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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28年10月13日（木）午後４時～午後６時

２．開催場所 市役所４階 災害対策本部室

３．出 席 者 松崎市長、細田教育長、川端教育委員、西脇教育委員、宮澤教育委員、舘教

育委員

千葉県教育委員：京谷委員、上西委員

４．事 務 局 企画部長、企画部次長、秘書課長、企画政策課長、企画政策課長補佐、企画

政策課主任主事（司会）

教育総務部長、教育総務部次長（教育政策課長事務取扱）、教育総務課長、

指導課長、教育研究センター所長、教育総務課総務係長、教育政策課長補佐、

教育政策課教育政策係長

生涯学習部長、生涯学習部参事（生涯学習部次長事務取扱）、生涯学習部次

長、生涯学習課長、市民スポーツ課長

健康福祉部次長、健康福祉部副参事（障がい事業課長事務取扱）

保育幼稚園課長、青少年課長

会議の概要

１．開 会

２．議 題

（１）「子どもに夢を与える教育」について

・本市の教育行政に関する取り組み状況と課題について

・「子どもに夢を与える教育」とは

（２）その他情報交換

３．閉 会
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午後４時００分 開会

司 会： 只今より平成28年度第２回浦安市総合教育会議を開催いたします。

本会議は、浦安市総合教育会議設置要綱第６条に基づき、公開で行います。本日は、

傍聴の方がいません。

本日は、浦安市在住・在勤の千葉県教育委員であります京谷和幸委員と上西京一郎

にご出席をいただいております。事務局からお二人のプロフィールを紹介させていた

ただきます。

京谷和幸委員は、元車椅子バスケットボール男子日本代表の選手として、2000年の

シドニーパラリンピックからアテネ、北京、ロンドンと４大会連続でパラリンピック

に出場、北京大会では日本選手団主将を務めていらっしゃいました。その後、指導者

としての道に進まれ、2016年の４月からは車椅子バスケットボール男子日本代表U23

のヘッドコーチに就任され、ご活躍をされていらっしゃいます。また、スポーツシー

ン以外でも障がい者雇用支援事業の会社にて障がい者がより一層、社会で輝ける機会

を創出することを目的とした障がい者チャレンジサポーターとしてご活躍されている

ほか、学校や企業、団体などで講演会の講師をされていらっしゃいます。そして、

2011年より千葉県教育委員を務めるなど、活躍の場を広げていらっしゃいます。

上西京一郎委員は、1980年、株式会社オリエンタルランドに入社、2003年取締役総

務部長、2005年取締役執行役員本部長、2008年取締役執行役員経営戦略本部長を経て、

2009年より第７代代表取締役社長兼ＣＯＯ社長執行役員に就任され、同社の成長に大

きく貢献をされていらっしゃいます。また、2011年浦安市において東日本大震災から

の復旧復興に取り組むための方針となる復興計画を策定するに当たって、学識経験者、

関係団体の意見・意向を反映させるために設置しました浦安市復興計画検討委員会の

委員として、復興計画の策定にご尽力をいただきました。また、2012年より、千葉県

教育委員を務め、ご活躍をされていらっしゃいます。

ここからの議事進行は、松崎市長にお願いします。

市 長： 改めましてよろしくお願いします。

本日は、千葉県教育委員の浦安市在住・在勤ということで、京谷委員と上西委員に

お越しいただいています。改めて私からも御礼申し上げたいと思います。

浦安市の総合教育会議はフラットな会議にしたいと思っています。忌憚のない意見

をいただきたいと思います。それが浦安市を介して、また千葉県の方にも大きな影響
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を与えられるんだろうと認識しております。今日は２時間という大変短い時間ですけ

れども、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、議題が二つありまして、一つ目の「子どもに夢を与える教育について」、

これは本市の取り組みの現状を説明、また教育長から補足説明や課題など説明してい

ただいた上で、京谷委員と上西委員から、それぞれ率直な感想とご意見をいただく形

で進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

また、私の方からもさまざまな問題提起を含めて話をさせていただきますので、よ

ろしくお願いします。

それでは、教育総務部の次長から説明をお願いします。

教育総務部次長： どうぞよろしくお願いいたします。

皆様に「子どもに夢を与える教育について」、意見交換をいただくために、まず本

市教育行政に関する取り組みの状況についての主なものをご紹介させていただきます。

まず、本市教育行政の指針となる浦安市教育大綱について説明します。教育大綱は、

本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策や子ども・子育て支援等を円

滑に推進するための二つの目標と、その目標実現のための六つの施策の方向性が示さ

れております。

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」の育成、これは浦

安市教育ビジョンの基本理念になっています。それから目標Ⅱ、「自ら学び ともに

高め合い 地域に生きる生涯学習」の実現、これが生涯学習推進計画の基本目標にな

っており、この二つの目標の下、施策の方向性が六つ書かれておりまして、この施策

に基づいていろいろな事業を進めているところです。

それでは、それぞれの施策の方向性ごとに主な事業をご説明いたします。

まず、施策の方向性１、「乳幼児期の教育・保育の充実」です。幼児教育から小学

校教育の学びの連続性を意識し、お兄ちゃんやお姉ちゃん、弟や妹のような子ども同

士のかかわり、体験を通して、幼児期から小学校へと「学び」と「育ち」を豊かにつ

なぐ取り組みなどが進められております。

次に、施策の方向性２、「学校教育期の教育・育成の充実」です。入船小・中学校

での合同合唱や、見明川小・中学校での中学校の数学教員による小学校算数授業の実

施など、小・中学生、教員の交流を深めることによって就学前から小学校生活、小学

校から中学校生活に向け、入学時の生活の変化や戸惑いを減らして、期待を高めて接
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続できるよう取り組みを進めております。

まず、今年度で６回目を迎えました「ふるさとうらやす立志塾」です。東日本大震

災で液状化被害を受けた本市だからこそ、これからの地域社会、ひいては日本を背負

って立つリーダーを育成することが重要であるという市長の強い思いから、震災の年

に新規事業として立ち上げた事業です。第１回は浦安市内で、第２回からは市内での

研修に加えまして、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県石巻市周辺の沿岸部を

訪問、研修を行ってきました。

昨年からは、新たに放射能という課題に直面している福島県を研修先に加えて研修

を行っているところです。

また、今年度から始まった「ふるさとうらやす自立塾」です。中学２年生を対象と

した立志塾に対し、この事業は小学校６年生を対象にリーダーとしての資質・能力の

素地となる力や郷土愛を育むことを目的に、市内の全小学校32名が参加し、実施しま

した。研修は長野県の大町市で、５泊６日の短期山村留学を行い、浦安とは全く異な

る自然や生活、文化に接する活動や、現地の小・中学生との交流を図り、忍耐力やコ

ミュニケーション能力、自立心などの生きる力を培ったところです。

自分のことは自分でやる、自分たちで話し合って決める、そういったコンセプトの

もと、サバイバルキャンプや、湖でのカヌー、登山などの自然体験をたっぷり行って

きたところです。

また、単にこれからの国際競争に勝つ子どもを育成するだけでなく、これまでの方

法ではなかなか学習が困難である子ども、あるいは授業についていくことが難しい子

どもをサポートするなど、児童生徒一人一人の情報活用能力を育成するため、平成27

年度より入船小・中学校、及び高洲中学校をモデル校としてタブレットの活用を開始

したところです。

既に入船中学校では、タブレットを一人一台使える環境を備えておりまして、来年

度には千葉工業大学からタブレットの寄附を受けまして、高洲中学校も同様の環境を

整えていこうというふうに考えております。

さらに、平成27年度理科教育推進校である入船中学校の余裕教室に、小型植物工場

１台とワゴン型植物工場６台を導入しました。入船中学校では、生徒たちから有志を

募って環境局を立ち上げ、子どもたちが播種から収穫まで責任を持って育てるという

活動に取り組み、自主性を養っております。また、退職した元中学校理科教員を栽培
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担当者として雇用し、運営責任のサポートや、生徒への栽培指導も行っているところ

です。

ワゴン型植物工場は移動が可能なため、隣接する入船小学校に貸し出しし、理科教

育等に活用したほか、今後は理科支援ティーチャー配置校への貸し出しから初め、市

内全小・中学校への貸し出しまで広げ、環境教育や食育での活用を進めていこうと考

えています。

次に、施策の方向性３、「教育環境の整備・充実」です。市では、全小・中学校に

ＡＬＴ（外国語指導助手）や少人数教育推進教員を初め、スクールライフカウンセラ

ーや学校司書、心身障がい児補助教員を配置し、外国語になれ親しみ、コミュニケー

ション能力を高めることや、少人数指導、習熟度に応じた指導でわかる授業、できる

授業、さらには安心な学校生活だとか、読書活動、特別教育の支援など、さまざまな

教育課題に対応しまして、ソフトの面では他市では類を見ない児童生徒の支援を行っ

ているところです。

一方、ハード面では、全小・中学校の耐震化率については、100％完了しておりま

して、エレベーターの設置や普通教室、特別教室を初め、体育館や武道場にもエアコ

ンを整備し、学習環境の向上を図りました。

さらに28年度中には、体育館、トイレの改修だとか、多機能トイレを設置するとと

もに、未整備であった会議室にもエアコンを設置する予定で考えております。

次に、施策の方向性４、「学習機会の充実と学習成果を活かせる環境づくり」です。

本市では生涯学習施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成24年度に生涯学習推

進計画を策定したところでございますが、現在、平成31年度を初年度とする第二次生

涯学習推進計画の策定に向け、鋭意作業を進めているところです。

また、生涯学習の拠点であります文化会館や公民館、図書館などは、たくさんの市

民の方に活用され、非常に高水準の生涯学習環境にあるというふうに言えますが、建

築後、30年が経過する施設を対象に、順次、改修工事を実施していくこととしており

まして、改修時には太陽光発電、ＬＥＤ化など、省エネ化に取り組むとともに、授乳

室やバリアフリー化など、さまざまな人に優しい施設づくりを目指しています。

６月にリニューアルオープンした富岡公民館に続き、今後は来年４月に文化会館が

リニューアルオープン、中央公民館や中央図書館などは、順次大規模改修を行う予定

です。
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次に、学習が遅れがちな中学生を対象に、放課後や土曜日を活用して学習習慣の確

立や、基礎的・基本的な学力を身につけさせるための学習支援を、大学生や教員ＯＢ

など、地域住民の協力により取り組んでいます。なお、この事業につきましては、国

や県より学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金の交付を受けておりまして、平

成29年度からは全公立中学校９校で実施していく考えです。

また、子どもたちに日常とは異なった専門性の高い活動を体験する機会を設け、み

ずから学び、体験することによる気づきや、トップレベルの知識・技術に触れること

による知的好奇心の向上など、未来の浦安を担う子どもたちを育成する一助として、

市内３大学などの協力を得て、大学キャンパスを会場として「うらやすこども大学」

を開催しています。

次に、施策の方向性５、「生涯スポーツの振興」です。本市のスポーツ競技の中心

となる運動公園スポーツ施設整備事業もいよいよ大詰めを迎えまして、写真左は８月

１日にオープンをしましたアーチェリー場です。オリンピック・パラリンピックでも

採用されている70メートルの距離と横幅が15メートルを有する国内でも屈指の規模の

施設となっております。写真右の全面人工芝の野球場が平成29年４月にオープンする

予定となっています。

また、同じ運動公園内にあるスケートボード場も、面積を現在の３倍に拡張いたし

まして、ストリートセクションの階段、縁石や手すりなど、18設備を配置、全国大会

が開催できるトップクラスの施設として、平成29年３月にオープンする予定となって

います。

また、浦安南高校の脇の行き止まり道路があるんですが、この用地を活用いたしま

して、ハードコート仕様のテニスコート２面を整備することとしておりまして、車椅

子テニスができる環境も整備中でございます。

次に、運動公園につきましては、29年度にジョギングコース及び駐車場の整備を行

いまして、平成20年度から始まった運動公園のスポーツ施設整備事業は完成を迎えま

す。

次に、本市は平成22年10月10日に「生涯スポーツ健康都市宣言」を行い、「スポー

ツで輝け」をキャッチフレーズにスポーツの普及、振興を推進してきています。平坦

な浦安で、誰もが取り組めるウォーキングをリーディング事業と位置づけ、昨年度ウ

ォーキングマップを作成しました。お手元に配付してあると思いますが。今年度はマ
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ップに掲載されているコースを回るイベントをスポーツ推進委員や軽スポーツ協会主

催で開催しています。

また、運動公園の完成とともにハード面が整備されることから、現在、第二次生涯

学習推進計画の改定にあわせて、スポーツ基本法をもとにしたスポーツ分野の推進計

画を盛り込んで、ソフトの面での充実を図っていく、そういうふうに考えております。

次に、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催後、スポーツ振興の好機

と捉え、オリパラを目指す高い意欲や意識のある優秀な選手の育成を図ることを通じ

て、市民のスポーツに取り組む機運の醸成を図ることを目的に、平成27年度より市か

ら育成補助金を交付しました。水泳２名、サッカー２名、シンクロ１名、この８名の

方に補助金を交付したところです。今年度の候補選手につきましては、約20名を数え

る人数となっております。

また、東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴いまして、できればトップア

スリートと交流する機会を創出したい、加えて2018年には、世界女子ソフトボールが

千葉県で、2019年にはラグビーワールドカップが日本で開催をされます。それらを含

めて事前キャンプの誘致に取り組んでいきたいと考えております。

施策の方向性の最後６、「ふるさと浦安の文化・芸術の振興」です。現在、新浦安

駅前というアクセスのよさを生かしまして、市民による芸術文化活動の振興を初め、

優れた芸術と文化を浦安から発信していくための拠点施設を整備しております。

上質な音楽設備を備えた300席程度の音楽専用ホールと、それから多様化する芸術

文化活動のニーズに対応した多機能ホールなどの施設で、こけら落としにつきまして

は来年４月14日、ピアノ開きについては来年４月29日を予定しております。

最後になりますが、青少年にもっと管弦楽器に親しんでもらい、浦安を生涯にわた

り音楽活動のできる身近に音楽があふれるまちにと、浦安シティオーケストラと市が

協働で立ち上げた浦安ユースオーケストラの管弦楽団が結成されました。29年４月の

第１回定期演奏会に向けまして、小学校４年生から22歳まで管弦楽器の初心者、それ

から経験者の方々が毎週日曜日、日々練習に励んでいるところです。

以上、本市の教育行政の取り組みをご紹介させていただきました。

市 長： ありがとうございました。

それでは、教育長から補足説明と今後進めていく上での課題などがあればお願いい

たします。
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教育長： 舘委員が今日から教育委員会議ですとか、総合教育会議にご出席いただきましたの

で、私からも市の状況や課題を説明させていただけたらと思います。また、県の教育

委員の先生方にもおいでいただきましたので、市が取り組んでいることを知っていた

だけたらと思います。

今、次長から説明しましたとおり、本当に浦安市の強みは、人的な配慮、そして物

的な環境、そうしたものがかなりの水準で整えられてきています。これはまずは市長

の子どもたちに対する思い、子どもたちを育てていくことが浦安市を発展させる、市

にかかわっていく力を育てる、そういうことを本当にご理解いただいて、施策を進め

させていただいているおかげだと思います。

また、浦安市は子育て支援に対しても温かく、手厚く、そしてまた早期から対応し

ている。これは学校教育、そして社会教育にも大きな成果が期待されるし、また出て

いると思っています。

私は、まず子どもたちには本当に夢を持ってほしいと思っています。そして市民の

方々には生きがいを持って、自分の一度しかない人生ですから本当に楽しんでほしい

です。またそうしたことを市の活性化とか、発展に向けていただけるとすごく嬉しい

です。

浦安市の皆さんは、本当に市政に関心が高いですし、またすばらしい人材の方がた

くさんいらっしゃいます。そうした方々のお力も借りながら、学校教育、社会教育が

進めていかれるといいなと思っています。

浦安市が他市と比べても遜色がないどころか、相当豊かな学校教育、そして生涯学

習が進めらていると思っていますが、その第一の要因は予算的な配慮だと思います。

今年度も市の歳出の約20％を教育にいただいております。金額にすると143億円とい

う額ですけれども、これがなければ何も進まないと思うんです。そしてまたそうした

予算をいただいていることで、施設ですとか環境整備が他市から見て羨ましがられる

くらい整備が進められているということです。学校のバリアフリー化はほとんど進ん

でいます。どこの学校にもエレベーターがあります。そして空調も全て整っている。

体育館までエアコンが整備されているところは、県内でほかにないのではないかと思

っていますし、柔道場、剣道場も整備していただきました。そして何より、どこの学

校もトイレをきれいにしていただいているので、子どもたちが学校で落ち着いて生活

できている大きな要因になっているのではないかと思います。こうしたものが本当に
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子どもたちを豊かに育てる基盤になっていると思っています。

また一方、公共施設についても、公民館、図書館、博物館、これから整備します音

楽ホール、そしてスポーツ施設、市民が活動の拠点とできるようなところがこんなに

整備されているところはないと思っています。

人的な配慮、支援にも優れており、各学校にはＡＬＴ、そして学校司書、そしてス

クールライフカウンセラー、これはかなり早くから配置しています。それらは時の教

育長や市長に配備していただいたおかげです。そしてまた警備員も全ての小学校に配

置されています。こうしたところをいち早く対応していただいたおかげで、子どもた

ちはいろいろな大人や多種多様な職種の先生方から見守られ、そして励まされ、指導

されて、学校生活が営まれている。本当に恵まれた環境で子どもたちが育てられてい

る。また、市民もそれぞれの活動が進められているという証ではないかと思っていま

す。本当に感謝しております。

市内には九つの中学校があり、その中学校を核にして、幼稚園、保育園、小学校、

中学校が連携をして、小中連携一貫教育というのを進めていくこととしています。８

月21日を小中連携一貫の日と定めて、必ずこの日には市内の幼稚園、保育園、小・中

学校の全部が集まって、中学校区の子どもたちの課題や目指す方向性、まず何に取り

組んでいくのか、それを話し合って、同じ歩調で、同じ方法で教育を進めていくこと

としています。小中連携一貫の日を決めたのは…。

教育総務部長：３年前です。

教育長： 日を決める前からも夏休みに各校でそのような話し合いをしていました。以前は開

催日がばらばらでしたが、日を決めたことでみんなが安心して開催できるようになり

ました。それが根づいてきていることで、中学校区で取り組んでいこうという意識が、

また機運がとても高まっているなと思っています。

また、学校を応援する応援団として健全育成連絡会があるんですけれども、これは

自治会から保護司、民生委員、主任児童委員、相談員、補導員、ＰＴＡ、そして小中

学校の職員、みんなが出て中学校区の子どもたちの様子、あるいは取り組みについて

相談し、話し合い、そして中学校に行くまでの子どもたちをサポートする。この仕組

みは他市にない、すばらしいものだと思っていますし、応援団が力強いなと思ってい

ます。

施設や予算、人的にも配慮していただいているところですが、やはり課題もありま
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す。それは夢を持てていない子どもたち。いじめであったりとか、不登校であったり

とか、経済的な問題であったりとかで辛い思いをしている子どもたちはどうしてもい

ますので、そういう子どもたちに対する対応を進めていかなくてはいけないと思って

います。

実は今年度統括訪問相談員という、ソーシャルスクールワーカーと同じような働き

をする退職校長を２人配置させていただいて、その方が学校や家庭訪問したり、そし

て地域のいろいろな関係機関を結ぶ役割をしていただいています。ここに期待はして

いるところですが、まだまだ不登校の問題、いじめの問題が課題となっています。

また、一方では、教職員の指導力です。子どもを育てるにはこれが一番大事だと思

っています。ｉＰａｄなどＩＣＴ環境が整備され、人的な支援もされています。後は

それをどう生かすか、教職員の指導力が課題になってくると思います。

そしてもう一つは、子どもを育てるには学校、地域、そして家庭。私はなかなかま

だ家庭教育力が不十分だと思っています。それと同時に、学校を支えるＰＴＡ活動に

ついても、学校や子どもと距離があったり、できれば余り参加したくないという保護

者もいたり、これも課題だと思っています。

そして、生涯学習については、市民が自分のやりたいことや取り組みたいことがで

きる環境が整っています。ただ、自己満足で終わるのではなく、横の広がり、そして

また自分で得た力をまちづくりに生かしてもらう。それから地域に還元していく。そ

うした機運がもっと高まってくると、まちづくりへの応援団などの力がもっと高まっ

てくるのではないかと思っています。人材が豊富なだけにそこをもっと期待したいと

思っています。

まとまりませんが、浦安市は本当に恵まれた環境にある。そこをもっと充実させて

いくということが必要で、なかなか夢を持てない子どもたちに光を差していけたらい

いなと思っています。また、教育委員の皆様からも、もっともっとご意見をいただい

て、子どもたち、そして市民の方が浦安に住んで良かったと思うようになればいいな

と思います。よろしくお願いいたします。

市 長： ありがとうございます。

川端委員： 今の説明の中で、もうちょっと強調したらいいかなと思ったのは、特別支援教育。

19年からでしたっけ。浦安市はいち早く特別支援教育を始め、まなびサポートチーム

を立ち上げて、各学校を回っているんですね。学習障がい、ＡＤＨＤなど言葉は知っ
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ているけど、それが学びにどのような障がいとなるかはあまり知られていないなか、

そのような難しさを内包しているお子さんたちへの支援のチームを立ち上げて、きめ

細かく支援してきました。

私は千葉県の特別支援教育の相談員を３年前からやっています。特別支援というの

は、前は何ていいましたっけ。

教育長： 特殊教育です。

川端委員： 特殊教育、通常の人は受けない教育を受けるというような発想なんです。特別支援

の学校の教員になるということは、普通の学校で教えることが難しいから、というニ

ュアンスを感じている先生がいるかなと思います。今日、県の特別支援の担当者とお

話をしましたが、まさに教育の原点を感じさせるような教育環境が特別支援にはある

わけです。数人の子どもたちを見て、例えば算数ってどういうことなのか、漢字を覚

えるってどういうことなのか。そういうことの基本を学べるんです。だから優秀な方

ほど、まず特別支援を担当して、教育って何なのかということを知り、子どもたちに

もっと教科の本質を教えていっていただければと思います。教員の配置は、浦安市で

できないんでしょうけれど、特別支援教育に非常に優秀な方を配置していただければ

と思います。

浦安市は他の市にないような取り組みをやっていますが、より他の市に誇れるよう

な形を充実していくといいなと考えています。

それから、市長のアイデアで１歳半健診に。

市 長： ゲイズファインダーね。先生から皆さんに説明してもらえますか。

川端委員： ゲイズファインダーというのは、１歳半健診で社会性に何か問題がないかというの

を確認するために、モニターの半分に人、半分に幾何学的なものを出して、どっちを

見ているかということをみる検査です。どちらを見ているかを観察するだけで、通常

の社会性を持って育っているのか、何か注意して育ててあげないといけないか、そう

いったことがわかるんです。

市 長： 資料を後でお願いいたします。

川端委員： 私は眼科医なので、その検査では、１歳半の子が注視をしている様子を観察するん

です。斜視があったりすると変わった測定結果が出るんですよ。

市 長： 多分、いきなり言われてもわからないと思うんですけれど、今、幼稚園、保育園、

小学校などで一番問題になっているのは発達障がいなんですよ。発達障がいで学級崩
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壊が起きつつある。それを今、５大学が連合を組んで、連合小児発達研究科というの

をやっている。赤ちゃんはお母さんの膝の上で画面を見ているだけで、画面が５秒ず

つパッパパッパ変わっていき、わずか２分。そのとき１秒に50回ぐらい目の動きを記

録する、その装置を作ったのが、ケンウッド。市がタイアップしながら、ゲイズファ

インダーを使った健診をやろうとしています。

障がい事業課長： 昨日初めて１歳半健診で実地研修をしましたが、44人中15人が実施しました。来年

１月からが本格実施になります。

市 長： 早期発見、それから相談、療育まで一緒にやろうとしているのは浦安が初めてなん

です。これはどこの自治体のトップも担当に頭を抱えている問題です。

市 長： 西脇委員、もし何か補足があれば。

西脇委員： 補足ではないんですけれども、先ほど市長、それから教育長からのお話で、浦安は

県の中でも恵まれているというお話でした。せっかく県の教育委員の方々が来ている

から、やや要望的な感じに捉えられてしまうかもしれませんけれども、浦安市は恵ま

れていると一見思われる中においても、県との関係を考えたときに、幾つか課題があ

るのかなと私は感じております。

具体的なことで申し上げますと、学校のハードの側面は十分にできていても、実際

に指導するのは先生方で、この先生方というのは言うまでもなく、県の教育委員会か

ら配置されているわけですね。そういう意味でハードの側面がよくできていても、そ

こで教える先生方が優秀な、それに見合った方々に来ていただかないと、意味をなさ

なくなってしまうわけです。そういう意味で、千葉県全体の教育行政の中で考えたと

きに、浦安市がどれだけ県の中で優秀な先生方が配置されていくのか。それは県で配

置しているわけですので、その辺を考えなければいけないんだろうと思います。

それからもう一つ。県立高校の話ですが、浦安の教育の中で、補足的な形になるか

もしれないんですけれども、幼小中に加え、高校も視野に入れて行われてきているわ

けでして、とりわけ県立浦安高校につきましては、11月に小中高全体の体育教員の研

究会が開かれることになっております。そのくらい高校との連携も視野に入れていま

す。そういう意味で、県立高校のあり方というのも実は浦安の教育の中で無視できな

いような側面を持っていると思います。

ご承知のように、浦安高校は、ＣＳですね、コミュニティスクール化されています。

そういう意味では、子どもに夢を与える教育ということですけれども、浦安高校が特
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色のある地域の人たちの意見を受け入れながら、特色のある高等学校になれば、多く

の子どもにとって浦安高校が夢を与える教育の場になると思います。

そういう意味で、浦安高校はＣＳ化を図って、コミュニティスクールの委員を通じ

て意見が言えるようになっているわけですけれども、コミュニティスクールとしての

浦安高校のあり方について、県教育委員からいろいろな形でサポートしていただけた

らと思います。県立高校でＣＳ化されたところは少ないので、ＣＳ化された浦安高校

にはそれだけの意味があるし、子どもたちも浦安高校に行けていいと、こういうふう

な形になるかと思います。

宮澤委員： すばらしい環境、それがどうやって生かされるのかなと。昨日、宮崎へ行って日章

学園の子どもたちを見ました。子どもたちが本当に生き生きしている。いろいろな学

部があって、パティシエ学部があって、ヘアデザインがあって、コンピュータ、トー

タルエステ、それが学校の中で生かされている。例えば、校長室で子どもたちが作っ

たマドレーヌでおもてなしを受けました。それで今度は地域の人。日商学園は地域の

中ですごく生きている。学校の持つもう一つの意味として、地域に対してどのぐらい

役割というものがあるのかだと思う。地域の人たちが加わって応援しに来てくれたり、

部活動に必要なプレハブを建ててくれたりと、いろいろな手助けがある。全国回らせ

てもらっているけど、そういうことを久しぶりに感じて、これも教育かなと。先ほど

浦安高校の話が出たけれど、もちろん子どもたちは一生懸命やっているんだろうけれ

ど、もう少し生かすところはないのかなと思う。

川端委員： 県立ですか。

宮澤委員： これは私立だね。

市 長： 県立だってやろうと思えばできるんですよね。それでは、せっかくお二人、県から

来ていらっしゃったので、京谷委員からどうぞ。

京谷委員： 今までのお話の中で、やはり浦安に住んでいる者としては、浦安に住んでいてよか

ったなと。今から23年前、事故を起こした後、チームメイトだった宮澤委員を初め、

他の方たちにも戻ってこいよと声を掛けてもらって浦安に戻ってきました。細田教育

長がおっしゃったように、人的、物的という部分に非常に恵まれているということは、

住んでいる者としても随分感じています。

県の教育委員としていろいろなところの委員さんとお話しする機会もあるんですけ

れども、やはり浦安は断トツにハード面の部分では恵まれているなということを、お
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話を聞いて改めて感じました。西脇委員がおっしゃっていた教職員の部分については、

これは私どもで何とも言えることではないんですが、県としましても教職員の資質向

上という部分では、非常に力を入れているところでありまして、研修ですとか、いろ

いろなところでそのことを考えているということは、現状お伝えしておこうかなと思

う。

また、浦安高校のコミュニティスクールの認定はたしか昨年。教育委員としてもい

ろいろなところに視察に行っていますが、恐らくまだ一度も訪れてはいないところで

すので、一度持ち帰って、そういったところに千葉県の教育委員として視察に行った

らどうかという提案はできなくはないかなと。その中でいろいろなお話を聞きながら、

いい方向に持っていければいいかなという思いで聞いておりました。

今回、資料を見させていただいた中で、やはり浦安は福祉という部分でも優れてい

て、生涯スポーツの振興の中に、車椅子テニスという言葉が普通に出てくる。これが

すごいなと思いました。普通であればテニスコート２面で、車椅子の方も使えますよ

という程度でしか書かれないところ、ここで車椅子テニス２面と書いている。オリン

ピック・パラリンピックという部分も視野に入れていると思うんですけれども、こう

いうところがやはり他の市町村とはちょっと違う感じがしました。

また、教育環境の整備・充実のためにＡＬＴなどいろいろ配置されていますけれど、

お聞きしたかったのは、心身障がい児の補助教員というのは全校ですよね。全部で何

人ぐらい。

教育長： 全部で130人ぐらいですね。

京谷委員： 130人の障がい児がいるということですか。

教育長： いえ、130人の心身障がい児補助教員を採用して、障がい児の状況に応じて各学校

に配置しています。それ以外に、生活面での支援が必要な児童、例えばトイレに行く

だとか、脱ぎ着をするだとか、教室を移動するだとか、そういう時に支援が必要な児

童のために支援員というのを別途採用していて、19人配置しています。

京谷委員： すごいですね。県だと一人増やすのにかなり大変だったことがあったので。いずれ

にしても本当に多岐にわたっていろいろな活動をされていて、改めて浦安市の良さと

いうのを感じさせていただきました。ありがとうございます。

市 長： では上西委員よろしくお願いいたします。

上西委員： 全体的にお話を伺って、浦安市が今やられている体制、ハード面、ソフト面につい
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ては、京谷委員のおっしゃった、感じたことと全く同じです。県の教育委員として全

ての学校を見ている中で、なかなかやれていない、できないよねということが、浦安

ではかなり整っているという印象を強烈に感じました。

そういった中で、ハード面、これからもまだやれるところはやっていくということ

だと思うんですけれど、先生の教育指導力の向上というのは、教育委員会、県の教育

行政の中でも非常に重要な取り組むべき課題ということで認識されています。そうい

う議論をしている中でも、教員の質の向上というのが、最後に行きつくところです。

それをどういうふうにしていくのか、講習も含めて、教育制度、先生方への教育です

ね、そういった制度みたいなものをいろいろ作ってやっています。

ですから、そういったところがどういう形で先生方の顔合わせにつながっていくの

かというところを、今見守っている状況というふうに認識をしています。かなり力は

入れているというふうに私も感じてはいるところです。

それはもっともっと言っていくと、これは普通の企業も同じだと思うんですけれど

も、何で先生になるのかというところ、採用のところから入っていかないと本当は難

しい問題だと思うんです。聖職だということに誇りを持って入ってくれば、スキルと

かそういうのは後からついてくると思うんです。ですから、採用のところ、入り口の

ところでもうちょっとふるいにかける、ふるいにかけると言ったら言い方は悪いです

けれども、そういうものも大切なのかなと感じたことはあります。

全体としては本当に恵まれているので、これをどういうふうにもっと活用していく

のかということなんだと思います。

市 長： ありがとうございました。今、採用の話がありましたけれども、実は県教育委員会

の職員からお礼を言われたことがあります。少人数教育推進教員を今何人採用してい

るんですか。

教育総務部長：57名です。

市 長： これは、市の単独で教員資格を持っている若い先生を採用しているんですけれども、

その先生にとってはインターンシップにもなっているらしいんですよ。少人数教育推

進教員を１～２年やって、自分に適性があるかないか確認する。適性があると思えば、

県に採用してもらえるよう応募するというので、かなり優秀な子が採用されていると。

上西委員： そうですね。学生さんも思いとしてもちろん先生になりたいということで応募して

いるとは思いますけれども、実際にやってみて合うのかどうか、マッチングするのか
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というと。

市 長： 実際、実習ぐらいじゃわからないんだね。

上西委員： わからないんです。

市 長： なるほど、そういう効果があるんだね。浦安の少人数推進教員で１年頑張りました、

２年頑張りました、自分で向いていると思いましたというのを面接で言うそうです。

舘委員、どうぞ。

舘委員： 県が行う教育の質の向上のための講習ってどんなことをされているのですか。

上西委員： 私も全部を見ているわけではないんですけれども、今、課題になっていることを講

義で指導することや、そういったことをテーマにして先生方が集まってグループディ

スカッションして、いろいろなことに気づいて、それを実際の現場に生かしていくと

か、そういうことをいろいろな形でやっています。そういった中でまた課題を見つけ

て、ディスカッションして、教員の方のスキルなり、考え方に気づきを与える、そう

いうことを今、力を入れてやっています。

教育長： 県は総合教育研究センターという施設が海浜幕張にあるんです。教科ごとに生徒指

導など何十という講座がありますので、自分で選んで受講することもできますし、教

頭のためのとか、業務主任のためのとか、そういう校務分掌に沿った研修も受けられ

るようになっています。県としてはかなりの数の講座を設けていると思います。

舘委員： すばらしい先生の教育法を皆さんで共有することは大切ですよね。

上西委員： さっきお話ししたグループディスカッションのように、先生方の集まりのようなも

のをつくって、課題やスキルを共有していくということもやっています。

市 長： 浦安もそういうことを結構やっているんですよね。

教育長： そうですね。学校ごとにいろいろな研究を進めています。公開研究会という形で、

授業を公開しますので、そういうところで指導法を学べます。

市 長： では、フリートークで率直に何でも。質問でも結構ですし。どうぞ。

上西委員： 浦安の特徴として、京谷委員を初め、非常にいろいろなことに突出してキャリアを

積んだ方、企業の方もそうですし、いろいろな方がいらっしゃると思うんです。子ど

もに夢を持ってもらいたいというのが今日のテーマだと思うんですけれども、いろい

ろな技能を持った方って多分浦安にはいっぱいいらっしゃると思う。そういう人に参

加してもらって、いろいろな経験を子どもたちに話すとか、子どもたちがその仕事の

楽しさを聞くとか、体験してもらうようなことをやると、多分やられているとは思い
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ますけれども、特に浦安だといろいろなことができるのではないかという気がします。

子どもたちが働くことの大切さみたいなものに気づいて、自分はこういうことをや

ってみたいなと、途中で変わってもいいので、そういうことを持つことがすごく大切

だと思います。そういうきっかけづくりでは、やはりそういう経験のある人のお話と

か、あるいはそういうところに行って何か経験をさせるとか、そういうことをできた

らすごくいいのではないかなという気がします。

京谷委員： 私たちが思っていることはやられているんでしょうけれども、今、上西委員のお話

を聞いていて、何かやり方というか方法をちょっと変えるだけでも、子供が変わって

きたりするではないかと思いました。

夢を持たせるために子どもを何かしようとしているじゃないですか。子どもに夢を

持たせる。確かにそれは大事だと思うんですけれど、でも実はその親。親が夢を語ら

ず、親が「夢なんてお前見てもしようがいないだろう」と言っていては、多分、子ど

もは夢を持てないんですね。だから親も巻き込んだ夢教育というか、そういうのは非

常に大事になってくるかなという感じはするんです。僕は、親御さんがいるときには、

親が夢を持って夢を語らないと、子どもはその背中を見て育つから絶対に夢なんか持

てないよ、という話をよくするんです。それが一つおもしろいかなという感じがしま

すね。

だから参加型でもいいですし、例えば子どもと一緒に汗を流して、ミシェルさんと

かそういったＪリーガーとか、プロ野球選手もたくさんいますから、一緒にそういっ

た人の話を聞いて、ああ夢ってやっぱりいいなというふうに親子でそういうことを思

わせるということも一つかなという感じがします。

市 長： さきほど細田教育長が家庭力という話をしていましたけれども、これが今ものすご

く大きな課題になっているんですよね。

京谷委員： 県でもやはりその部分は、非常に頭を悩ませているところでもあると思います。

市 長： 今回、自立塾で小学生が長野県の大町市の山村留学をやったんです。たまたま行っ

た１日、食事のときに完全な握りばしで、もう見ていられなくて、はしの使い方を教

えました。そういうのも学校で教えなければいけなくなってしまっているのかなって、

ちょっとつらいですよね。

宮澤委員： 家庭教育が原点ですよね。

市 長： 先ほど京谷委員が、車椅子テニスのことを褒めてくれたんですが、実際、我々も専
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用のコートを造るんですけれども、車椅子の子どもたち、両親たちと話してきたにも

かかわらず、後になって、トイレが大きな問題になっています。また、皮膚呼吸でき

ないから日陰が必要であるとか、そういったことについても共通認識がなかった。多

目的トイレがすぐ近くにあるのでそれを使えばいいと思っていたら、そんな問題では

ないということでした。おむつの問題とか、そういうのを伝えづらいんでしょうけれ

ども。

京谷委員： そこはやっぱりいろいろオープンにしていかないといけないと思います。

市 長： ですよね。表向きだけの、上っ面だけで終わってしまって。

京谷委員： そうなんです。

市 長： 専用トイレ作るとなると、幾らだっけ。

市民スポーツ課長： 2,000万です。

市 長： 2,000万。でもやるんですけれども、一番最初に大事なのはトイレなのではないか

という話になってしまって。

京谷委員： トイレは近くにあれば全然問題ないんです。僕は思うんですけれども、全てを障が

いのある人ベースに合わせてしまったら、お金も期間もかかります。ではどうするの

が一番いいのかといったら、人を使って、人を育てていくという。例えばちょっとト

イレ行きたいというときに、ちょっと手伝ってくれる人がいれば十分じゃないですか。

そういう人を育てるほうが、温かいしいいかなと思う。もちろんハード面の部分では

絶対必要なものは必要だと思うんですけれども。

市 長： 何も豪華なものでなくて、最低限のもの。ただ、それが後出しで来られると困るん

ですよ。

京谷委員： だからそういう要望に応え過ぎると、障がいを持つ人たちが主導になってしまう。

僕はそこは余りよくないと思って、それは甘えにつながってしまうし、自分たちが自

立していく上では、そういうことも世の中あるんだよということを。

川端委員： 自分から訴える。

京谷委員： そういうふうにしていかないと。

市 長： 高校の話ですが、実は私も県議のときに４年以上文教常任委員会にいたんですけれ

ども、そのときから県立浦安南高校のことは問題にしているんです。要は高校の隣に

日本で最大規模の特養があり、目の前にリハビリセンターが来るんです。斜めはす向

かいには、トップスポーツのホームグラウンドになりますし、後ろがすぐ海です。そ
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ういった特徴を生かして、例えば介護士の資格をとれるような専門コースを作ったら

どうかと提案しました。でも、やっぱり普通科しかつくらない。ぜひ言ってほしいと

思います。

特にこれから18歳、ちょうど高３のときに有権者になるわけですよ。もっと高校の

価値が高まるのではないかなと思っているです。やるんならとことん専科で、そうい

う就職までつなげられるようなことを県教育委員会で考えてほしいなと思うんです。

もったいないですよ。

西脇委員： では、市長よろしいですか。

県の教育委員の方々が来るとやや要望的な話になって本当に恐縮なんですけれども、

浦安高校をどういうふうに育てていくか。地域の人たちの意見を聞き入れるというこ

とで、ＣＳ化されています。浦安の特性を考えると、ディズニーリゾートがあり、外

国人居住者比率が高い。この特性に合った形で浦安高校の特色を出していけないもの

かと考えております。国際化みたいな形で浦安高校のよさが出てくれば、市内の子ど

もたちが浦安高校を卒業して、外国語学部のある明海大学に通うことができたりする

わけです。そうした形で小さな夢が育つのかなと考えています。私、浦安高校のＣＳ

委員会の委員長を拝命しているので、どうしても力説したくなってしまうんです。

市 長： どうぞ、遠慮なく。

舘委員： 上西委員がおっしゃったように、職業観をしっかり持つってすごく大切だと思って

いて、小学１年生のころからこういうことをやりたいんだと言える子って浦安には、

余りいないという気がします。僕は将来何々になりたいんだ、私はこういうふうにな

りたいんだ、なんていうのを雑談の中で話してくれる子って、昔は結構いたような気

がするんです。サッカー選手になりたいから四六時中サッカーボールを持っている子

とか、いていいじゃないかって思うんですけれど、みんな行儀よい感じになってしま

っているのが、どうしてなのかなと思いますね。

夢物語でいいから豊かな夢を持つことは、例えいじめられてもこの夢のために明日

は頑張って行こうみたいな活力になると思うので、すごい大切です。生きていく核を

つくっていくもだと思うので、課題ではないかなと思うんです。

教育長： 確かに学校訪問に行ったときに掲示物を見ると、夢というよりも、この１学期ある

いは２学期はどういうことを目標に生活しようかという生活の目標みたいなことはよ

く書いてあるんですけれど、そういえばそういう時間を設けていないなと、今ちょっ
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と反省させられました。

市 長： いわき市に、体験型経済教育施設というこの会議室よりもうちょっと広い部屋の３

階建てか４階建ての建物があるんです。中東のカタールが被災地の支援のためにいわ

き市へ寄附したそうです。

そこで何をやっているかというと、キッザニアってご存じですか。職業体験。あれ

のもっと現実版が入っている。まず、市役所があってそこで住民登録しなければいけ

ない。住民登録したら今度は銀行へ行って、口座をつくらなければいけない。旅行会

社、銀行、薬剤師会、スポーツショップ、あと病院など十何店舗がある。こういうの

を中学生に体験させている。

先ほどの職業の話も、お父さんたちは東京に勤めに行ってしまっているから、現場

の生の体験を感じていないんですよね。自営業の人は感じているのかもしれないです

けれども。浦安に農業はない、漁業もない。そういった意味ではちょっと職業とかけ

離れてしまっているかもしれないですよね。

教育長： ただ、中学校になりますと、キャリア教育というのを各中学校では工夫してやって

います。この間は富岡中学校で、土曜日に17人ぐらいでしたか、ある職業のお父さん、

お母さんに来ていただいて、そこで子どもたちが職業について話を聞いたり、質問し

たりする。

市 長： 全校でやっているの。

教育長： そうですね。保護者の方に来ていただいて、またその職業の課題だとか、なぜそれ

を志したかとか、あるいは子どもたちが一番気になるのは、月給幾らですかみたいな、

そんなところまで聞くんですけれども。

川端委員： 何年生ですか。

教育長： 中学生はもうほとんどやっています。小学校は５・６年の総合的な学習あたりで。

私が小学校でやっていたのは、保護者でネイリストの方だとか、美容師の方だとか、

地域にステーキ屋さんがあったのでその方だとか、パン屋さんだとかに来ていただい

て、こういうことについてお話ししてください、その後で子どもたちが質問するので

答えてくださいというようなことで、そういう職業体験をするキャリア教育の場を持

ちました。また逆に、子どもたちがその職業、お店に行って見せていただくこともあ

ります。小学校はなかなか体験まではいかないんですが、中学校は体験もやっていま

す。
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宮澤委員： そういう体験でやりたいことが見つかって、夢が見つかる。大人の助言が夢につな

がる。そういうのは大事だよね。

教育長： だからそれを１回の体験ではなくて、複数回、そういう場をきちっと持っていくこ

とは大事ですよね。

舘委員： 今は１回だけですよね。

教育長： 大体学年で１回。

上西委員： 全員ですか。

教育長： 全員が行きます。ですからその週、先生方はいろいろな職場を回って、子どもたち

の様子を見るんです。学校や幼稚園やガソリンスタンドなど、本当に様々です。

市 長： やっぱり経験ってすごく大事なことですね。

教育長： 本当にそうだと思います。経験することによって学ぶって本当に大事だと思います。

宮澤委員： きっかけを与えるということがすごく大事ですね。何に対してどういうきっかけを

与えられるか。子どもたちにこの学校に来て何しているのと聞いたときに、自分はこ

れやっている、あれやっている、そういうのを持っていると。何となく勉強している

ところから卒業して、一つの道に行こうとしている。そこにパワーを感じるんだよね。

そういうふうに育てていけたらいいなと。浦安市はこれだけの環境があるだけに、ど

ういうふうにそう導くか、そこに難しさがある。

京谷委員： 浦安市だけではないと思うんですが、特に浦安に感じるのは、確かに夢を持ちづら

いというか、持てない子が多いというのは何となくわかるような気がします。という

のは、彼ら彼女らは、多分塾に行ってお受験をして、彼らの夢ではなくて、目的が先

に来ているから、もしかしたら夢が見つからないのかもしれない。多分、塾に通って

いる割合は県内でもトップの方じゃないですか。だからそういう課題があったとした

ら、そこをどう子どもたちをくすぐっていこうかというところ、先ほど言ったように、

親があなたはこの高校に行ってこの大学に行ってって決めてしまっているケースがも

しかしたらあるかもしれない。親を全て巻き込んで、親から変えていく必要があるの

かなと。そういう環境を変えていくのには親も変えていかなければいけないかなと思

う。他の市ではそこまでやらなくても、半分ぐらいは夢持っていますって手を挙げる

子どもたちがいるかもしれない。浦安だとそこが結構少ないということであれば、そ

こはうやっぱり親を巻き込んでやっていく必要があるかな。

舘委員： 今の京谷さんの話を伺って、思い出したことがあるんです。小学４年、５年、６年
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生の子どもたちを連れて、体験学習みたいなことをしたことがあったんです。私は、

小学５年生の女の子の担当で、同じお部屋になった子たちは別々の学校だったんです

けれど、みんな顔見知りでした。何で顔見知りなのって聞いたら、塾で一緒だという。

それぞれ塾の話をしていて、すごく勉強している感じだったので、あなたそんなに勉

強してどうするの、大人になったら弁護士になるのって聞いたら、黙ってしまったん

です。何のために勉強しているの。いい中学に入りたくて勉強しているんじゃないで

しょう。何かになりたくて勉強しているのではないのって聞いたんですね。そうした

らもう本当に何も言えなくて、そんな質問されたことないって。すごく優秀な子のは

ずなんだけれども。

一緒のお部屋で１泊する大人が、あなた何のために勉強しているのって質問すると

いうのもいいかなって。ちょっと膝つき合わせたときに、何のためサッカーやってい

るのとか、好きだからやっているんだよねって。今すごく悲しい思いをしているかも

しれないけれども、でも明日から頑張れるじゃない、みたいなこととかも多分あると

思うので、こういうたまたま居合わせた大人が、子どもたちにちょっと一石投じると

いうのもおせっかいな感じもしないでもないけれど、良いことかなと。

京谷委員： 先ほどの話で、各学校をスポーツ・文化系のいろいろな著名な方が回って問いかけ

てみるというのも、一つ。

舘委員： すごく大切ですよね。

川端委員： 刺激してあげることはいいことですよね。でも、人はお腹減ったら何か食べますよ

ね。子どもは何かのためにやっているわけじゃない。知的に飢えているから何かを吸

収したい。これはいいけれども、これはだめとかじゃない。だめなものをやってみて、

失敗する、痛い目にあう。そういうことを子ども時代に１回経験すると２回目はやら

ない。だから親が、このように持っていこうみたいなことは、私は余り好きではない。

何かやらせてみて、あれもやりたくない、これもやりたくないと言っている子をどう

いうふうに活性化するかということは大切なんです。今日診た子は、県の教育相談で、

最初はおとなしそうな子だったけど、いろいろ会話しているとどんどん自分で絵を描

いたりし出すんだよね。だから本当に接し方によるかなって。学校では萎縮してしま

っているのね。自分はこれはできない、あれはできないって。

だから本当にいろいろな意味で教育は制限もしないといけない、しつけもしないと

いけないんだけれども、僕はエネルギーをできるだけ出すような感じ、刺激をしてあ
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げないといけないんだなと。

塾では言うとおりにやることになるじゃないですか。でも小学校の時代は好きなこ

とだけやっているという感じのほうがいいと思うので、それを学校が提案していける

ような、親が、塾に行かせなくてもいいねって思うような学校教育にしたいなという

感じがします。まず塾ありきみたいなのがある。

宮澤委員： そこで受験の仕方を覚えるんだもんね。テクニックを覚えるでしょう。

川端委員： テクニックであって本質ではないんだよ。サッカーで優秀になろうとしたら、テク

ニックも覚えなければいけないけれども、もっと大切なところもあるんじゃないです

かね。

宮澤委員： スポーツではテクニックしか語れないけれど、そのルールの中である程度やるだと

か、人間関係をうまくやる方法だとか、自分の感情をコントロールする方法だとかは、

確かに学べるよね。ただ、家庭力ということになったら、非常に難しいところ。

教育長： 公民館では家庭教育学級をやっているんですよ。

市 長： いろいろ話が出ているんですけれども、残りあと15分です。何かあれば。

京谷委員： 生涯スポーツの振興で、事前キャンプ地誘致というのがあるんですけれども、これ

は車椅子バスケットのイギリスチームと接触されているという。

市 長： 視察に来ているんですよ。ちょっと説明してください。

市民スポーツ課長： 元職員の方が、パラリンピックの車椅子バスケットの専務理事をされていまして、

その関係で昨年、日本にイギリスのチームが来たときに舞浜の総合体育館、メイン

アリーナ、サブアリーナ、トレーニングルーム、プールと全部見ていって、全てバ

リアフリーなので、特に問題はないと。あとは選手が泊まるホテルがある程度決ま

れば、浦安で事前キャンプを行いたいというお話は今いただいています。話がまと

まれば、金額面や日程の面などを交渉していくようになります。

京谷委員： そういうものが決まってくると、今度、小学校、中学校との交流にも発展してくる

じゃないですか。そのときに車椅子バスケット以外のパラスポーツというのを触れて

おく必要があると思うんですね。いろいろなところで。それは浦安市でそういうイベ

ントを一つ開催するのか、もしくは各学校を回っていくとか、わからないんですけれ

ども、そういうことができると、よりこの2020年のオリ・パラ大会の意味というのが

出てくるかなという感じはします。

また競技会場は、浦安から見に行こうと思えばすぐ行ける場所にあるので、交流し
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ていた人たちを応援しに行くとか。４年後ですけれども、そこに子どもたちの思いを

乗せて向かっていくような仕組みづくりをしていくとおもしろいかなという感じはし

ます。

舘委員： こういう誘致をして、トップアスリートが来ていただけるような状況が実現しそう

なので、市民スポーツ、それと学校の教育委員会で、オリンピック・パラリンピック

教育をどうしていこうかということを、きちっと計画は立てていかなくてはいけない

なと思います。それまでに子どもたちにどんなことを学ばせ、体験させ、トップアス

リートが来てくださったときにはどんな交流をするとか、また市民がボランティアに

出るとか、そういうところを考えていかなくてはいけないなとは思っているところで

す。

市 長： イギリス視察行ったときに、ソルタッシュという小さなまちの町議もやり、県議も

やり、町長もやっている方にお会いしました。その方が今、ラグビーワールドカップ

の関係で来日していて、16日に浦安へ来ることになっています。日本に11年いた方で、

長野オリンピックの招致委員でもあった。この方を介して何とか人脈を広げていけれ

ばいいなと思う。特に、さっき言ったように、最高の天然芝の２面のホームグラウン

ドができますので、そういった追い風に乗りながらやっていきたいと思って。

あと、先ほど言ったスケートボード場ですが、愛好家は街の中でやりたいわけで、

公園の階段とか、手すりとか、あるいは花壇とか、そういうのを再現してほしいと。

そういうものを造るんだよね。それも今の面積の３倍。

市民スポーツ課長： 2,700平米ぐらいです。

市 長： 2,700平米で、多分日本で一番のスケートボード場ができるんじゃないですかね。

公園の再現みたいな。スケートボードのメッカになりそうだ。そこから、できればオ

リンピックのメダリストを出したいなという、ひそかな思いがあるんです。

では私からですが、船橋特別支援学校の通学支援をどうしようかと、今頑張ってい

るんですよ。驚いたのは２時間以上かかっているんです。要はぐるぐる回るもので。

もう学校に着いた段階で疲れてしまう。２時間じっとバスの中でいること自体が肢体

不自由児には苦痛だというので、市に支援要請が来ているんです。多分、県は予算面

で実現が難しいだろうと。では、市で予算化するかとは思うんですけれども、一方で

すでに市川特別支援学校に通学支援として市の特別支援バスを出しているんです。何

年たちますか。
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障がい事業課長： 平成19年からです。

市 長： 市川特別支援学校は小学生、中学生、高校生といるんですけど、高校生の場合は義

務教育ではないから、自立就学が本来なんですよ。しかし、市川特別支援学校は本当

に辺ぴなところにあるんです。

それで小中学生のバスに何とか乗るんですけれども、乗れないときもある。その高

校生に合わせて運行できないので、あえて早退したり、そういう無理があるので、こ

れは大変だっていうことで、市が特別支援しているんですよ。

ぜひ教育委員の皆さんたちにそういう実態を知っておいていただきたいと。まず実

態を県教育委員会の中で議論していただけないかなと。船橋特別支援学校に通う子は、

コルセットでがちがちになって、毎日行き帰り２時間ずつ。それは健常者だって辛い

でしょう。これは何とかしなければならないかなと。

補足するようなことがあれば。

障がい事業課長： 浦安市内にバス停が１カ所だけなものですから、自宅からバス停までの30分とバス

に乗っている２時間の合計２時間30分かかっています。

京谷委員： どこで乗るんですか。

障がい事業課長： 浦安郵便局から７時15分に出るそうです。朝、５時起きで無理やり起こして準備さ

せてというふうに。

市 長： すごい酷なことをやっているんだ。もう一つの要望は、バスが自宅の前を通るのに、

何で停まってくれないんだろうって。それはそうだよなって思う。県には認識として

持ってほしい。

教育長： ９月の末に県の教育長さんにお会いして、いろいろな状況をご説明して、特別支援

の話もしたところですけれども、特別支援学校自体がすごく過密化していて、何とか

解消しなくてはいけないという話はなさっていました。すぐにできるかどうかという

ところは県としても課題だと思います。

市 長： 本当に障がい児が増えているんですよ。先ほど入船中学校の野菜工場の話をしまし

たけれども、最大80人の障がい者を雇用できる野菜工場を作ろうと思っています。特

別支援学校の浦安市民の卒業生が続々と地域に帰ってくる、その受け皿を今真剣に考

えています。浦安市だけの問題ではない、全県だというんですよ。郡部は郡部で同じ

ような悩みを抱えていて、やれるところはたまたまラッキーではなくて、そういうの

を公平にやってあげなければいけないかなと思っているんですよね。
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また、タブレットの話を先ほどしました。千葉工大が入学と同時に学生へタブレッ

トを貸与しているんですが、千葉工大からの申し入れで、大学院生の貸与を終わった

ものを去年と今年で200台ずつ浦安がいただきました。来年は大学生が2,000名卒業す

るので、合計2,200台いただく予定です。ただ、充電器などは市で用意しなければい

けない。これは大きな予算がかかるんです。27年度は幾らかかったかな。

教育総務部長： 1,500万です。他に環境整備もしなくてはいけませんし、Wi-Fiもそうです。

教育長： 全部初期化して、必要なアプリをインストールして。

市 長： 今の子どもたちは渡した瞬間に、何も教えなくても慣れてしまって、ものの30分で

使いこなしてしまう。

そろそろ時間のようです。２時間あっという間にたちました。

今日は特に京谷委員と上西委員には、浦安在住・在勤の県教育委員ということでお

忙しい中、ご出席くださりありがとうございました。

教育長： 最後に。キャリア教育では子どもたちがディズニーに行かせていただいて、またダ

ンスの講師をやってくださっていますので、ありがとうございます。

市 長： 事務局の方にバトンをお渡しして、締めたいと思います。

司 会： 次回の会議の開催についてご案内させていただきます。次回の会議は年明け１月か

ら２月ごろをめどに開催したいと考えております。会議が近づきましたら、別途連絡

をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

市 長： 最後、締めの挨拶ということなので、今日は特段に中身の濃い話になりましたし、

県からもお話しいただきました。これを機に、より一層浦安市の教育環境に注視して

いただければなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうござ

いました。

午後６時００分 閉会


