
1 

 

平成 29年度第 1回勝山市総合教育会議 会議録 

 

 

１ 日 時 平成２９年８月３日（木） 

（１）開会時刻 午後３時３０分 

（２）閉会時刻 午後４時５０分 

 

２ 場 所 勝山市役所３階 第２会議室 

 

３ 出席員の氏名 

市長         山岸 正裕 

教育長        梅田 幸重 

教育長職務代理者   島田 さよ子 

教育委員       若林 正三郎 

教育委員       大久保 千恵 

教育委員       今井 克己 

 

４ その外の出席者の氏名

未来創造課長 竹生禎昭 教育部長･史蹟整備課長事務取扱 平沢浩一郎  

教育総務課長 平野公子 学校教育課長 伹川隆治 生涯学習課長 中村千鶴子   

国体推進課長 谷出雅博 スポーツ局長･スポーツ課長事務取扱 代理 多田喜代彦 

 

５ 傍聴者  福井新聞 日刊県民福井 

 

６ 協議事項 

  ふるさと教育の取り組みについて  

 

７ 議事の大要 

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、平成２７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、市長が主宰する「総合教育会議」があり、市長と教育委員

会が協議・調整することとなっております。平成２７年１０月に「教育大綱」を策定

し、現在、勝山市ではその教育大綱に基づいて、さまざまな教育施策が進められてい

るところです。

本日は、「ふるさと教育の取り組みについて」ざっくばらんなご意見をいただきたい

と思います。勝山市のふるさと教育において、次の世代を担う子ども達が、たくまし

くそして個性豊かで、勝山に愛着の持てる魅力のある教育を推進していきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

今年度はもう 1回この会議を開きたいと考えていますが、今後の勝山市の教育を進
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めていくうえで、教育委員のみなさんとフランクな話し合いの場を持つことは重要で、

今日も短い時間ではありますが、有意義な会議となるようお願いします。 

会議次第に従いまして、協議に入ります。事務局より説明願います。 

 

 

事務局 資料により説明 

 ふるさと教育の取り組みについて  

 

  

市長 

 委員の皆さまからご意見をいただく前に、私の方から思いを述べたいと思います。 

 ふるさと回帰ということで、Uターン・Iターン施策が全国各地で、国の支援のもと

行われています。勝山市も今年からふるさと創生･移住課という課をつくりまして、積

極的にこれに取り組むということを進めております。その根底となるものは、ふるさ

とに対する思い入れが強い、また、幼少期･育った時期に濃厚ないい思い出を持ってい

ることが大切だと思っています。そのためには地域、学校でそのような教育、育てら

れ方をしていないとそのような形にはならないといったことで、ふるさと創生･移住

課がつくられる前から、私が市長に就任した時からつねに教育長とお話をしながら、 

ふるさとに誇りを持てる教育をしたいなということで様々な積み重ねをしてまいりま

した。そのような集大成が今どんどん実が結ばれまして、先ほどの統計にもあります

ように、勝山が好きだという子どもたちが 90%いるということは非常に心強い思いを

しております。従来、私たち世代の大人は勝山市なんて何もないところだから、東京

の学校へ行かせたら、帰ってこなくていいと、そちらでいいところがあったら就職を

しなさいといったような指導もなきにしもあらずだったと思うのです。それだと子ど

もたちの希望がそちらの方に向かっているという強い意識がある場合は別として、と

にかくふるさとに帰っても何もないから都会で就職してそこに住んでしまうというこ

とは非常にふるさと教育として寂しいものがあります。ふるさとを捨てていってもう

帰ってこないというのは、ふるさとをつくっている私たちに責任があるのではないか

という思いを強く持っています。そういったことで、ふるさとに目を向ける、さらに

は住み着きたいということに繋げたいと今までやってきたことが実を結んできている  

というふうに思っております。学校の先生方、教育委員会を中心とする方々の努力、

今ほど紹介がありましたように非常にすばらしいものがあると思っているわけであり

ます。そういったことで総合教育会議とは違いますけれども、帰ってきがいのあるふ

るさと教育をつくるというのは、今住んでいる私たちの責任でありますので、別の観

点で努力したいと思います。しかし、帰ってきていただく子どもたちがいなければ、

地域が継続的に存続するというのは難しいわけですから、前段申し上げましたことに

ついてはこれからも力を尽くしていきたいと、そのような一貫の説明であったとご理

解いただければありがたいと思っております。そういったことにつきまして皆さま方 

のご意見をそれぞれお伺いしたいと思います。 
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島田教育長職務代理者 

 たくさんのふるさとに関する学習が実践されていると思いました。いろんなことを

やっているからふるさとのよさを理解するという点では非常によくできているという

ふうに思います。アンケートの中学生について「あなたの今住んでいる地域に役立つ

ようなことをしたいと思いますか」で、｢そう思う｣と答えられる子は 13%、｢どちらか

といえばそう思う｣をいれると多くなりますが「今住んでいる地域をより住みやすい

ように変えることができると思いますか」というのになると｢わからない｣というのも

あると思いますが自信がない、そこまでする自信がないということになるので、ふる

さとのために自分にできることは何かということが言える子どもに育てていかなくて

ならないと思います。鹿谷小学校の PTA新聞で、セイタカアワダチソウ駆除に子ども

たちが参加しているとか校長先生のふるさと学習について書かれているのがあったり、

ホタルの観察会に出てホタルが住めるきれいな川をつくっていくとか、恐竜ひょうた

んを栽培しているとかがでていました。ふるさとのために考えてできる子を育ててい

けるといいなと思いました。学校がやっていることだけではなく、地域のまちづくり

の観点から・生涯学習の観点からチャレンジしているのはすばらしいと思いました。 

 

大久保委員 

 アンケートで「住んでいる地域が好きですか」とか｢将来もずっと今の地域に住んで

いたいと思いますか｣のパーセンテージが想像していたより高いことに驚きました。

日本人は自己肯定感というか自信を持って言える人が海外より少ないと私は思ってい

るのですが、この数値は高いと思います。学校も地域も今まで頑張ってこられた成果

だと思います。学校･地域の方だけに丸投げして負担をかけるのではなく、ずっと継続

していける形にしてほしい。 

自分のところでやっている活動は、たとえば平泉寺小のふき取りは長い歴史がある

ものですが、平泉寺の子は自分たち独特のものだということを知っているのかと思い

ました。左義長祭りはやぐらがあるからはっきりわかるのですが、荒土の炭焼きや野

向のエゴマなど自分たちの特色ある伝統だと気づく学習、学習しているときに伝えら

れるといいと思います。 

 

事務局 

 親たちが何をしているかということも、実際にその場へ行って体験もしております。 

 

市長 

 親の世代がやっていたことの伝承という意味もあります。 

 

若林委員 

 ふるさと教育というのは「勝山のすばらしさを発見･体感できるような様々な取組

みを進め、誇りと愛着を持つ」というのはとても大事なことで、こういうことを進め

られてきた市長・教育委員会の方々のご努力に頭が下がる思いです。各課きれいにま

とめていただきますと本当によくわかりました。 
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勝山市の教育は前々から市長がおっしゃっていますように、ユネスコスクールへの

加盟、ESD教育、英語教育そういったことにたいへん特色があり、頑張ってこられた。

ありがたいなと思っています。福井県は全国の学力でも高いレベルを達成している｡

勝山市でも負けてはないと思いますので、そういったことを達成しながらふるさと教

育をしていることは誇るべきことではないかと思います。教育委員会、学校の先生も

たいへんですが無理をしない程度に続けてほしいと思います。基本的な教科と両輪で

す。両輪が回っていけるようにしていただきたいと思います。 

 

今井委員 

 キーワードに豊かな自然・歴史・文化・産業などがあります。特に歴史・文化で考

えますと地方文化の継承。地域の集いを考えると、やはりお祭りが大きなウエイト占

めると思います。地域としてはそれを守りたいのですが、どうしても宗教という足か

せが付いてきまして、地域の神社の祭り、仏さんの何々という言い方をして避けられ

る状況が多々見受けられます。私は小さい時から考えてみますと、お神明さんの祭り

お宮さんの祭り、そこにあるお地蔵さんに手を合わせるという行動が普通にあります。

地域としては本当は宗教に関係なく望んでいるのではないか。地域としては残してほ

しいこと、勉強してほしいことはそこらへんが絡んできているので、踏み込めないと

ころと踏み込んでほしいところがあります。地域には小さい時からあるのだから宗教

と考えず踏み込んでほしい。 

 

市長 

 そういうことはありますか。 

 

教育長 

 あまり意識はしないのですが、突きつめると学校も行政も宗教との関係において､  

たとえば補助金は出せないとかあるいはどっぷり子どもたちを浸からせることはでき

ないとかそういった制約というのはあることはあると思います。一般的にはお寺の行

事であっても神社の行事であっても、たとえば、平泉寺は積極的に参画しています。

子どもたちは小さい時からなじんで育ってきている面が多いと思います。今井委員が

区長をされかつ教育委員をされながら、そういった面を感じられるということは事実

そういうことはあるんだと思います。ただ、学校としてはできるだけそういう面から

の指摘とか問題とか起きない範囲内で、精いっぱい行事等に参加はしたいとそれが子

どものためであるというふうに思います。 

 

市長 

 伝統行事はそういうことに根ざしていますね。 

 

今井委員 

 白山平泉寺開山 1300 年のいろんな行事を見せてもらい、地元小学校が関わるのは

いいと感じました。祭りというキーワードですと結構自由がききますが、村の鎮守祭
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りだと参加しにくい方がおられます。補助金も全く出ませんし。 

 

教育長 

 切り口と言いますか、視点といいますかそういうものは持っていき方によるかもし

れませんね。 

島田委員がこれはどうかと言われたアンケートの意識調査ですが、小学生はすべて

の面においていい回答をしています。ところが中学生になるとさすがに現実が見えて

くるんですよね。好きなんだけれども自分が何をできるか、何をしたいと言われると

｢いや・・｣となってこういうふうな数字になっているのかなと思います。ただ、中学

生になっても高校生になってもさらにこの数値を伸ばしていくにはどうしたらいいか

というのを考えなければいけないと思います。たとえば北中まちづくりプロジェクト

ですが、市長にいろんな提言もし、市長もできるだけ行政に活かそうということで、

関係部局へ降ろしていますけれども、自分たちのいろんなアイデア、その活動が大人

の世界で現実のものになっていくという姿をみれば、自分たちもできるではないかと

いう自信が湧くと思います。そういうものをこれから中学生、高校生も含めて働きか

けていくというか、そういうものをつくっていく必要があるのかと思って見ていまし

た。そういう場面を体験しないと「ぼくらに何もできない」で終わってしまう。 

 

島田教育長職務代理者 

 地域・学校はやっています。何が欠けているかというと家庭が何をやっているかと

いうことだと思います。資料の 6ページの自然観察会でこれだけすばらしいものが行

われていて勝山市全部で 20名とか 30名までしか参加していない。やはり家庭の親た

ちがこんなにすばらしい「ジオ探訪」行ってこようとか「勝山の滝をめぐる観察会」

へ行ってみたいねとかそういう働きかけが家庭のなかであって、これがわくわく体験

学習推進隊が困るほどの参加があったら、子どもたちは参加した中で、親との会話の

中で見つける機会ができると思います。昨日の新聞に出ていたので切り取ってきまし

たが、「中学生がジオツアー」と勝山青年会議所が初めて企画したとありまして、ジオ

パークガイドの小林則夫さんが大矢谷神社の大岩をいっているのですが「どこからこ

の大岩が運ばれてきたのか」と考えさせ、経ヶ岳の山が崩れたことによってきた岩だ

よと解説したということです。親との会話の中でいっぱい考えさせることができると

思います。家庭がふるさと教育とか学習にどのように関わっていくか。私事ですが子

どもが小さいときに、夫の考えですが勝山の山を制覇しようと、水無し山とか法恩寺

山とか順番に登って上から勝山を眺めたりとか、家庭だけでできる地域のよさを見つ

ける体験なども考える余裕があってできたらいいと思います。  

 

市長 

 そのご意見はいつも思っていることです。子どもたちを変えるには親を変えなけれ

ばいけないのですね。親の教育というおこがましいことは行政としてできないので、 

それぞれの親が子どもたちと勝山に根差したことを一緒に楽しむということをやって

いったらいいと思うのです。PTAという組織があるので PTAでなんかその取り組みを
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できないかと思っています。親の考え方も非常に重要だと思います。 

 

教育長 

 たとえば東山キャンプ場で小学校 5年生全員がキャンプの体験をしています。これ

は市長の発想で実現しているのですが、開会式で｢泊まった子手を挙げて｣と言うと

1/4か 1/3近くです。後の子は 1回も泊まったことがない。もし、教育委員会が主導

的にしないとあそこを体験せずにそのまま大人になってしまう。体験していないから

自分の子どもを連れていこうという気にならない。子どものころに体験をする。その

ことによって子どもにも教える気持ちになるのでということです。PTA でこういった

活動はしていないのでしょうか。 

 

事務局 

 PTA では親子行事は少なくなっていますが、各学校、親子行事を続けています。意

欲的にするグループが大きくならないといけないと思っています。親が率先してやら

ないと子どもは体験できません。 

 

市長 

 自然の中にはある程度危険なことがあります。安全にあまりにも横線を張りすぎる

と何もできなくなってしまう。子どもの教育を思う時に、自分がどういうふうに地域

で育ってきたかということを考えるとなんか違うのではないかと思うことがいっぱい

あります。すべてはできませんが、いいことについては教えたいなと気持ちはでてき

ます。 

 

事務局 

 最近の親子行事は学校で泊まるというのがおもしろい。以前は白山登山とか親子行

事がありましたけれども、外へ向くのは少なくなりました。もっと親がパワーを出し

てくれるといいのかなと思います。 

 

市長 

 若林委員、お医者さんの立場からどうですか。お医者さんになって勝山市に帰って

きてほしいという思いもひとつあります。医学部を出ている方々も多いんですが。 

 

若林委員  

 先ほど Uターンを増やしたいというお話がありましたが、私が高校生のころから聞

いています。勝山市・福井県全体が一生懸命子どもを育てて、大学へ出しても誰も帰

ってこない。結局、福井県・勝山市は何をやっているんだという話がずっとありまし

てね、地元に帰るということを考えた時、勝山の魅力というのも大事なんですが、現

実的には就職できるかということが一番大きいかなと思います。その就職した先でず

っと働いていけるか、働くに足る場があるかと、各方々は考えると思います。PTA の

話でもそうですがプラスのイメージが必要じゃないかと思うのです。ここで頑張りた
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いとかここでやっていける、ここで幸せになれるとか。家庭自体が幸せでないとなか

なか勝山に対していいイメージが持てないかなという気がします。一つひとつの家庭

が幸せになるような施策が必要かなと思います。医師としても自分のキャリアとかそ

ういったものを考えた時に、勝山で果たしてずっとやっていけるかということを考え

ますと、全部を達成することは難しいということを考える人が多いのではないかと思

います。どうバランスをとっていくかということで、なかなか難しいと思います。 

 

市長 

 行政は少しでも課題を解決していかなければならないという意識はあります。いろ

んな観点はありますが、北陸自動車道と中部縦貫自動車道とがつながって、福井と近

くなるさらには中京方面と近くなるということもメリットのひとつとして出てくると

思います。人との交流がもっと盛んになる、企業誘致もできるといったようなことで 

地域を変えていきたいと思っておりますけれども、そういうことをチャンスとして人

が戻ってこられるような機運をつくっていかなければならないと思います。 

 

今井委員 

 親がいいところだよ帰っておいでというのが、今、増えていると思います。 

 

市長 

 若林委員がおっしゃったように自分の生き方とマッチするような生き方がここでで

きるかということも確かに間違いなく重要な発端です。既存のものはないけれども、

そういうことを望んでいる人にとっては自分がクリエイトすればできるんだという、

いろんな努力をすればでき上がるんだという町にしたいんですね。常にチャレンジす

ればその可能性がものにできる町にしたい。わくわくドキドキするような地にしたい

と思っています。 

 

教育長 

 今年度から、勝山高校・奥越明成高校・3 中学校の代表とそれぞれ市長と語る会を

します。我々は大人目線で考えていることなんですが子どもたちが実際どう思ってい

るのか、勝山の将来をどう思っているのか、何が足りないのか、どうしてほしいのか、

その中で自分はどういう生き方をしようとしているのか、そういったことも市長自ら

聞かれるのではないかと思います。子どもたちにも市政がどういう方向で動いている

か理解してもらいます。 

 

大久保委員 

 将来のことを考えた時に仕事はやはり大事なことですが、どんな仕事でもいいと思

っている子は、自分の育った町は思い入れがあるはずです。親がいて、親との関係が

よければ、また青春時代を過ごした仲間がいて、困った時には直接会って話ができる。

子育てしていても知っている子に話ができるというのは大きな魅力になると思います。

都会に行ってしまって周りが知らない中で、女性目線からですが子育てをしていくと
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いうのは不安だと思います。親との関係がよかったり、友達との関係をよくしていく

ためには、さきほどおっしゃったように「親子で参加する」などして親子の関係をよ

くしていく。子どもは友達と遊びたいので断るから「友達(親御さんも含め)も誘って

参加していく」というふうにしていくと仲間が広がっていき、友達との関係も強くな

っていくのではないかと、今一連の話を聞いて思いました。子どものころの経験は魅

力的だと思うので、自分の仕事、今までの財産などで総合的に判断すると思います。 

 

教育長 

 毎月、定例教育委員会がありますので、この事業についてはもう少し肉厚してはい

いのではないかとか、今おっしゃったように友達･その親御さんどうしも一緒に参加

してもらえるように何か仕掛けしたり、具体的に組み込んだらどうかとかご意見･ア

イデア･注文などありましたらご指示いただきたいと思います。各課でいろんな視点

で取り組んでいますが、時代が変わると意識も変わってきますので時代に合うような

形に変えていく必要があります。またご意見をいただけたらと思います。 

 

市長 

 特になければこれで、第 1回総合教育会議を終了いたします。ありがとうございま

した。  

 

 

 


