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第３回浦安市総合教育会議

概要

１．開催日時 平成28年２月12日（金）午後５時30分～午後７時

２．開催場所 健康センター 第１会議室

３．出 席 者 松崎市長、細田教育長、小比類巻教育委員、西脇教育委員

４．欠 席 者 川端教育委員、宮澤教育委員

５．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（２名）、教育総務課長、

学務課長、校長会会長、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

健康福祉部長

こども部長、こども部次長、こども課長、保育幼稚園課長

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５時33分）

司 会：平成27年度第３回浦安市総合教育会議を開催いたします。

本日、川端委員及び宮澤委員は欠席でございます。

議事進行は、松崎市長にお願いします。

市 長：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いたします。

行政経営室長：前回の会議の中で、委員の皆様また市長から、大綱の考え方に対し、いろいろご意見

をいただきました。大きく捉えますと、浦安市が目指す教育の大きな柱を一つ設ける必

要があるということと、あとは国の教育振興基本計画の目標が大綱に十分、盛り込まれ

ていないんではないかという意見、また、施策や事業が具体的にイメージできる大綱、

実効性のある大綱にしたいという意見をいただきました。それら踏まえ、関係課の意見

も伺いながら取りまとめたものが、お示しした大綱の素案になります。

前回の総合教育会議から変わった点は、「はじめに」として、冒頭に市長の挨拶を加

えることとしました。その内容については、市長の考えを伺いながら今後整理していき

ます。

また、 「２．大綱の位置づけ」については、浦安市は、教育だけではなく子育ての

分野も大綱の中に位置づけていくということを加筆させていただきました。

「３．大綱の期間」については、前回は３通り、期間を設ける２通りの案と期間を設

けない１案と、３通りの案を示させていただきましたが、今回は、期間を設けないとい

うことで示させていただいております。次の総合計画の策定を受け、大綱の改定も考え

られることを考慮し、「社会情勢の変化等に応じ、必要な見直しを図ります。」として

います。

次に、前回は、４番目に「大綱の理念」として、本市の教育方針やあるべき姿など、

本市の教育全般に対する理念を掲げていました。ただ、前回ご説明しましたように、理

念とは言いつつも市が目指す教育の方向性をここで示していきたいと考えでいましたの

で、今回は浦安市が目指す教育とは、というものを、大綱の目標の冒頭に示しました。

そこが前回と大きく変わったところです。

「４．大綱の目標」では、今ご説明したように、冒頭に、「浦安のすべての子どもた

ちが、大人になったとき、浦安で育って良かったと感じながら社会で活躍できるよう、

学校・家庭・地域・行政が一体となった教育・育成を目指します。」また、「さまざま
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な世代や立場の市民が、生きがいや充実を感じるだけでなく、学習成果が地域の活性化

につながるよう、総合的な視点にたった生涯学習のまちづくりを目指します。」と示し

ました。ここが大綱の理念に替え目標として位置づけた部分です。

前段のほうは、教育ビジョン、子ども・子育て支援総合計画、また、就学前保育・教

育指針が受けることを意識したものになっており、後段の「また」以降は、生涯学習推

進計画受けること意識した目標として示したものとなっています。

次に、その目標を２つに分けまして、目標Ⅰが「未来に向かって夢を持ち、豊かに生

きる浦安っ子」を育てますとし、教育ビジョンに掲げた理念をもとに 「乳幼児期の教

育・保育」、「学校教育期の教育・育成」。また、それらを総合的に支える「教育環境

の整備・充実」の３つに分けています。これは、前回の構成イメージと同じです。

目標Ⅰでは、「浦安の将来、次世代を担うこどもたちが生きる力を育み、健やかに成

長していくため、乳幼児期から高等学校教育段階まで子どもの学びと育ちを支援しま

す。」として全体を示し、下に続く「Ⅰ－Ⅰ 乳幼児期の教育・保育」では、就学前

「保育・教育」指針を、「Ⅰ－Ⅱ 学校教育期の教育・育成」では、教育ビジョンの

「めざす子ども像」をそれぞれ意識したものとなっています。

また、「Ⅰ－Ⅲ 教育環境の整備・充実」では、前段部分が教育ビジョン、あるいは

子ども・子育て支援総合計画を、後段の「社会情勢の変化に対応した」以降では、総合

教育会議の設置の目的を意識したものとなっています。

目標Ⅱでは、前回は「「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」のみの記載でしたが、こちらも目標Ⅰ－Ⅰと同様に内容を切り分け、

「生涯学習の推進」と「生涯スポーツの振興」、また「芸術・文化の振興」としました。

生涯スポーツも芸術・文化も、生涯学習の中に含まれるということは承知していますが、

このあたりを切り分けることで、それらに見合う施策の方向性というのを明示していけ

ればと考えました。

目標Ⅱは、まず全体的に「市民一人ひとりが生涯にわたって、芸術文化活動やスポー

ツ活動等の学習を活発に行い、学びの循環を通じて市民同士のつながりを深め、また学

習の成果を活かすことで地域の活性化につながるよう生涯学習を推進します。」という

ことで、生涯学習推進計画の基本的な考え方を記述しています。

「Ⅱ－Ⅰ 生涯学習の推進」は、生涯学習推進計画の基本施策Ⅰ、Ⅱ、Ⅴをまとめた

ものとなっています。
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「Ⅱ－Ⅱ 生涯スポーツの振興」は同計画の基本施策Ⅲの部分に、「Ⅱ－Ⅲ 芸術・

文化の振興」は基本施策Ⅳの部分に通じるものを示しています。

また、「５．施策の方向性」ですが、こちらは目標の中で細分化したⅠ－ⅠからⅡ－

Ⅲまでの６つの目標と関連づいた方向性を示しています。

次に、施策の方向性についてですが、 施策の方向性の１番目「乳幼児期の教育・保育

の充実を図ります。」の１つ目「幼稚園・認定こども園・保育園の連携と、小・中学校

との連携を強化し、滑らかな接続を図ります。」は、横の連携と縦の連携を示します。

２つ目「多様な体験活動や人とのかかわりを通して、かかわる力や思考力、感性を表

現する力を育みます。」は、子どもが成長する過程で、保育過程、教育過程の実践を通

じて子どもたちを育んでいくことを示しています。

３つ目「園の生活全体を通じて、心身の発達の段階に応じた健康指導や「食育」を推

進し、健康な心と身体を育みます。」では、就学前「保育・教育」指針の中で示されて

いる食育の大切さに触れています。

４つ目「発達の状況を早期に把握し、その後の教育・保育につなげられるよう、超早

期療育に取り組みます。」では、広報うらやす２月１日号の「こんにちは市長室」で市

長が書かれた、「自閉症スペクトラムを早期発見し、早い段階で養育をしていけば、幼

稚園、保育園に上がったときに集団生活に対応できる」ということを受け、しれに関す

る方向性として示したものです。ここにつきましては、表現が適切かとか、少しわかり

づらいといったご指摘をいただいておりますので、本日、皆様のご意見をいただきたい

と思っています。

施策の方向性の２番「学校教育期の教育・育成の充実を図ります。」についてです。

１つ目「小中連携・一貫教育を重点的に推進し、継続的・系統的な指導を通して、子

どもたちの学びと育ちをつなぎます。」は、一貫教育の推進を示しています。

２つ目「時代に応じた学習や個に応じた指導を重視し、子どもの個性や想像力を伸ば

す機会の充実を図ります。」は、少人数教育や英語教育、またタブレットを使ったＩＴ

教育、それと学校の植物工場などに関する方向性を示しています。

３つ目「さまざまなふれあいや体験活動を重視し、積極的に人や社会にかかわる態度

を育みます。」は、夏休みのボランティア活動、赤ちゃんと遊ぼうなど子どもが人や社

会との関わりを学ぶ事業に関連する方向性を示しました。

４つ目「ふるさと浦安を愛し、将来の浦安市のリーダーとして活躍する人材の育成を
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図ります。」は、ふるさとうらやす立志塾、また28年度から開始予定の小学生を対象と

したふるさとうらやす自立塾の他、ジュニアリーダー研修や青少年リーダーの養成講座、

に関する方向性を示しました。

施策の方向性の３番「教育環境の整備・充実に取り組みます。」についてですが、こ

こは環境整備全体にわたるところですので、他より項目が多くなっています。

１つ目「保育・教育施設の整備を進めるとともに、事業者や各種団体と連携しながら、

保育の場の提供に取り組みます。」は、認可保育園、認定こども園の整備はもちろん、

一時預かり、延長保育、休日保育、病後児保育、保育ママといった事業の全体を捉え方

向性として示しました。

２つ目「障がいのある子どもや特別な支援が必要な子どもへの支援の充実を図りま

す。」は、特別支援学級、学びサポート、青少年サポートなどの事業を捉え、方向性と

して示しました。

３つ目「生活困窮世帯等に対し、学習面での支援や経済面での支援を図ります。」は、

給付型の奨学金や健康福祉部で実施しているアップドラフトの事業の他、保育料の減免、

第３子以降の給食費の減免といった経済的支援に対する方向性を示しました。

４つ目「いじめや不登校、児童虐待等の子どもの人権を擁護する支援・対策の強化に

取り組みます。」は、いじめ防止に関する取り組みや家庭児童相談、日曜学級、人権啓

発について方向性として示したところです。

５つ目「学校施設の管理責任を明確にし、学校施設を活用した児童の居場所づくりに

取り組みます。」は、前回の総合教育会議の中で市長がおっしゃっていました、放課後

の異年齢児の交流促進、児童クラブの充実、これらが関連付けられるよう方向性として

示したものです。

６つ目「子どもの安全を守るため、学校や行政、事業者、地域ぐるみで安全・安心な

環境づくりを推進します。」は、学校防犯、地域のパトロール、防災教育など、子供の

安全に係る施策、事業が関連付けられるよう方向性を示したものです。

７つ目「学校を取り巻く諸問題に対し、市長と教育委員会が積極的に連携を図り対応

します。」は、まさに総合教育会議が立ち上がった根幹に関わる部分で、モンスターペ

アレントの対策などの課題に対し、市長部局と教育委員会が積極的に同じ方向を向いて

進んでいきますという方向性を示したものです。

８つ目「教職員の資質・指導力の向上、教職員が子どもと向き合う時間の充実により、
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子どもたち一人ひとりを大切にした教育を推進します。」は、事務の軽減化や効率化と

も含まれますが、教職員が今まで以上に子どもと向き合うことで学習意欲の向上や、い

じめの早期発見につなげていこうという姿勢を示したものです。

次に、施策の方向性の４番「学習機会の充実と学習成果を活かせる環境づくりに取り

組みます。」に進みますが、ここから生涯学習の内容に入ります。

１つ目「市民の多様な学習ニーズや現代的課題に関わる学習機会の充実を図りま

す。」は、機会の充実には情報の提供も含め、出前講座の他、生涯学習情報システムや

電子資料、アーカイブ、また公民館が実施する様々な教室・講座などを充実させていく

ことを示しています

２つ目「ライフステージに応じた、きめ細やかな学習が主体的に行われる学習機会を

提供します。」は、例えば青少年に向けた講座や教室、また、子育て世代の方々を中心

とした家庭教育学級、親子教育教室など、公民館等を中心に実施されている施策、事業

の方向性を示しています。

３つ目「地域における人材の発掘・育成・活用や情報提供・相談機能の充実など、生

涯学習活動を支援する体制への整備に取り組みます。」は、例えば市民大学で学んで、

地域に出て何か課題解決に取り組むとか、地域で活躍するということがなかなかうまく

流れていかない状況の中で、そういう人たちをコーディネートする人材というものも少

し考えながら、情報提供や相談にも取り組むといった、生涯学習推進計画の中心となる

ような部分について方向性として示したものです。

続いて、施策の方向性の５番「生涯スポーツの振興に取り組みます。」についてです。

１つ目「日頃からスポーツに親しめる環境の整備や参加機会の提供の充実に取り組み

ます。」は、スポーツフェアや様々な大会など、身近なところで親しめるスポーツの機

会の提供について示しています。

２つ目「だれもが、身近にスポーツに親しむことができる環境づくりを推進しま

す。」は、学校の体育施設の開放など身近なスポーツ施設の充実について示しています。

３つ目「市内の大学やスポーツ団体等との連携により、地域スポーツや競技スポーツ

の充実に取り組みます。」は、市内にたくさんあるスポーツ団体を通じて体を動かすと

か、健康づくりに役立つようなことにもつながるもの、また、競技スポーツということ

では、例えばオリンピックやラグビーのワールドカップなども意識した取り組みを含め

方向性を示したところです。
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最後になりますが、施策の方向性の６番「ふるさと浦安の芸術・文化の振興に取り組

みます。」に進みます。

１つ目「優れた芸術文化を身近に触れる機会を提供するとともに、市民が日常的に芸

術活動に参加できる環境づくりに取り組みます。」は、音楽ホールや文化会館、公民館

の改修などの環境整備について示しています。

２つ目「浦安市の持つ歴史や文化について理解と関心が深められるよう学校・地域と

の連携を図ります。」は、博物館の活用の他、公民館等で行う行事や地域で行っている

行事、またそれらが連携して行う事業の推進について示したものです。

３つ目「浦安の伝統芸能や技術を学ぶ機会の充実に取り組みます。」は、例えば大塚

家住宅やおしゃらくの伝承など、浦安固有の伝統や芸術を後世につないでいくための取

組について示したものです。

長くなりましたが「５．施策の方向性」については、以上になります。

浦安市教育大綱には、参考資料として、これまで説明しました「４．大綱の目標」

「５．施策の方向性」を一覧にしたものの他、総合教育会議の委員名簿、総合教育会議

の設置要綱及び開催記録の掲載を予定しています。

大綱の構成は、以上です。

今回いただくご意見等を踏まえま修正した上で、２月16日よりパブコメを実施したい

と考えています。次回の総合教育会議は３月に予定したいと考えておりますが、その際

には、パブコメの意見と今回のご指摘を踏まえ修正したものを、お示ししたいと考えて

います。

事務局からの説明は以上です。

市 長：今説明のあった内容について、積極的な意見をお願いします。

委 員：まず、前回の市長の言葉を思い出して、実効性のある教育大綱となっているのかどう

かを見させていただきました。ある程度散りばめられておりますし、それなりの将来に

向けていい大綱だと感じています。

もう一点は、今、世の中の教育の動きを見ると、我が国を取り巻く教育危機というの

がいろいろ生まれていまして、多分、市長もこのあたりのところを気にしながら今まで

政策をいろいろお考えになっていたのかなということを勉強させられました。

大きな課題、緊急的な課題である少子高齢化というところで見ると、子ども・子育て

支援の観点から保育を充実させていくというところとか、子どもの居場所づくり、特に
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学校を活用した、子どもが放課後等に有効な生活ができるようにというようなところを

実現させていくんだなという感じを持ちました。

ただ、問題として保育のほうですね。私、前回は市立の保育園のことしか考えていま

せんでしたけれども、よく見ると地域型保育といいますか、そういったところまで視点

が行っておりまして、保育といえども教育といいますか、子どもを扱いますので、保育

は人なりということで、そういう人をどう確保していくのかというところでも、いろん

な取り組みというか施策が出て、これから来るのかなということで期待ができるなとい

う感じでした。

それから、２つ目にグローバル化という観点で言うと、最近はかなり強調されてきて

いますが、本市の場合、英語教育、義務教育の小学校の英語教育をどう充実させていく

かというところだと思います。これも教育は人ですから、そういう意味ではＡＬＴとか

導入されて非常に充実しているわけですけれども、担任のほうの研修の充実といいます

か、例えばオーランド等に小学校担任の研修で夏休みに行ってもらうとか、現地で英語

に触れる機会が得られるようなものをつくっていくとか。あるいは、専科が必要だとい

うことが言われているんですけれども、試しに英語教育に専科を導入して、浦安に来た

ら、子どもたちは小学校６年には日常の英会話ができるんだぐらいのことをやっていく

と、夢が持てるのかなと。

それからまだいろいろあるんですけれども、格差の再生産とか固定化ということにつ

いて、市長の考え方はセーフティーネットをきちんと、福祉面からもそうですけれども、

学習面からもセーフティーネットを充実させていく。今、学校教育には、福祉が入り、

医療が入り、義務教育も非常に浦安の場合はいろんな形で専門員とか入れていただいて

おるので助かっているんですが、全国的に見ると多分、義務教育が崩壊してもいいくら

いの状況が出ている中で、この対策を進めていただいているということで非常にいいこ

とだと思います。

それから、学校の現場サイドである程度、あらゆる分野でリーダーとして活躍できる

ような人材育成だとか、持続可能な社会づくりですね、子どもをどう養成するかという

大きなテーマがあるわけでして、こういう意味では立志塾等もかかわりますけれども、

かなり学校サイドで力を入れなきゃいけないことになるのかなという感じは受けます。

そして最後にもう１点、先日、埼玉県の入間市の教育委員会を訪問してきました。こ

こは、早い時期から小中一貫教育を続けている学校でして、成果として非常に生徒指導
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の問題、不登校がゼロに近い形になっています。ここ十何年かで。学力も物すごくアッ

プしたという実績を上げております。

別に、文科省から小中一貫教育の義務教育学校の指定を受けようとはしておりません。

浦安市と同じような小中一貫連携というところで実績を上げているわけですが、その背

景は、実を言うと小中一貫だけではないんですね。ゼロ歳児からの、いろんな障がいあ

る子どもたちを二十歳まで連続、緩やかにきちっとした形で対応していっている状況。

浦安も学びサポートというのがあるわけですけれども、ここでは子ども未来室事業とい

うことで、特別支援教育を中心に据えていると。ソーシャルワーカー、それから心理士、

作業療法士などを導入していることが大変功を奏しているということで、今回の本市の

１歳半健診、あれは大変有効な気がします。それを今度、次の幼児、小学校、中学校と

つなげていけるような、きちっとした体制を。これが教育委員会の構えであり、現場の

校長先生方、先生方のきちんとした認識があれば、多分、不登校も半減するんじゃない

かという感じを受けました。

市 長：ほかにいかがですか、教育大綱。

委 員：前回のものを踏まえ、幼児教育も含めた大きな学校教育の分野と、それから社会教育

の分野に整理され、しかも既につくられている諸計画を踏まえた形で向上化されている

というふうに思いました。

目標Ⅰ、Ⅱについて、それぞれ具体的な観点で３つに分類され、わかりやすくできて

います。ここで、イメージしやすいものだとか実効性ということで、具体的なものをど

こまで書いていくかということが、一つ論点になってくるんじゃないかと思います。書

き方をどこまで踏み込むのかが一つ気になるところです。

よりよいものをつくっていくためにやや批判的な見方をしたとき、例えばの話なんで

すが、施策の方向性の３番の「教育環境の整備・充実に取り組みます。」の中に、「生

活困窮世帯等に対し、学習面での支援や経済面での支援を図ります。」とあります。

実際に給食費の減免等々、いろいろなものを行っているわけですけれども、ここまで細

かく踏み込んだ場合、将来的に予算の裏づけが大変になったときに、余りにも縛り過ぎ

ちゃうんじゃないかという点で、先ほど申し上げたように、どこまで具体的に踏み込ん

で書くかということが、どうなんだろうという気がいたしました。

さらに、前回も申し上げたように、浦安の地域性というか地域的な特色等を考えてい

ったときに、あるいはそうした特性を大綱の中に組み込むということになった場合に、
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やはりグローバル化だとか、市内で言えば在住外国人の比率が相対的に高いところであ

るわけで、これはやはり教育の中でも十分生かせるような、そういう側面を盛り込んだ

らどうなんだろうかというふうに思います。そういう意味で、具体的な教育の観点から

すると、国際理解的なものだとか、グローバル的な資質を持った市民を、あるいは子ど

もをいかに育成するのか、というふうなことになってくるかと思います。

そういう点で考えていったときに、施策の方向性の２番「学校教育期の教育・育成の

充実を図ります。」の中で、新たにつけ加わったところの「ふるさと浦安市を愛し、将

来の浦安市のリーダーとして活躍する人材の育成を図ります。」というところで、「浦

安市のリーダー」というふうに浦安だけに限っていいのか、疑問に思います。浦安で育

っていく子どもたちには、もっと広い視野で物を考えてもらいたい。そういう意味で、

「浦安市のリーダー」に限定するのはどうなのかなと、先ほど申し上げたグローバル化

への対応等々を考えていくと、気になるところです。

教育長：私は３点ありまして、１つは簡単なことで、表記の問題で、子どもたちという言葉が

いろいろ出てくるんですけれども、漢字表記と平仮名表記で統一されていない部分があ

りまして、そこを整えていただけたらなと思います。

２点目は、目標Ⅰの中の「Ⅰ－Ⅱ 学校教育期の教育・育成」というところで、小中

学校という言葉が一つも出てこないですね。できれば、「就学前教育段階から高等学校

教育段階まで」という表記の仕方のところに、小中学校とか義務教育段階とかという言

葉を入れていただけるとよいかなと。何かかなり橋が架かってしまっていますが、やは

り小中学校がメインですので、そこはちょっと表記をお願いしたいなと思いました。

３点目は、施策の方向性の３番「教育環境の整備・充実に取り組みます。」というと

ころなんですけれども、浦安市の教育が他市と全然違うところは、市独自に採用してい

る各種教職員がたくさん配置されているところで、これは本当に本市の特色ある施策だ

と思っています。ですので、この中の最後でいいですので、市独自に採用している各種

教職員というような言葉をぜひ入れていただきたいなと思いました。そうすると、浦安

市の特色がまさにここに出てくるんではないかなと思いました。

あとは、教育ビジョン、生涯学習推進計画、それから子ども・子育て支援総合計画等

がかなり網羅されて、施策を推進する立場からするとよくわかる内容になっているなと

思います。

委 員：ちょっといいですか、１つ思いついたので。
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市 長：はい。具体的によろしくお願いします。

委 員：施策の方向性の３番「教育環境の整備・充実に取り組みます。」というところに関し

てなんですけれども、その中の７つ目の丸印ですね、これ非常に大事なことですが、

「学校を取り巻く諸問題に対し、市長と教育委員会が積極的に連携を図り対応しま

す。」とあって、これ、今回の教育制度改革の中でもメインなんですね。それがこの施

策の方向性の３番だけでいいのかなという。市長の挨拶のところなのか、どこに入れる

べきかわからないですけれども。

教育長：もっと上位でもいいのではないかと。

委 員：ええ、そんな感じを受けました。ちょっと事務局のほうで検討してみてください。

市 長：すごく良いご指摘です。確かにこれ、全てに関わる問題なので、施策の方向性の前文

の中に入れちゃったほうがいいですね。

あと、私のほうから。施策の方向性の１番の中で、「幼稚園・認定こども園・保育

園」に順で書いてあるけど、こういう並びでいいの。幼稚園・保育園・認定こども園の

順番じゃない。ここちょっと、ある意味大事なところなので。

行政経営室長：ここは、保育幼稚園課に確認しています。

市 長：それと、施策の方向性の２番の中に「小中連携・一貫教育を重点的に推進し」とある

けど、この「重点的に」って言葉が気になる。

教育長：重点的に、柱にして取り組んでいきたいということです。

市 長：モデル校をつくって推進するということじゃなくて、全校的に進めていくという意味

だよね。

教育長：そうです。まだこれは内々的な考えですけれども、小中連携・一貫教育を各中学校区

を中心に進めていく中で、将来的には一貫校を見据えながらやっていきたいと考えてい

ます。まずは小中連携・一貫教育をやっていくという。

市 長：それから、さっき言われていた「将来の浦安市のリーダー」って、確かにこれは狭過

ぎですよね。「浦安市」は取ってもいいかもしれない。本当は、国を愛し、ふるさと浦

安を愛しってところまで書かなきゃいけないと思うんだけれども。

あと、先ほど委員が予算の裏づけのことを心配されていましたが、少なくとも今の財

政のほうの見方からすると、ここ十数年近くは不交付団体に転落しないだろうという中

長期の展望を描けていますので、多分、皆さんが生きているうちは大丈夫だろうと。

それと、あれですね、教育長の言われた市独自に採用している各種教職員という文言、
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これは私も入れてほしいかもしれない。

それともう一つ、施策の方向性の５番の中で「市内の大学やスポーツ団体等との連

携により、地域スポーツや競技スポーツの充実に取り組みます。」と書いてあるけど、

今、高校が物すごく積極的に、例えば弓道なんかは、浦安高校が全面的に弓道連盟と

連携を図りはじめたりしているので、ここは「高校・大学」と入れたほうがいいね。

市内の高校４校、野球、サッカー含めて、かなりいい方向に行くんじゃないかなと思

っているので。

それから、今委員にお配りしたものを見てもらえますか。

企画政策課長：では、そちらについてちょっとご説明をさせていただきたいと思います。

施策の方向性の１番、４つ目の丸印のところで、「発達の状況を早期に把握し、その

後の教育・保育につなげられるよう、超早期療育に取り組みます。」という文章があり

ますが、発達の状況というだけでは具体的にどういうものだかがつかめないというご指

摘もいただいております。また、先ほど、委員から入間市の例をいただきまして、その

中でもゼロ歳から緩やかな連続した対応ということで、さまざまな効果が生まれている

というお話もいただいております。そこにも繋がるかなと思っております。

修正案として、委員の方々の手元に2つの文案をお示ししましたが、２つのうち上の

案です。発達障がいを早期に発見し、滑らかに教育・保育の支援へとつなげられるよう、

超早期からの療育に取り組みますということで、今回、次年度から動き始める予定の超

早期療育について、教育の視点からこちらに入れ込むこととし、この４つ目の丸印につ

いては置きかえたいと考えております。

市 長：今、企画政策課長のほうから説明があったんですけれども、実はちょっとこれ全部見

ていると、この上の１のほうを見ていると、上にも「滑らかな接続」と出てくるよね。

滑らかというのが２つ出てくるんですよ。滑らかな接続と滑らかな教育・保育への支援、

これ問題ないのか。滑らかという言葉より、もっとうまい言葉があれば。スムーズとか。

これはちょっと書き方は、あとで検討して。

もう一点、施策の方向性の２番「学校教育期の教育・育成の充実を図ります。」の中

で、「時代に応じた学習や個に応じた指導を重視」すると書いてあるんですが、どこに

もＩＣＴの活用がうたっていないんですよ。せっかく千葉工大からのタブレットのこと

もあり、それから、これから話しますけれども、とある中学２年生の男子生徒の要望も

ありということで、「積極的にＩＣＴを活用し、時代に応じた学習」とか、こういう文
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言を入れたほうがいいんじゃないかな。

教育長：ＩＣＴと入れるか、またはアクティブラーニングとか。

委 員：いや、ＩＣＴ。アクティブラーニングだと、もっと広くなってしまう。

市 長：ＩＣＴを活用していくのに本当に学校の先生たちがついていけるかというのは、どこ

でも問題になるんだけれども、学校の先生たちに対するサポートって、どうしたらいい

のかな。子どもたちは、機械だけ与えていけばどんどん進んでいけると思っているんだ

けど、問題は先生が置いていかれないか。

それから、この辺で、これ配ってもらおうかな。

とある中学２年生の男子生徒が、先日開催された東大の先端科学技術研究センターの

中邑先生の講演会が終わった後に、中邑先生と彼のお母さんと３人で市長室に来て、私

の前で演説したんです。このとき教育長も立ち会ってくれたんですが、今お配りしたの

が、彼が私の前で演説した全文で、当然、彼が自分でつくった文章なんですけれども、

中邑先生から、きょう君はこの機会に市長に要望することがあるんだろうと言われて、

目の前で立ち上がって、スマホを操作しながらこの全文をスピーチしたんです。僕は、

好奇心があり、学びたいことはたくさんあるけれど、コミュニケーションが苦手なので、

学校へのパソコンの持ち込みを許してほしいと、おおよそそのような内容です。

私は当然、今までいろいろ、書字障がいの人たちに対してもタブレット、アイパッド

は有効だというのはわかっていたので、積極的にやっていると思っていて、本人から言

われたので、最初何のことかわからなかったんです。きのうのＰ連の会合でも、全然こ

れが進まないと聞きました。教育長にも言ったら、学校現場では心配がすごくあると。

まず壊される、それからやっかみ、ひがみ、いじめ。なるほどなと思ったんだけれども、

今すぐ必要としている子に与えて、そんな問題は後から幾らでも解決できるだろうと、

いじめの問題だって何だって。要は、彼は今困っていて、高校に行っても理解されない

かもしれないという心配をしているんですよ。

こういったことを言われて、もうあしたにでも動かなければいけないのが今の教育の

現場なんじゃないのかと思っている。まさに、大綱の中で「時代に応じた学習や個に応

じた指導を重視し」と言っているんだから、新学期からとかじゃなくて、もうあしたか

らやるべきじゃないかというのが私の一番の思いなんですけれども、教育委員の皆さん

はどう思いますか。

委 員：それはどんどんやるべきだと。教育というのは目的であって、タブレット、これは一
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つの道具なんですよね。そういう意味で、何を学習させるのか、何を目標にして、何を

しようとしているかによっては、ものすごい有効なものになったりするので、今、先生

方はそれを研究しようとしているわけです。

市 長：研究するのは幾らでも構わないんです。それはどうぞ、やってくださいと。そうじゃ

なくて、目の前の子がこれで救われるんだったら、あげなさいと、目の前で、あしたに

でも。それが、実効ある教育大綱ということで。

教育長：学校としては、保護者ともお会いして、どのようにアイパッドを使っていくかという

ところを考えていく必要があるかと。与えるのは、いつ与えてとか……

市 長：それはもう、先生が適宜判断すればいいことではないのかな。

教育長：そうですね。で、センターのほうでは、やはりほかの学校にもそうしたＩＴをもっと

活用しなくてはいけないとか、あるいは、ヘッドホンをかけたほうがいい子とか、そう

いうことを今かなり全市的に実態を把握して進めています。

市 長：それはぜひ積極的に、あしたからでもやってほしい。

委 員：今、市長のほうから出された事例というのは、結局、大綱の案の中でいうと、施策の

方向性の２番の「学校教育期の教育・育成の充実を図ります。」の２つ目の丸印ですね。

そこに「個に応じた指導を」と書いてあるわけで、まさにこうした子どもの実態を踏ま

えてやっていくということが、ここには織り込み済みです。

市 長：ここまで言っているんだから、もっと進みましょうよという話なんです。

委 員：それで、やはり市、それから教育委員会のほうでも、実際に推進してきているＩＣＴ

のことについては、ちょっと入れてもいいのかなというふうに思いますね。

委 員：それともう一つ、実効性ということで、幼児教育、これはこども園を順次どんどん増

やしていこう、預かり保育、３年保育をがんがんやりましょうという話とか、市長が言

っていて、まだできていないものを。今書いてあるのは、大体今できていることでしょ

う。できていないものをぱんと打ち出していくというようなことも。例えば、保育士の

待遇を浦安の場合、他市とか東京都よりもよくしていきますよとか。教育は人なりです

から、いい保育士が集まらなきゃいけない。そうでなければ、いい保育ができるわけな

いんですよ。

市 長：それは28年度の予算の中で、施政方針の中で入ります。

委 員：こういうのもどんどん入れ込んで。

市 長：そこまでやっていったら、どこまでやるかという話になる。
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あと、「熱中力・体力」っていう表現はどうなのかね。就学前「保育・教育」指針に

入っているの。

それと、ちょっと気になったのは、施策の方向性の５番「生涯スポーツの振興に取り

組みます。」のところだけれども、ここに書いてある地域スポーツって何を指すの。競

技スポーツというのはわかるけど。

教育長：各地域で行われているサッカーであったりとか。

市 長：そういうのは競技スポーツじゃないの。

教育長：いえ、地域スポーツです。もっと専門的なのが競技スポーツって分けているんですよ

ね。子どもたちとか地域の方が好きでやっているのとか、健康に気をつけて、スポーツ

に親しもうとやっているのが地域スポーツだと。

企画政策課長：地域スポーツと競技スポーツという言い方とか、あとはトップスポーツと地域スポー

ツという言い方を文科省のほうでもしているようですが、イメージとしては、競技スポ

ーツというのはプロフェッショナルとか記録を競うような、そういうレベルのスポーツ

のあり方で、一方で地域スポーツというのは、日ごろ市民が親しむといったような視点

でスポーツを捉えるときの言い方ということで、競技を区別するのではなくて、スポー

ツの扱い方を区別した言い方というふうに理解しています。

市 長：定義があるなら別にいいんだけど、あんまり一般的に使わないよね。もっと的確な言

葉があれば。ただ、定義がきちっと、パブコメで答えられるんだったら、別にいいです。

あと、ほかにどうでしょう。大綱だけじゃなくて、全体的な面でもいいです。

委 員：全体的なこととしては、やっぱり常に考えておかなきゃいけないかなと私が思うのは、

家庭の役割と、行政のやれることはどこまでなのか、ということです。家庭から言われ

たことを全て行政でやれるかと言っても、やれないことはあるわけです。今回の大綱の

中には直接は出てこなかったんですが、家庭教育が一般に貧困化してきていると言われ

ている中で、家庭教育をどう充実させていくかというようなことも重要です。

市 長：本当は一番大事なんですよね。家庭教育を補完するものが公教育なんですよね。

委 員：地域社会もそうだし、家庭そのものが崩壊していることとか、核家族化が進んでいる

とかあるけれども、家庭教育っていうのは大きな要素ですね、教育にとってね。

教育長：ぜひ、大綱の「はじめに」の市長のご挨拶の中に、家庭教育が基盤となって、行政の

教育が生きてくるというようなことを書いていただけるといいかなと。

委 員：全部、学校の先生に責任を負わせてはいけない。
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市 長：モンスターペアレント対策ですね。本当はそういうのが現状言いたいんです。

さて、大分追加されたよね、いろいろね。きょう欠席の２人の委員にも、追加したも

のを渡すんでしょう。それでもってパブコメですよね。

企画政策課長：この後、パブコメを予定しています。今日いただいた意見、できるだけ反映させます

が、パブコメまでに修正等し切れなかったものは、パブコメの意見とともに検討、対応

させていただき、第４回の会議に諮る前に皆さんに確認をいただいた上で、最後の会議

は最終調整のうえ協議完了することを目標としたいと考えております。以上です。

市 長：それでは、締めたいと思いますけれども、さまざまなご意見ありがとうございました。

今、企画政策課長から話がありましたように、今回の皆さんのご意見と、パブコメでの

意見を踏まえて、次の会議で決定稿にしたいと思いますので、よろしくお願いします。

お疲れさまでした。

午後６時５２分 閉会


