散できるものが出てくると思います。 

あまり上から目線で財政力指数、工業生産指数とかそういう指数だけでは、判断できない

部分がたくさんあって、指数から判断できないことを、最初は小さな力かもしれませんが、

そういったものが基になって、自信とかもっと良くしようという教育が、思いに反映されて

いくというようなことですから、一つだけをみて勝山市は力がないとかいう短絡的な評価は、

逆に、それでゆがめることになるのではないかと思います。 

 

大久保委員 

課題の方でパーセンテージが大きい「小中の教職員間での打ち合わせ時間の確保」「教職員

の負担感・多忙感の解消」の二つが大きいのが気になるのですが、勝山市ではもともと小中

連携を年間通してやってきているということで、もし勝山市で小中一貫をするようになった

場合、今すでにやっているという状況がさらに多忙になってしまうのか、今やっているから

そんなに変わらないという状態なのか知りたいです。先生方が忙しくなれば、いい教育をし

ようと思っても、子どもに時間がかけられなくなると思うのです。 

 

教育長 

 福井県内で小中一貫教育をやっている公立の小中学校はありません。ただ、敦賀市が今年

からゆるい感じでの小中連携をスタートしました。もう少し先へ行こうとしているかもしれ

ません。勝山市がより連携を強化していこうとすると、どういうことが考えられるかという

と、まず、子どもたちの交流をもっと密にすると、いろんな行事とか活動をですね、先生方

の事前の打合せ、事後の検討会、あるいは実際に中学校の先生が小学校で教える、小学校の

先生が中学校で教えるというプログラムを含めばそういった実際の教員の交流と、こういう

ことになると思います。現在、実際の教員の交流までやっておりませんし、教務主任とか生

徒主事さんが集まって、年間何回も何回も打合せをするということはやっておりません。や

るとすると、実は先生方がもっと忙しくなる。その兼ね合いを考えながら、もう少し充実し

ていける部分があればやっていくという考え方ではないかと思います。 

 

若林委員長 

 英語教育の話がありました。小学校３年生からグローバル化に対応した勝山では特に先進

的な取り組みをしておられるということで、やっていただければいいと思うのですが、私ら

が子どもの時は、土曜日も授業がありまして、国語は週に７時間ありました。ある曜日は国

語が２時間ありました。国語が嫌いだったので、とてもその日は憂鬱だったのですが、ただ、

語学は、母国語ができて初めてほかの英語力とかほかの学問の力がつくと思っております。

国語教育をしっかりすると、日本人として基本は国語ではないかと思います。英語、英語と
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いうご意見を頂戴することが多いのですが、まず国語をしっかりやってできる人間が、英語

をやるというような形にもっていただけるとありがといと、実は、教育委員になる前から思

っておりました。勝山の国語先生はしっかりしておられると思うんですけれども、現在、国

語の時間は少ないのですか。週に何時間ですか。 

 

伹川課長 

 週４時間です。 

 

若林委員長 

 ４時間ですか。私らの時は、毎日国語があって、一日に２時間の時もあったのです。 

 

司会(市長) 

 それは一つの考え方ですね。 

 

教育長 

 英語に力をいれていますが、他の教科を犠牲にして英語の時間を増やしているわけではあ

りません。総合学習の時間を利用するとかしています。 

 県教委の報告ですが、福井県の高校生は非常に国語力が高いらしいです。白川文字学であ

るとか古典をもっと勉強してほしいとか言っていますけどね。当然、学校では、国語は基本

中の基本と考えていると思います。 

 

竹内小学校長会長 

 成器南小学校は英語もやっていますが、中心の研究は国語ですから、国語に力を入れてい

ます。 

 

司会(市長) 

全く同じことをずっと思っていまして、極端なことをいえば、日本語ができないのに何が

英語かと思っていました。実際に授業を見にいくとそうでないということがわかりました。

なぜかというと、私たちが習った英語は、最初はそんなに難しくないけれども、すぐに文法

やらほかのことで、ものすごい難しい英語になったでしょう。それで、英語が嫌いになって

しまったわけです。ところが今の教え方は、英語というよりも、英語を使う世界を非常にお

もしろく表現していて、その時に会話力ですね、会話を楽にできるとかコミュニケーション

ができておもしろいとかそういった楽しさを重視していますから、あんなかたちで英語の世

界に入っていったらすばらしいなと思います。ある程度、基礎的な会話力があれば、上位の

学年にいっても、それを基にそんなに難しくないんだと抵抗がなく、すっと入っていかれる

と思います。そういう意味では小学校３年生から会話を主体として、楽に入っていける環境

づくりというのは、私たちも興味がありますし、子どもたちにはもっと興味があることだと

思います。一度ご覧になってください。 

 

若林委員長 

一度、勝山南部中学校のを見せてもらって、これはとてもいい英語の授業だと思いました。 
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教育長 

秋の学校訪問時に３・４年生ぐらいの授業をどうでしょう。 

 

司会(市長) 

私も１年に１回ぐらいは企画してください。 

 

伹川課長 

ご案内します。 

先ほど、今井委員さんのリセットの問題ですが、クラス替えを行いまして、リセットに取

り組んでいます。また、各学校へ伝えておきます。 

 

司会(市長) 

ほかにご意見がなければ、次回は、秋ぐらいにもう一度開催ということでよろしくお願い

します。それでは、第１回勝山市総合教育会議を終了いたします。 


