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第２回浦安市総合教育会議

概要

１．開催日時 平成27年11月26日（木）午後２時30分～午後４時30分

２．開催場所 浦安市消防庁舎 ３階多目的ホール

３．出 席 者 松崎市長、細田教育長、小比類巻教育委員、川端教育委員、西脇教育委員、

宮澤教育委員

事 務 局 市長公室長、市長公室参事、市長公室次長、秘書課長、企画政策課長、企画

政策課行政経営室長、行政経営室主査（司会）

教育委員会理事、教育総務部長、教育総務部次長、教育総務課長、教育政策

課長、学務課長、校長会副会長（２名）

生涯学習部長、生涯学習部参事、生涯学習部次長、生涯学習課長

こども部次長

会議の概要

１ 開会

２ 協議事項

(1)（仮称）浦安市教育大綱の策定について

３ 閉会
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１．開会（午後２時30分）

司 会：定刻となりました。平成27年度第２回浦安市総合教育会議を開催いたします。

議事進行を、松崎市長にお願いします。

市 長：よろしくお願いします。それでは早速、協議事項に入ります。

本日の議題、仮称浦安市教育大綱の策定について、事務局より説明をお願いします。

行政経営室長：前回の会議で教育大綱については、改訂教育ビジョン、子ども・子育て支援総合計画、

生涯学習推進計画という、現在進行中の計画と整合性を図り、それらを包括するもの

とする旨を示させていただきました。その際、各部署の取り組みがどうつながってい

るか理解することで、大綱が生きてくるのでは、というご意見、また市長からは大綱

を通じて、教育委員会を１つにまとめるきっかけにしたいという考えもいただきまし

たので、大綱を考える上で教育ビジョン、就学前保育・教育指針、子ども・子育て支

援総合計画、これらに掲げる目標、取り組みについての関連性の整理から始めました。

ゼロ歳から18歳までを、乳児から幼児期では、就学前保育・教育指針に示されている、

育てたい子ども像、生きる力を身につけるという目標があり、児童、生徒では、教育ビ

ジョンの理念として５つのめざす子ども像が記されており、就学前に育んだ３つの生き

る力が、教育ビジョンの５つの子ども像につながるという考え方です。

子ども・子育て支援総合計画では、もっと広く、子育て、子どもの育成支援と広く捉

えたものとなっています。

この計画で掲げる施策の方向性の中の「幼児期の教育・保育の充実」が就学前保育・

教育指針の理念に掲げる３つの力を育てるための方向性と施策に関連し、「次世代を担

う子どもたちの教育・育成支援の充実」が、教育ビジョンのめざす子ども像につながる

という整理になります。また、就学前保育・教育指針と教育ビジョンは、大綱でいうと

ころの目標に置くもの、子ども・子育て支援総合計画は大綱でいう施策の方向性に係る

ものとして整理しました。

この整理をもとに、大綱では、教育ビジョンの「未来に向かって夢を持ち、豊かに生

きる浦安っ子の育成」を目標の１つに置くことで、まとめたところです。

一方、生涯学習推進計画については、生涯学習のみならずスポーツや芸術・文化の振

興を含め、生涯学習を通じたまちづくりまでを捉えた計画となっていますので、この生

涯学習推進計画の基本目標である、「自ら学び、ともに高めあい、地域に生きる生涯学

習」をもう１つ目標に据え、教育ビジョンの理念、生涯学習推進計画の基本目標の２つ
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を大綱に掲げる目標に置くこととしました。

それをまとめたものが、仮称浦安市教育大綱の構成イメージ案です。

大綱の目標Ⅰ、「未来に向かって夢を持ち、豊かに生きる浦安っ子の育成」では、乳

幼児期の目標、学校教育期の目標、包括的に支援する教育環境の整備・充実という３つ

に細分しています。

乳児期は、育てたい子ども像、生きる力を、学校教育期は、５つのめざす子ども像を、

教育環境の整備・充実については、学校、家庭、地域、行政が連携、協力して整備・充

実を図っていくことを示したもので、この目標ともう１つ、生涯学習全体を１つの目標

に置いています。

本日は目標設定と細分した内容や施策の方向性について、視点や漏れがないかという

点についてご意見をいただきたいと思います。

特に、施策の方向性については、前回の会議で、市長から学校現場の負担軽減、校長

の負担軽減といった発言もありましたので、そこをどう示すかについてもご意見をいた

だきたいと思います。

また、大綱の期間については、例を３つ上げています。

例１は、大綱の対象期間を平成27年度から29年度までとするもので、現行の第２期基

本計画の期間終了にあわせて大綱を見直す案。例２が、平成27年から31年度までとする

案で、現教育ビジョンと子ども・子育て支援総合計画の期間終了にあわせたもの。例３

は、対象期間を設定しないとするもの。

国は、首長の任期や国の教育振興基本計画の計画期間などを想定して対象期間を設定

しているようですが、事務局としては大綱とは普遍的なもので、早々、大きく変わるも

のではないと考えてることから、社会情勢の大きな変化や総合計画の策定などに機会に

必要に応じて修正できるよう、期間は設定しない方向で進めていきたいと考えています

が、その点についてもご意見をいただきたいと思います。

もう１点は、大綱の理念です。大綱は、長期的、普遍的な考えや目標を示すものとい

う考えから、大綱の理念という構成を入れました。他市の大綱では、理念で掲げている

もの、大きな方向性を示すものなど、様々です。この点も含め、この構成全体に対する

ご意見をいただきたいと思います。

参考資料として、船橋市、市川市、習志野市の大綱を添付させていただきしたが、３

市三様の大綱になっています。
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船橋市は、「はじめに」のところで大綱の基本方針、また、教育の目標に掲げた方針

とそれに対する取り組み、そういうものだけをまとめています。

市川市は、もう少し細かく、大綱の基本的な考え方、対象期間、施策の目標、教育や

文化・スポーツの分野に関する目標が示されています。

習志野市については、習志野市教育基本計画をもって大綱に代えるということで、新

たな大綱はつくらないというものです。

市 長：事務局の説明について、忌憚のない意見をいただければと思います。

委 員：感想ですが、大綱をつくるに当たって、いろいろ整理をされているんですけれど、私

どもが教育ビジョンを作成する段階で、当然市の基本計画を伺いながら、なおかつ幼児

教育、学校教育、義務教育、生涯学習を関連づけて、大きな教育という形でのビジョン

をつくるという思いを持って、努力してきたんですが、実際は難しく、教育ビジョンと

いえども義務教育の分野だけの計画で、幼児教育は指針という形で、こども部で策定し

ている。生涯学習の基本的な考えとしては、教育は生まれてから亡くなるまで学校教育

を含め、誰でもどこでも学習する機会を得られて学べる、そういった構想が大事です。

しかし、なかなかできなかったわけで、そういう意味で今回、教育大綱の中に整理され

た形でできているということでは、いい方向になるかなという感じを受けました。

ただ、資料２－２の中の策定に当たっての前書きで、「本市の実情を踏まえ」の「本

市の実情」って何かというところで、市の教育に係る計画の踏襲、あるいは整合性を図

りというところが念頭にあるかなと思いますけども、計画をつくるに当たって常に意識

するのは、第２期基本計画を念頭に置き、生涯学習推進計画は横の状況を考えた学習と

いったところから考えると、上に置くか。これでいくと、乳児、幼児、児童、生徒、大

人をどこに置くかという意味で、何らかの形でこの基本計画と、生涯学習推進計画をう

まく位置づけておくと、この構成イメージが生きてくるのかなという感じを受けました。

そういう意味では今回のこの大綱というのは、整理された乳児期から幼児期、児童、

生徒、そして大人までの生涯学習まで含めた大きな計画、目標になっていることでは、

すばらしいと思いました。

市 長：今ので、事務局で何か反論でもいいし。内容ということでもいいし。

企画政策課長：１つ大きな、何か傘になるものを前半で整理したほうがいいんじゃないかという、ご

意見と理解しました。

委員おっしゃるように、市の基本計画、基本構想が上位にありますのでこれらを含め
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位置づけを整理をさせていただこうと考えます。

また資料に、「大綱の理念」と書きましたが、理念というより、基本的にはこの大綱

全般をまとめるようなことを連ねていって、位置づけとあわせてまとめていければと考

えています。

市 長：ほか、いかがでしょうか。

委 員：今、教育委員会がつくった「教育ビジョン」、「就学前保育・教育指針」、「生涯学

習推進計画」とか、「子ども・子育て支援総合計画」を通して言える内容が大綱に反映

されている。

もう一つの考え方が、国の教育振興基本計画にある。例えば社会を生き抜く力をつく

りましょうということ。それは、幼児期であればこれが大切ということで、大綱という

なら、それが一つの大きなテーマになる。それから学びのセーフティーネットをつくる

ために、幼児期にはこれ、学校に行ってからはこれということはそれぞれの各論で出て

きている。大きなテーマとしては、未来に飛躍できる人材、実現できる人材の養成とか、

絆づくり、活力あるコミュニティの形成というような大きな大綱のベースがあって、そ

れぞれの世代でどう実現していくかという組み方のほうが、いいかなと思います。

今はそれぞれに書かれていることをまとめた感じになっていて、その中にそれぞれ活

力はここですよ、みたいになっているけれど、市として全市民に対してこういったこと

を共通として、教育大綱としていきたいという大きな柱が提示されていて、それぞれの

世代で、それぞれの部分でやるのはこれですよと、そういうまとめ方のほうが大綱とし

てはいいのではないかと思いました。

市 長：ありがとうございます。

委 員：地域の実情をどう捉えるか。本市は生涯学習にしても、学校教育の支援にしても、全

国的にも非常に高いレベルでやっているといえる。今ある基本計画とか、市の計画やビ

ジョン、指針やらといったものを実情と捉えるのか。本来、大綱というのは市独自の、

市の特色が出てくるものを本来の大綱というべきかもしれない。

市 長：今の意見、教育長は。

教育長：子育てにしても、教育ビジョンにしても、生涯学習にしても、市の実情を十分に把握

した上で、市として必要な学校教育、乳幼児、そして生涯学習をつくってきているので、

今ここで、市の実情って何だと言われると、一言でこうですとは言いきれない。

それを全部加味してつくってきているものが既にあるので、そこは事務局がつくった
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形で、これをまとめていく。それで十分じゃないかなと思っているところで、ここでま

た見方を変えるなり、視点を変えるなりしてつくり直すのは大変。今やっていることと

のそごが出てきそうで、難しいと思っています。

委 員：見方を変えるんじゃなくて、それぞれのセクションでやっている同じこと、例えば生

き抜く力をつけることは、子育てでも言っている、学校教育でも言っているわけだから、

そういったことが大きなテーマになる。だから大きなテーマとしては、社会で生きる力

を持つ子どもたちを育てていきましょうというのが市としての対応じゃないかというこ

とです。

船橋で見ると、学習機会の周りのセーフティーネットをつくりましょうという話だと

思うんですけど、「経済的に困難な状況の子供たちへの学習機会の拡充」って書いてあ

りますね。

そういう子どもがいるんだったら、就学前の子どもならこれ、学校教育ならこれだし、

生涯教育でいくんだったらこれ、こういう形でそれを保障していますよと。大きなテー

マとしては学習機会を保障しましょうというのが大きなテーマなんじゃないかと思うわ

けです。子どもの時代はこれがテーマですよとか、各論的に入るんじゃないかなと。

浦安に入っていないのは、船橋で、「主権者教育の研究と導入」ってあって、入れる

必要かどうかわからないですけど、これが浦安市には入っていない、全面には出してい

ないですね。

委 員：教職員の質の向上を図りますとか、市長と教育委員会の責任の共有化を図りますとか

は、このこれまでの計画にない分野なんですね。

教育長：そうです。

委 員：体系的なものはこれでいいと思う。全部網羅すれば。あと、浦安の特色が出てくるも

の。かなりいろいろやっているんで、ここに力が入ってくるのかなというようなところ

が書ければいいと思って……

委 員：これがしっかり書かれているのはいいことですよね。

委 員：研修等を通して教育の質の向上を図るという話は、これは市が応援してくれるという

話ですから、施策として次の段階に進みやすいし、その次の市長と教育委員会の責任の

共有化、そういう形で一緒に助けてくれるということですから。

委 員：この大綱の１つに出てくるというのは、体系の流れというふうな考え方。

市 長：皆さんの意見は。
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委 員：理念、それから期間、目標を整理してという話でしたけど、まず事務局から出してい

ただいた大綱の構成イメージ案について、基本的にこれでいいなと考えています。

他の委員から指摘があったように、教育委員会として教育の基本的な計画が浦安の場

合はばらばらに出てきていた。それらを包括するような形が必要だったが、それが今回、

大綱という形でまとめられたということで、理念の細かいところは置いておいて、基本

的にはこれでいいのかなと思っています。ここで示されたイメージ案に、文科省から出

されている４つの基本的方向性、これが基本的に入っていればいい話で、それを付加し

ていくということでいいだろう。

先ほどから出ている幼児期から成人までを通じての一貫した教育の柱ということは、

やはり示すべきじゃないかということで、基本的にそれが示されればいい話です。市川

市を見ても、基本的に学校教育及びその前の段階、生涯学習の２つに分けたというのは、

実際的なのかなと思います。もちろん、教育理念全体の中でつながっていく部分という

のはあるわけですけれども、基本的に目標を考えた場合、あるいは施策を考えたら２つ

になってくるかなと思っています。

船橋市の取り組みの中で、社会状況の変化を受けて取り入れていきたいという話が出

ており、そこに船橋らしさを出しているようです。理念になるのか、あるいは目標に入

れるのかわかりませんが、私自身は、浦安らしさを考えた場合、浦安の特色として、子

育て支援ということで、まず近隣他市と比べた場合に出ていると判断しています。さら

に、浦安らしさを強調したい、あるいはこれから重点を置くべきと考えたときに、２つ

の観点があるかなと思っています。それはやはり、外国人比率の高さは、浦安を考えた

ときに、社会的な特徴として取り上げるべきでしょう。

もう１つ、今回総合教育会議の設置に至った社会的な背景として、いじめ防止があっ

たわけですね。総合教育会議という形で連携を密に、責任の所在をはっきりとさせると

いうことで、いじめ防止、あるいは特別支援教育ですね。これにも、かなり力を入れて

いると思います。

こういういじめ防止だとか、特別支援教育にもつながっていくのが、個人や個性の尊

重ということだと思うので、このあたり、重点をもう少し置いてもいいと考えています。

施策上の浦安らしさを出したり、浦安の外国人比率の高さを考えていくと、多文化の

中で様々な価値や文化を学べる機会を生かすべきでしょう。また、それぞれの個性を文

化と捉えた場合、やはり多文化的思考が重視されると、ほかの人の個性を重視していく
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中で、いじめの防止にもつながっていくだろうし、それから特別支援の教育を考えてい

ったときに、やはりそれぞれの個性と捉えていくと、市の方針に沿うことになるのかな

と考える。その意味で、多文化の共生ということを強調しておくことが、今までやって

きたことにつながっていくのかな、と考えてみました。

市 長：ありがとうございます。

委 員：大綱の構成イメージ案を見させていただいて、充実しているなと思いました。ただ大

綱の期間として、どのぐらいの期間がいいのかと思ったのは、教育を目指してやってい

く上で、我々もこの教育に携わる者として、毎年いろいろな違ったものが出てくる。い

ろいろ違ったことが起きるということを考えたときに、それにうまく対応していくため

には、大綱があって、いつでも何か状況が出てきたときに、少し加えていけるようなフ

レキシブルなものが必要だなと考えると、対象の期間はなくてもいいのかなという感じ

はするし、あと郷土愛。郷土愛のことで、「船橋で育つことが子供たち一人一人の心の

中で大きな意味を持つように」、これにはしてやられたなという。この言葉は読んでい

て、こういうことなんだよなというのが率直に伝わってきた印象で、みんながどれだけ

生まれたところが大事か、育ったところが大事かというのを、個々に感じるものがあり

ました。皆さんはいかがでしょうか。

教育長：私は、この教育ビジョンと生涯学習推進計画、これがバイブルだと思って進めていま

すので、そこからなかなか離れて新しいものを出したときに、それがどれだけ受け入れ

られるか、私は心配なところがあります。

ただ浦安らしさを、どう見せていくかなというところはあると思います。

特別支援もそうですし、いじめもそうですし、きちんと進めているところで、掘り下

げていくと、その中にきちんと書かれているというところがあるので、そこの見せ方か

なと思っています。

そうなると、この教育大綱は何をもとにするかは、決まっていると思います。それは

第２期基本計画をもとにした教育ビジョンであり、生涯学習推進計画であり、子ども・

子育て支援総合計画、ここに尽きるかなと思っているので、この大綱の目標はきちんと

まとまっている。

そこでもう少し、いじめであるとか、今も社会の中で問題になっているのを見せてい

く。それから、ふるさと意識、私たちも郷土愛を育てていきたいと思っているので、そ

うしたところを見せていくために、少し文言を変えていったらいいと思っている。大筋
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で、この大綱の目標、施策の方向性はいいんじゃないかと思っているところです。

市 長：私からいいですか。

教育ビジョンとか、基本計画とか、それに屋上屋を架すような大綱ではなくて、第１

回総合教育会議でお話ししたのは、実効性ある教育大綱をつくりましょうという話をし

たと思います。それと、今、第１回の総合教育会議のときに私が書いたマインドマップ

を見て再確認しているんですけれども、せっかく59年ぶりの、過去最大の改革が今回の

総合教育大綱だと思っているんです。

今まで教育委員会が積み重ねてきた教育ビジョンですとか、教育基本計画は間違って

いないと思いますし、大綱の目標も間違っていない、今回、市長部局が積極的にかかわ

ろうというのは、それこそ子どもたちを、18歳を１つのめどとすると、いかに総力を挙

げて子どもたちにかかわっていこうかということを言っているんじゃないかなと思うん

です。

そうやってみると、本市の実情を踏まえてと言ったのは、本市は特殊な事情がある。

まず86％が、埋め立てでできている。裏を返せば自然のないまちですし、農地、市街化

調整区域もない。そんな中で子どもたちは、本来、一番自然から恩恵を受けなきゃいけ

ないときに育つわけです。10月24日に、こどもの広場をオープンしたときの反響のすご

さに、やはり浦安に欠けていた部分だと。

ただ、これは義務教育の中で語れということ自体が無理なんで、こども部、健康福祉

部、そういった部局とも連携し、総力を挙げて子どもたちを育てていく。育んでいくこ

とが今回の大綱だろうと思っています。

大綱だから、屋上屋を架すのではなくて、大綱の目標と施策の方向性は文字どおり浦

安の独自性を発揮できるんではないか。そういった意味では、独自性では、財政力は全

国有数だとか。体育協会だけじゃなくて、軽スポーツ協会まで充実していますが、軽ス

ポーツ協会はどちらかというと高齢者に対し、健康度をあげるかということなんだけど

も、乳幼児との接点を持つことで、異世代交流を可能にするんではないかな。

それともう１つ、総力を挙げてという中で、現在、62の自治会集会所は、全部市が持

っているんですど、これから子どもたちをどう最高の環境にもっていくかというときに、

この資源を有効に使えないだろうか。と考えています。

いま、公立幼稚園14園、うち８園がこども園に移行していますけれども、最終的には

全てこども園に移行していく。資源をいかに有効に使っていくか、ある意味、子育てと
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教育のセーフティーネットをいかにつくるかというのが、まさにこの施策の方向性の一

番大事な部分ではないかな。

先ほど、委員から市長部局が助けてくれると発言がありましたが、そうではなくて、

総力を挙げてやりましょうというのが、今回、こういう会議になったということを再認

識していただきたい。

責任の共有化という中では、去年、500人近い、子育て真っ最中のお母さん方との話

しで、何が子育ての一番のネックか、また、もう一人産めない理由とかいろいろ聞いた

ところ、子育てのストレスと教育費だと言うんです。１人2,000万円ぐらいかかるんで

すか、私立に行かせると。それが掛ける３倍、４倍に、とても耐えられないと。これは

もう国の施策になるので、市がやれることは限られている。

今年度から始めた給付型奨学金ですが、１億円用意したんですけど、まだ1,300万円

を超えている程度。貧困の連鎖の話になるんですけど、塾に行けない。時間がないから

勉強にかかれない。当然、給付基準の平均点数までいきませんよね。制度をつくっても、

ボーダーを引いたことで、命が含まれていないということをもう１回検証しなきゃいけ

ないかなと思うんです。

また、想像以上に離婚が多い。たまたま１週間の間に８人、９人、と２回続けて話し

たんですけど、そのうちの半数が離婚している。それで貧困の連鎖を防ぐためには働か

なきゃいけない。ところが乳幼児、特に小学校１年生の段階では、いきなり週５日は働

けない。一方で市は、週２日働く程度では、児童育成クラブに入れられない。これも制

度が足を引っぱっている。

驚いたのは、話をした17人のうちの３分の１が看護師の資格を持っている。中には保

育士や薬剤師の資格も持っている。しかし、特に医療現場から離れると、いきなり週５

日で働くなんて無理なんですって。週２日ぐらいから助走して、数年かけて医療の変化

に追い付いていかなきゃいけない。その辺を市がサポートしてほしいという声を聞くん

だけれども、児童育成クラブは、定員がいっぱい。

ここで学校教育につながるのは、学校を全面開放してほしいんですよ。そのかわり、

授業までは校長の責任で、授業が終わった段階で市長部局が、責任を負って、放課後の

空き教室、余裕教室を生活の場に転換することができれば、浦安の女性たちはもっと社

会進出が可能になって、貧困の連鎖もどこかで止められる。貧困の連鎖は、よその地区

ほど多くはないんですけども、それでもやはり聞いているとつらいですよ。



－11－

こういうことを市長部局と一体になって、同じ方向を向いていけないかというのがこ

の施策の方向性だと思っています。責任の共有化。分散化でもいいです。それが実効性

のある大綱ということで、今の子どもたちが抱えている環境をいかにいい方向に持って

いけるかがこの大綱にかかるんだろうなと。方向性の下に、どんな具体的な施策を打ち

出していけるのかなと思っている。生涯学習も含めてね。

委 員：基本の理念がわかるとか、一体何をやろうとしているのかがわかるように見せていか

ないと。説明を聞くと、そういうことをやるんだとか、ここにそういう方向が書いてあ

るでしょうって、なるんだけど、そういう部分を具体的な形で書かないと、わかりにく

いのではないかと思います。子育てを充実させるというのは確かに大事だけど、具体的

にどうして問題になるのか。施策の方向性とか具体的に書いていないといけない。いい

ことしか書いていないから、反論する人がいない。当たり前だから。

市 長：施策の方向性は、もう少し具体的なものがぶら下がっているというものを、イメージ

させるほうがいい。

委 員：市長のお話を聞いていると、大綱の理念で、こういったものがあるべきなのかなと。

具体的には、学びのセーフティーネットや地域が活性化していく方向での学校開放、

あるいは子どもたちの学びの場所の設定やら確保やらということでは、いろいろな形で

可能なので、実現可能な話に関してはぽんと前面に出してやっていけば、もっとよい実

現可能で、実効性のある大綱になる。

委 員：具体的に英語教育が余り書いていない。浦安らしさというのであれば、特別支援のこ

とや障がいのある子どものことは書いてあるけど、外国人比率が高いというのは、外国

語教育に力を入れていることも書いた方がいい。それと浦安らしさって何かって、前か

ら聞くんですけど、浦安っ子ってどういう子どもを言っているのか。「未来に向かって

夢を持ち、豊かに生きる浦安っ子」って、何か抽象的過ぎていて、何を言っているのか

わからない。新町のほうに住んでいる浦安っ子と元町に住んでいる浦安っ子って違うで

しょ。浦安っ子って言われたときにどんな子を思い浮かべているのかわからない。

それで、浦安市がめざす子ども像の実現に取り組みますって書いてあって、ずっとこ

れをやっている人は読んだらわかるんだけど、市民はピンとこないかなと思う。

教育長：それは、資料にも書いてある、知、徳、体、参画・交流、郷土愛を含めた誇りってい

うのを高めていくことが浦安っ子を育てるということだと言っているわけです。知、徳、

体の中にはもちろん英語教育もありますし、特別支援教育もありますし、掘っていくと
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そういう言葉はいっぱい出てくるんですが、浦安らしさっていうのをこの大綱の中に全

面に浮き上がらせていくとなると、やはり見せ方を、どういう言葉を上げてくるかとい

うことが大事かなと思いました。

委 員：やっていることを明記したら。

市 長：今まで教育委員会で、浦安の子どもたちの現状、実情を議論してきたと思うんですけ

ど、多分そこから漏れているもので、例えば保育園。保育園の現場を回ると、平均台を

撤去してくれって来るのがすごいですよ。平均台が歩いて渡れないんです。それが保護

者会で議論されていて、何が原因かというと、ハイハイする住居環境がなくなっている

んです。体幹トレーニングをやる人が保育園を回ってみたら余りにひどいと。それでハ

イハイ広場をつくったんです。元町のＢ地区の公園に、さくら広場といったか、丸い芝

生の部分をつくった。これは、裏にある子育てサロンにいる子どもたちにハイハイさせ

ようとわざと芝生にしたんだけれども、我々の時代と今の子どもたちの時代が違うとい

うこと。

そういう、子どもたちにきちんと実りのあるような施策の方向性は、幾らでもこちら

から情報提供したいと思っています。それを教育委員会、教育現場とどうコラボできる

かというのが、これからの勝負だなと。

委 員：先日幼稚園を訪問した時は、かなり体幹のことを気にしながらいい教育をしていまし

た。

市 長：でも、保育園のほうがもっと大変な、大事なときなんですよ。ゼロ歳からだから。

そういった意味で、この12月議会で、私立保育園の保育体制強化事業というのを新規

事業で出すんですけれども、保育士さんがハードなので、それをサポートするため、例

えば遊具の消毒・清掃とか、給食の配膳、食器洗い、あるいはベッドシーツ交換とか、

保育士さんの資格がなくてもできる部分のサポートを、とりあえず私立保育園でやるん

です。

もう総力を挙げていかないと、教育委員会だけではなくて、市長部局と一緒になって

やらないと、浦安の子どもたちをきちんと守り切れないというのが今の時代だろうと思

うんで、それには幼稚園も小学校も中学校も協力して、同じ方向性を向いてほしい。

委 員：インターネットの記事で申しわけないけど、保母さんの離職率って本当にすごく高い

のです。手取りが12万円しかなく、それじゃ自分の子どもを産めませんみたいな、話な

んですね。
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市 長：貧困の連鎖を断ち切るために、何とか中学・高校あたりから意識を持ってもらおうと

思うのは、高校を卒業して、例えば保育士の資格を取るお金がないわけですよ。その就

学資金を出して、例えば５年間、私どもの土地に住んでくれたら、全額免除とか。それ

を取っかかりに、浦安市に保育園協会という、私立の保育園長が集まる会があって、離

職率が大きな問題になっていて、これは国の制度が原因なんですが、東京都の地域手当

と千葉県の地域手当と違いがあるんです。川一つ隔てるだけで、２万円ぐらい違うんで

す。

船橋市とも連携して、船橋はもうそれをやり始めているんで、対策を打っていこうか

と。黙っていると、どんどん東京都に取られちゃうんです。

委 員：今、子育て支援の話で、行政サイドから心強いお話があったんですが、子育て支援を

どういう形でやっていくかというときに、１つ鍵になってくるのは、生涯学習のところ

が実は関係してくるのかなというふうにも考えられます。

というのは、この大綱の目標Ⅱのところで、「自ら学び、ともに高め合い地域に生き

る生涯学習」ということで、市民同士の交流の拡大、この中で行政でなくても、地域社

会の中でうまく活用していけば、子育て支援に役立てることができるんじゃないかと。

つまり、生涯学習の中にそういう子育て支援的なものを取り込んでいくことができるか

な、と考えるわけです。

そうしたときに、大綱の目標Ⅱの中で、「地域に生きる生涯学習」という言葉が使わ

れているんですが、これは地域に役立つ生涯学習をいっているのか、地域で生きるため

の生涯学習をいっているのかが気になります。大綱の目標の中に入れる言葉ですから、

両方ですよと考えれば話は別なんだけど、やはり狙いのところですので、どういう意味

で使うのか。説明を伺ったほうがよさそうですね。

教育長：最終的には学んできたことが地域に還元できるというところを最終目標としていると

ころです。

委 員：還元できるということですね。

教育長：そうですね。

企画政策課長：質問のありました「自ら学び、ともに高め合い地域に生きる生涯学習」のところです

が、生涯学習推進計画の基本目標のキャッチフレーズでして、意図として、生涯学習

に携わる人たち、もしくは自分の学習をしていく方たちが、ともに学び、地域の中で

連携をとりながら学んでいく。心のつながりとか、学習の集いというつながりを持っ
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て、個人の皆さんが、地域の中で生きていくことの実感を十分に感じていただくこと

が大切だという趣旨で、引用させていただいてます。

教育長：学んだものが趣味だけで終わるのではなくて、それが地域に還元してもらえる。そこ

がやはり一番重要なところかなと。

委 員：そうしたときに、既に生涯学習推進計画の中で語られている言葉とそごがあってもま

ずいんだろうと思い、ここの言葉遣いというのは、どう理解していいのかなという感じ

がしたものですから質問しました。

委 員：余りそれを強く出すと、社会教育の分野もあるので、強制した場合にどうか。

市 長：ここは違うでしょ。市民と行政の協働という言い方をしているので。

今まで教育委員会に伝わっていない情報で、例えばこども部で、子ども・子育て支援

者養成講座というのをやっていて、３級は400人ぐらいなんですよ。２級が100人ぐらい

いて、これは実は国が追っかけてきているんですよ。子育て支援員というのは、まさに

これで。ただ、そういうことの活用が実はまだ十分されていない。

それで、自治会集会所とか老人クラブ会館の管理を、条例をつくって我々の手元に取

り戻そうかと。自治会活動なり老人クラブ活動は存分にやってもらう。優先的に使って

もらう。ただ、空いているときはうちが使うからと。

もう１つは市民大学、これは、2007年問題が端緒で、続々団塊の世代が地域に帰って

くるんで、要は地域社会のことを知らないから、助走期間で勉強してもらおうと。とこ

ろが市民大学がレベルの高い講座になっていて、卒業しないんですよ。二、三年勉強し

たら、地域活動に出てくれるかというとそうじゃなくて、楽しくてしようがないから、

もう６年いるとか。その辺をきちんと分けるために、多分「地域に生きる」と言ってい

るのだろう。

委 員：本来の生涯学習の理念からいけば、２通りあるそうですね。１つは、地域で学んだ学

習を評価される。何を学んだかということで評価されて、それが活用されるような仕組

みというのは、個々の問題じゃなくて、例えば公民館なり、市民大学でやろうとした場

合、ただ、集めて勉強しましょうじゃなくて、それをどう評価して、どこで生かせるか

を頭に置いたものでなくてはだめ。そういう意味の生涯学習。

もう１つは、生涯学習はやはり自分のやりたいこと、学びたいことを学んで、それで

生きる術を、それを生きがいにして。

市 長：それが、学習機会の充実。
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委 員：乳幼児の教育も、入れようと思えば、この分野に入るんだと思う。そういう意味では、

教育委員会もそうだし、地域もそうだし、どう連携をとるか。教育委員会同士の連携も

あるし、まずは行政サイドで、市長部局のこども部や健康福祉部と教育委員会で、目的

が見えれば、連携がとれていい仕事ができるんです。

市 長：大綱をつくってみて、どの部局と横断的にネットワークが広がるかって、それが見え

やすくなるといい。

委 員：そうですね。

委 員：先ほど、子育て支援と生涯教育の関係のことを言われましたけど、社会構造の中で世

代の縦横の連携ができる構造ですね。こどもの広場とか軽スポーツ応援の中でそういう

連携ができるんじゃないかと市長も言われましたけども、世代間の縦横の連携ができる

構造を、しっかり浦安では進めていきます。いわゆる保育所的な形ではなくて、社会教

育的に子どもたちを切りとれればいいのかなというふうに思います。世代間の価値観、

会話を通じて得ることは大きいと思います。今もうちょっと積極的に交流を進められる

ような構図をつくってほしいと思います。

委 員：そういう意味では、私は大綱の期間というのは、そんなに長くしないで、そういった

ものもこれから出てくると思うんで。ただ、浦安の独自といいますか、特別支援教育の

レベルの高さとか、こういったものが消えないように、例えば、市長がかわったときに、

こういったものが消えていかないように、将来的にもいいものは残すんだという狙いも、

入れておくといいかな。そういう大綱であってほしい。

市 長：余りがんじがらめに書き過ぎてもね。

委 員：期間は、できれば短期間。せいぜい基本計画にあわせて平成29年度までぐらいにして、

その後またその時点で考えるようにしておけば……

市 長：期間は、設定しないで随時見直しというのもあるということだよね。

委 員：これとは別に、大事な課題が出てくる。いろいろ教育の課題が出てくるんで、そうい

ったものに対して、また総合教育会議で話し合って、いろいろな形で施策として新しい

ものを出しでいくんですから、とりあえずはこういう形で様子を見る。

でも、大綱の理念ですか、ここには、市長が言った話は大事なことなんで入れておく。

これはそういう方向に行く大綱なんだ。地域の活性化やら、学校開放やら、今までにな

かったような連携をとって、いろいろな事業を展開していくんだということを書いても

らえればそれでいいかなといます。
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教育長：今話しているように、特別支援教育であるとか、ふるさと意識であるとか、浦安らし

さ、いじめ対策というものが全てこの中には、この下にぶら下がっているのですが、見

えていない部分をどうやって見せていくか。本当に文言を浦安らしさというところでも

っと上に出していくのかというところだと思うんですよね。

市 長：総力でと言ったけど、市長部局の職員がボランティアで、「アップドラフト」って、

小中学生で塾に行けない子どもたちをサポートしている。ああいうのを教育委員会で知

ってもらいたい。

教育長：教育委員会でも、生涯学習課のほうで青少年自立支援未来塾というのをやっています。

市 長：それって教員のＯＢでしょ。そういう子は、教員は嫌なんだって。先生とか、説教さ

れ過ぎちゃっている。

教育長：ですからメーンの指導者としては、退職された先生がいるんですが、実際に学習サポ

ーターとしてやっている方は、みんな若い方。大学生とか、そういう方が……

市 長：先生のアレルギーが強いんで、うちの社会福祉課の職員が中心となって、アップドラ

フトという団体をつくって、毎週１回サポートしている。塾に行けない子どもをサポー

トしているんだけど、先生を呼ぶと来ないんです。

教育長：アップドラフトは生活困窮世帯のお子さんが対象のプログラムですよね。

市 長：そういう子どもたちって、お菓子を食べるのが目的なんです。勉強するためじゃなく。

教育長：それも、教育委員会では把握した上で、青少年自立支援未来塾は、そことまたちょっ

と区別してやっています。

市 長：そこは大事な部分だね。

委 員：学びのセーフティーネットということですか。

委 員：学びのセーフティーネットという形でやっていますよということなので、それが大き

な柱になる。さっきも私が言ったのはそういうことなんです。

子育ての実務なんかのためにこれをやっているんで、セーフティーネットもこれをや

っているということがいいんじゃないか。そうやって見ると、教育大綱の中には、教育

委員会がやっていることだって入ってもらわなきゃいけないですね。

委 員：教育環境の整備・充実ということの中に、どういう形で書くか。

市 長：ここから後は、教育大綱に限らず、全般的なところからどうぞ。

教育長、何か。

教育長：いえいえ。今、このままで終わってしまうと、事務局が相当大変かなと思って。
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今、２通りの案が出てきていますよね。今あるものを集めていく中で大綱とするのか。

あと、委員がおっしゃったような意味の。

委 員：私が言いたいのは、底流に流れる理念は、それぞれのところで書いてあるので、それ

をもっと出したほうが大綱というイメージなんじゃないかということを言っただけです。

結局同じことなんだけれど、それぞれでやっていることを書くだけなんだけど、書き方

が違う。

委 員：今まで議論してきたことを考えていくと、大綱の理念ということは、結局、委員が言

われているようなことだと思うんで、そこはやはり事務局のほうで整理してもらう形に

なりますよね。

委 員：話がかわりますが、市長と教育委員会の責任の共有化という中に入るのかちょっとわ

からないんですけど、親がトラブルを起こして、裁判沙汰みたいになるときに、教育委

員会が相談できる弁護士が必要になっていると思います。それについて現在の対応状態

はどうなっていますか。

教育長：今、教育委員会のほうでいろいろなところに照会をして、準備を着実に進めています。

委 員：現在は、訴訟とか、今までそう大きな問題になっていないんですけれども、いつなっ

てもおかしくない。

教育長：まずは気軽に相談ができるということが大事だなと思っていますので、そうした相談

先を早目に決めたいなと思っています。

委 員：教育現場の負担軽減とか、心理的ストレス、結構大きいと思いますので、後をしっか

り押さえてもらうみたいなことになれば、安心できる。

市 長：あと何か。

委 員：学校のチーム力とかという話なのですが、浦安は、先生方が授業に専念できるように、

いろいろなスタッフを置きましょうということで、学校司書だったり、いろいろな先生

がいて助かっているわけですけれども、不登校の問題とか、深刻な問題は他市に比べて

はそうではないなんですけれども、それらを防ぐため、千葉県では出張所に１人ぐらい

しか置いていないんですけれども、専門スタッフとしてソーシャルワーカーが市長部局

のどこかに１人ぐらいいると……。

市 長：ソーシャルワーカー。

教育長：学校教育についてはスクールソーシャルワーカーという呼び方ですけど、今は県で出

張所に１人ぐらいしか置いていないんですけれどもね。
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委 員：文科省も学校に１人置けというぐらいの勢いだけど、そんなに予算、指導主事も置け

ないような市町村もあるのに。

市 長：どういう人ですか。資格は。

委 員：資格はないんですよ。

学校職員は、なかなか家庭の中に入っていったり、夜遅くまでいろいろな形で動くと

いうのは難しい状況があるんです。子どもが徘徊したり、学校に来れなくなっていたり、

いろいろな形で家庭の問題というのはある。

市 長：ソーシャルワーカーとして、どういう人が適任になるの。

委 員：地域をよく知っている人、それから学校のこともある程度わかる人で、なおかつ子ど

もの心理をある程度できるような、心理士の資格があるような人が。

市 長：臨床心理士でしょう。

委 員：臨床心理士。

市 長：それは絶対数が少ないです。そういう方は奪い合いです。

委 員：そういう人が１人でもいれば、かなりの力になると思うんで、それは教育委員会にい

なくてもいいんです。福祉のほうに置いても構いませんので、そういう動ける人がいれ

ば、大きなパワーになる。

委 員：子ども児童地域対策連絡協議会がありますけど、ああいうところだと家庭まで入って、

児相とも関係して結構動くんです。そういった動いている人は実際いるんですけど、学

校で不登校ですねといったときに、そちらとすぐ連携できるが、今の組織の中で動ける

のであれば、いいと思うんですけど。地域対策連絡協議会と学校教育が密に連携できる

と、不登校の問題なんかももうちょっと解決していけるのでしょうか。

学校の不登校対策として増員してもらえるといいと思います。

委 員：浦安で実績があったのは、ケース会議とかやっている。

委 員：そう。ケース会議やっていますよね。

委 員：あれの中心になっている人なんかは、力があるし、子どもの心理も親の心理もわかる

し、対応もできると思うんですね。

委 員：だから、今、もう１人必要なのか、それともそことの連携を強めることで、もう少し

解決するのか。学校が踏み込めない家庭の中の事情とか。そういったことに踏み込んで。

ただ、今のセクションの話で聞くと、今でも手いっぱいなので、これ以上、話がきても

なかなか難しいというところも実際はあると思うんですけど。
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教育長：教育委員会としては、なかなかそういう専門職をお願いするのは困難な状況もあろう

かと思うので、できましたら学校環境をよく知っていて、そして浦安の地域の状況にも

明るい方、退職された先生とか、そこにひとまずお願いして、そして、市のいろいろセ

クションとつながりを持っていけるような……

市 長：そういう意味では、教育者の再任用とかいいよね。

教育長：そういうことを１つの手がかりとして、不登校対策を進めていきたいと思っています。

委 員：それと、もう一ついいですか。先ほど市長からあった浦安は自然が、という話。たし

かに陸地についてはそのとおりですけれども、三方は海に囲まれているわけで、もう少

し海に面しているというところをうまく活用できないか。3.11の東日本大震災の前には、

三番瀬での観察のための施設をつくるという話があったんですけれども、学校教育はも

ちろんのことながら、生涯学習の面においても、活用できたらいいんじゃないかと、

常々申し上げています。

もう少しマリンスポーツを気軽にやれるとか、あるいは三番瀬に簡単に出られるよう

にするというのは、もう教育委員会の予算の中ではなかなか難しい話になってきますの

で、やはり社会教育、生涯学習というのを教育委員会のほうでやるんだということから

すると、市長に要望として申し上げたいなと思っています。

市 長：三番瀬の環境学習施設は、今のところ、棚上げしている段階で、ただちょっと時期が。

干潟は大分戻りつつあるという報告は受けていますけれど。ただ、ここは平成28年度に

フェンスが取っ払われると聞いています。自由開放というのは本来ではないので、保全

を考えると、ルールをみんなでどうつくっていくか。

委 員：そうでしょうね、やっぱり。

市 長：市長公室長、きょうの話を聞いて、何かありますか。

市長公室長：もう１回整理をしていただければ。おおむね大綱の位置づけなどは問題なかったかと

思うんですけれども、１つは期間のところを最終的に整理していただいて、それから

あと大綱の目標と方向性もおおむね異論はなかったように思うのですが、市長からあ

ったような実現性というところを意識しての表現をどうするかということだと思うん

ですが。

企画政策課長：事務局として、今、理解させていただいたことは、もうちょっと浦安の特色が見える

文言を少し散りばめたほうがいいというご意見と、実効性ともかかわってくるんです

が、今回こういう整理をさせていただいたのは、大綱は大きな考え方を示すというの
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は、重々理解しているんですが、一方で、個々にある計画にきちんとつなぎ込んでい

かなければいけないというのがありましたので、下につく計画をきちんと想定し、そ

れらに結びつくようなものということで、整理をさせていただきました。その上で、

キーワードになるものをどれだけ埋め込めるかということですが、余り誇張し過ぎて

しまうと、逆に市民がごらんになったときに、あれが入っている、これが入っていな

いという議論になってしまう可能性があったので、それなりに、大きな視点で書いた

ところもありますので、今一度ここはチェックをさせていただきたいと思います。

その上で、さまざまな意見の特色をどう出すのかというところですが、この大綱の理

念のところで、大きな基本的な考え方ということで、浦安の特色面を少し書くことを検

討させていただきたいと思っています。

なお、これについては２番の大綱の位置づけとも少し関連づけて整理をしていきたい

と考えています。

また、大綱の期間については、繰り返しになってしまいますが、関連計画としては、

国の第２期教育振興基本計画、これが平成29年度まで、それから本市の基本計画は29年、

総合計画は32年。下につくものとして、教育ビジョンが31年、生涯学習推進計画が29年、

子ども・子育て支援総合計画が31年、ずれが微妙にあるものですから、それぞれの計画

の見直しも予定されているので、それらの議論も踏まえて、必要な改定を重ねていくと

いうことで整理をさせていただきたいので、あえて計画期間は出さないということで、

当然国の想定する４年、５年というのは十分視野に置きながらも、そのような対応でさ

せていただければありがたいんですが、よろしいかどうか。

委 員：賛成です。

委 員：ちなみに他市の期間というのは決まっているんですか。

企画政策課長：船橋市は決めていません。市川は決めています。ただ、市川も詳細にはまだ伺えてい

ないので、全ての関連上位計画が年次が明確にそろっているかというと、そこは考え

づらいなと思っています。

市 長：よろしいですか。期間については柔軟性のある対応とするということで。

委 員：はい。

市 長：最後に、私のほうから発言させてもらいますけれども、お互いのこういう機会を大き

なチャンスと捉えて、総合力で浦安の子どもたちを育てていきたい。さっきも言いまし

たように、特に自然がない。86％が埋立地ということ、あと利便性の点ですけれども、
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大人にとっては物すごい住みやすいまちだと思っているんですが、果たして成長してい

く子どもたちにとって、振り返ったときにいいまちだったと思ってもられるかどうか。

それが大きな課題だと思いますので、そこを踏まえて、こうした機会を、大綱という形

でつくりますので、施策の方向性も実効性のあるものに、前回の第１回の中でご挨拶さ

せていただいたとおりですので、よろしくお願いしたいと思います。

この後、今後のスケジュールについて事務局から説明がありますので、お願いします。

行 政 経 営 室 長：今後の総合教育会議のスケジュールということですが、本日の第２回総合教育会議

でいだいたご意見については、事務局のほうで整理をさせていただきます。

次回、年が明けまして２月12日に、教育委員会の定例会が予定されておりますの で、

その後の時間帯を使いまして、第３回目の総合教育会議を開催したいと考えています。

その時点では、本日いただいた内容をまとめて最終案でお示しできるようにしていき

たいと思っております。その後、パブコメを実施し、３月の教育委員会定例会の中で、

ある程度のものが示せるか。もしくは４回目の総合教育会議を開催するかは、次の会議

のところでもう少し議論させていただければと思います。

事務局は以上です。

市 長：ことしもあと１カ月ちょっとということで、急に寒さが増してきましたが、師走、教

育委員会の先生方、より一層走り出すんだろうと思ってますけれども、教育委員の皆さ

ん方も、本当にくれぐれも気をつけてよいお年をお迎えくださればと思います。

ありがとうございました。

午後４時２６分 閉会


