
第１回浦安市総合教育会議

概要

１．開催日時 平成27年６月11日（木）午後５時30分～午後７時６分

２．開催場所 浦安市健康センター第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、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

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

会議の概要

１ 開会

２ 浦安市総合教育会議の傍聴にかかる取扱いについて

３ 市長あいさつ

４ 教育長あいさつ

５ 教育委員あいさつ

６ 協議事項

(1) 浦安市総合教育会議設置要綱（案）について

(2) 教育に関する大綱の策定について

７ 閉会
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１．開会（午後５時30分）

司 会： 只今より、平成27年度第１回浦安市総合教育会議を開催します。

２．浦安市総合教育会議の傍聴に係る取扱いについて

司 会： 「浦安市総合教育会議の傍聴にかかる取扱いについて」です。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の四第６項で、「総合教育会議は、

公開する。」と規定されていることから、原則、会議は公開とします。会議の公開に

当たり、傍聴にかかる取扱いについて、「浦安市総合教育会議傍聴要領(案)」を作成

したので、内容の承認を受けた後、傍聴者の入室を許可します。

行政経営室長：「浦安市総合教育会議傍聴要領（案）」について説明します。

浦安市総合教育会議傍聴要領（案）については、教育委員会の会議における傍聴の

取扱いとの整合性を図る必要性があることから、事務局で、浦安市教育委員会傍聴人

規則を準用し作成しました。

準用に際し、「教育長」を「市長」に、会議呼称の「教育委員会の会議」を「総合

教育会議」に変えている点、傍聴要領（案）第２条第１項中の「傍聴申請書」への記

載欄から、教育委員会傍聴人規則で、記載の定めのあるもののうち、「年齢及び職業

欄」を削除し、「氏名及び住所」のみとしました。もう１点は、第４条（２）の記述

で、教育委員会傍聴人規則では「かさ又はつえの類」としている記述のうち、「又は

つえ」という部分を削除し「かさの類」は携帯しないとしました。

また、教育委員会傍聴人規則には明記されていない、「(6)飲食又は喫煙を行わな

いこと。」「(7)携帯電話、パソコン等の情報通信機器を使用しないこと。」の２項

目を追加しました。

これは、本会議が、市長が設置し招集する会議であることから、教育委員会の傍聴

人規則とは別に、浦安市附属機関等の会議の公開に関する取扱要綱とも整合を図るよ

う引用したものです。

司 会： ただいまの説明について、質問あるいは確認する事項がありましたら、発言をお願

いします。

（「なし」の声あり）

ご承認いただけましたので、浦安市総合教育会議傍聴要領（案）から（案）の削除

をお願いします。
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ここから、傍聴される方に入室していただきますので、少々お待ちください。

（傍聴者入室）

３．市長あいさつ

司 会： 引き続き、会議を進めます。

第１回浦安市総合教育会議の開催にあたり、松崎市長よりご挨拶いただきます。

市 長： あらためまして、よろしくお願い申し上げます。

教育長並びに４人の委員のみなさんとは、この総合教育会議が開かれる前からも、

非公式ですけど様々な意見交換をさせていただいております。第１回という画期的な

日でもありますので、簡単な事務的な挨拶というよりも、思いの丈を含めてお話をさ

せていただきたいと思います。

今回の法改正というのは、昭和31年に法律が施行されて以来59年ぶりという大変大

きな、過去最大の改革ということですけれども、これまでも、様々な有志の会議の中

で、教育委員会制度、教育制度に対して全国の市町村長がかなり危機感を持って議論

していました。私もいろいろな立場で、今のあり方がいかがなものかというのも含め

て、また過去に浦安市で起こった事件なども含めて、率直に全国の首長たちに話をさ

せていただきました。そういった意味でも、今回、教育長並びに４人の教育委員の

方々と会議が持てたことは、私自身も感慨がひとしおですし、いろいろ言う首長もい

ますけれども、私は、これが本来のあり方であると、賛意を示している一人です。

依然として教育委員会は、独立した行政機関であることは間違いありませんし、そ

ういった意味でも私どもも皆さま方を何が何でもねじ伏せてまで、進めていこうとは

全く考えていません。浦安の子どもたち、生涯学習教育も含めて、浦安のまちづくり

にも皆さま方のご意見をいただき、よりよい方向に進められれば、皆さま方とコミュ

ニケーションを深め、より連携を密にしていければと思っておりますので、あらため

てよろしくお願いいたします。

制度改革となったこの４月に、細田新教育長が就任ということで、同じ土俵に立っ

て議論ができることを、嬉しく思っております。黒田前教育長から私が聞いて大変シ

ョックだったのが、全国の教育長のみなさんの悲願が、一般会計の１割を何とか教育

費に持っていきたいということだと、全国の教育長会議で話されたことです。これは
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黒田教育長の就任当時の話ですが、過去何年にもわたって、常に浦安市は20％台をキ

ープしていました。これはもうみなさんはおわかりと思いますが、図書購入費１億円

というのは異例なことですし、私の一番最初の選挙公約にもありましたが、少人数教

育推進教員の独自配置も浦安の大きな特徴となっています。これらは全て教育予算で

す。

より市民のみなさんに税金を還元するという意味では、予算権というのは市長に所

属しているわけですが、できるだけこういった機会を通して、みなさんの意見をこれ

からの予算に反映させていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。

それと、これは過去の話になりますけれども、平成25年、私が入船中学校におじゃ

ましたとき、教頭先生から陳情があると言われて、武道場に行きました。そのとき、

あまりのひどさに愕然としました。あの状態が何年もにわたり放置されていること自

体がおかしいと。その翌日、中村副市長に教育関連施設の113施設を総点検してもら

いました。これは市長部局の責任もあるということで、全て見させていただきました

が、あがってきた予算額はなんと総額で27億円でした。結局緊急を要するものだけ補

正予算を組みましたが、それだけでも５億６千万円。教育現場をいかに市長部局が把

握できていなかったか、またそれぞれの学校や幼稚園の声を教育委員会が吸い上げら

れなかったか、という反省を大きくしています。教育への予算は未来への投資とも言

われていますし、私も絶えず現場を見て議論することを心掛けていますので、みなさ

ん方も現場を見て、予算にぶつけていただければと思います。

本市の教育委員会は、当然千葉県の教育委員会に所属しているわけですが、私自身

も平成３年から６年半、県会議員として、当時、特に県立浦安高校の健全化を視野に

入れて、２年半文教常任委員会でやってきました。よく言われる西の愛知、東の千葉

という管理教育、柔軟性のなさをもろに目の当たりにしました。そういう意味では、

上部組織の県教委の枠にとらわれず、浦安のオリジナリティを発揮した教育政策をみ

なさんと一緒に発信していければと思っています。

私も市長として５期目に入りましたが、今までを振り返った時に、教育委員会に一

番愕然としたのが、15年前の入船中学校の教頭使い込み事件でした。なんと2400万円

も使い込まれたと、これ自体本来はありえない話ですが、そのあとの教育委員会の対

応も、すごく一般常識との乖離を感じました。よく言われる隠ぺい体質とか閉鎖性の

問題ではないと、そのとき思いました。結果、当時の教育長がやめざるを得ない事態
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になった。正直、市長や県議といった政治の世界からは全くわからなかったのですが、

制度の在り方や学校主義の問題などある意味わかっていながら改善してこなかった責

任はあるとは思いますが、学校内のことが全て校長に寄ってしまう問題、学校内で解

決できなくて当時の教育長に駆け込んだ。ですけども学校主義の問題については教育

委員会としてもなんともできない、結果として、市長部局としてもなんともできなか

ったのですが、これ自体文部科学省の問題だということで、文科省に行き、もう、と

かげのしっぽきりはさせない、というような話もさせてもらいましたが、一つには、

学校現場が性善説によって運営されているということで、性悪説と絶えずぶつかって

いる市長部局とのその辺のギャップがすごくあるのではないかなと思います。そうい

った意味では、今回の改正で教育委員長と教育長が一本になりましたので、教育長の

責任を市長として少しでも軽減してあげたいし、校長の権限もどれだけ緩められるか、

薄めるわけではなくて、どれだけ共有できるかということを頭においています。

また、今抱えている少子化の問題は、子どもたちの現場にも大きな影響を与えてい

ますし、いじめ、虐待問題についても、国家的な喫緊の課題です。これは市でも、健

康福祉部、こども部をあげて、教育委員会ともタイアップしながら、いかに網の目の

細かいネットワークが張れるか、一生懸命努力しています。起きてしまった後には、

対策ということになりますが、その前にいかに万全な予防策がとれるかということに

かかっているのだろうと思っています。

また学校、保育園、幼稚園の現場では、発達障がいも含めた障がい児の増大の問題

など、かなり大きな問題があると思います。また別の視点では、情報化社会で、私た

ちの子どものときには考えられなかった急速なＩＴ化の進展があります。私たちは幸

いなことに千葉工業大学さんからのご厚意で、今年度はタブレット活用元年になりま

すので、これをいかに有効に使っていくかということが大きな課題でしょう。ただ本

格的に活用が始まると、先生方が追い付いていけないかもしれないというかなり切実

な問題もありますので、これに対しても、積極的な対応をしていかなければならない

と思っています。

また、日本中をとりまいている子どもの貧困、21世紀にもなって情けない状態では

ありますが、これは国の問題とはいえ、市としても何とかできるところはやっていき

たいと考えています。

私が教育委員会に一番感じるのは、一番不得手な部分が危機管理の分野だろうと。
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学校の現場、子どもたちとの現場の中で、先ほども言った性善説、これは絶対ゆるが

してはいけないと思っている。絶えず、敵意、悪意にさらされる。こういった意味で

は、モンスターペアレントに対する救済がほとんどされていない。委縮する学校の現

場の先生方、これを守るのは教育委員会の独自施策だけでは無理だろうということで、

いかに先生を救うかということを、私どももその部分には積極的にかかわっていきた

いと思っています。まず、犯罪や悪意に対しては、教育委員会の先生方だけでは立ち

向かえないという大前提に立たなければいけない。そういった共通認識を持ちながら

みなさんとやっていきたいと思います。

黒田前教育長が就任した折、まだ１か月もたたないうちに北欧のスウェーデンに視

察に行きました。今回も細田教育長が就任後２か月もしない中、同じく北欧でもフィ

ンランドに一緒に行ってもらいました。

今回は、少子化対策、子育て全般について、これは保育、幼児教育、学校の教育ま

で、かなりハードなスケジュールでしたが、視察により共通認識をさせていただきま

した。今、日本中の地方自治を席巻しているＮＰＭ（ニューパブリックマネジメン

ト）という新しい行政のあり方、公共のあり方というのを、たまたまアメリカのサン

デースプリング市、10万人都市で公務員が４人しかいない自治体を見に行ったのが大

きなきっかけですけれども、このアメリカから入ってきているどちらかというと競争

の原理が主導になっているのを、そうではない、というアドバイスをいただいたのが、

地方財政の神野直彦東大名誉教授で、アメリカとはまた違う北欧の行政・公共のあり

方について、今回は前回のスウェーデンとは全く違う視点で見てまいりました。これ

をいかに見に行った人間、知った人間が形にするかということが大事になります。今

回の教育長の就任挨拶の中で、「知行合一」という言葉が出て、私の今年の施政方針

の最後で触れた言葉が全く打ち合わせもなく出てきたのですが、知ってしまったこと

は形に表さなければいけないということで、お互いそういった共通認識は持っている

と思っております。

市長が策定しなければならない大綱については、みなさんと十分な協議・調整をさ

せていただいて、策定をしていきたいと思っております。たまたま今年度、子ども・

子育て支援新制度のスタートということで、市長部局のこども部が全面的にこれにか

かわっていきますので、市長部局と教育委員会で同じ価値観を共有しながら、将来に

向かって悔いのない、実効性のある大綱をつくっていければと思っています。少し長
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くなりましたが、胸の丈を全て語らせていただきました。

司 会： ありがとうございました。

続きまして、細田教育長よりご挨拶をいただきます。

４．教育長あいさつ

教育長： 市長におかれましては、第１回の浦安市総合教育会議を開催していただきうれしく

思っています。これまで教育委員会は、市長部局から独立した合議制の執行機関とし

て運営されてきました。しかし、社会状況の変化、教育が抱える問題・課題が複雑多

岐にわたってきたことから、これまでの制度の中では対応しきれない問題が多数発生

している状況等を踏まえ、今回の法改正がなされたものと理解しています。この法改

正は、教育界においては大きな改革となりましたが、本市の教育の方向性について、

市長部局と教育委員会とで考える場が、新たに設けられたこと、また大綱が策定され

ること、これは大変意義深いものと捉えています。浦安市は、市長の高い識見のもと、

子育て、教育に対して深い思いを寄せ、また教育委員会の施策を尊重していただいて

きております。子どもたちが学ぶ場である学校施設や生涯学習施設の整備、市独自の

教職員の配置、小中学校の適正配置等々、いろんな面で承認していただき、子供にと

っても市民にとってもめぐまれた学校教育、生涯学習事業が展開されていると考えて

おります。

これまでも日常的に情報交換、調整をさせていただいてきましたが、本会議の設置

に伴い、協力体制が一層強固なものになったと考えております。引き続き、教育に関

する事務の最終的な執行権限は教育委員会にあり、教育委員のみなさまと共に、教育

の政治的中立性や継続性、安定性を確保しつつ、子どもたちのために、市民のために、

豊かで温かい教育行政を推進してまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願

いします。

司 会： ありがとうございました。

続きまして、教育委員の皆さまから、ご挨拶をいただきたいと思います。

はじめに、小比類巻委員からお願いいたします。

５．教育委員あいさつ

小比類巻委員：小比類巻です。つい先々月までは、教育委員長という立場でした。その一方では、
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全国市町村教育委員会連合会の会長もやっていまして、つい最近の総会で、やっと

おろさせていただきましたが、その代わり、また顧問という形で残れということで、

引き続きやらせていただいております。その会長という立場は、２年間やらせてい

ただきましたが、教育制度改革の真っただ中で、それをまともに受けまして、仕事

がほとんどそれ１本という形でかかわってきました。当初は、教育委員会廃止論と

いうことで、教育委員会はなくなるという方向の案もありましたが、今回のような

形で、教育長と教育委員長の一本化ということで、私にとっては、非常に肩の荷が

下りたと。もう一つは、大綱の策定ということで、総合教育会議というのもできた

わけですが、これについても大変歓迎している状況です。基本的な教育委員会の権

限というのは、ご承知のように何ら変わりなく残っている。ただ、大綱の策定と総

合教育会議で、よそから聞こえてくるのは、首長の権限増大による弊害を心配する

声もありますけれども、会長という立場でのメッセージとしては、それは絶対あり

えないと。市長と教育長そして教育委員が連携を密にしていくことこそが、これか

らの教育にとって大事だと。市民の代表である市長の想いを聞きながら、教育委員

会の権限を行使し、子どもたちのために良い方向に持っていくことが、今までにな

い、意見交換とは違う新たな制度ということで歓迎しています。総合教育会議につ

いても、首長によってはいろいろやり方も違うんだろうと思いますが、さきほど市

長からも話があったように、大綱づくりに関しても十分な協議をしたいと、これは

大変すばらしいことだと思います。１年ぐらいかけて大綱をつくっていくことにな

ると思うんですが、これこそ教育委員会の形骸化を防ぐ上でも、私たち教育委員は

４人ですけれども、それぞれの想いを出しながら、浦安市の子どもたちのために、

教育のために、市長の力をお借りしていきたいと思いますので、今後ともよろしく

お願いします。

司 会： ありがとうございました。

続きまして、川端委員、お願いいたします。

川端委員：私は、平成14年から、入船四丁目の交差点のところにある医療ビルの中でかわばた

眼科というのをやっています。百聞は一見にしかずということわざがあります。聞い

てもわからないけど、見たらわかるという意味ですが、子どもたちの中には、あるい

は人の中にはということになりますけれども、見てもわからない人がいます。それは

視覚発達に問題があり、上手にものを見ることができないのです。そういった子ども
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たちの評価や支援について、開業した当時からかかわってきたこともあって、平成19

年のときに、まなびサポート、つまり発達障がいの子どもたちの支援の体制をつくる

ときに、教育委員になっていただけないかという話がありました。私はこの中で一番

古くて、平成19年から教育委員をさせていただいて、今年で８年目になります。

もう一方で、眼科医なので、医師会にも所属していまして、医師会では今年３年目

になるんですけれども、学校保健会の会長をやっております。また生活習慣病、小児

心臓疾患の理事を担当、それから学校医の検討委員会も担当させていただいていて、

子どもたちへの健康面への配慮について担当させていただいているとともに、教育委

員会としても協力しないといけないこともありますので、それを伝えるというような

形の仕事をさせていただいております。

もう一つ、要保護児童地域対策連絡協議会の委員もしているんですけれども、健康

面だけでなくて、経済面からのフォローもしていかないといけないんですね。これは

教育委員会だけで行えることではありません。いままさにもうやっていると思います

が、やはり市長を含めた全体での対策が必要です。

それで、私自身元々数学科卒のためか、本質的なものはどこにあるんだろうと考え

る癖がついてしまっていて、やはり本物を与えていかなければならないと思っていま

す。教育は、学びたい気持ちを摘まないようにする、勉強したいなという気持ちが残

るように進めていかなくてはならないと思います。だから、最近黒田教育長から聞い

て、嬉しいなと思ったのは、私が教育委員になったときから、浦安では英語教育が熱

心に行われていたんですけれども、小学校で英語教育をやるときに、少なくとも小学

生のうちに英語を嫌いにさせないでね、中学に入って英語はもうやりたくないという

気持ちにさせないでねということをお願いしました。英語教育の目的は、いろいろな

人とコミュニケーションをとるためのスキルをつけることにあります。オーストラリ

アは時差もないので、インターネットのいろんなツールを使って直接向こうの子ども

たちと話をさせたらどうだろうということを提案しました。私たちはこんなことして

いる、向こうはこんなことしていると。浦安市はＡＬＴがたくさんいるんだから、間

に入ってもらって直接話し合いをすることで、英語を学ぶということの喜びとか、本

来目指している目的を大切にするようなそんなシステムをつくって欲しいとずっと言

っていたんだけれども、最近それがようやく動き出しつつあるということを聞いて、

喜んでいます。理科教育でも、本物を見せるということが大切です。今度音楽ホール
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ができれば、本物の音楽を聞かせてあげられる。そういったことを含めて、やはりテ

クニックを教えるというよりも、本物を見せることについてのアドバイスを、私はし

ていければいいなと考えております。あまり実用的ではない意見が多くて、申し訳な

いですが、そんなところで紹介を終わらせていただきます。

司 会： ありがとうございました。

続きまして、西脇委員、お願いいたします。

西脇委員：西脇です。私は、この３月に横浜国立大学教育人間科学部を定年退職いたしました。

大学にいたときの自分の専門というのは、社会科教育、とりわけ地理の学習が中心な

んですけれども、そのあり方を研究してきました。大学ではご承知のように教員にな

るためには免許状が必要となります。中学校でいえば社会科、高等学校でいえば地歴、

公民の指導法というのを自分の専門にしてきたわけです。

実際に自分が大学で教育にかかわりながら関心をもったのが、どんな社会にどんな

教育が適しているんだろうか、ということです。社会科の学習のあり方も国によって

かなり違います。中央集権的なところだと、国の直接的な考え方をそのまま国民に浸

透させていくというところもあります。逆に、それぞれの市民をどう育てて、どんな

国づくりをしていったらいいのか、まちづくりをしていったらいいのかというような

形で教育をやっている先進的な国々もあります。そういう意味で考えてみますと、日

本の場合には、ご承知のように、第二次世界大戦後の教育改革の中で、日本社会のあ

り方を子どもたちに考えてもらう、あるいは学習指導要領でいうならば、公民的な資

質をどう育成していくか、こういうことが重要な課題になってきています。そのよう

に考えてみたときに、やはり、主体的に市民として活躍できる子どもたちを我々が育

てていくことが大切なことなのかなと思います。教育というと、どうしても上から教

え付ける、あるいは教え込むという感じが、強くなると思います。もちろん、スキル

として技能として、きちんと教えなければならない部分もありますが、でもそれは、

そのスキルを身に着けた上で、自分でさらにどういうことができるのかというのを視

野に入れた形でのスキルの習得なので、そういう意味でやはり、子どもたちがどうい

うふうな学びをできるのかを考えていきたい。教育の主体者、学習者としての子ども

の学びを考えていきたいなというふうに常々思っておりますし、今までの定例会など

でも、そういったことを思いながら、発言してきたつもりです。これからも、浦安の

地域性、本市の場合は言うまでもなく、外国人比率の高い土地柄、また海に面した土
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地柄、それをどういうふうにうまく生かして、子どもたちの主体的な学び、あるいは

子どもたちだけではなく、市民の方々がどういうふうな形で自分の人生をよりよく過

ごしていけるか、そのためにはどんな学びができるのかということを考えていけたら

なと思っております。今回の一連の教育委員会の制度改革ということですが、教育委

員会の主体性をどれぐらい維持するか、先ほど細田教育長も教育の中立性というよう

なことを言われましたけれども、これは戦後教育の一つの柱としてあったわけですの

で、そういう中立性、主体性ということを考えていくということは、我々教育委員会

がそれなりの情報発信をしていかなければならないわけですし、市長のほうにも意見

を言わせていただきたいと思っています。またそれと同時に、市長も市政の最高責任

者としてのお考えもおありなわけなので、それを拝聴し、今まで以上に連携をとり、

整合性を図りながら、市全体の行政の中での我々教育委員会の役割も高めていけたら

なと考えております。今までも、市長と我々教育委員会メンバーとは非公式にいろい

ろ話し合いをさせていただきましたが、公的な形で話し合いの場を持てるということ

を歓迎いたします。これからもどうぞよろしくお願いします。

司 会： ありがとうございました。

続きまして、宮澤委員、お願いいたします。

宮澤委員：私は、日本中いろんなところに行かせていただいて、いろんな指導方法、小学校、

中学校、高校とありますけれども、それらを見てきている中で、先日こんなことがあ

りました。神奈川のある学校に行きましたら、非常に旧式な指導をしておられる先生

方がいて、生徒に厳しくではなく、ののしるような教育も実際に行われていて、この

子たちがこの中でどのような自分の可能性をつくっていくんだろうかと思ったら、ぞ

っとしました。帰るときに、その先生がわが大学の後輩と知って、もう一度戻りまし

た。ちょっと子どもたちが先生の顔や言うことを気にしすぎている。これだと全く自

分たちの要素が出ないから、これは伝えておかなければならないと思って戻ったので

すが、あ、そうですかということだったんです。けれども、それが一か所じゃなくて、

何か所も実際にあります。それは指導者として、圧力で教えるだとかそういうことで

はなくて、ほかの授業では、教えることに追われているなとか、これをいつまでに終

わらせなければいけないんだなとか、何かそういうカリキュラムにあまりにも走りす

ぎている授業で、ユーモアも会話もなく、これが今の教育の現場なのかというところ

で、焦りを感じております。この辺の内容を変えて、子どもたちの時間が非常に奪わ
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れている。もちろん、自分たちが生きてきた時代と違って、時間がない中、早く結果

を求めるというところで、そういう教育現場に変わってきている、それに対して我々

は何を失っているかということをよく話をさせてもらっています。それは、子どもた

ちがどこの時間で性格をつくるかということをちょっと忘れている。我慢強さなどが

どこで養われるかというところも。例えば、こういう言い方は少し違うのかもしれな

いけれども、学校の先生が、授業の中でいろいろな勉強を教えるときに、その先生が

持っている雰囲気だとか、人柄だとか、もちろん何かを伝える能力だとかというのが、

すごく大切だなと。自分も毎回違う生徒たちを扱うんだけれども、この辺のところは

侮っちゃいけないんだなと、ここが大事なんだなと。マンネリ化だとかそういったこ

とが起きる怖さというものを痛切に感じているので、現場の授業力というのも非常に

いろんな問題を解決してくれるんじゃないかなというような、その先生がこういう風

に楽しい授業をしたということが、多分今後の親との信頼だとか子どもたちとの信頼

を作っていけるんじゃないのかなという感じがしております。いろんなことが、ぱあ

ーっと早く流れていくけれども、もしかしたら、そこも大事にしたほうが、そこに戻

ったほうがいいんじゃないかという感じもしております。以上でございます。

司 会： ありがとうございました。

それでは、本日の協議事項に入りたいと思います。ここからの議事進行は、松崎市

長にお願いしたいと思います。

市長よろしくお願いいたします。

６ 協議事項

(1) 浦安市総合教育会議設置要綱（案）について

市 長： 早速、協議事項に入ります。

はじめに、浦安市総合教育会議設置要綱(案)について、事務局より説明します。

行政経営室長：浦安市総合教育会議設置要綱（案）について、説明します。

設置要綱（案）については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４

第１項から第９項までに規定のある「総合教育会議」に関する条文を基本に、本市の

総合教育会議の運用に必要な事項を加えたものとなっています。

第１条では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４第１項と同様に、

浦安市総合教育会議を設置するとしたものでございます。
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第２条では、所掌事務として、当会議で、協議及び事務の調整等を行う事項を定め

ています。こちらも、法律の規定を引用しています。

第３条の構成員、第４条の総合教育会議の招集、第５条の意見聴取、第６条の会

議の公開に関する事項の各条文についても、法律を引用しています。

第７条は、当会議の議事録の作成と公表に関する規定です。これも法律の記述を基

本とした上で、ただし書を加えました。ただし書は、浦安市情報公開条例第７条各号

の規定に基づき、議事録の一部、または全部を不開示とする事項を定めています。

第８条では、事務局は、市長公室企画政策課で行うと定めています。

第７条のただし書及び第８条は、本市の総合教育会議の運用に必要な事項として、

独自に規定したものです。

第９条では、浦安市総合教育会議の運用に関し、この要綱に記載されていない事項

については、別に定めることが定められています。

最後に附則になります。

本日、承認をいただき、同日（平成27年６月11日）から施行したいと考えています。

市 長： ただいまの事務局の説明に対して、ご質問あるいはお尋ねしたい点があればお願い

します。

あらかじめお断りしておきたいと思いますが、私、議事進行役を担っております

が、私も積極的に発言をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

いかがでしょう。

では、異議なしということでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

市 長： ありがとうございます。

行政経営室長：承認いただきましたので、浦安市総合教育会議設置要綱（案）から（案）の削除を

お願します。

(2) 教育に関する大綱の策定について

市 長 : 次に、「教育に関する大綱の策定について」、事務局から、説明をいたします。

行政経営室長：教育に関する大綱の策定について、ご説明します。

国から示されている大綱の概要や記載する事項として、「大綱は、首長が策定する

としているが、総合教育会議において、十分に協議・調整を行う。」ということ、
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「大綱は、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、目標や施策の

根本となる方針を定めるものである。」ということ、「大綱は、国の教育振興基本計

画における基本的な方針を参酌して、定めることとしているが、地域の実情に応じた

大綱を策定することとする。」ということ、また「大綱の対象期間については、４年

～５年程度を想定している。」といったことが示されています。

また、記載する事項としては、学校の耐震化や統廃合、少人数教育の推進、総合的

な放課後対策、幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保育の充実等、ま

た予算や条例等の首長の有する権限に係る事項といったことが示されています。

では、浦安市は教育に関する大綱をどう考えるかについて説明します。

先ほども市長の挨拶の中や教育委員のみなさまから大綱の策定についていろいろな

考えを伺いました。実際まだ事務局で大綱の策定に着手しているわけではありません

ので、これまでのことを踏まえ説明します。

先ほど市長が言われたように、本市は、他市町村に比べ教育費に随分力を注いでい

て、教育に関する施策、事業を積極的に展開しているところです。

また生涯学習分野についても、施設整備をはじめ、様々な団体への支援なども行っ

ています。

そして、子どもの育成については、少子化対策を中心にここ数年ずっと力を入れて

います。

こうした子どもの育成や教育、学術の振興については、これまで「浦安市教育ビ

ジョン」や「浦安市生涯学習推進計画」「浦安市子育て支援総合計画」などを策定

し、計画的に施策・事業を推進してきました。

平成27年度は、教育委員会制度に関する改革や、子ども・子育て支援新制度がス

タートする年度であり、昨年度中に、教育ビジョンを見直し、新たに「浦安市子ど

も・子育て支援総合計画」を策定し、この４月から実施しています。これまでこう

いった様々な計画の策定にあたり、様々な方から、ご意見をいただき十分審議して

つくり上げた計画が、既に大きな柱として並んでいますので、これらを十分考慮し

ながら、教育に関する大綱の策定を進めていきたいと考えています。今後この会議

の中でもいろいろご審議いただく予定でおりますが、教育ビジョンの後期基本計画

などを十分考慮して、今後１年かけて作り上げていきたいと考えています。

また、策定のスケジュールですが、本日、１回目の会議を開催しました。今後、
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策定の進捗をみながら、随時、総合教育会議に諮りたいと考えています。

市 長： ただいまの事務局の説明に対して、質問・疑問などがありましたら、どうぞ。

小比類巻委員：挨拶のときにもいいましたけれども、このような形で一年間かけて大綱づくりを進

めていただけるということは大変ありがたい。

その中で、多分浦安の現状、教育も含めて、子どもたちの置かれている状況をどう

いうふうに捉えるかというのが前提になるかと思います。

確認ですが、６月のほか９月、10月から12月といろいろありますけれども、これに

関しては私ども教育委員が意見を述べる機会があるという理解でよろしいわけですよ

ね。

企画政策課長：現在の作業状況としては、検討もまだまだ入り口のところで、詳細を今日お示しで

きないのは大変心苦しく思うのですが、大きな考え方としていままでの計画や実績

を踏まえながら、想定したスケジュールに基づき、大綱づくりを進めていきたいと

考えているところです。

想定スケジュールですが、作業の節目においては、この会議の場で、事務局から案

を示し、委員の方々や必要に応じて関係者の方々に意見をいただきながら、市長や教

育長をはじめ、みなさんのご意見を踏まえて、進めていきたいと考えています。

時期については厳密には決まっておりませんが、この秋口と年明けくらいが大きな

節目になろうかと思いますので、この時期にはみなさまにはお示しすべきものはお示

しし、説明していきたいと考えています。

小比類巻委員：総合教育会議というのは、原則、市長と教育委員会という構成ですが、必要に応じ

て関係者を加えてもいいともありました。私ども教育委員会としては、これまで教

育ビジョンなど様々な計画を策定していますが、教育委員会内部でも生涯学習分野

と学校教育、幼児教育の分野の連携が十分に取れていないような部分も見受けられ

ます。

そうした状況を考えて、総合教育会議の中で市長のリードの下に、いろんなことが

できると思うんですが、我々教育委員だけではなく、例えば社会教育関係団体のそれ

なりの人だとか、幼児教育関係を代表するような方、そういったメンバーもどこかに

組み込んで、この会議が行われるというのは、ありなのかと思います。

市 長： 私も、記載する事項の中で、教育委員会だけではなくてこども部、うちでは特に幼

稚園が認定こども園に今年８園移行した直後であり、いま現場が混乱しているところ
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はありますが、あと放課後の児童の件、さきほど言った校長の権限の話もここにくる

んですよ、正直言うと。放課後までずっと校長の権限の中で、責任の中でやっていた

ら、学校開放が進まないと思っています。授業が終わったら校長の権限は終わり、あ

とは市長部局が担うとか、そういったことが可能ではないかと思っています。

そういったことを総合的に議論する、いままではバラバラにやっていましたので、

ある意味、この教育に関する大綱が全体をまとめる一つのきっかけになるのではない

かと思っているんです。

小比類巻委員：そういう意味では、学校現場を代表する校長の代表が一人いた方が話が通りやすい。

なぜかというと、放課後の関係も、子どもの居場所づくりというのも、学校現場は意

外と無関心なところがある。

市 長： 無関心じゃなくて、無関心にさせちゃったところがあるんですよ。

小比類巻委員：それは教育委員会の責任です。

市 長： 児童育成クラブを教育委員会から市長部局に持ってきたときに。

小比類巻委員：そういった意味で、関係者を可能な限り有効に取り込んでいただければというお願

いです。

市 長： こども部は絶えず呼んでおかないと、整合性が取れなくなってしまう。

教育長： ぜひそのようにしていただけると。幼稚園も含めた学校教育ということで。

市 長： あと、校長会も呼んでください。

川端委員：学校教育は、生涯教育と有機的に結びつくような計画が必要だと思います。

市民大学等で、自分たちが持っているスキルで例えば定年退職後、子ども達に教え

たいという人がいます。でも、自己流で教えても、教え方の基本というものはあるの

で、教育方法の基本を市民大学の講座に作っていただきたい。

西脇委員：それに関連して確認ですが、さきほど認められた設置要項の第５条に「総合教育会

議は、必要であると認めた時は、担当者または学識経験者の出席を求め」という項目

がありますので、やはりテーマや必要に応じて、ここを活かしていけたらと思います。

教育長： 今、ご提案いただいたように、これまで策定してきているいろいろな子育てである

とか生涯学習を含めた、そうしたものを活かして大きな大綱をつくっていただけると

いうのは、本当に嬉しいことだと思っていますので、それぞれの担当部局ですとか、

関係者の意見を入れてつくっていきたい。

川端委員：この部署はこういうことをやっています、こっちではこういうことをやっています
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ということではなく、やっているこれがこっちのここにつながっていくみたいな形で

読み直してもらうと、いままでやっていたことがすごく活きてくる。

小比類巻委員：これはここでしかできない。

市 長： そういう意味では、すごい前進だと思います。

西脇委員：実際に役所の幹部の方々にこうやって来ていただいているわけですので、ぜひ我々

のここでのやりとりを活かしていただけたらと思いますので、よろしくお願いしたい。

市 長： 私から一点。教育委員の皆さんに聞きたいのですけど、記載する事項の中で、教科

書採択とか教職員の人事の権限など、首長の権限に関わらないことについても一部書

くことが可能とも聞いていますが、教職員の人事の基準も書いていきますか。

教育長： それは教育委員会で考えて、決めます。

市 長： 考えて、ここに載せますか。

教育長： ここには載せません。

市 長： 載せないですよね。その確認だけ。

教育長： それは教育委員会独自で決定すべきことと考えています。

市 長： 国では、記載することも可能と言っているが、私はこれには意味がないと思ってい

るので。

西脇委員：記載するとしても、極めて一般的な話になると思います。

市 長： 実効性のあるものにしたいので、あんまり他の自治体の例を参考にしなくてもいい

です。

小比類巻委員：教科書採択の方針なんかも、市長も方針を出すことはできます。

市 長： できないと思っていますが。

小比類巻委員：その場合は、教育委員会が持ち込んだ話として、大綱に載せることはできます。

市 長： なるほど。教科書問題についてはとにかく、委員のみなさんには、よく読んでほし

いなと思います。読まないで採択するのは良くない。

教育長： 本当に、みなさん熱心にやっていただいています。

市 長： 他に何かありますか。発言がある方は遠慮なく。

なければ、教育に関する大綱については、今後、この会議の中で十分、協議・調整

を行いながら、策定を進めていきたいと考えていますので、よろしくお願いします。

さらに１点。さきほど決めた設置要項に加えて、浦安市総合教育会議運用規程(案)、

これについて事務局より説明をお願いします。
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企画政策課長：浦安市総合教育会議運用規程(案)について、説明します。

設置要綱の規定に関し、その事務の運用や取り扱いをまとめたものが、浦安市総合

教育会議運用規程案です。

さきほど、説明した設置要綱の規定の中で、ただし書きや議事録、事務局担当など、

各市町村の実状に応じて規定していくものがありますので、それらについて会議を運

営していく上で必要なものを、運用規程として示しました。

作成にあたっては、既に浦安市においては、教育委員会では「教育委員会会議規

則」、市長部局では「浦安市付属機関等の会議の公開に関する取り扱い要項」をもと

に会議が運営されていますので、総合教育会議もそれらと同様に運営できるように定

めたところです。

第１条では、会議の運用に関して必要な事項を定めるという本規定の主旨を示して

います。

第２条は、設置要項の第４条に規定された招集に関連し、その詳細を規定していま

す。

また、第３条では、招集に伴う事務についてを規定しています。

第４条は、会議の非公開についての規定です。会議では、場合によっては非公開に

せざるを得ないような協議調整の内容もあることから、どのようなものが非公開にな

るかについて規定しています。

第５条は、設置要項第７条の議事録について、実際に記載する内容の詳細について

規定しています。

これらの規定は、既に運用がされています、本市の様々な会議体の運用と同等のも

の、また、特に第４条の会議の非公開についてなどは、国の解釈をそのまま引用して

いるものです。

この会議のために新しい考え方として打ち出したのではなく、ほかの会議と同じよ

うに適正な運営ができるよう、既存の会議体の運営方法にならい作成しました。

さきほどの設置要項と同じように、この運用のルールについても承認いただければ、

これに従って今後の会議を運営していきたいと考えています。

市 長： これもまだ案なので、皆さんのご意見や承認が必要なのですが、いかがでしょうか。

川端委員：ちょっと確認したいのですが、第４条の会議の非公開の（７）その他公開されるこ

とが不適当な場合、という文言があるんですけれども、第３条の（５）は、「総合教



－18－

育会議が必要と認める」という、誰が、という主語が書いてある。ここの（７）の方

は、誰が不適当と判断しているかという主語が書かれていないんですが、これは例え

ば、市長が不適当と判断したらそれで判断ということなのか、総合教育会議のメンバ

ーが判断したらということなのか。その解釈はどういうふうに。

企画政策課長：非公開にするかどうかというのは、協議調整をする個別の案件の内容によって決ま

るもので、この会議で、その都度検討してきちんと判断をしていくということで考え

ています。

川端委員：主語は、この総合教育会議ということで。分かりました。

市 長： ほかにいかがでしょうか。

なければ、了承ということでよろしいですか。

（「はい」の声あり）

本日の協議事項については以上となりますけれども、さきほど、皆さんから思いの

丈を、頂きましたので、総合教育会議全体について意見交換ができればと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

どうぞ、自由な意見交換、フリートーキングができればと思いますので。

では、ちょっと私の方から。大綱の策定について、策定の基本的な考え方で、「大

綱は教育、学術及び文化の親交に関する総合的な施策について」と書いてあるんです

けど、スポーツは教育の中に入ると考えるのがよいのか、それとも文化の中か。

教育長： 難しいところですね。でも、教育の中にも入りますし、スポーツも文化ですよね。

どちらかに決めるというよりも、どちらにも値する。

市 長： 基礎自治体で、「学術」なんて普通言いますかね。

宮澤委員：言わないです。

教育長： 一つひとつを取り上げると、文言がたくさん並んでしまうので、ということだと思

います。

市 長： スポーツというのは本来、文化的な、生涯教育学習とか、そういった文言を入れた

方がふさわしいと思う。

西脇委員：お話になっている「学術」ですが、私の解釈では、市町村だけではなく県レベルで

も当然大綱をつくるわけです。そうした時に、県レベルですと大学が設置できること

から、そこで学術が入ってくる可能性はあると思います。

市 長： これは国が示しているでしょ。私がすごく不満を持つのは、要は、国から目線とい



－19－

うのが凄く多い。だから市としては、住民に直に接するという視点で声をまとめない

といけないなと。

こうした一言、学術なんて何で基礎自治体に下りてくるのかという疑問がある。だ

ったら、本当はスポーツだろうなと思ったので。

教育長： 平易に考えれば、文化・スポーツと言った方が分かりやすい。

小比類巻委員：県の教育委員会レベルでは通用するかもしれないですが。

市 長： 県はいつ頃つくるのか。それと整合性はなくてもいいんでしょ。

行政経営室長：この点について、県の方からも現時点で詳しい情報は頂いていません。

市 長： 他に何か。総合教育会議全体だけではなく、もっと広く教育界全体でもいいですが。

川端委員：教育に関する一般論みたいな話になりますが、今、インクルーシブ教育が進められ

ていて、その基本的な考え方としては、障がいのある子を入れるというよりも全ての

子ども達に合わせた学習指導体制を確立する、というのがベースにある考え方ではな

いでしょうか。

その全ての子ども達というのは、一見、定型発達している子ども達だけではなくて、

発達障がいのある、ＡＤＨＤ、学習障がい、それから身体虚弱、知的障がい。あと、

落ちこぼれではなく吹きこぼれといっていますが、出来過ぎて先生や指導者とぶつか

る子どもたち全てが含まれます。

宮澤委員：確かにいます。

川端委員：余計なことをいって先生に憎まれるという。スポーツでもいるかもしれませんね。

難しいことでも簡単にできてしまって、それで生意気な口をきく。それで先生や指導

者に叩かれて、逆に落ち込んでしまう。

どこの自治体でもできていないですけども、そういった子ども達にそれぞれきちん

と対応できるシステムを、浦安はこれだけ教育にお金をかけているわけですから、他

自治体に先駆けてつくっていきたいと思います。

例えば、ディスレクシア。ディスレクシアに対する支援方法の決め手はもちろんな

いです。それについては浦安市の教育委員会で考えることではないですよ、みたいな

トーンではいけない。誰かのノウハウを持ってきて対応しようという形になっていま

すけど。浦安市なりのやり方を決めていこうとする姿勢が大切。何か浦安市なりのノ

ウハウがつくれていけるような、そういった姿勢で各先生が当たれるようになるとよ

い。教育委員会としては、教科そのもののことを考えられるような体制を先生方に組
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めるようにしていきたいと思います。

授業準備とかノウハウをつくる時間を十分にとっていただきたい。

例えばモンスターペアレントの対応に追われて、疲弊してしまって明日の授業準備

どころじゃないというのではまずい。だから、先程市長がおっしゃっていたように、

そこは別の部署が引き受けるという連携プレーができると非常にいいと思います。

医学でも同じようなことがあって、医者が言ってはいけないこともある。あなたの

寿命はここまでですよ、みたいな。何歳でも助けるというのがベースでないと、全て

終わってしまいます。でも、それをやっていると、息詰まってしまうこともいっぱい

あります。先生はやはり性善説でいかないといけない。

学校現場においても、性善説が悪いわけではなく、当然、性善説でいくんですけれ

ど、一方では、市長部局を含めて、別の方向から問題に向かってくれる人たちがいて、

逆に安心して性善説に立てるといった、そういう形の連携が取れると本当にいいと思

います。

私が思うのは、浦安市は、一生懸命それぞれに対応しているけれど、システムづく

りに追われてしまって、中身がはいっていないように感じるところが、問題だと思う。

例えば、子ども達にタブレットを与えました。それで、何をするのか。そういった

ところまで踏み込んで、やってほしい。

市 長： この前、教育長と、有明にタブレットの活用状況を見に行ってきましたが、まだま

だ確立してないんですよ。

ただ、私が思っているのは、タブレットの活用で、時間をものすごく短縮すること

で生み出された時間を、別な、例えばスポーツに向けるとか。

たまたま、このタブレット教育をご紹介いただいたのが、科学雑誌のニュートンと

いう雑誌の社長です。社長が来たときに、「例えば地球の歴史を説明すると延々と数

ヶ月かかると。ところが、指一本で３億年前から現代、未来までやれるとしたら、細

かなところはそれから突っ込んでもいい。小学生、中学生でいきなりそんな深く知る

必要はない。それが意識として、すーっと、へぇーと、入っていく。まずは、それだ

けでいい。その分、別のことに時間を使える。」ということを言っていました。

川端委員：その話でいうと、３億年の歴史が指一本の感覚しか残らないだけではまずい。指一

本で入れるんだけど、その背景には大変なものがあることをわかってもらう。実物教

育です。実物教育は凄く大切で、指１本から実物教育への橋渡しみたいなことをする
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のが、先生方。

宮澤委員：現場なんです。現場がそこに関心がないとだめなんです。

川端委員：そうそう。使いこなすことで短縮することと、現場で実際にやってみることとは違

う。それって結構大変だとは思いますけど、その違いを伝えてやらないと。

教育長： 教育委員会では、現在、今お話いただいたインクルーシブ教育のシステム構築を行

っています。今年度で３年目に入りましたので、浦安市なりの形ができていくと思い

ます。

ただ、それにおいても、とにかく一人ひとりの子どもをきちっと見ていくという。

それに対して、困り感のあるお子さんも、そこにどんな支援ができるかというところ

を、担任一人ひとりが見据えて対応していける。それを合理的配慮と言っているんで

すが、言葉だけではなく実際に何ができるかということを突き詰めていきたいと思い

ます。

川端委員：基礎的環境整備は予算もかかりますので、市長部局と話をしないといけない。合理

的配慮は、やはり現場でしないといけない。

小比類巻委員：インクルーシブ教育については、たぶん浦安は全国のレベルからいってもトップク

ラスだと思います。お金のかけ方も。なぜかというと、120名もの心身障がい補助教

員を配置しているのは、凄いことなんです。税金でここまでのことができる市とい

うのは、多分ないと思います。そういう意味では、進んでいるんですけれども、私

の個人的な考えですが、これをいかに中学校までで終えることなく、その子達の教

育が、本当に将来税金を払えるような子どもまでに育てられているのか。ある程度

成長を見ていかないといけないと思うんですが、高校に行ってしまうとそれが途切

れてしまうといった状況なんです、浦安の場合。

そのような意味では、浦安のインクルーシブ教育をさらに充実させる上で、物理的

な施設面や人材面がかなり充実していますので、これを有効に活用しながら、例えば

高校教育までコミットできるような仕組みをどうやってつくるか。税金を払えるよう

な人たちが、こういう形で伸びていっているんだと。浦安の特別支援教育の、インク

ルーシブ教育というのはすごいんだと言われるよう、充実させていきたい。

市 長： 小比類巻委員はいま、高校までとおっしゃったけど。障がいの程度はいろいろある

けれども、高校が義務教育化していてそれでいいのか定員割れしている高校へはスッ

と入れるけれども、そこで３年間過ごして後悔している障がい児も障がいの親たちも
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いるのだから、それは別の方法を考えなければいけない。

小比類巻委員：それに市がどれだけコミットできるかどうかということ。コミットできない状況が

今、システムとしてあるのかもしれないけれども。それならば高校についても市で

作ってしまうとか。そういう。

川端委員：インクルーシブ教育というのは、多様な学びの方法の提供なんですけど、問題なの

は、不登校の子どもたちです。

市 長： そうです。

川端委員：そこには学びの場が提供されていない。ある人から、不登校の子が通う、フリース

クールではなく公立学校が名古屋にあることを聞きました。関東にはあるかどうかわ

かりませんが。不登校の子が通う公立学校とは何、という話なのですが。

市 長： それこそ、浦安は、スケートボードとか、ストリート系をサポートしています。た

またまスケートボードに熱心な若者は、風体は変わっているけれども、彼らがひきこ

もりの子どもを引っ張ってきていると聞いたので、そこを応援しだしたのが始まりで

す。国際的なスポーツでもあるし。そういう、一つの目線だけではなくて、スポーツ

からとか、いろいろな目線が必要です。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックなども視野に、これから宮澤委員から

いろいろ発言が出てくるだろうと思いますが、たまたまなんですけど、車いすテニス

プレイヤーの国枝さんの一番弟子というか、一番目をかけている子が浦安にいるんで

す。そういう子を、今後どうサポートしたらいいのか。小学校５年生で、車いすテニ

スの小学生チャンピオン。車いすですから、練習場所も限られしまうということで、

柏までいかないと練習会場が持てないそうです。

宮澤委員：そういう弊害はいっぱいあります。2020年が決まった瞬間にいいことばっかりでは

なく、良い指導者も何も全部いなくなってしまって、昔のメダリストを学校に送って、

スポーツ教室をやらせてみたり、かなり混乱してしまっている。

2020年が決まったことで、逆に弊害もある。やはり、国のやり方があまりにも一方

的すぎるときもある。

市 長： 人口16万人っていう、顔の見えるまちですから、コンパクトシティですから、そう

いったところにも細かな配慮ができるよう、考えていきたい。

小比類巻委員：戦略を立てることが大切です。

宮澤委員：つくっていった方がいいです。
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市 長： 舞台ができたんですから。

宮澤委員：東小学校に行かせていただいて。学童だって、ああいう素晴らしい施設でね。

市 長： だけど、依然として、狭いところに押し込められてしまっている。それをいかに解

消するかが課題。

教育長： だけど、東小は見ていただいたように、２室、他にもあるということもあり、とて

も明るくて広々としている。

宮澤委員：だけど、あの中にあれだけの人数がいたら、外で遊ばせてあげたいなと思っちゃう

んですよね。

市 長： 中に閉じ込めるのではなく。それで校長の責任が問われてしまうのでは、というこ

とで、どっかで区切りたいと考えている。これはゆっくり、提案させていただきたい

と思います。

さて、細かな確認をする必要はないと思いますし、それぞれ思いの丈も出ました。

総合教育会議がスタートできて嬉しく思っています。今後も、できるだけフランク

な意見をいただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

その他、何かありますか。

（「なし」の声あり）

７．閉会

市 長： それでは、以上をもちまして、第１回の浦安市総合教育会議を閉会します。ありが

とうございました。

（閉会：午後７時６分）


