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第１回浦安市総合教育会議

概要

１．開催日時 平成29年６月８日（木）午後４時30分～午後５時30分

２．開催場所 健康センター 第１会議室

３．出 席 者

（委 員）

内田市長、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

（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）

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

生涯学習部長、生涯学習部次長、生涯学習課長

４．議 題 浦安市の教育について

５．議事の概要

（1）開会

（2）市長挨拶

（3）浦安市の教育について

（4）その他

（5）閉会

５．会議経過

午後４時３０分 開会

司 会： ただいまより平成29年度第１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、公開で行いますが、

本日は傍聴の方はおりません。

第１回浦安市総合教育会議の開催にあたり、内田市長よりご挨拶がございます。

市 長： 皆さん、こんにちは。日ごろより皆様には教育行政にご尽力をいただきまして、

心より御礼申し上げます。

一言ご挨拶を申し上げます。私は、市政運営にあたりまして、全ての施策を
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もう一度、市民目線で見直すことを掲げて当選させていただきました。

そういった中で開かれた市政を実現するために、教育行政においても同様に

進めていきたいと考えております。

総合教育会議は、首長である市長と教育委員会が本市の教育の課題やあるべ

き姿を共有しながら、相互に連携して、より民意を反映した教育行政を推進して

いくために協議・調整をする場でございますが、本日は私の就任以降初めての会

議となることから、皆様と浦安の教育についての思いを語り合って、今後の教育

行政の参考にさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

司 会： それでは、本日の議事に入りたいと思います。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、進行させていただきます。

本日の議題は「浦安市の教育について」ということで、早速、委員の皆様と本

市の教育について意見交換をさせていただきたいと思います。

改めて、自己紹介をかねまして、私の教育についての考え方をお話させていた

だき、その後、委員の皆様より、お１人５分程度で教育に対する思い、考え等に

ついてご発言いただきたいと思います。皆様の発言が終わりましたら、自由な意

見交換の場としたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、私からお話をさせていただきます。

市長就任以来２か月半が過ぎましたが、その間、例外なく、事業の見直しを行

っており、教育行政に対しても様々な意見や考えを、職員をはじめ皆様に示して

いるところです。

その中で私が最初に掲げているのは、教育と福祉は全校同じようなサービスを

受けられなければならないということです。これは、私が市職員、市議会議員を

経て、県議会議員ではほぼ文教常任委員会を担当し、委員長もやらせていただい

た中で感じて来たことでもあります。

これまでの市教育委員会では、モデル校を指定して試行的に実施する事業を２

年、３年と継続することがよくありましたが、私は、それが良いものであれば、

必ず次の年には全校で実施するという考えを示してきました。良いものであれば

こそ、全ての子どもたちに同じような授業を受け、同じ環境、同じように学ぶ場
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をつくるということを、私は一つの方針として掲げさせていただいています。

今後、いろいろな事業等の見直しで委員の皆様のご意見をいただかなければな

らないこともあろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、教育の根幹であります知育・徳育・体育についてです。特に「体育」に

ついて、その言葉も含めてもう一度見直したほうが良いと考えております。

今、教育委員会では、「スポーツ振興」という言葉がよく使われますが、私が

制定にかかわりました千葉県の条例では、あえて「スポーツ振興条例」とはせず

に「体育・スポーツ振興条例」としました。そういった経緯も含めてもう一度、

学校教育の中でのスポーツ、また、それぞれの地域との連携を含めた、スポーツ

にとどまらない、体を育てるという意味で、知育・徳育と合わせ体育についても

考えていきたいと思っております。

教育ビジョンでも掲げておりますが、地域と学校の連携についても考えていく

必要があります。

教えるだけではなく、地域の相談相手として、学校の先生方の相談相手として

の地域というものも活用していきたいと考えています。

また、学校を取り巻く環境というものは非常に大きく変わってきています。学

校が地域に開かれようとすると必ず不幸な事件が起きます。それによって学校は

もう一度殻を閉ざし、地域に対し閉鎖的になってしまいます。

しかし、ここでもう一度、システム的な部分のみでなく、明海小学校を整備し

たときのように、地域に開かれた学校を目指す考え方に戻っても良いのではない

かと思います。

明海小学校がほかの小学校と違うところは、垣根、フェンスを取り除くという

理想のもとにつくられているところです。入り口にあるフェンスは後からつけた

ものです。

明海小学校は、地域との垣根をなくすことをコンセプトとして、フェンスをつ

くらず、生け垣だけの設計をしました。ところが、その後、池田小学校の事件な

どが起きたことから、子どもたちの安全に重きを置いて、物理的な対応をしなけ

ればならなくなりました。これは本当に悲しいことで、もしあの事件がなければ

今以上に学校と地域との交流があったのではないでしょうか。

学校の先生方としてはなかなかやりづらい部分があると思いますが、私とし
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ては、学校の運動会に、保護者以外の地域の方にも来てもらい、近所の子ども

が走っている姿を見たり、普段、地域の方が学校に入ってきて、グランドで遊

んでいる子どもたちや、体育の授業を見ていられる、そういった学校が理想だ

と思います。

そうした意味では、もう少し浦安市の教育環境、学校環境も開かれていくべ

きだと思います。そのためには、ＰＴＡ、保護者の皆さんの意識も変わっても

らわなければならない部分もあります。ただ、主役は子どもですから、子ども

たちが欲している知識など、子どもたちが自己実現するために必要なものにつ

いては最低限教えていかなければならないと思います。

以上、私の考えをお話させていただきました。

それでは、細田教育長から、お願いします。

教 育 長： 私は平成27年度の教育委員会制度が大きく変わるときからこの任に就かせてい

ただいて、ちょうどその年が後期教育ビジョンのスタートの年になりました。

この教育ビジョンは５年計画ですので、現在、前半の３年間を経過したところ

です。学校教育、生涯学習ともに計画どおりにそれぞれの事業が推進されてお

り、順調に進んできていると思っています。

ただ、市長がおっしゃられた「開かれた学校」というところでは、この４月

に、コミュニティスクール、つまり学校運営協議会の設置の努力義務化や役割

の充実などを内容とする「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正

がありました。浦安市教育委員会としても、コミュニティスクールのあり方や、

市長からお話いただいている小中一貫校のあり方なども研究しながら考えてい

きたいと思います。

ありがたいことに浦安は、保護者を始め、地域の方がすごく学校に関心を持

っていて、学校の事業に協力的だと思います。それをもっと取り入れるような

学校教育を進めていきたいと思います。

一方で、生涯学習は、最近施設を随分整えていただきました。市民の学ぶ意

欲、そして、生きがいが見つけられるような活動をさらに充実して提供してい

くことも考えていかなくてはいけないと思います。

市 長： 続きまして、川端委員、お願いします。

川端委員： 今日初めて内田市長とお会いしましたので、簡単に自己紹介をさせていただ
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きます。

もともとは宝塚出身で、当初は数学科の大学を出ましたが、その後、メガネの

仕事をした後に、眼科医になりました。大学に入ったのが34歳で、40歳で千葉大

学を卒業しました。

以前は、普通の眼科をしていましたが、平成５年に浦安で開業させていただ

いてからは、視力や目の病気だけを診るのでなく、視覚を通して発達全体を見て

いくことを基本的な考えとしています。

日本ではあまりそのような観点が重要視されていませんが、海外だと、見えて

いる、見えてないだけでなく、視覚を通して理解しているのかどうかというよう

なことをみる「オプトメトリスト」という職種があります。そういったことをや

ってみたらどうかというアドバイスもあったので、視覚、目の病気、それから、

視機能、発達などから子どもたちを見ていくということを眼科の基本にさせてい

ただいています。

教育委員になって10年目、３期目になります。

浦安の教育については、体力の面で常に弱いところがあり、体力がないという

結果が出てしまいます。それは先ほどの体育の考え方も含めて見直していかなけ

ればならないと思います。

また、学力は一見高いですが、その要因としては、新町地域において、各個

人が努力しているところが大きいと思われます。このため、浦安ならではの独自

の教育、学力アップのプログラムを考えていければと前から思っています。考え

る力、論理力、表現力を養う国語と英語、そして、美術に感動する力も育ててい

ただきたいと思います。

次に、発達障害のある子どもたちについてです。市としては要保護児童、そ

れから適応障害者、通常の学級に来られない子どもたちをまなびサポートで細か

く指導されています。最近は１歳半健診において注意が持続できているのかを見

る機械を導入し使い始めていますが、これをより有効利用しなければならないと

思っていて、市の方とは具体的な話をしていませんが、私も関係できたらいいと

思います。

発達の遅れのある子どもたちへの支援について、市として、様々行っています

が、一貫性のある行動体制の確立が必要だと思います。個人が生まれてから、中
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学、高校を出るまでを一貫してどのように支援しなければならないかが理解でき

るようなファイルもありましたが、それを有効利用しているのかということも、

もう一回見直すべきと思っています。

また、色覚上、赤と緑が黄土色に見える人がいますが、本人は小さいときから

そうなので、気がつかないし、わかりません。

その色覚検査について、今は法令上しなくてもいいが、実施するなら小学校4

年生までということとなっています。浦安では去年から小学１年生で、実施して

もらい、見えていない人の支援ができるようにしました。私は眼科医なので、眼

の話をしましたが、聴力も同じように、学びの基本になるようなところを早く発

見していくことが大切だと思います。

健康診断項目に運動器検診が加わりましたが、問題を早期に見つけ、フォロ

ーしていくことが大切だと思います。

発達障害のお子さんに対しては、今、各校で特別支援教室をつくって対応し

ていますが、早く特別支援学校を浦安に誘致する必要があると思います。今、バ

スで船橋まで通うのが危険な子など、本市の特別支援学級での支援のレベルを超

えているような子がいると思いますが、浦安に特別支援学校がないために市立の

小中学校に通っているという状況です。市長の力で誘致していただければと思っ

ています。

市 長： ありがとうございました。続きまして、西脇委員、お願いします。

西脇委員： 最初に自分の経歴などをお話させていただきたいと思います。

県立浦安高等学校へ地理の教師として赴任したのが、私の職歴の始まりにな

ります。その後、幾つか高等学校の教師を経験しまして、1990年から横浜国立

大学の教育人間科学部で社会科教育を担当しました。ご承知のように、この社

会科教育は、地理と歴史と公民の大きく３分野に分かれます。私は、地理の学

習がどのように行われたら、有意義かつ楽しく子どもが学べるかということを

中心に研究をしてきました。地理の学習なので、海外に調べに行くことなども

多くて、特にトルコを外国の学習事例として研究してまいりました。

この教育委員には、平成21年に拝命を受け就任いたしまして、今に至ってい

ます。

浦安の教育をどのように考えていくかについては、先ほど申し上げたように、
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私の場合は社会科の学習の狙いということが常に頭の中にあります。学習指導

要領の中に公民的資質の育成ということがうたわれています。浦安市の教育に

なぞらえて言うなれば、浦安市民として活躍できる資質を育成するということ

が社会科教育の大きな目標になっています。浦安市の教育を学校教育と社会教

育という２つの側面で考えた場合、学校教育においては公民的資質、市民的な

資質をいかに育て上げていったらいいかということで、常に目配りしてきたつ

もりです。

子どもたち一人ひとりの特性だけでなく、意欲や関心、能力といったものの

全体的な底上げも重要です。個々の子どもの特性も大事なことですが、それと

は別に、浦安市で学ぶ子どもたち全体の底上げをどのように図っていったらい

いのか、ということを常に考えてきたつもりです。その一方で、先ほど市長の

お話の中に出てきましたが、それぞれの子どもの個人的な特性、資質を活かす

こと、子どもにとっての自己実現を、我々はどのようにして達成させられるか

を考えてきました。このように、常に２つの側面から浦安市の教育を考えてい

かなければいけないと思いますし、私自身はそのように考えてきました。

地域の教育力の活用については、先ほど幾つか例が挙げられていたとおりで

す。地域の教育力を活用することで、全体的な底上げ、それから、個人的な資

質の育成、子どもたちの自己実現をどのような形で行うことができるのかを、

考えていくことができるのではないかと思います。

また、本市では小中の連携を視野に全体的な底上げを図っていこうとしてい

ると思います。一方、県立千葉高・千葉中のように公立学校でも中高一貫校が

設置され始めているように、中高一貫校にも良さがあり、これらと、本市の小

中連携の整合性の確保が、課題として出てくるだろうと思います。

また、先ほどの自己実現、あるいは、個人的資質の育成ということについて

です。全体的な底上げについては公教育として説明は容易ですが、個人的な資

質については、私立学校でやれば良いという議論も出てきます。その点は、教

育行政に市長がどのような考えを持ち、どれだけ予算を注ぎ込んでいただける

のかという全体の構造の中でお考えになると思いますが、難しいところは出て

くるだろうと思います。

学校教育について申し上げましたが、生涯学習、つまり社会教育についても
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考えてきたつもりです。端的に言えば市民生活をいかにして充実させることが

できるのかというところが、社会教育、生涯学習の大きな課題だと思っていま

す。それについて、具体的には文化やスポーツを享受できるような生涯学習の

基盤をどれ程整備できるかという話になってくると思いますが、これについて

も、市全体としてどれだけ予算が投入できるかという課題があると思います。

ただ、一般論的な言い方になってしまいますが、浦安はかなり文化施設が進

んでおり、スポーツも盛んで、いろいろな形で生涯学習ができるということに

なれば、それを浦安の良さとして売り込むことができますし、それを聞いた人

たちが浦安に集まってきます。

これらのバランスは、市長部局と教育委員会とのせめぎ合いになってくるの

ではないかと感じております。

市 長： 続きまして、宮澤委員、お願いします。

宮澤委員： 私は、教育的な現場の立場、学校教育から少し離れたところからいつも見さ

せていただいているような感じが自分の中にあります。それは自分で感じるこ

とを大事にしたいということで、今、社会はどのように流れているのか、学校

教育はどのように流れていくのか、子どもたちがどのように変わっていくか、

そういったことをいつも気にして見ています。

私は、スポーツを通じて子どもたちの育成に携わる者として、子どもたちを

見ていると、「やらされている」のではなくて、もう少し自立型で自発的に行

動できるようになると良いと思います。小学生には少し難しいとも思いますが、

教育の上でも、子どもたちが自己主張ができ、自分の考えで話せ、勉強を「や

らされている」のではなく「やっている」と思えれば良いと思います。

自立型になりにくい要因としては、例えば、サッカー界においては急成長し

すぎていることが挙げられます。サッカーだけではなく学力などにおいても、

子どもたちが結果を求めて急激に伸びていくことで、自分の時間や自分を見つ

める時間があまりないことにより、こうした弊害が出てきているのではないか

と思います。

私は、このようなことがないように子育てをしてきました。

その中で、道徳教育の上でも、良い人間関係を築く、人を傷つけない、自分

を守る心のコントロールをどうやってするか、そういうものは子どもたちに身
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につけさせてきたと感じています。

これからは、サッカーなどのスポーツが、ルールの大切さや人の痛みがわか

るような教育、道徳の中心になっていってもいいのではないかと切に感じてい

ます。

先ほど川端委員が言われた体力テストの結果については、持久力を改善すれ

ば全てがよくなるのではないかと思います。

例えば、朝来て学校のグランドを走ったりして、一番大事なところを少し刺

激すればよくなるところがやり切れていないというもどかしさがあります。こ

れも子どもたちが夜遅くまで勉強していることなど、いろいろな環境が災いし

てできていないという弊害が後で出てこなければよいと、常に客観的に見させ

てもらっています。

それを伝えることが自分の役割であり、それを伝えることで子どもたちが良

い方向に向かってくれたら良いと感じています。

市 長： 舘委員、お願いします。

舘 委 員： 義務教育、高等教育、すべての教育にも言えることだと思いますが、豊かな人

生を送るための社会人を育てていくということ、また、その時間が教育だと思

います。先生方や地域の方々、またスポーツクラブに入っていれば、そこのイ

ンストラクターの方々が豊かな人生を送るための種まきをされていらっしゃる

と思います。

いろいろな種類の種をまいてもらった子どもというのは、感性も豊かになる

でしょうし、体力、持久力もつき、学力も上がると思いますので、できればた

くさんの種をまいてもらいたいと思います。人生を送っていると凹むことも多

いと思いますが、先生が言っていたことや、グループ学習の中での友達の発言

などの学校での出来事を、あるときふと思い出して乗り越えられるということ

もあると思います。ですので、子どもたちはいろいろな経験をしてほしいと思

います。

ただ、それを学校の先生だけが担うのは非常に大変なことだと思います。新

人の先生は、多くの経験を積んできているわけではないと思いますので、そう

いったところで積極的に地域の方々の協力を仰ぐと良いと思います。

平成の寺子屋という事業をしている中で、浦安のおじいちゃんおばあちゃん
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たちが子どもたちに昔遊びを教えています。そこでは、子どもたちはただ遊び

を学ぶだけではなく、子どもなりの悩みをおじいちゃんおばあちゃんにお話し

します。

おじいちゃんおばあちゃんにとってはささいな話でも、子どもにとっては非

常に大きな問題であることがあります。例えば、弟が生まれて、お母さんがそ

れにかかりっきりで、さびしい思いをしているときに、おばあちゃんおじいち

ゃんがいろいろなことを子どもたちに話してくれるだけでも、子どもにとって

はためになるし、すぐ楽しくなっていくと思います。

こうした事業をしていますが、できればより多くの先生たちに、経験豊かな

地域の方に悩み相談をしてもらい、肩の力を抜かれると良いのではないかと思

います。

これから時代が急速に変わっていっていく中で、やらなければならないこと

が幾つかあると思います。交渉をするのに英語を使っていかなければならない

時代がすぐにやってくると思いますので、ＩＴや英語力、この２つは絶対に忘

れてはならないと思います。

一方、家庭教育について、昔は各家庭でやっていたと思いますが、親が忙し

くなってしまっているので、学校でも担っていけたら良いと思います。

音楽においては、昨年から管弦楽に触れる機会を設けるようにしましたが、

そうした取り組みは非常に大切だと思います。それから、本を読むということ

が苦にならないような仕掛けにぜひ取り組んでほしいと思います。

市 長： いろいろご意見いただきまして、ありがとうございます。この総合教育会議を

進める上で、皆さんにご意見や考え方を聞いておきたいことがございます。

この総合教育会議の目的の一つに重大事案が発生した場合の対処というのが

ございます。私も県議会議員として、千葉県のいじめ防止対策推進条例の発言

者の一人として考えきたことでもありますが、いじめ問題について、我々行政

を含めて、地域は一体何ができるのか、何をすべきなのか、いじめが起こらな

いようにするためにはどうしたらいいのか。それとも、いじめは一定起こるも

のというふうな認識でいくのか、皆さんのご意見を伺いたいと思います。

特に実際の学校現場やスポーツの中で、いじめに対する皆さんのお考えがあ

れば、教えていただければと思います。この総合教育会議が設置された柱の一
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つに、いじめの対策がありますので、ご教示をいただければありがたいと思っ

ております。

西脇委員からお願いします。

西脇委員： いじめ問題については、教育委員会定例会等々でも議論になってきたとおり

です。私は、いじめというのは絶対あり得るものだと認識しています。願わく

ばいじめがなるべく起こらないよう、なるべく小さいいじめで済むようにでき

ればと考えています。

そのためには、それぞれ別な個性を持っているという認識が定着していくと、

いじめにつながる要素というのはかなり減るのではないかと思います。

みんな同じようにしなきゃいけないとなると、違うことをしている子どもが、

いじめの対象になりがちです。そうした認識を学校教育を通じて、あるいは、

地域の人たちの力を得るなどして持たせていくと、いじめは最小限で済むので

はないかという基本的な認識を持っています。

市 長： ありがとうございます。宮澤委員お願いします。

宮澤委員： いじめは昔からもありましたが、それをどうやって周りがくい止めたり、本

人がなかなか言えないときや、困っている姿を見せないでいるときに、どうい

うふうにして周りが把握したり、早く見つけられるか、誰かから言ってきてく

れるかなどが課題だと思います。

「いじめをした子が幸せになっている可能性は非常に低い」というデータが

あったかと思います。いじめをやっている人ほど、大きくなってから幸せに恵

まれないということや、いじめに遭った者が悪いのではなく、いじめた者が卑

怯であるということを認識させる教育があってもいいのではないかと感じます。

先日、教育委員会定例会で、ある弁護士が、いじめを問いただすときに、い

じめられた子にも二次被害をもたらしてしまうこともあると言っていたので、

非常に難しいところではありますが、学校の教育の中で、いじめた人は将来幸

福になれない、またはそういう可能性が多いというようなことを教えてもいい

のではないかと感じます。

また、万が一いじめが起きたときのマスコミの取り上げ方が抽象的なのも良

くないと思います。全部オープンにして、これだけの大人が真剣にいじめにつ

いて考えているということを示せば、何も問題ないとメディアを見ていてよく
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思います。あいまいにすると良くない方向に進んでいくので、オープンにして、

真剣に考えるという姿勢を見せたほうが良いと感じます。

市 長： ありがとうございます。川端委員、お願いします。

川端委員： 小児外科の先生の授業を受けたときに、先生がおっしゃっていましたが、い

かにも自分たちと見た目が違ったり、自分の考えと少し違ったものを持ってい

ると、あの子はちょっと違うのではないかというような違和感を持ち、その人

を除けようとする。これは普通に育っていれば自然な考え方です。

いじめのきっかけになるのは、一見違う、何か対応がおかしい、話しかけた

ときに反応がおかしい、無表情、そういうちょっとしたきっかけや、いじめて

いる側の利益に反するようなことを持っているなど、いろいろな理由があると

思います。

それを公教育、または全体の教育の中で、人間というのは同じじゃないとい

うことを、よりいろいろな角度で積極的に教えていかないと、いじめは抑制で

きないと思います。

また、やはり教育の力は大切ですが、それはきれいごとの教育でなく、教え

るほうも本音でぶつかっていかないとうまくいかないと思います。

具体的にどうしていくかは、各事例で考えていかなければなりませんが、宮

澤委員もおっしゃっていたように、ただ隠しているだけでは、何の解決にもな

りません。問題が起きたときの取り上げ方、これは浦安市なりに、いじめはあ

るのが通常という認識のもとで、よりオープンにいじめということにぶつかっ

ていきたいと思います。

市 長： ありがとうございます。

舘委員、先ほど、これからＩＴや英語は絶対やらなければならないというお

話がありましたが、ＩＴが発達することによって、昔なかったネットいじめが

あるわけです。そういった新しいものといじめとの関係はどのようにお考えで

すか。

舘 委 員： そもそもいじめというのはなくならないというのはあります。教育委員会の皆

さんとお話したことがあるのですが、動物のお話で、子どもから青年期の間のあ

たりのイルカはいじめをする。イルカでさえというのかわかりませんが、イルカ

もいじめをする、ニワトリもいじめをすると書かれてありました。
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いじめというのは絶対ある、というところから始めたほうが良いと思います。

イルカの場合は殺してしまったり、ニワトリも殺してしまう場合がありますが、

そんなことをしないように、私たち大人のほうがいろいろ整備していかなくては

ならない。イルカの場合は、殺してしまう前に力のあるイルカがやってきて制裁

するので、まずいことしたということがわかるという感じです。子ども同士では

いじめを解消させることはできないので、大人が介入していくしかないというこ

とを私たちは認識しなくてはならないのではないかと思います。

ＩＴの場合は大人から見えにくいテーブルの下で行われてしまうので、テーブ

ルの下を大人が見ていけるようにすることがすごく大切だと思います。どうやっ

て見るのか、いろいろなやり方があると思います。技術的なことになりますが、

ＩＴのサイバー攻撃を対策されている方たちが、教えてくださったり、その方々

のご意見を集めてチェックしていくことができると良いと思います。

市 長： 技術的な対応もありますが、ＩＴのような新しい技術は便利な面もあれば、弊

害となる面もあり、そこのバランスはどうしたらいいのかという悩みがずっと

あります。ネットいじめは昔はなかったのですが、ＩＴの発達に伴い、ＩＴに

ついていけない世代が大人になって、子どもがやっていることを大人が把握し

きれなくなっています。

ＩＴ教育を推進すれば推進するほど、ネットいじめは学校の中でどんどん増え

ていくと思います。技術の発達や制度の発達と、本質が見えづらくなるというこ

とのバランスのとり方をどう考えたらいいのかと思っています。

川端委員： ネットいじめも本質は一緒です。

市 長： 本質は一緒ですが、見えないということが一番の問題です。普通の顔をしなが

らいじめている事例が多く見受けられてきています。

川端委員： いじめられている側が発言するしか見つかりません。

市 長： いじめ問題に詳しい千葉大の藤川先生から、ライン外しのように、いじめられ

ている人がわからないいじめもあるという話を聞きました。

みんな何で冷たいのかなと思っていると、実は周りだけで、「あの子とは口

をきかない」というような悪口があっても、それが見えてこない場合があると

のことでした。

例えば、浦安市ではタブレットを活用した教育に取り組んでいますが、タブ



－14－

レットを使えるようになればなるほど、数としては少ないかもしれませんが、

そういったいじめも発生せざるを得ません。そうするとタブレットそのものが

悪いように言われてしまいます。ＩＴ教育を進めることによって見えづらいい

じめが発生してしまいます。

最後に教育長、お願いします。

教 育 長： 学校は、社会を縮小した場、社会性を学ぶ場です。いろいろなお子さんもいる

し、いろいろな場もあって、いじめはなくなることはないと思っています。ま

た、そこで痛みも感じ、いじめてしまったことを反省するという営みを通して

成長していくものだと思います。

そのときの介入や解消をきちんとしておくことが大事だと思います。今のと

ころ、何か起きると教員が入り、両方に意見を聞き、謝罪をしということをし

ています。しかし、ネットいじめは痛みを全然感じず、１つボタンを押せば全

てに情報がつながってしまうわけですが、そこで教育の原点である、痛みを感

じる、相手の気持ちを理解するということを常に教えていくことが必要だと思

います。

千葉大学の藤川先生も、子どものほうが早くスマホを学ぶので、親が管理し

ていくことがとても難しいという話をされていました。でも、親ですので、い

かに難しくても、話し合いをする、見せ合う、管理するということはとても必

要なことだと思います。ですので、学校教育のなかでもタブレットの正しい使

い方、ネチケット、相手に送信する言葉の使い方、そうした基本的なことを教

えていくことが必要だと思います。

いろいろなものが始まれば始まるほど、指導していかなくてはならないことが

多くなりますが、そうしたところでも地域の方にご協力いただきたいと思います。

市 長： 最近また、学校や教育委員会が、いじめの事実を確認できなかったとしたもの

を、文科省指導もあり、後に撤回するということがありました。

浦安市ではそういうことはないように、皆さんで協力して頑張っていければ

と思っています。

まずはいじめられた子どもの傷をどうやって癒やしていくか、いじめた子ど

もに悪いことだとわからせていくのか。また、いじめは児童虐待などと複雑か

つ密接に絡み合っているようでもありますので、そういった部分も含めて意見
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交換、ご指導をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

教 育 長： これまでも浦安市の教育委員の皆様にはとても熱心に、学校教育も社会教育も

見ていただいております。また、市長あるいは市長部局との懇談会をさせてい

ただいたことで、今の浦安の教育があると思っております。ありがとうござい

ます。ぜひ引き続きよろしくお願いします。

市 長： ありがとうございます。

明日から定例会が始まります。６月補正予算において、肉付け予算として、

私の思いも含めた政策型予算を約40億円計上しております。その中には中止す

べきものも幾つか挙げております。それらも含めて議会の提案や、私の発言等

もお聞きいただいた上で、ご指示、ご教示をいただければと思っております。

先ほど申し上げたように、私は全ての子どもが同じかつ高水準で教育を受け

られること、また、自分の可能性、自分が進むべき道をサポートしてくれる、

そういった体制をつくっていくことが教育の務めだと思っております。引き続

きご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。

それでは、時間でございますので、事務局より連絡事項があれば、お願いい

たします。

事 務 局： 次回の会議の予定ですが、９月から12月の間に開催したいと考えております。

また、教育委員会とも連携を図りながら、テーマ等の設定をしていきたいと考

えております。日程が近づきましたら、改めてご連絡いたしますので、よろし

くお願いいたします。

司 会： 第１回浦安市総合教育会議をこれにて終了いたします。ありがとうございまし

た。

午後５時３０分 閉会


