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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30年２月８日（木）午後４時～午後５時

２．開催場所 市役所４階 災害対策本部室

３．出 席 者

（委 員）

内田市長、細田教育長、川端教育委員、宮澤教育委員、舘教育委員

欠席：宮道教育委員

（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

主事（司会）

こども部長、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、教育総務部次長（教育政策課長事務取扱）、教育

総務課長、教育施設課長、学務課長、指導課長、教育研究センター所長、保健体育

安全課長、千鳥学校給食センター所長

生涯学習部長、生涯学習部次長、生涯学習部副参事（郷土博物館長事務取扱）、生

涯学習部副参事（市民スポーツ課長事務取扱）、生涯学習部副参事（中央図書館長

事務取扱）、生涯学習課長、青少年センター所長、運動公園スポーツ施設整備課長、

当代島公民館長、高洲公民館長、美浜公民館長

４．議 題 平成30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30年度教育施策について

（4）その他

（5）閉会

５．会議経過

司 会 ： ただいまより平成29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。
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ここで、傍聴の方にご案内いたします。会議の傍聴に当たっては、傍聴券の

裏面に記載してある遵守事項を守るよう、お願いいたします。

また、本日、宮道委員はご都合により欠席となっております。

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あります。

市 長 ： 教育委員の皆様におきましては、日頃より本市の教育行政にご尽力を賜り、あ

りがとうございます。

会議の開催に先立ち、ご挨拶を申し上げます。

昨年６月の第１回総合教育会議において、全ての子どもが等しく、かつ高水

準な教育が受けられる環境をつくること、また、子どもの可能性や進むべき道

をサポートしていくこと、これが教育の務めであるという私の思いや考えにつ

いて、お伝えいたしました。この教育に対する考え、また「継続と刷新」とい

う視点を基本としながら、前回の会議以降も施策事業の点検を行い、就任後初

めての通年予算となる平成30年度当初予算には、これらの結果を色濃く反映さ

せております。

本日は、平成30年度に実施する主な教育や文化に関する事業について、皆様

に説明いたしますので、ご意見をいただき、より効果的な事業実施につなげて

いきたいと考えております。

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30年度教育施策についてです。

本日の議事の進め方ですが、初めに事務局より平成30年度の教育施策につい

て説明し、その後、施策に対する私の考えや思いをお伝えしたうえで、委員の

皆様からご意見等をいただきたいと考えております。また、委員の皆様の発言

が終わりましたら、自由に意見交換をしたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

それでは、事務局より資料に沿って説明いたします。

事 務 局 ： お手元の資料２－１「平成30年度教育施策について」で説明いたします。

本日説明するものは、平成30年度の施策事業のうち主なものについてです。

来年度の施策事業であるため、正式には３月の議会により予算の審議をいただ
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いた後、成立するものです。

まず、学校教育関連の施策について申し上げます。

「（１）質の高い教育環境の整備」では、「全ての子どもたちが等しく、か

つ高水準な教育を受けられる環境」を計画的に整備するため、その基本となる

計画の策定や、施設・人材等の再構築による計画的な配置を進めていく５つの

事業を掲載しております。

まず１点目として、新たな教育ビジョンの策定についてです。現在も教育ビ

ジョンに沿って各種の施策事業が進められておりますが、平成31年度でこの期

間が満了となることから、新たな教育ビジョンの策定に取りかかるものです。

２点目として、新学習指導要領実施に伴う教育課程の充実についてです。平

成32年度から予定されている新学習指導要領の実施に合わせ、生徒・児童の学

力向上につながるよう、管理規則の改定等を含めた望ましい教育課的のあり方

について具体的な検討を行うものです。

３点目として、情報教育推進計画の策定についてです。現在、国で策定に向

けた検討が進められている「第３期教育振興基本計画」が、今年度中に公表さ

れる予定であり、このテーマの一つとして、情報教育のあり方について示され

ることが見込まれています。本市でも今までタブレット教育などの情報教育を

推進してきましたが、同計画の策定を受け、情報教育のあり方についていま一

度見直しをして、計画的・効率的に事業運営を進めていくため、計画を策定す

るものです。

４点目として、理科教育推進教員の全校配置についてです。既に幾つかの学

校で配置されております「理科支援ティーチャー」という補助教員について、

どの学校でも等しく子どもたちの理科に対する興味・関心や、学力の向上が図

られるよう、「理科教育推進教員」として再構築し、全校配置するものです。

５点目として、学校適正配置計画の策定についてです。既に入船地区では学

校統合がありましたが、児童・生徒の教育環境を向上させるため、特別支援学

校の誘致と、それに伴う特別支援学級や通級指導教室のあり方を含め、小・中

学校の適正配置や適性規模の指針となる計画を策定するものです。

「（２）多様な教育ニーズに応じた支援」では、特別な支援を必要とする児

童・生徒のほか、不登校や、いじめ、経済的な理由などにより支援が必要な児
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童・生徒等について、多方面にわたり支援をしていく４つの事業を掲載してお

ります。

まず１点目として、県立特別支援学校の整備の促進についてです。特別な支

援を必要とする児童・生徒の教育環境充実を図るため、引き続き県との協議を

進め、県立特別支援学校の整備を促進するものです。

２点目として、適応指導教室の増設についてです。適応指導教室は、不登校

またはその傾向にある児童・生徒に対して学習支援や生活指導等を実施して学

校への復帰、社会的自立に向けた支援を行っていくものですが、不登校生徒の

利用者数の増加、特に近年増加傾向にある小学生の利用ニーズを踏まえ、中町

地域に適応指導教室を増設し、不登校対策の充実を図っていくものです。

３点目として、メールによるいじめ相談の実施についてです。現在行ってい

る電話相談に加え、市のホームページで新たにメールによる相談を実施してい

くものです。

４点目として、就学支援金の拡充についてです。経済的な理由により就学す

ることが困難な学生に対し、学業に必要な経費の一部を支給する「就学支援金

支給制度」を拡充し、大学等に在学する成績優秀者に対して、奨学支援金の上

乗せを行うものです。

（１）で施設配置等について計画的に再構築をしていくという考えをお伝え

しましたが、「（３）教育施設の大規模改修・建て替え」では、特に施設その

ものの老朽化などへの対応を図る３つの事業を掲載しております。

１点目として、南小学校屋内運動場の建て替えについてです。施設の老朽化

に対応するとともに、敷地の有効活用を図るため、児童育成クラブや屋内・屋

外プールなどの機能も集約した屋内運動場として建て替えを行うものです。

２点目として、浦安中学校の大規模改修・増築事業についてです。老朽化に

伴う大規模改修にあわせて、教室不足の解消を図るため、増築棟を屋外プール

の場所に建設するものです。

３点目として、その他の小・中学校の大規模改修についてです。来年度、富

岡小学校、美浜中学校では基本設計に取りかかるとともに、美浜北小学校や見

明川中学校については、既に基本設計が進められていることから、その先の実

施設計に取り組んでいくものです。
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次に生涯学習関連の施策について申し上げます。

「（１）生涯学習の推進」では、子ども図書館の整備を初め、生涯学習全般

について代表的な事業を４つ掲載しております。

１点目として、子ども図書館の整備についてです。子どもたち一人一人の可

能性を伸ばし、生きる力を身につけていくうえで欠かすことができない読書活

動を支える拠点として、子ども図書館の整備に向けた検討を行うものです。

２点目として、第２次生涯学習計画の策定についてです。生涯学習活動推進

のため、生涯学習、スポーツ、芸術文化に関わる機会の充実、満足感を感じる

仕組みづくりなどの取り組みの内容をまとめた計画を策定するものです。

３点目として、中央図書館の大規模改修についてです。施設の老朽化や情報

技術の進歩に対応するとともに、閲覧スペースや学習室の拡充など、市民のニ

ーズにも対応できるよう中央図書館の大規模改修を行うものです。

４点目として、美浜公民館の大規模改修についてです。こちらについても、

老朽化に対応するとともに、社会的ニーズに対応するよう、駐車場の拡張を初

め、市民が快適に学習活動を行える環境を整えるため、美浜公民館の大規模改

修に向けた実施設計に取り組むものです。

「（２）体育・スポーツの振興」では、３つの事業を掲載しております。

１点目として、高洲海浜公園パークゴルフ場の増設についてです。このパー

クゴルフ場は、大変好評で利用のニーズも高まっていることから、さらに利用

しやすい施設とするため、新たに９ホールを増設するとともに休憩所及びトイ

レの改修等に取り組むものです。

２点目として、トップレベルのスポーツチーム等への支援についてです。ス

ポーツは自ら行うもの以外にも、見るスポーツとして触れる機会をつくってい

くことも大事な要素になることから、トップレベルのスポーツチーム等への活

動に対する支援を行うとともに市民との交流の機会の創出に取り組むものです。

３点目として、キッズスポーツルームの整備についてです。幼児期に楽しみ

ながら運動能力の向上を図ることができるよう、屋内水泳プール４階で現在未

使用となっているスペースを改修し、体幹を鍛える遊具などを設置したキッズ

スポーツルームを整備するものです。

「（３）文化・芸術の振興」では、４つの事業を掲載しております。
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１点目として、街頭パフォーマンスライセンス制度の創設についてです。多

くの市民が気軽に文化芸術に触れ合える機会及び活動されている方の発表の場

を提供するため、こうした活動を行う個人や団体にライセンスを交付し、新浦

安駅前での活動を促進するものです。

２点目として、文化・芸術振興基金の設置についてです。文化・芸術の普

及・振興のため、市民演奏会や青少年によるオーケストラなどの活動を対象と

した文化・芸術の振興基金を設置するものです。

３点目として、郷土博物館の常設展示のリニューアルについてです。現在の

郷土博物館は、漁師町時代の展示をメーンのテーマとしておりますが、このほ

か、埋め立て以降の住宅開発や市内産業など、浦安にとって重要なまちづくり

の変遷を知ることができるよう、常設展示のリニューアルに取り組むものです。

４点目として、市民プラザの大規模改修についてです。施設の老朽化に対応

するとともに、市民のニーズに対応できるよう、また、市民が快適に活動でき

るよう、環境整備の一環として、市民プラザの大規模改修に向けた実施設計に

取り組むものです。

記載の事業は以上のとおりです。事務局からは以上です。

市 長 ： ただいま事務局からご説明しましたが、私からも考えを補足させていただきま

す。

まず１点目として、均等な教育機会の提供についてです。冒頭でも申し上げ

ましたが、全ての子どもが等しく、かつ高水準な教育が受けられることが、教

育において最も重要であると思っております。モデル校を指定して試行的に実

施することは大切ですが、それが良いものであれば、必ず次の年度には全校で

実施するよう指示しております。

この考えを基本に、「情報教育推進計画の策定」、「理科教育推進教員の全

校配置」、「学校適正配置計画の策定」を進めるよう指示しております。

次に、県立特別支援学校の整備促進についてです。この問題には私が県議会

議員のときから、取り組んでおります。障がいのある児童・生徒が市立の小・

中学校の特別支援学級以外に、市川特別支援学校や船橋特別支援学校、市川大

野特別支援学校、流山高等学園などの特別支援学校に長い時間をかけて通学し

ている状況にあります。このため、より身近な場所で障がいに応じた適切な指
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導や支援を受けることができるよう、多くの市民の方々からの要望もいただい

ている市内への特別支援学校の早期設置について、県に対して積極的に要望し

ていきたいと考えております。

次に、適応指導教室の増設についてです。適応指導教室については、利用者

数の急増により、猫実二丁目の既存施設の定員を超え、対応が困難になる可能

性が担当課より報告されておりました。不登校の生徒・児童が適応指導教室に

通いたいと思ったときに、定員を理由に利用できない状況は絶対あってはなら

ないとの思いから増設を検討するように指示したものです。２か所目の適応指

導教室を整備するものですが、将来的に２か所で足りるのかも検証したうえで、

さらに増設する可能性あります。

このほかにも、不登校対策として学校での個別指導、カウンセリングなどの

対策についても充実するよう指示しております。

次に、奨学支援金の拡充についてです。現行制度では、高校３年のときの成

績が５段階で3.0以上であった大学生などに月額１万5,000円の奨学支援金を支

給しておりますが、特に理系の大学において現在の支給額では足りないと考え

ます。成績が良いにもかかわらず、学費を理由に希望する進路を断念すること

がないよう、少しでも力になりたいとの思いから、奨学支援金の拡充を行い、

評価が3.8以上の成績優秀者に対して、奨学金の上乗せを実施したいと考えてお

ります。

次に、公共施設の大規模改修・建て替えについてです。浦安市は、発展から

安定への成熟期を迎えております。通常、「発展」・「成熟」の次に待つのは

「衰退」であります。成熟期を迎える本市がさらに発展をしていくためには、

環境の変化に対応したまちとしての再構築「リノベーション」を行っていくこ

とが必要であると私は考えております。

第一期埋立地開発が行われた昭和55年前後に集中的に建てられた公共施設が、

更新時期を迎えていることから、公共施設の大規模改修、建て替えを計画的に

行い、子どもたちの教育環境の整備を図っていかなければなりません。

これは学校だけでなく、公民館や中央図書館についても同じことが言えます。

「図書館のまち」としても知られる本市の図書館については、現在の優れた機

能を維持しつつ、より利用しやすい施設となるようリノベーションを図らなけ
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ればならないと考えております。

次に、子ども図書館の整備についてです。国語・算数・英語など、教育には

さまざまな科目がありますが、算数においても文章題を解くために国語力が必

要であるように、母国の言葉である日本語を正しく理解することは、人生を深

く生きるうえで欠くことができません。こうした考えのもと、昨年８月に安城

市にある「アンフォーレ」という公共施設・商業施設の複合施設を視察しまし

た。その施設の１フロアが子どもを対象とした図書館になっていました。安城

市は「ごんぎつね」の作家である新美南吉のゆかりの地でもあり、南吉作品を

中心に、子ども向けの蔵書が豊富に揃っていました。その中から子どもたちが

好きなものを選び、専用の機械に通すと借りた本のタイトルや貸出日が印字さ

れる「読書通帳」に喜んで記帳している姿を見たときに、子どもが読書により

親しめる環境、お母さんやお父さんと一緒になって本を楽しめるような環境が

必要であると感じました。その後、上野にある国際子ども図書館や、その他の

図書館を視察するなかで、中央図書館の子ども向けの部分をより拡充したよう

な「子ども図書館」ができればと考え、検討を始めております。

次に、郷土博物館の常設展示のリニューアルについてです。子どもたちが自

分の住んでいるまちを学べる場の一つが郷土博物館であると思っています。元

町の漁師町時代の話だけではなく、子どもたちが、自分の住む浦安がどのよう

な発展を遂げてきたのか、何故、鉄鋼団地が浦安にあるのか、どのような経緯

でアーバンリゾートゾーンが浦安に形成されたのか、そういったことを学べる

ような展示に変えていくべきであると考え、平成32年度の開館20周年にあわせ、

新たに公有水面埋立事業以降の歴史文化を盛り込むなど、展示内容の大幅な見

直しをするよう指示しております。

このほかにも、子どもたちがスポーツに親しめる環境を整備するため、他市

の施設を参考にしながら、キッズスポーツルームの整備に取り組みます。

また、文化の面では、浦安は最近ダンス熱やバンド熱が非常に高くなってい

ます。そこで、市の基準を満たした方に新浦安駅前で音楽やダンスなどのパフ

ォーマンスを行うライセンスを交付することで、多くの市民が気軽に文化芸術

に触れる機会や日頃の活動を発表する機会を提供していきたいと考えておりま

す。
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市民プラザの大規模改修等にも取り組みます。浦安は、メンテナンスに重き

を置かざるを得ない状況にあり、施設の老朽化や市民ニーズに対応し、市民が

快適に活動できる環境を整備していきたいと思っております。

それでは、委員の皆様からご発言をいただきたいと思います。初めに教育長

からお願いします。

教 育 長 ： 市長から、平成30年度の教育施策において、子どもたちの学校教育、そして市

民の生涯学習がさらに高い目標を目指して進んでいくような話を伺うことがで

き、新学習指導要領の実施にあわせた新たな教育ビジョンの策定準備に入るに

は、良いタイミングであると感じました。今まで積み上げてきたものを正しく

評価し、その上に、市長がお話した質の高い、特色ある教育が実施できるよう

努めていきたいと思います。

また、生涯学習推進計画も市の総合計画にあわせて策定するので、これに基

づき、市民の豊かな生涯、生活のさらなる充実を図ります。

まず、市長からお話があった事業のうち、学校教育について申し上げます。

子どもたちの学ぶ環境は、学びを左右する大きな要因であるため、施設の改

修だけでなく、人や物を含む学びの環境の充実は重要です。

平成27年に私が教育長の職を拝命したときに、浦安市は長欠・不登校が非常

に多い状況にあり、学校現場では、退職した先生を統括訪問相談員とすること

や、子ども家庭支援センターに配置するなど、丁寧に対応しているにも関わら

ず、長欠・不登校は増え続け、解決しなければならないと感じていたなか、２

つ目の適応指導教室の増設は効果的であると考えます。

一度、不登校になってしまうと、学校に復帰するには多くのステップが要り

ますので、スモールステップの場になる適応指導教室のほか、子ども図書館な

ど子どもの居場所が数多くできると良いと思っています。

新学習指導要領は、「何を学ぶか」、「どのように学ぶか」という、学ぶ過

程を重視したものになる見込みです。こうしたなかで、情報教育推進計画の策

定により、今のＩＣＴ環境をさらに発展させていくとともに、より効果的な情

報教育を実施します。

現在、小学部で27人、中学部で15人、高等部で30人、合計72人の子どもたち

が市外の特別支援学校に通い学んでいる状況です。このため、子どもたちが地
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域で学べる環境を一刻も早く整備するため、特別支援学校の市内設置を市全体

で促進していきたいと思っています。

次に生涯学習関連についてです。

浦安市民は学ぶ意欲が非常に高いと感じます。こうした市民が住んで良かっ

たと思えるまちとするため、文化・芸術・スポーツの面で、「一生学べる」、

「楽しんで学べる」、「人生を豊かにできる」、こうした環境を整えていきま

す。

全体的には、これまで手の届かなかったところに市長が取り組んでいらっし

ゃると思っています。

最後に文化に関するものについては、市長部局に移管し、その一部を生涯学

習課で補助執行することになります。最終的な決定は市長が行うことになりま

すので、教育委員会で討議されたこと、協議されたことを踏まえて、前進でき

るようにご配慮いただきたいと考えています。

市 長 ： 続きまして、川端委員、お願いします。

川端委員： 30年度の教育施策は、これまでの施策に、市長の新たな考え方を加え、強力に

推進していただいけると思っています。

特別支援教育の充実に向けた「学びサポート事業」のスタッフが不足してい

るため、人員の配置をお願いしたいと考えています。

また、特別支援学校の市内設置については、以前から県に要望しているにも関

わらず進んでいない状況にあるため、実現に向け、より具体的に推進していく必

要があります。

市 長 ： 特別支援学校の設置場所について、第２次特別支援学校整備計画では、浦安市、

市川特別支援学校の管内に、１校新設することになっていますが、私は浦安市の

近隣であれば、市外でも良いと思っています。教育の面での広域連携があっても

良いと考えます。

川端委員： 遠方の特別支援学校への通学は、子どもにとって大きな負担となっていると思

います。ぜひ、早い時期に実現できるように強力に促進していただきたいと思い

ます。

また、全国学力・学習状況調査では、浦安の子どもたちの正答率は全国値を上

回っていますが、元町地域と新町地域で明らかな差があります。この差を市の教
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育により改善できれば良いと思っています。

子ども図書館については、子どもの頃から外からの情報を得られるという意味

で、非常に良い計画であると思います。就学前の子どものほか、ディスレクシア

など、発達に問題のある子どもたちも利用しやすいよう、さまざまな工夫ができ

るとさらに良いと考えます。

市 長 ： 続きまして、宮澤委員、お願いします。

宮澤委員： 子ども図書館については、新たな取り組みとして、良いものになることを期待

しています。

キッズスポーツルームについては、体幹を鍛える遊具等を設置するとのことで

すが、神経系の器官の発達が目覚ましい幼児期には、体幹を鍛える前に神経系を

刺激することが重要です。体の動かし方などを学べ、子どもたちの可能性を引き

出せるような、浦安らしい発展性のあるものになれば良いと思います。

また、市外では、民間事業者が運営する施設で、学童の中でスポーツ教育を行

っている施設があり、ここからプロ選手も生まれています。学童については、単

に預かるだけでなく、体を鍛えられるなど、別の可能性を引き出すことができな

いかと考えています。

トップレベルのスポーツチーム等への支援について、浦安市を拠点とするスポ

ーツチームは、子どもたちの夢やまちの活性化のために活用できると思います。

その活用のしかたについては、私たちもアイデアを出せれば良いと思っています。

市 長 ： 続きまして、舘委員、お願いします。

舘 委 員 ： 子ども図書館の整備には賛成です。これをどのように運営していくかが重要に

なると思います。子ども図書館は今までの図書館とは違う方法で、子どもたちが

遊びに来られるような仕組みをつくる必要があると考えます。

また、まだ文字が読めない幼児でも、色のきれいな絵本を見るだけで十分想像

力をかき立てられるので、良い絵本であれば、日本語に翻訳されていない外国の

絵本なども置いていただけると、特徴的になると思います。

昔の子どもたちは、木登りなどの外遊びなどにより、自然に神経系を刺激した

り体幹を鍛えたりできていました。キッズスポーツルームについては、屋内でこ

うした外遊びの疑似体験ができ、子どもたちが通いたくなるような場になれば良

いと思います。
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街頭パフォーマンスについては、管理すると魅力が減る場合がありますが、無

秩序になるのも良くないので、そのバランスを取る必要があると思います。

市 長 ： ロンドンでは、地下鉄の駅構内でのパフォーマンスができるライセンスを交付

しており、東京都でも、指定活動場所での大道芸を行うライセンスを交付してい

ます。浦安でも、新浦安駅前広場に舞台があるので、ライセンスを取得し、この

舞台でパフォーマンスをすることが目標の一つになれば良いと思っています。ま

た、そのパフォーマンスを見に人が集まってくれば良いと思います。

川端委員： ライセンスを交付する基準を考える必要があります。

市 長 ： 例えば浦安で言えば、街の中に隠れたアーティストやサークルを紹介する「Ｕ

スタイル」で紹介されるなど、お客さんの前で披露できるものになっていること

が条件になると思います。

また、新浦安駅前広場の舞台でパフォーマンスをするには、道路法上の道路

占用許可が必要になりますので、道路法などについての試験を実施し、そこで

パフォーマンスができる法律上の根拠を学べる機会をつくることも考えられま

す。

舘 委 員 ： オリンピック・パラリンピック教育にも取り組んでいただきたいと思います。

多くの国の人やさまざまな文化を知ることによって、子どもたちは多様性を認

められるようになるとともに、さまざまな国の子どもに興味を持つことにもつ

ながっていくと思います。

市 長 ： ここからは自由討論になりますが、2020東京オリンピック・パラリンピックに

ついて、委員の皆さんから、ご意見をいただきたいと思います。

本市では、同大会に向けて、スポーツの振興や、舘委員が言われたような文

化交流の活性化を図るため、事前キャンプの誘致に取り組んでおり、２月19日

にはパラリンピックの車椅子バスケットのイギリス代表と事前キャンプに係る

調印式を行う予定です。このほかにも浦安の立地の優位性などもあり、多方面

で事前キャンプの候補地などとして検討されています。この機会を浦安の教育

に活かせれば良いと思っています。

そこで、同大会に関連した教育の進め方等についてお考え、ご意見があれば、

お聞かせいただきたいと思います。

教 育 長 ： 昨年の夏、品川区の公立の小学校を視察してきました。品川区はかなり前から
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オリパラ教育を計画的に進めており、各学校で国を分担して、その国の文化、

言葉、特色などを調べて交流を持つ試みを行っています。浦安市でも、何がで

きるかということを見極めたうえで、そうした教育を進めていけたら良いと思

います。

市 長 ： サッカーワールドカップ日韓大会のときに、日本で多くの事前キャンプが行わ

れ、選手との交流が持たれましたが、交流が続いているところがほとんどあり

ません。

オリンピック・パラリンピックで、持たれた交流を大会後どのように活かし

ていくかが課題であると考えます。

宮澤委員： 大分県の中津江村はカメルーン代表がサッカーワールドカップ日韓大会の事前

キャンプを実施したことを契機に交流が続いており、カメルーン代表が日本に

試合に来る際は村の方々が必ず競技場に招待されています。

市 長 ： 事前キャンプの受け入れにあたっては、宗教や食文化などの違いにも対応して

いかなければなりません。

教 育 長 ： 文化については、市長部局に移管されることから、総合教育会議以外でも教育

委員会議で出た疑問や協議内容などを市長と直接お話しできる場があると良い

と思っています。

市 長 ： 先ほど言った安城市の図書館についても、首長部局で設置し、その運営を補助

機関として教育委員会が行っています。

文化は、地域づくりと一体的に、教育委員会だけでなく、オール浦安で取り

組んでいく必要があると考えます。

最後に、事務局から連絡事項などをお願いします。

事 務 局 ： 平成30年度の総合教育会議については、今年度と同様、上半期、下半期、それ

ぞれ１回ずつ、合計２回程度を予定しております。30年度については、本日ご

紹介したように、例えば情報教育推進計画や、学校適正配置計画など、市の教

育の今後の大きな方向性を決めていくような年度ですので、これらを含めて各

施策事業の進捗を見ながら、適宜議題を設定して、皆さんにご意見をいただく

ことを考えております。

会議が近づきましたら、ご連絡を差し上げますので、よろしくお願いいたし

ます。
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事務局からは以上です。

市 長 ： 以上で第２回総合教育会議を終了いたします。ありがとうございました。

午後５時 閉会


