
1 

 

令和２年度 第２回室戸市総合教育会議議事録 

 

 

１．日    時  令和３年２月１８日（木）午後３時３０分～ 

２．場    所  室戸市役所 ３階 第６会議室 

３．出席者 

 （構成員）  

       室戸市長  植田 壯一郎 

       室戸市教育委員会 

        教育長  百田 貴昌 

        教育委員 多田 明美 

        教育委員 北岡 賢一 

        教育委員 東野 敦夫 

        教育委員 植野 真由美 

 （オブザーバー） 

       副市長  久保 寛人    

       総務課長 黒岩 道宏 

       企画財政課長 辻 さおり 

 （事務局） 

       学校保育課 

        課長 武井 知香（教育次長） 

        主監 小松 康一郎 

        課長補佐兼保育班長 村上 久美 

        学校班長 髙﨑 正太 

       生涯学習課 

        課長 西岡 佳久 

        課長補佐 戎井 健  

        生涯学習班長 山岡 浩子 

        人権教育班長 川﨑 奈津子  

４．欠席委員  なし 

５．議題   

  ⑴ 第３期室戸市教育振興基本計画（令和３年度～令和７年度）（案）について 

  ⑵ 教育に関する「大綱」について 

  ⑶ 令和３年度当初予算編成方針及び教育委員会の意見聴取について 

  ⑷ 適正規模・適正配置について 

  ⑸ その他 
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○開会 

○市長あいさつ                             

（植田市長） 

教育委員の皆様にはご多用のところ、「令和２年度 第２回 室戸市総合教育

会議」にご出席いただきましてありがとうございます。また、日頃から室戸市

の教育行政の振興・発展にご尽力いただいていることに対しまして、併せて御

礼を申し上げます。 

今年度の第２回目となる会議では、令和３年度の主な事業予算について、ご協

議や意見聴取をお願いするとともに、現在策定をしております「第３期 室戸

市教育振興基本計画」、また「小中学校の適正規模・適正配置」について、教

育委員の皆様方と意見交換をさせていただきたいと考えております。 

    小中学校の適正規模・適正配置につきましては、私としましても学校が津波浸

水区域にあることや児童生徒数の推移などから、子ども達の教育環境や安全性

を考えますと、統廃合について検討しなければならないと考えているところで

ございます。現在教育委員会において「室戸市保育所及び学校適正規模・適正

配置等検討委員会」を立ち上げ、検討を始めたと伺っていますが、本日はこの

会議におきましても皆様方のご意見をお伺いしたいと考えております。 

以前にも申し上げましたが、教育は、本市の未来を支える土台づくりであると

考えております。この土台を作っていくために、委員の皆様と、この会議を通

して協議を深めていきたいと考えておりますので、今後ともご理解とご協力を

よろしくお願い申し上げまして、開会のごあいさつとします。 

本日は、よろしくお願いします。 

○議事                     

（事務局） 

協議に入ります前に毎回のことではありますが、総合教育会議についてご説明

させていただきます。会議次第の 12ページに地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の抜粋を載せております。第１条の４第１項第１号では教育を行う

ための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた協議、学術及び文化の振興を

図るために重点的に構ずべき施策について総合教育会議で協議や調整をする

こととなっています。協議や調整を行う事項といたしましては、①教育行政の

大綱の策定、②教育の条件整備等重点的に講ずるべき施策、③児童生徒の生命

身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置となっています。室戸市では年間２回

の総合教育会議を開催しており、第１回目では教育大綱であるも教育振興基本

計画の進捗状況について、第２回目の会議では次年度の教育予算についてご協

議いただいています。教育予算につきましては地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２９条で、「地方公共団体の長は歳入歳出予算のうち教育に関す
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る事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を

経るべき事件の事案を作成する場合においては、教育委員会の意見を聞かなけ

ればならない」と規定されておりますことから、議事に入れているところでご

ざいます。それでは、議事に入ります。議長は、市長が行うこととなっており

ますので、植田市長に議長をお願いいたします。         

（植田市長） 

それでは、早速会議に入らせていただきます。議事⑴第３期室戸市教育振興 

基本計画（令和３年度～令和７年度）（案）について、事務局からの説明を求 

めます。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

お配りしています室戸市教育振興計画（案）策定の予定についてですが、本日

ご意見をいただいた後、パブリックコメントを募り、３月１９日の教育委員会

定例会で議決をいただきたいと考えていますので、よろしくお願いします。 

    （武井教育次長兼学校保育課長 資料に沿って説明する） 

（植田市長） 

    それでは、第１章から第３章までの説明をしていただきましたが、ご意見やご

質問がございましたら、お願いしたいと思います。 

（東野委員） 

    子どもの数が少ないことはわかっていますが、増やすという対策はしていませ

んか。 

（植田市長） 

    増やすということの対策を一番強化してしなければならないと考えています

が、どうしても急激に増やすことができません。市の行政としてはできるだけ

子どもを育てる若者世代の移住者、定住者の誘致もあわせて、子どもが少しで

も多くなるようなことに最も力をいれないといけないと考えています。どうぞ

またよろしくお願いいたします。 

    他にご意見ございませんか。 

（百田教育長） 

    今の件については、昨年九州からの移住者が佐喜浜に来まして、複式が解消さ

れたということがあります。そういった成果もでております。 

（植田市長） 

    ８ページ、９ページをご覧ください。ここは、学力の状況について紹介されて

いる資料で、武井次長から説明させましたが、表の説明を県との対比なんかも

含めてもう少しお願いします。 

（小松主監） 

    過去３年間、平成２９年、平成３０年でこの全国調査は４月に行われますので

まだ平成と標記になります平成３１年という３箇年の結果が示されています。
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比較的小学校については、どの科目も全国平均若しくはそれを少し下回るぐら

いのレベルまでもってこれるようになってきています。これは数年前この調査

が始まった当時は、室戸市もかなり低かったんですが、小学校の頑張りでどん

どん上がってきてこの数値まで来ています。また、長年室戸市では書く力とい

うものが弱い、家庭学習も含めて地道に努力をしていくということに課題があ

ったのが、やっとここで書く力の向上が見られてきているという結果になって

います。小学校では数年前から教育課程指定推進校の室戸小学校を中心に頑張

っていましたので、算数についても早くから成果が上がっています。その結果

が中学校に波及をしてきて、中学校もまだ全国平均までは行っていませんが

徐々に右肩あがりになって成果が見られているような現状であります。 

    以前は算数 A,Bという基本的な問題と活用問題というふうにわかれていまし

たが、平成３１年度からは一つに統一されてますので、少し比較がしにくい状

態にはなっています。中学校の英語については、今回初めて調査が始まったも

のですので、これまでの推移がはっきり見えてなかったのが、初めての調査で

かなり落ち込んでいるということがわかりましたので、今後各学校重点的に取

り組むべく小学校とも連携して取り組んでいるところであります。 

（植田市長） 

    以上、学力の状況の説明です。体力的にはどうですか。 

（小松主監） 

    体力的にはもっと室戸の子ども達は能力があるのではという気持ちは持ってい

ます。中学校の部活動や少年スポーツクラブなどへの参加が少なくなってきて

いる傾向があります。ゲームなどの影響もあって本当に持っている力を出し切

っていない、スポーツをする機会というのを学校教育以外でも増やしていって

あげたい。各学校でもいわゆる文化部に加入する子ども達が増えているという

ことが、現場の方からも悩みとしてあがってきているという実態があります。 

（植田市長） 

    なにかご意見ございましたら。 

（北岡委員） 

    子どもの数が少ないのでスポーツの選択肢が少ないというのも影響している

のでは。 

（小松主監） 

    中学校の部活の選択肢が少なくなっているというのは一つ大きな課題でもあ

ると思います。また、小さくなるといわゆる人間関係とかトラブルがあった時

に修復がしづらくなったりして、文化系のクラブに移行するというような例も

個別にはあろうかと思います。 
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（北岡委員） 

    クラブで言えば、学校は関係なく一つのクラブをやりたいとなったら、そのク

ラブのある学校に行ってクラブをするということはできますか。 

（小松主監） 

    実際問題としては同じクラブであれば合同チームは組めますが、そのクラブが

その学校に設置されていなければ別の学校のそのクラブに参加するというこ

とは現在のところできません。ただ、教育長会等含めてそういうことができる

方策はないかという検討は始まっていると聞いています。 

（植田市長） 

    他にご意見ございませんか。 

（多田委員） 

    室戸って実際子ども達が行って遊ぶ場所がないですよね。学校の校庭は解放し

てもらえないですか。 

（小松主監） 

    部活動していなければ、時間制限はありますが、全然禁止はしていないです。 

（多田委員） 

    入ったらいけないんでしょうか。 

（小松主監） 

    他の学校の生徒が来るのはどうかとは思いますが、自分の学校であれば禁止は

していないです。 

（多田委員） 

    学校から帰ったら校庭では遊んではいけないということはないですか。 

（小松主監） 

    部活動しているからということではないですか。 

（多田委員）  

    小学校は部活動していますか。 

（小松主監） 

    小学校は遊んでいるんじゃないでしょうか。 

（植田市長） 

    改善していかなければいけない課題であれば直していきたいと思いますので、

そんなご家族の方のご意見があれば情報提供していただければと思います。 

    では、次の第４章から第５章の説明をお願いします。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

    １７ページをお願いします。１７ページからが本計画の基本構想となっていま

す。 

（武井教育次長兼学校保育課長、西岡生涯学習課長 資料に沿って説明する） 
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（植田市長） 

    それでは、ただいまの説明を受けまして、ご意見がございましたらお願いしま

す。 

（植野議員） 

    ２５ページの⑶の放課後対策事業の推進で、放課後児童クラブの毎年更新時に

アンケートを含めた用紙が配られて、そのアンケートの意見要望を記入した事

柄についての回答がほしいという保護者の方から意見がありました。アンケー

トをしっぱなしで、その後の回答がもらえてないので何のためのアンケートか

わかりませんという意見がありましたので、今後は例えばアンケート結果を公

開するとか、結果を配るなどきちんと後の処理をしてもらいたいなと思います。 

（植田市長） 

    対応はどうですか。 

（西岡課長） 

    先週、佐喜浜、元、羽根、吉良川、中川内のそれぞれの子ども教室に通ってい

る方も、そうでない方もそこの学校区全体の保護者に対するアンケート調査を

行っています。締切は２月２５日としています。内容につきましては、子ども

教室の運営や開催の回数などについてで、今後の運営に対する参考としてアン

ケートを実施しています。そのアンケート結果など皆様からいただいたご意見

を今後の運営に活かしていきたいと考えています。 

（植田市長） 

    他にご意見ございませんか。なければ議事⑴についてはひとまず終わらせてい

ただきまして、議事⑵にうつらせていただきたいと思います。⑵は教育に関す

る「大綱」についてであります。事務局に説明を求めます。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

    会議次第の３ページをご覧ください。教育に関する「大綱」についてです。教

育に関する「大綱」については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に

規定されております。地方公共団体の長は、国の教育振興基本計画を参酌して

その地域の実情に応じた教育や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第１条の３に規定をされております。地方公共団体

においてさきほどの議事の教育振興基本計画が策定されている場合において

は、地方公共団体の長は総合教育会議において、教育委員会と協議・調整し当

該計画をもって大綱に代えると判断した場合は、別途、大綱を策定する必要は

ないという通知が出されております。この通知をもって、室戸市といたしまし

ても、大綱を策定しなければならないと決められた年からこの教育振興基本計

画を大綱とするという決定をさせていただいているところです。説明は以上で

す。 
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（植田市長） 

    以上が説明です。さきほどご紹介しました室戸市教育振興基本計画を大綱とし

て活用していくということを、国の方針にも基づいて取り組んでいくというこ

とです。委員の皆様のご意見をお伺いしたいと思います。 

（全委員） 

    異議ありません。 

（植田市長） 

    では、室戸市教育振興基本計画をもって大綱とすることに賛同いただきました。

それでは、次の議事⑶令和３年度当初予算編成方針及び教育委員会の意見聴取

について、まず辻企画財政課長から令和３年度当初予算編成方針について説明

を求めます。 

（辻企画財政課長） 

    企画財政課の辻です。よろしくお願いします。私の方からは令和３年度当初予

算編成方針について資料に添って、説明をさせていただきたいと思いますので、

資料をご覧ください。 

（辻企画財政課長 資料に沿って説明する） 

（植田市長） 

    次に教育委員会の予算について説明をお願いします。 

（武井教育次長兼学校保育課長、西岡生涯学習課長 資料に沿って説明する） 

（植田市長） 

    それでは、令和３年度当初予算編成方針並びに主な事業の説明をいただきまし

たが、ご意見ございましたらお願いします。 

（北岡委員） 

    ４ページの非構造部材耐震事業の点検設計委託料５００万円は、こんなにかか

るんですか。 

（髙﨑班長） 

    校舎の中の棚の設置場所や固定が必要なものの全ての調査と外壁クラックの

調査、地震が来たときに外に塗っていいるモルタルなどが落ちてきたらいけな

いので、浮きやひび割れが調査の内容です。５社に見積をとったところ４００

万円程度の見積もりが多かったので、財政とも相談して計上させていただいて

います。５,８２５,０００円の内８２５,０００円は今行っている室戸小学校と

室戸中学校の工事の管理委託業務の繰越分になっていますので、吉良川小学校

と羽根中学校については概算で５００万円ずつ計上させていただいています。

工事請負費につきましても、吉良川小学校と羽根中学校が３,５００万円づつ

で、残りの分は今行っている室戸小学校と室戸中学校の繰越分になります。 
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（北岡委員） 

    はい。わかりました。 

（植田市長） 

    他にございませんか。なければ次の議事に移らせていただきたいと思います。 

    議事⑷適正規模・適正配置について事務局から説明をお願いします。 

（武井教育次長兼学校保育課長） 

    今年度行いました保育所及び学校適正規模・適正配置等検討委員会の開催状況

についてご説明させていただきます。この会は、１１月１７日に第１回目を開

催しております。委員の方には学校の校長会の代表の方と公立保育所、私立保

育所の代表の先生、室戸高校の校長先生、PTAは高校の PTAとそれぞれ小中

学校の PTAの会長さん、保育所は全ての保育の保護者会の会長さんに委嘱を

しております。その中に教育研究所の所長と私とそれから地域の代表というこ

とで企業の代表として泉井鉄工所の方、それから移住者の代表として漁師の松

尾さん、それから常会長の会長青木さんに委嘱をしております。今後の流れと

しましては、現在アンケートをとっているところです。実際に津波の浸水区域

にある学校や、これから入学してくる子ども達の数などを示して、室戸市の子

ども達の教育環境をどのようにするのがいいのかということを検討する会で

す。第１回目は終わりましたが、保育、小学校、中学校の保護者の方を対象に、

今後室戸市の子ども達の教育環境をどのようにしたらいいのかというアンケ

ートをとるようにしています。これが２月２５日締切ですので、このアンケー

トの結果をもって第２回目の会を行う予定です。大きな方向性が決まりました

ら各地域に入っていってご意見をお伺いすることを考えています。それでは、

第１回目の会の際に使用した資料がありますので、実際の室戸市の保育や学校

の子ども達の数、浸水区域の現状についてご説明させていただきます。 

（村上課長補佐 髙﨑班長 資料に沿って説明する） 

（植田市長） 

    状況の説明でございました。百田教育長を迎えたときに、１０年ぐらいのスパ

ンで室戸市にしたら１中学校１小学校で調整をしていかざるを得ないような

子どもの数になるのではないかという議論をしながら、地域の声も聞いて、し

っかりした体制を作らなければいけないと思っていたところ、このような子ど

もの数を見たときに本当に１０年もかけていいのかというのを率直に感じて

おります。逆に教育委員の皆様方には、こうした適正配置等を考えたときにど

この地域も学校はないよりもある方がいいに越しているという受け止めはあ

ると思いますが、本当に子ども達の教育環境を考えた時に、どうかということ

はしっかり見極めていきながら地域の学校というものを考えていかなければ

ならないということを思っております。当然賛否両論あると思いますので、教
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育委員としてどうかというご意見を聞かせていただきながら、これからの教育

行政に反映できたらなという思いです。いかがでしょうか。 

（北岡委員） 

    個人としては児童生徒数が減ってきたらデメリットの方が多いのではないか

と思います。先生も減るし、対人関係の作り方も難しくなるし。でも、地域の

人にしたら統廃合になると感情的になるのかわからないが、学校がなくなるこ

とばかりを思うので、そのあたりの説明を十分しているとは思いますが、その

あたりで信頼関係を築いてから話をしないと、生徒が少なくなったらこうなっ

て、こういうところで生徒にマイナスじゃないかなというところの説明をして

あげたらと思います。 

（東野委員） 

    生徒が少なくなって第一に考ないといけないことは、子ども達にどうなのかな

というところだと思います。子どものことを考えたらある程度人数があるクラ

スの方がいいのではないかと思うので、統合していく方がいいのではと思いま

すが、地域のこともありますし、でも地域のことを優先して子ども達のことを

犠牲にするのもおかしいとも思います。土佐清水も市長が思い切って１つにし

たという事例を聞いたんですけど、市長はどうですか。 

（植田市長） 

    今は一昔と違って廃校にした学校を有効活用していろんな活用ができるとい

う利点もあるので、地域がさびれるということについては、行政として応えて

いかないといけないと思っています。子ども達の教育環境を見たらとても１０

年や２０年置いておくのはどうかということもあって説明をしながら進めて

きました。 

（多田委員） 

    地域から学校がなくなるのは寂しくなるので当然反対されると思いますが、や

っぱり子ども第一に考えるとやむをえないのではと、ある程度の人数で学ぶと

いうことが大事なことだとは思いますが、ただ、室戸の地形を考えると数の足

し算で、こことここを足して何人になるとかではなくて、小規模校になっても

残らないといけない学校もできるのではと思います。全部を１校にするという

のはなかなか難しいのではと思います。 

（植田市長） 

    通学時間がどれぐらいになるのかを考えると、真ん中にすれば時間的に見れば

いい位置にあるにはあるのでは。小学生が半時間もバスに乗って行き来するの

は大変で、そんな問題が残りますので、しっかり保護者の方や地域の方とも相

談しながら動かないといけないと思います。 

（植野委員） 
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    私は実際保育園児が２人いるので、この先を考えたら１０年といわずもっと早

く統廃合は進めていただきたい。というのは、現に今吉良川小学校に行っても、

中学校から安芸に行く子どもさんが何人かいます。その時点で、室戸市から出

てしまうし、室戸市の子どもの数も減るし、たぶん中学校から市外に通ってい

たら、長い目で見ても室戸に帰ってくる可能性が低いと思います。小さい時か

ら外にでると、外に目がいってもっと外にという風に。室戸から外に出て行く

子どもがいるという現状もあるので、吉良川中学校も女子生徒が１人のクラス

があったり、女性生徒が２人のクラスでも、お互いの相性が良くないけど我慢

しているという声も聞いたりします。そんな声も聞くので、子どもがそんな思

いをするなら、人の多い方に行かせたいということで安芸に行くという声も聞

きました。今の時点で人が流れていっているので、個人的には５年以内とかも

っと早い時点で、アンケートの結果も公開して、質問にも答えてもらい、また

保護者が直接意見の言える場所も作ってもらったら、保護者の意見も聞けるし、

子どもがどのように思っているのかも聞けると思います。私はできたら早く進

めてもらいたいと思います。 

（植田市長） 

    ありがとうございます。そうした意見ですが、教育長からなにかありますか。 

（百田教育長） 

    保護者の方の思いを今回のアンケートで聞いて、現在設置している委員会でも、

ご意見を聞きながらおおまかな方向を決める必要があると思います。その後、

各小学校ごとに説明会を開いて１回ではすまないと思いますので、回数を重ね

る中で最終的な方向を示したいと思います。委員さんからも出ていますように、

ここ２,３年に生まれた子ども達が中学３年生になった時には、室戸市内の中

学生は１００人、小学校が２００人という状況が予想されていますので、そう

いった状況になる前にできるだけ早く大まかな案をこの委員会の委員のご意

見も聞いて、でき次第それぞれの学校での説明会を開いてさらに意見を聞いて

案を作っていくということを来年度早々に始めたいと思っています。 

（植田市長） 

    なによりも子ども達、保護者の意見も大事にしていきたいし、学校現場の先生

方の意見もあると思いますし、そうしたことを総合的にとらえてできるだけど

うしていくかを早くまとめて地域での説明もできるようにしていかないとい

けないと思います。１０年ぐらいのスパンで考えている時には中学校を先行し

て１校にして、小学校は小さい子どもが対象なので、各地域地域でまとめなが

ら一つにしていくという考えを持たないといけないのではというような議論

をしてきたんですが、本当に来年から先の子ども達の数を聞いていると、学校

の整備もしないといけない、地域に説明もしなければいけません。もう今初め
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ていないといけないと思います。方針は今教育長も言ったように、来年度に入

ったらすぐ検討してどういう方向にしていくのかという基本的な意見をまと

めて、地域にご意見を聞くというような動きをしていかないといけない。あせ

りを感じています。 

（多田委員） 

    もし、一つにまとめるとしたら、佐喜浜や羽根は考えにくいので、やっぱり室

戸ということですよね。 

（植田市長） 

    もちろんそうです。 

（多田委員） 

    そしたら両方浸水地域じゃないですが、箱を新たに作ることになりますか。 

（植田市長） 

    議論によっては出てくる可能性はあります。そんな検討もあわせてしていかな

いといけない課題だと思います。３０分もかけて 7歳、８歳の子ども達を毎日

通学させるのかということをとらえると、とても心配なところもありますが、

逆にとらえたら、その時間を有効に使って、学力的にも体力的にもプラスにな

るようなそんな通学時間にしていくこともあわせて検討しながら、地域の方々

のご協力をもらえるような、しかも学校だけを統廃合するのではなくて、統廃

合した後の学校をどう使うかということもあわせて廃校に向けては協議をし

ていかないといけないと考えています。東野委員からも最初話があったように

もっと子どもが増えることに行政として努力しないといけないと、それは当然

です。それも一生懸命もちろんやっていきますが、急に人数を増やすことは難

しいです。子育て世帯が室戸に来て、子育てをしたいまちづくりにもっともっ

と力を入れて投資もしてやっていきたいというふうに考えていますが、それに

はやっぱり１０年、２０年のスパンがいりますので、今の子ども達の数を見た

時にどうするかということを判断しないといけない。 

（東野委員） 

    全国的に見ても室戸だけではないですよね。全国で同じような状況のところが

どのようにしているのか研究や勉強会はしていますか。 

（植田市長） 

    県内の情報はすぐ集まります。 

（東野委員） 

    子どもの減少は全国的な問題で、過疎地域では急激に減っているような状況が 

どこでもありますので、みんな課せられた課題であるというふうに思います。 

（多田委員） 

    今、コロナ禍でリモートで仕事ができるとか、密じゃない田舎に移住したいと
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考えている方結構おいでると思うので、そこへうまく焦点をあてて、今までわ

りと室戸に来て下さる方は、年配の方が多かったので、人口は増えても子ども

の人口は増えないですよね。若いご家族にターゲットを絞って田舎でも普通に

仕事できますし、そこを売り込んでいったらと思います。 

（植田市長） 

    室戸にいて子育てをしたくなるようなまちにしていく、それがどういうことな

のかということを考えた施策を講じていくということになると思います。普通

からすると文化施設なんかも充実しているような都市エリアで子どもを育て

ることがいいのではという一般的な意見があるかもわかりませんが、逆にとっ

たら小学校から高校ぐらいまでは大自然の中で子どもを育てる、過ごさせても

いいんじゃないかという人もいると思うので、まちの PRをしていくこともや

らないといけないと思います。 

（百田教育長） 

    あと北岡委員さんもおっしゃったように地域への丁寧な説明がいると思いま

す。数だけではなくて地域の方のご意見を聞きながら何回かは足を運んで意見

を聞く場をぜひともとっていきたいと思っております。 

（植田市長） 

    このような話が市民に浸透すると、心配する声もでてくると思います。教育委

員の皆様にも問われる場合もでてくると思います。困った時には教育委員会で

もいいですし、ぜひ情報を密にさせていただきながら現場の声をひろってお伝

えいただければと思います。 

（北岡委員） 

    東野委員さんも増やす方法を考えてと言いました。室戸市は確かに自然はあり

ますが、職場がなかったりするので、以前、羽根に移住してきた方も生活がで

きないと帰っていったので、やはり室戸へ来て生活ができるかできないかが一

番大事だと思います。 

（植田市長） 

    おっしゃる通りです。移住者を迎えるにも居住環境をよくして、あわせていい

仕事の紹介もできて、公共交通もないので移動の応援もしてというぐらいはし

ないとなかなか来てもらえないのではと思います。そんなことも配慮していき

たいと思います。他はよろしいでしょうか。では、今後の日程について事務局

の方からお願いします。 

（小松主監） 

    次回の開催時期について、ご協議いただきたいと思っております。総合教育会

議は、市長又は教育委員会が協議したい事項ができた場合、あるいは緊急事態

が生じた時に随時開催されるものであり、開催回数は市長と教育委員会の意思
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によって決定されるものです。室戸市では年２回開催しておりますので、来年

度につきましても例年通り年２回の開催を原則として、次回は８月頃にお願い

したいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

（植田市長） 

    ８月開催ということで調整をさせていただくということでよろしいでしょう

か。 

（全委員） 

    はい。 

（植田市長） 

    では、その方向でお願いします。では、決定させていただきます。 

（多田委員） 

最期にひとつかまいませんか。 

（植田市長） 

    どうぞ。 

（多田委員） 

    会議次第５ページのヤッコソウ自生地害虫防除事業についてですが、ヤッコソウ

は最御崎寺にもありますが、そちらはどうなっていますか。 

（西岡課長） 

    最御崎寺については、安芸林業事務所が巡回していますが、まだ被害報告はあり

ません。また、今回の事業については、金剛頂寺内にある県指定天然記念物であ

るヤッコソウの自生地を保全するため、寄生する椎の木等を害虫から防除するた

めに行うものであります。 

（植田市長） 

それでは、以上を持ちまして本日会議を終了させていただきます。長時間あり

がとうございました。 


