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平成30年度第２回浦安市総合教育会議

概要

１．開催日時 平成31年２月14日（木）午後３時～午後４時

２．開催場所 市役所４階 S5・S6会議室

３．出 席 者

（委 員）

内田市長、鈴木教育長、川端教育委員、舘教育委員、宮道教育委員

欠席：宮澤教育委員

（事務局）

企画部長、企画部次長、企画政策課長、秘書課長、企画政策課課長補佐、企画政策

課係長（司会）、企画政策課主任主事（２名）

健康こども部長、健康こども部次長、保育幼稚園課長

教育総務部長、教育総務部次長（２名）、教育総務課長、教育政策課長、教育施設

課長、教育総務課課長補佐、教育総務課係長

生涯学習部長、生涯学習部次長、生涯学習課長、生涯学習課主幹、青少年センター

所長、市民スポーツ課長、郷土博物館長、高洲公民館長、中央図書館長、生涯学習

課係長

４．議 題 平成31年度教育施策について

５．議事の概要

（1） 開会

（2） 市長挨拶

(3） 平成31年度教育施策について

平成31年度教育施策について、各委員が意見を述べた後、意見交換を行った。

（4） 閉会

５．会議経過

司 会： ただいまより平成30年度第２回浦安市総合教育会議を開催いたします。

ここで、傍聴の皆様にご案内いたします。会議の傍聴に当たりましては、傍聴

券の裏面に記載してある遵守事項を守っていただきますよう、お願いいたします。

なお、本日、宮澤委員はご都合により欠席となっております。
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第２回浦安市総合教育会議の開催に当たり、内田市長よりご挨拶がございます。

市長、よろしくお願いいたします。

市 長： 教育委員の皆様におかれましては、日ごろより本市の教育行政にご尽力をいた

だきまして、心より御礼申し上げます。

会議の開催に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。

浦安市の教育環境につきましては、少子高齢化による人口構造の変化や幼児教

育の無償化、公共施設の維持・更新など、課題が山積している状況です。このよ

うな中、本市が直面する課題の解決はもとより、10年後、20年後の浦安市の輝く

未来のために、将来を見据えたまちづくりの指針となる総合計画の策定に現在取

り組んでいます。

教育の分野におきましても、新たな総合計画のもと、教育施策を一体的に推進

するために、全ての教育の総合的な指針となる新たな教育大綱の策定に取り組ん

でいくとともに、教育を取り巻く課題に的確に対応していくため、市長部局と教

育委員会が施策の方向性を共有しながら、連携・協力することが必要だと考えて

おります。

本日は、平成31年度において、特に教育委員会と連携を図りながら進めていく

施策について、より効果的に取り組んでいけるよう、委員の皆様から忌憚のない

ご意見をいただきたいと思っています。

司 会： それでは、本日の議事に入ります。ここからの議事進行は、内田市長にお願い

します。

市 長： それでは、議事に入ります。

本日の議題は、平成31年度の教育施策についてです。

本日の議事の進め方については、初めに、企画政策課より議題について説明さ

せていただいた後、委員の皆様から感想やご意見をいただく形で進めてまいりた

いと思います。皆様の発言が終わりましたら、その後は自由に意見交換をしたい

と思います。

それでは、企画政策課より説明をお願いします。

企画政策課： 本日の議題、平成31年度の教育施策について、内容としては２点あります。１

点目が浦安市教育大綱の策定について、２点目が公共施設の改修等における今後

の対応についてです。
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まず、１点目として浦安市教育大綱の策定について説明いたします。

お手元の資料２－１「浦安市教育大綱の策定について」をご覧ください。策定

の背景について、平成26年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

が一部改正され、教育、学術及び文化の振興に関する施策の目標や基本的方針を

定める「教育等に関する施策の大綱」を定めることとされたため、平成28年４月

に浦安市教育大綱を策定しました。また、先ほど市長からご説明がありましたよ

うに、現在、市では新たな総合計画を平成31年12月の策定に向けて取り組んでい

ます。

次に「教育大綱の位置づけ」をご覧ください。教育大綱は、国の教育振興基本

計画を参酌しながら、浦安市総合計画に基づいて策定しており、教育ビジョン、

就学前「保育・教育」指針、子ども・子育て支援総合計画、生涯学習推進計画が

関連する計画です。

現在、総合計画の策定と並行して、教育ビジョンや生涯学習推進計画について

も、策定に取り組んでいます。教育大綱については、総合計画にあわせて、12月

を目途に策定したいと考えています。

また、策定に当たっては委員の皆様と協議を行いながら取り組むため、平成31

年度に３回程度総合教育会議の開催を予定していますので、委員の皆様のご協力

をお願いします。教育大綱については以上です。

２点目として、公共施設の改修等における今後の対応について説明いたします。

資料２－１をご覧ください。小学校や公民館等公共施設については、昭和50年代

の人口の増加にあわせて集中的に整備を行ってきました。これらの施設について

は、経年による建物の老朽化や施設の機能などの社会的な劣化が進んでいるため、

公共施設の計画的な保全に向けた大規模改修をこれまで実施してきました。しか

しながら、少子高齢化の進展に伴う人口構造の変化、または施設の規模や配置、

求められる機能も変化しており、いま一度市民ニーズ等を踏まえ、総合的な視点

を持って施設修繕のあり方について検討していく必要があると考えています。そ

のため、このたび、平成31年度に予定していた公共施設の大規模改修を一旦停止

し、施設の安全性の確保や老朽化などに対応した改修を行いながら、平成31年度

に将来を見据えた公共施設の改修のあり方について検討し、新たな総合計画の中

で基本的な方向性を示していきたいと考えています。
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資料の表をご覧ください。ここでは、平成31年度に維持更新を行う計画であっ

た公共施設を記載しています。福祉施設では、見明川認定こども園、学校教育施

設では美浜北小学校、見明川中学校、また、生涯学習施設では美浜公民館、市民

プラザについては、平成31年度に予定していた大規模改修を一旦停止します。た

だし、老朽化または安全性に配慮した改修は行います。

その他、富岡幼稚園、総合福祉センター、富岡小学校など実施設計または基本

設計を予定していた公共施設については、設計業務を一旦停止し、改修のあり方

を検討した上で、再度設計業務を進めていきたいと考えています。

なお、中央図書館等、現在改修に着手している施設については、改修を停止せ

ず、引き続き取り組みたいと考えています。

説明は、以上です。

市 長： 以上、簡単ではございますが、教育施策について説明をさせていただきました。

では、委員の皆様からご意見をいただきたいと思いますので、初めに教育長か

らお願いします。

教 育 長： 事務局から説明がありましたように、市において進めている総合計画の策定と

同時進行で、教育委員会においても今までの教育ビジョンに代わる教育振興基本

計画（仮称）や生涯学習推進計画を策定しています。市の総合計画のもとに、教

育の分野も整合を図りながら策定を進めていくことが必要だと思います。

また、教育の分野は、大まかな部分を国や県が決定しているため、市が独自に

実施できる範囲はあまりありません。しかし、これからは今まで以上に地方の時

代となるため、今後10年間を見据えて浦安ならではの教育振興基本計画を策定し

たいと考えています。

以上です。

市 長： 続きまして、川端委員、お願いします。

川端委員： 「『未来に向かって夢を持ち、豊かに生きる浦安っ子』を育てます」と「『自

ら学び ともに高め合い 地域に生きる 生涯学習』の実現を推進します」とい

う大綱の目標に沿って様々な施策が進められると思いますが、現在は、浦安の中

に住んでいながらも、テレビなど社会とのつながりはもっと広いため、日本人で

あり、世界人であるという感覚が自然に育つような環境の中にいると思います。

英語教育など外国語教育を通じて世界の情報も入り、ICTを活用して世界とつな
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がることもできます。そのため、浦安っ子であることは柱ですが、未来に向かう

とともに、世界全体にも発信できるような観点を持った人材の育成も大綱の柱と

して入れていただきたいと思います。浦安っ子を育てることのおおもとに、もっ

と広い観点を持った日本人や世界人を育てることを入れてほしいと思っています。

市 長： 続きまして、舘委員、お願いします。

舘 委 員： まず、この前の教育委員会定例会で、10年先の児童生徒の推計等を伺って、こ

れからは小学校の統廃合がまた話題に上っていくと思いました。学校等の施設の

改修については、10年先というより、もう少し長いスパンで考えた上で進めるこ

とが経済的だと思いますので、企画政策課においても、統計などをよく精査して

進めていただきたいと思います。

今、川端委員から世界に発信できる人材の育成というお話が出ましたけれども、

それと同時に、日本人として生まれていることのプライドを学校教育で身につけ

てもらわないといけないのかなと感じています。今までは家庭で行っていること

であろうかと思いますが、現在は家庭に求めることができる状況にはないように

感じています。家庭で身につけて、広げていくのではなくて、学校を教育の場と

考え、子どもを育てる核になるという視点を持って教育大綱の策定を進めてほし

いと思います。

市 長： 続きまして、宮道委員、お願いします。

宮道委員： 教育大綱については、大綱の目標を達成できるようきめ細やかに計画を立てな

がら施策を実施していただきたいと思っています。

川端委員から、世界に向かってというお話がありましたが、たとえば、国連が

提唱している、「誰一人取り残さない」を理念とするSDGsに世界的に取り組んで

いますが、不登校の問題が全国的に増えていますので、浦安においてもローカル

な視点で、細やかな対応をすることを心がけることが必要だと思います。その点

では、浦安の教育環境は、人材など他市に比べて恵まれていることから、できる

限りそれを維持しながら、この10年、20年、30年先の持続が可能な形態をつくり

上げていくことが重要だと思います。

以上です。

市 長： ありがとうございます。

それでは、これからは自由に意見を言っていただきたいと思います。まず、川
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端委員からお話がありました、世界に羽ばたくという点で、グローバル化につい

て、ただ単に言葉を学ぶだけではなくて、多様性を認め合うなど教育としてどこ

までサポートすべきか委員の皆様にお聞きしたいです。また、学校教育あるいは

生涯学習教育、社会教育など様々な場面において、どこまで市は関与すればいい

のでしょうか。今、インターナショナルスクールに子どもを通わせる保護者があ

る程度いることも含めて、行政と教育における子どもが世界に羽ばたくという意

味でのグローバル化について、ご教示いただければと思います。

川端委員： 私自身、あまりグローバルな人間ではないので、これがグローバルだとなかな

か提示はしにくいのですが、たとえば、障がいがある方や言葉が違う、国が違う

方々に対して、コミュニケーションをとる手段はたくさんあることから、学校で

カリキュラムとして教育するより、先生の対応がポイントになると思います。子

どもは、先生が各個人に対してどういう姿勢で向き合っているのかを厳しく見て

いるので、その姿勢をまず正すことが考えられます。

また、抽象的になりますが、インターネットを使えた方がいいとか、言葉を覚

えた方がいいなどテクニックの問題ではなく、教育を進める上での視点の見直し

が大切だと思います。文部科学省で定められたカリキュラムをどういう視点で教

えていくか、子どもたちと向き合っていくかという部分について、問われている

と思います。

市 長： 今のお話について、宮道先生のお考えをお願いします。

宮道委員： 私も非常にドメスティックな人間ですが、先ほどの誰一人取り残さないという

ことについて、たとえば、身近なところでは、先日、記事にも出ましたが、外国

籍の子どもに対する教育がどういう状況にあるのか気にかかりました。同じよう

に学ぶ場をどのように確保してあげるか、また、それぞれ違いがあることを認め

て、理解し合った中でどのように暮らしていくかを現場の先生を中心に伝えてい

く必要があると思います。

私は、英語をツールとして捉えていて、英語ができると世界が広がることから、

できた方がよいと思っています。ALTなど英語の先生の充実した配置を維持しな

がら、早い段階で外国語を母国語とする人たちと触れ合う機会を社会教育分野も

含めてどのように作るか、また、地域の方との交流をどのように深めていくかに

ついて、学校を中心として考えていく必要があると思います。
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市 長： 舘委員、お願いします。

舘 委 員： ３年位前に、高校１年生の甥をニュージーランドに語学留学に連れていきまし

た。まず、１週間語学学校に通った際に、定年を過ぎた日本人の男性がいました。

日本の場合は、10歳の子は何年生で、12歳の子は何年生でと、年齢によって学年

がはっきり分かれているため、父親よりも年上の人と同じ机を並べて勉強するこ

とが当たり前であることに驚いたようです。

入学した学校では、難民も受け入れていて、難民の子どもたちも一緒に机を並

べて勉強する形でした。言葉は分かりませんが、数学は世界共通で、数式を見れ

ば解けるので、一緒に学ぶ一方で、英語は違うところで別々に勉強していました。

また、日本人である甥は、日本語を母国語としているため、日本語の授業では生

徒ではなくて先生のアシスタントをするなど多様性があります。７週間以上滞在

して語学だけではなく色々なことを学んで日本に帰ってきました。日本でもその

ようにすれば多様性をさらに身につけることができるであろうし、日本はこれか

らそのようなことが求められているのではないかと感じます。

市 長： 最後に、この件に関して教育長、ご意見をお願いします。

教 育 長： まず、川端委員からお話がありました、教育大綱の目標に世界に発信すること

を加えることについて、未来が縦軸を、世界が横軸を表すなど座標のように広が

りを持って捉えることができるため、とてもよいと思います。

また、さきほどの舘委員のお話について、学校教育が核になるのはそのとおり

だと思いますが、あまりにも学校教育に求められていることが多過ぎると思いま

す。そのことは市についても同様だと思います。

市が基礎自治体として、義務教育の中でどこまでやるべきかという点について

は、川端委員がおっしゃったように、同じ内容について、どのような視点を持っ

て教えていくかが大事だと思いました。

日本では、ほとんど同じ民族である日本人の同じ年齢の子どもで学級が構成さ

れています。また、教育的配慮によって、いわゆる留年をさせないという考え方

があって、学校に行けなくても義務教育を卒業することができます。同一のとこ

ろからはみ出さない教育をしてきましたが、これからは舘委員がおっしゃったよ

うに、色々な人たちが入ってきて、それを認める教育をする必要があると思いま

した。
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皆様の意見は、様々でしたけれども、行き着くところは同じだと思います。

市 長： 以前、総合計画の懇話会に参加した有識者から、保育や教育などの成果を経済

指標や数値的進度として表すという考えを聞きました。たとえば、保育園や幼稚

園のときに、はだしで過ごした子どもと音楽教育をやった子どもで、10歳になっ

たらどちらの学力が上なのかなど効果を科学的に検証することによって、効果的

な教育をしていこうという考え方です。

また、文武両道を尊ぶ風潮をなくす必要があると思います。たとえば、錦織圭

選手は、勉強よりも、テニスを通じて外国語や生活様式を自分にとって必要なも

のとして習得しているように感じられ、それが世界に羽ばたくことにつながって

いるのだと思います。

多様性を認めることについては、マイナス面を褒める教育をしたらよいと考え

ますが、いかがでしょうか。

教 育 長： 公平性の確保との兼ね合いが難しい点です。私も、同一のところからはみ出す

部分を中に押し込めるのではなくて、それを認めてもっと伸ばす教育をしていく

べきだと思いますが、教育委員会の立場で公教育を施すということでは、平等性

を担保しなければなりません。全員に同じような条件を揃えてあげることが必要

です。

市 長： 条件が一緒であれば、結果が違ってもよいのではないかと思います。

先ほど舘委員がおっしゃった、日本人としてのプライドを身につけることにつ

いて、様々な価値観を認め合う道徳教育との関係を考えないといけません。また、

宮地委員がおっしゃった、ローカルな視点で細やかに対応することについて、一

人ひとりにどこまで寄り添えるのかを考えたときに、教員の多忙化が必ず出てき

ます。

教 育 長： 今、教員の多忙化がクローズアップされ、世の中の流れが教員に追い風となっ

ていますが、民間企業に勤めている娘を見ていると、民間でも同じ状況だと思い

ます。

ただし、教員の業務は、ここまでという範囲がはっきりしたものではなく、市

長がおっしゃったように、一人ひとりに細やかに寄り添うと膨大な時間がかかっ

てしまいます。また、部活も一つの要因です。

市 長： 委員の皆様、教員はなぜ忙しいのでしょうか。
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教 育 長： 教員の多忙化について、どのように考えているのかご意見をいただきたいです。

川端委員： 先生の業務は、やりようによって、忙しい先生もいるだろうし、忙しくなく過

ごせる先生もいると思いますが、子どもたちは毎日何かしら活動をしているため、

一人ひとりの子どもやクラブ活動にも寄り添っていこうとしたら、休みが全くな

くなると思います。クラスの一人ひとりから相談を受ける先生ほど、あの先生に

話を聞いてもらおうとなります。組織的に対応したり、効率よくこなすテクニッ

クが身についていないうちは、大変で、プライバシーがなくなってしまうかもし

れません。

ただし、問題かもしれませんが、それを一切拒否しても、教科を教えて、定め

られた仕事をしているだけでも、教員としてやっていけます。先生のやり方によ

ると思います。だから、本当に熱心にやろうとする先生をサポートするようなシ

ステムを作ることができればよいと思います。クラブ活動の指導をやりたい人は

いいけれども、スポーツが得意ではない人が指導するように言われても困ります

よね。そのようなことに対して、できるだけ子どもたちと向き合う時間を確保す

るために、削ぐことができるところは削いでいただきたいと思います。私の知人

に熱心な先生がいますが、本当に時間がなく忙しくしています。

宮道委員： 本当に子どもに寄り添ってやろうと思うと切りがなく、エンドレスだと思いま

す。また、感情を持つ人間を相手にしているので、その感情をどこまで酌み取っ

て、どう応えてあげると考えると、際限がないと思います。それは子どもだけで

はなくて、保護者に対してもニーズも聞いて対応しなければならないことが大変

だと思います。

また、授業の準備について、子どもたちにとってわかりやすいものや教え方を

真剣に考えれば考えるほど切りがありません。私もそうですけれども、どうすれ

ば学生に伝わるか、ああいう方法やこういう方法もあってと選択肢を色々調べて、

それらを身につけて、学生に対応していかなければなりません。

司 会： 舘委員のご意見はいかがでしょうか。

舘 委 員： 本当に忙しいと思います。ただし、学校を訪問すると板書の時間がいつももっ

たいないと感じています。たとえば、学年が代わった後、再び同じ学年の担任に

なったら、同じ板書をすることになります。そのため、あらかじめパソコンで作

成して映し出すことで、板書にかかる時間を別のことに費やせるのではないかと
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常々思っています。また、模造紙ですごく熱心に、きれいに教材を作成しても、

終わった後に捨てることを考えると、それもまたもったいないので、パソコンで

作成して大画面で映し出せば済むではないかと思います。また来年使うのであれ

ば、色々と手直しをしたり、写真を入れ替えることで使えるのではないかと思っ

ています。その手間がなくなれば、もう少しゆとりが生まれるのではないかと思

っています。

市 長： 教育総務部次長、現場の声はいかがでしょうか。

教育総務部次長： 小学校と中学校で教員のやることが違いますので、忙しさも異なります。

中学校では部活が今、大きな問題になっています。小学校では教科担任制であ

る中学校と違って、全部の教科を教えます。また、時間割の中で動いているため、

授業の準備であったり、時間割の間にある休み時間中の指導であったり、休憩時

間がなかなかとれません。このような中、授業の準備の時間を確保するは大変で

あるため、舘委員がおっしゃったように、パソコン等の活用について、検討する

余地が十分あると思います。

市 長： 様々な書類を作成しないといけないことから、忙しいと言う人がいます。教育

長、書類の作成量は多いのでしょうか。

教 育 長： 国、県や市の教育委員会から来る文書への対応が最も大変で、忙しくなります。

その他保護者対応、中学校では部活があることから、本来の授業の準備が後回し

になることがあります。浦安市では、教員用のパソコンで執務をすることができ

ますので、他市から比べると随分簡素化されていますが、やはり調査などの書類

の作成量は多いかもしれません。

市 長： なぜ文書の作成が多いのでしょうか。

教 育 長： 国や県からの調査への回答が多いためです。日本は調査がすごくしっかりして

いると感じます。

市 長： 先ほど舘委員がおっしゃったように、体系的に、効率化することによって、子

どもと接する時間を確保して、浦安らしい教育を実現できればよいと考えていま

す。

次に、ご意見をいただきたいことは、小中学校など公共施設の改修における対

応についてです。学校の設備はどのぐらいまでのレベルを求められているのでし

ょうか。いいに越したことはないですけれども、今までの大規模改修は、費用を
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かけ過ぎていた部分もありますので、見直していかなければならないと考えてい

ます。

学校の統廃合は、実はかなり難しい状況にあります。学校を廃校にして、その

後に大規模な集合住宅が建つとなると、また学校が必要になります。それらを考

慮しないといけないため、難しいと感じます。企画政策課には、既存の建物が住

宅地として再開発された場合に増加すると想定される人口を算出するよう指示し

ており、その見極めも含めて、公共施設の改修についてご意見があればお願いし

ます。

川端委員、ご意見はありますか。

川端委員： 市長も見通せないような人口の動きまで担保して、学校の改修を考えていくの

はなかなか難しいですが、今の学校施設を一度別の施設に転用しても、建物全体

を壊さなければ、再び学校として利用することはあり得ると思います。

私は教育委員になって12年目になりますが、以前の見通しでは、現在よりも少

ない人口になるように聞いていましたが、地震によって被害を受けたにもかかわ

らず、まだ人口は増えていることから、人口の見通しは難しいと感じています。

学校に関しても、市長がおっしゃったように、廃校した地区で人口が増えた場

合、また学校にするのかという話になり、より慎重さが求められるので、大規模

に全体を改修するのではなく、必要最小限とすることが望ましいと思います。

市 長： 宮道委員、ご意見はありますか。

宮道委員： 私も川端委員がおっしゃったことと同じような意見であり、先を見通すことが

難しいので、改修は必要最小限とし、現状を維持しながら、市長がおっしゃった

ような人口の増加があったときに対応できる体制にすることが必要だと思います。

前回の定例会でもお話を伺いましたが、人口動態などを丁寧に予測しながら、慎

重に検討を進める必要があるのと感じました。

市 長： 舘委員、ご意見はありますか。

舘 委 員： 学校に関しては、学区という考え方をなくし、スクールバスを運行して、行き

たい学校に行けるようにすれば、児童生徒が分散することから、学校を新たに建

てなくて済むのではないでしょうか。

市 長： 新たに学校を建てることはなく、廃校にすることができるかどうかが今の最大

の焦点です。
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舘 委 員： 先ほど川端委員がおっしゃったように、廃校にしても、また学校に戻せるよう

な環境にしてさえいれば、もし人口が再び増えてしまってもどうにか対応できる

のではないかと思います。

市 長： スクールバスというお話が出ましたが、文部科学省の規定では、小学校の通学

距離は、４km以内とされています。そのため、もし浦安市が原野で、その中に家

がぽつんぽつんとある状況で学校が１校あるすると、浦安市の面積では歩いて通

うことになります。

川端委員： ４km以内は徒歩で通学するのですか。

教 育 長： そうです。中学校の通学距離は、６km以内とされています。

市 長： 保護者の中では希望する方がいるかもしれませんが、私にはスクールバスとい

う考えはあまりありません。

宮道委員： 学区ごとの子どもの数に差が出てきている現状では、コミュニティや通学のし

やすさもあることから、子どもだけでなく親の立場にも立って、できる限り一番

近いところに通学できるように配慮しないといけないと思います。そのような意

味で、学区をどうするかということを考えないといけないと思いました。

市 長： 学校は、地域の中核施設だと考えています。たとえば、郡部の方では、子ども

が20人しかいない学校だと、その集落全員が集まって運動会をやり、文化祭をや

るなど生涯学習の拠点としての機能も担っています。今の浦安市でも学校開放事

業や避難所になり、防災用倉庫を置くなどコミュニティの核となっている部分が

あるため、この点も考慮しなければいけません。本当に悩ましいと感じています。

ただ、こうした現状の中で、先ほどの事務局の説明を補足すると、美浜公民館、

図書館、市民プラザといった生涯学習施設については、統廃合がありませんので、

基本的には改修のグレードを見直しながら維持更新したいと考えています。特に、

市民プラザWave101については、フロアを無償で借りているので、引き続き使用

できるよう改修に取り組みます。

色々なお話を伺いましたけれども、教育大綱の策定に当たっては皆様のご意見

を反映させて、特に未来に向かうと同時に世界で羽ばたくというご意見について、

未来を縦軸と、世界を横軸と捉えて広がりを持って考えてみたいと思っています。

また、もう一つ皆様にご報告がございます。一昨日閣議決定された幼児教育無

無償化について、予算措置はしているのですが、まだ制度設計が詳細までされて



－13－

いませんので、資料としてお示しできませんでした。先日、千葉県市長会の説明

会に参加して、国から説明を受けたのですが、まだ正式な実施の通知はありませ

ん。10月１日から制度が開始されるため、我々も省庁のホームページ等を見て情

報を収集しながら、どうにか当初予算には組み入れましたけれども、県内では幼

児教育無償化に関して当初予算で措置した市町村は多くありません。６月の補正

予算で対応する市町村が多いですけれども、影響が大きいので、当初予算で組ま

せていただいています。

ただし、無償化に係る市町村負担は交付税措置とされ、浦安市は基本的には国

からの財源があまり入ってきません。

本市では、保育園５園で指定管理者制度を導入していますが、公設の方が民設

よりも財政負担が大きくなります。国からの財源が少ないことから、指定管理者

制度を導入している保育園については、公私連携型の保育園に移行したいと考え

ています。

また、市立幼稚園を認定こども園に移行してきましたが、今後幼児教育無償化

が開始されると、保育需要が喚起されます。同様の現象は、高校授業料無償化の

ときに起こり、中学校卒業後に働こうと考えていた人が、無償化されるため高校

の定時制に応募するという需要喚起が実際にありましたので、幼児教育無償化が

需要喚起につながって、また待機児が増えていくということも予想されますので、

柔軟に対応していかなければいけないと考えています。

色々申し上げましたが、基本構想の策定を現在進めていますので、教育委員の

皆様には、基本構想に対するご意見もいただきたいと思っています。

最後に、事務局から連絡事項などをお願いします。

司 会： 先ほど企画政策課長からお伝えしましたとおり、平成31年度の総合教育会議に

ついては、教育大綱の策定に向けた協議等を進めるために、３回程度の開催を予

定しています。近くなりましたら、事務局からご案内いたしますので、よろしく

お願いします。

市 長： 教育大綱のお話もありましたけれども、現在策定を進めている基本計画の上位

になる将来の都市像を明らかにする基本構想が、間もなくまとまりますので、

教育委員の皆様にも、ご意見等をいただければと思っています。

以上をもちまして、第２回の総合教育会議を閉会させていただきます。まだま
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だ寒い日が続きますので、ご自愛ください。

本日はありがとうございました。

午後４時00分 閉会


