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午前１０時０３分

開

会

○開会宣言
○事務局

おはようござ います。定刻にな りまし たので、ただいまから平 成２７年度白井市総合教 育

会議第３回を開会させていただきます。
初めに、伊澤市長より、ごあいさつをお願いします。
○伊澤市長

おはようご ざいます。本日は年度末 の大変お忙しい中、第３ 回目の総合教育会議にご 出

席いただき、ありがとうございます。
昨日、平成２８年第１ 回の定例市議会が終了い たしました。そして、教 育委員会関係の 予算等、 議
案を含む全ての執行部提案が可決をいただいたところでございます。ご報告申し上げます。
また４月からは、新た な新年度がスタートしま す。第５次総合計画も、 いよ いよスタートすると い
うことで、「ときめきと みどりあふれる快活都市 」の１年目がスタート し ます。この中で、先駆け と
いたしまして、先日、皆 さんにも参加いただいた 白井駅前での街頭フェス ティバル、３千数百人を 超
える方々の参加をいただ き、大変盛会に開催され たところでございます。 そのように、いろいろな 施
策を通じて、魅力あるま ちづくりを市内外、全国 に発していきたいと考え ているところでございま す。
本日の総合教育会議に おきましては、今まで検 討してまいりました教育 大綱について、決定して い
きたいと考えております 。決定 をいただければ、 パブリックコメントを募 集していきたいと、この よ
うに考えているところでございます。
いずれにいたしまして も、白井市、そして日本 の将来を担う 子どもたち の健全教育、そして生涯 学
習というのは大変重要な ことであります。私も４ 年前から小学校６年生、 中学校３年生の社会科特 別
授業を行っておりまして 、先月、全小中学校の本 年度分の授業が 終了いた しました。授業を 終了い た
しますと、後ほど児童・ 生徒 から、その感想をい ただくわけですが、私の 授業の目的の一つは、白 井
市の政治経済、いわゆる 政治というのは市長と議 員の関係 、そして経済と いうのは白井市の財政関 係
をメインに歴史や白井市 の産業、農業、商業の分 布などを踏まえて行って いる授業で、もう一つの 大
きな目的は、児童・生徒 に白井市をよく知っても らって、そして白井市を 愛してもらって、できれ ば、
この白井市で活躍しても らいたいという願いもこ もっているところでござ います。その願いが少し で
も、５年～１０年、長い 時間はかかると思います けれども、将来的にこの 白井市を若い力で、さら に
活気が出てくれば、次の 世代に 渡せるまちになる という思いを 、その子ど も たちからいただいた文 集
から、しているところでございます。
ということで、今日は 大変重要な会議となりま すので、ぜひ皆さんから 忌憚のない意見、活発な 審
議を心からお願いいたしまして、私のあいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。
○事務局

では、早速、会議に入らせていただきます。次第に沿って進めさせていただきます。

議題に入りますので、 進行につきましては市長 でお願いしたいと思いま すので、よろしくお願い し
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ます。

○議題（１）白井市教育大綱（案）について
○伊澤市長

それでは議題に入ります。

議題（１）「白井市教育大綱（案）について」、事務局から説明をお願いします。
○事務局

それでは白井 市教育大綱（案）につい て、ご説明いたします。 冊子 をご覧いただきたい と

思います。
まず、２ページをご覧いただきたいと思います。
１番、教育大綱の位置 付けと記載してございま す。前回、説明したとお りでございます。法律改 正
によりまして、総合教育会議において、大綱を策定するものでございます。
２番、大綱の実施期間 でございますが、第５次 総合計画の前期基本計画 に 合わせ、策定の日から 平
成３３年３月３１日までとしております。
３番、施策の実施です が、第５次総合計画の前 期基本計画に掲げる学習 ・教育分野の重点戦略や 分
野別の基本戦略の達成に向け、事業を実施してまいります。
４番、計画の体系ですが、施策の実施をイメージ化したものでございます。
３ページに入りまして 、５番の白井市の教育方 針を載せております。平 成２７年度の教育方針を 継
続することとしておりま す。前回の素案では、第 ５次総合計画の前期基本 計画の重点目標を最初に 載
せておりましたが、教育 方針の もと、教育委員会 として取り組んでいく基 本的な項 目を先に掲載し 、
次に、その中で、前期基 本計画において重点的に 取り組む項目を載せるこ とといたし ました。また 、
教育大綱につきましては 、教育に関する総合的な 施策について、その目標 や施策の根本となる方針 を
定めるものでございますので、具体的な事業につきましては、資料１に掲載してございます。
教育方針のもと、基本 的な目標を４つ定めてお ります。個々の具体的事 業につきまして は、資料 １
の第５次総合計画前期実施計画事業（学習・教育分野抜粋）を合わせてご覧ください。
１番目の学校教育の充 実につきましては、 子ど も の確かな学力と豊かな 心と体を育むとともに、 地
域に根ざした教育を推進します。また、子どもが安全で安心に学べるよう教育環境を整備します。
具体的事業につきまし ては、資料１ に書いてご ざいます。教育資金利子 補給事業、ＡＬＴ配置事 業、
教育相談事業、適応指導 教室事業、青少年国際交 流事業、教育課題調査研 究事業、教育の情報化推 進
事業、特別支援教育事業 、学校安全対策事業、学 校給食共同調理場 建替事 業、小中学生の栄養指導 事
業、補助教員配置事業、 地域人材活用事業があり ます。この中で、補助教 員配置事業、地域人材活 用
事業については、前期基本計画の重点事業となっております。
２番目の生涯学習の充 実については、様々な 年 代にわたる市民の多様な ニーズに応え、生涯にわ た
る学習機会の充実を図る とともに、学習した成果 を市民生活や市民活動な どに生かせる 仕組みづく り
を進めます。また、学習活動している市民が活動しやすい環境づくりを目指します。
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具体的な事業につきま しては、 立春式事業、青 少年野外 活動事業、子ど も ワンパク大会事業、家 庭
教育事業、図書館サービ ス推進事業、図書館資料 整備事業、プラネタリウ ム館運営事業、放課後 子 ど
も教室事業、子どもしご と フェス事業、白井市民 大学校事業があります。 この中で、放課後 子ども 教
室事業、子どもしごとフ ェス事業、白井市民大学 校事業が 、前期基本計画 の重点事業となっており ま
す。
続きまして、３番目の スポーツの振興につきま しては、より多くの市民 に 、安心・安全にスポー ツ
に親しめる機会を提供す るとともに、 子どもから 高齢者まで誰もが生涯を 通してスポーツに親し み 、
健康づくりや地域での交流が図れる環境づくりを目指します。
具体的な事業としまし ては、各種スポーツ大会 開催事業、総合型地域ス ポーツクラブ支援事業が あ
ります。この中で、総合 型地域スポーツクラブ支 援事業が、前期基本計画 の重点事業となっており ま
す。
続きまして、４番目で すが、文化芸術活動の支 援につきましては、市民 による文化活動を支援し 、
多様な文化・芸術に親し める機会を提供します。 また、郷土の歴史や文化 遺産の調査 ・保存を推進 す
るとともに、市民と協働しながら文化財の保護活動を行います。
具体的な事業としまし ては、市史編さん事業、 文化財調査事業、文化財 保護・周知事業、埋蔵文 化
財・文化財記録保護事業 、市民学芸スタッフ古文 書修補活動事業、郷土資 料館展示・教育普及事業 、
文化を支える人材育成支援事業、市民文化祭開催事業、文化会館自主事業運営事業があります。
以上の４つが、基本的な目標となっております。
続きまして、大綱（案 ）の４ページですが、第 ５次総合計画の前期基本 計画における学習・教育 分
野の重点戦略について抜 粋しております。第５次 総合計画の将来像である 「ときめきとみどりあふ れ
る快活都市」の実現に向 けて、前期基本計画にお ける学習・教育分野で重 点的に取り組んでいく戦 略
を定めています。
戦略１の若い世代定住 プロジェクトでは、取組 目標 を子ども一人一人と さらに向き合い、 「子ど も
の教育なら白井」と言われるまちづくりを進めます。
具体的な事業につきま しては、放課後子ども教 室事業、補助教員配置事 業、地域人材活用事業、 子
どもしごとフェス事業となっております。
戦略３の拠点創造プロ ジェクトでは、取組目標 を各地域に大小 様々な交 流の場やサービス提供の 場
などをつくり、充実させることで、安心して快適な生活を送れる地域づくりを進めます。
具体的な事業につきま しては、総合型地域スポ ーツクラブ支援事業、白 井市民大学校事業となっ て
おります。
先ほども申し上げまし たが、教育大綱につきま しては、教育に関する総 合的な施策について、そ の
目標や施策の根本となる 方針を定めるもので、具 体的な事業は記載してお りませんが、大綱を実現 す
るための具体的な事業に つきましては、それぞれ 付随しているという認識 を持っていただければと 思
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います。
次に、資料２をご覧い ただきたいと思います。 第５次総合計画前期実施 計画事業のうち、学習・ 教
育分野の抜粋の詳細なも のをお配りしてございま す。これにつきましては 、前期実施計画事業の学 習
・教育分野の３４事業全 てが掲載されております 。それぞれ事業の概要や 、５カ年の年度別計画が 掲
載されておりますので、ご一読願います。
また、この実施計画事 業につきましては、教育 委員会の権限に属 する事 務の点検・評価の対象事 業
となっておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。
最後に、今後のスケジ ュールですが、先ほど市 長のあいさつにもありま したが、大綱（案）が決 定
しましたら、パブリック コメントを実施し、 ５月 中を目途に策定し、 公表 していきたいと 考えてお り
ます。
以上で、ご説明を終わります。よろしくお願いします。
○伊澤市長

ただいま、 事務局から説明がござい ました。委員の皆様から 、ご質問あるいは意見等 が

あれば、お願いします。
○米山教育長

では補足 で 。この教育大綱、今日 、内容はこの会議の中で 決定 した後、パブリック コ

メントを行います。この 大綱については、まず基 本計画とリンクしなきゃ いけないということで、 基
本計画が成立するのを待 っていま した。基本計画 の内容と合致するという こと。そ れと、今までは 教
育委員会は教育委員会で 目標や計画をつくってい た けれども、実際に予算 編成をするのは市長の権 限
ですので、教育委員会が あれやる 、これやるとい ったところで、予算で編 成されなければ、その事 業
は実施されないというの が、今度の法律の改正で 、市長と教育委員会が一 緒になって 、教育委員会 が
求める事業と、予算編成 権限を持っている総合計 画の設立者である市長と 全てをリンクさせた大綱 を
作成して、市全体として 、また教育委員個々に持 っている教育委員の考え 方を含めた事業を 合わせ た
上で推進していくという ことで、教育委員また市 全体の考えと合わせ た大 綱になりますので、 是非 こ
の大綱をベースに進めていきたいと思っています。
また、この内容につい ては、点検・評価、毎年 、外部の人を入れて、一 緒に点検・評価をしてお り
ます。その点検・評価の 中で、修正は毎年加えら れていますので、 修正し ながら 各事業を推進して い
くということで、修正。 また新しい事業をオンす るもの、カットするもの が出てきた段階について は、
この総合教育会議の中で 市長に報告して、また会 議の中で決定していくと いう 形で、教育会議の中 で
点検・評価を行って、大 綱の個々の 事業について は、変化が少しずつ出て 、毎年、皆さんでやって い
ますので、新しい事業、 また はカットされる事業 等も今後、出て くるので はないかということで、 市
全体の教育委員会の個々 の意見を持ったそれぞれ の事業 が、推進されてい くということで、ご理解 を
いただけたらと思います。よろしくお願いします。
放課後子ども教室の関 係 ですけれども、４月１ ８日に川嶋委員がコーデ ィネーターとなって、中 木
戸公園を無料で子どもた ちに開放するということ で、１８日からオープン にしていこうということ で、
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放課後子ども教室で決定 しております。地域の方 等から、児童公園ではボ ール投げができない。ボ ー
ルを思い切り蹴れない。 また、西白井一丁目、二 丁目、三丁目、四丁目か らは、遊び場が少ない。 通
りも危険なところがある というような話を聞いて おりましたので、中木戸 公園をオー プンにして、 無
料で開放するということが決定しまして、スタートします。
また、その時の管理員 、監視員 をやっていただ ける方が、もとのスポー ツ少年団の本部長がやっ て
いただけるということで 、子どもたちにも、少し スポーツの指導もできれ ばということで話を聞い て
おります。
まずやってみた上で、 例えば南山公園で、また できないかということで 、子どもたちが思い切り 外
で大きな声を出して、走 れて、楽しめる事業とい うことで、１８日オープ ンしますので、 川嶋コー デ
ィネーターのもとでスタ ートしますの で、是非教 育委員の皆さんも一緒に 見に行っていただきたい と
思います。
放課後子ども教室につ きましては、教育 委員会 から、これをやりなさい と いうことではなくて、 地
域からのオーダーに対し て、できる形で進めてい きたいと思っております ので、各地域、 各学校、 Ｐ
連を通じて、いろいろな情報の提供がありますので、進めていきたいと思っています。
また、重点事業の市民 大学についても、学部の 設置については 、どんど ん学部は広げていきたい と
思っております。一部、 新しく農業をやってみた い。農業学部をつくって くれないかというような 話
もありますので、個々の 方 が農業に親しめるとい うことであれば、市民大 学で農業学部をつくるの も、
何ら問題はないので、学部学科を広げるということは推進していきたいと思っております。
それから、重点戦略に なってい る補助教員配置 につきましては、市の規 模としては大変小さな規 模
ですけれども、これだけ の人数を補助教員として 配置できている。また 介 助員を配置できているの は、
印旛郡市の市町の中でも 、成田市と白井市だけと 思っております。教員が 授業しやすいという意味 で
はなくて、子どもの利益 ということで、子どもの 授業に対しての補助教員 の力が発揮できていると い
うこと。それと、教員免 許を持った図書館指導員 、免許を持っていますの で、授業がＴＴで一緒に で
きますので、国語の授業 を 含めて、全体の中で進 められる。補助教員、そ れから図書館の先生が一 緒
に授業できているという ことで、その結果が 、す ぐ出るわけではないです けれども、全国学テでも 、
国語の力はアップしてお り ます。さらに進めてい くことで、すぐ教育の結 果が出るわけではないで す
けれども、いろんな形で進めていけたらいいなと思っています。
基本計画の重点戦略に ついては、今までやっ て いたものをさらに量を増 やすなり、質を高めるな り
して、重点戦略の推進に 向けて、各事 業に取り組 んでいるということで、 全体を進めていきたいと 思
っています。
また、ない事業につき ましても、教育委員それ ぞれの中から 、考えてい る事業提案等がありまし た
ら、提案をいただいて、 この実施事業の中に加え ていくということも可能 ですので、是非いろいろ な
意見をもらえたらと思います。
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それから、子どもフェ ス事業と、新しい名前の 事業が入っていますけれ ども、これは、以前のキ ャ
リア教育の授業で職に就 くことの大切さ。勤労観 を考えること。それと、 自分が社会に出て、一本 立
ちして生活していくのに は、どうしたらいいかと いうことを子 どもたちに なるべく早い時期から考 え
ていってもらいたいと思 っております。例えば 、 中学校２年生の子どもた ちは、基本計画でいうと 、
５年過ぎますと、５年後 にはもう社会に 出て働い ている子もいます。そう すると、市役所では５年 間、
このような計画で進める けれども、子どもたちは この５年間、それぞれ自 分で何をやらなきゃいけ な
いのか。先生やお母さん 、お父さんと何を相談し て、何を勉強しなきゃい けないの かということを 含
め、５年間の子どもたち の計画をつくれるし、ま た、それ に対して、各先 生方が進路に向けてのア ド
バイスができると思って おります。子どもたち が 個々に持っている分野別 の力が違いますので、子 ど
もたちに合った力が社会 の中で発揮できる職業は 何なのか。また、学習科 目は何なのかということ で、
子どもたちに少しでも広 いメニューの中から、自 分と保護者と話し合った 形で、社会の中で自立し た、
貢献できる人材を育成し ていくということで、こ のキャリア教育につい て も上乗せをした形で、重 点
事業を含めて進めていきたいと思っております。
また、各委員の中から 、基本計画の重点事業に 引き上げたほうがいいの ではないか。また、重点 事
業としてプラスにしたほ うがいいのではないかと いう意見があれば、この 会議の中で決 定していき た
いと思っております。市 長が 一緒にいますので、 市全体の計画とマッチン グした新規の事業等も進 め
ていきたいと思っております。
よろしくお願いします。以上です。
○伊澤市長

ただいま、 教育長 から大綱を支える 総合計画事業、前期基本 計画の事業 内容を具体的 に

説明いただきました。これらも含めて、委員さんから何かご意見、ご質問があれば、お願いします。
○小林教育委員

基本計 画と合致させるというこ とで、ここで戦略１の若 い世代定住プロジェクト と

戦略３の拠点創造プロジ ェクトの観点から考えた 場合に、今まで教育委員 会でやってきた事業の中 で、
さらにこれに合致すると いうことで、具体的に力 を入れる 。今、教育長も 説明してくれましたけれ ど
も、基本計画を立てる段 階で、地域でいろ いろ話 し合ってきました。それ で、この戦略が出てきて い
ると思います。我々、教 育委員会 が考えてきたそ れと、そういうところが 出てきたそういうもの と 一
致というか、あるいはそ ういうものを取り入れた ようなところは あるので しょうか。それをちょっ と
聞きたい。
○伊澤市長

私から事務 的に。この総合計画をつ くっていく段階で、まず 、 小林職務代理がおっし ゃ

ったように、タウンミー ティングをして、地域に 行って、いろいろな方々 の 意見をいただいてきて お
ります。それから、アン ケートも 行っている。ま ず、いただいた意見やい ろいろなアンケート等を 分
析する訳です。その中に 各職員 が、教育委員会か らも出ていますし、若手 の職員から管理職、段階 別、
職別に出ていって、横断 的な つくり方をしており ます。教育委員会から総 合計画に携わった職員は 当
然、教育委員会会議なり 教育委員会の事務局とし ての施策についても十分 、そこに反映させていく と
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いうことで、市民の声、 そして教育委員会、事務 的な行政、仕事の組み立 て等 を含めまして、総合 的
に網羅できるような施策 なり総 合計画をつくって いって、その中で、計画 は 総花的ではなくて、さ ら
に重点的なもの、優先順 位をつけて、その 中で確 実にできるもの、重点度 の高いものからやってい く
と整理してありますので 、教育委員会の大きな方 向については網羅されて いる。そのようにつくっ て
きたという計画でございます。
何か、事務局から補足があれば、お願いします。
○田代教育部長

例えば の話で申し訳ない ですけ れども、戦略１の若い世 代定住プロジェクトの中 に

ある地域人材活用事業と いうことで、タウンミー ティングの中で、地域の お年寄りの方で、英語が 堪
能な方がいらっしゃるの で、そういう方を活用し て、子どもたちの英語教 育が盛んになっていくの で、
そういう活用もしながら 、子どもたちを英語に興 味を持たせるというご意 見をいただいております 。
そういうこともありまし たので、あえて地域人材 活用事業として、今度は 名前を変えて、地域の方 を
事業の中でお呼びして、 その中で英語とか、様々 な事業の中で、子どもた ちに教えていただく手助 け
をしてもらうということで、あえて事業名を変えて、ここに持ってきたということはございます。
○伊澤市長

具体例も説明をさせていただきました。その他、何かご質問はございますか。

○小林教育委員

例えば 、４の文化・芸術活動の 支援で、私も自分が郷土 史の会に入っているから 、

例えば市史編さん事業と は、県に残り少ないまだ やっていない自治体とい うことで言われて、自分 の
知っている範囲では何回 も出てくるのです。重点 事業にはならないの でし ょうか とちょっと思いま し
て。
○米山教育長

市史編さ んについては、教育委員 も学識も全員一致で、早 く進めろということで意 思

統一がとれております。 また、文化財 関係の会議 、郷土資料館での会議で も 、市史編さんは待った な
しだと。この前の会議で は、例えば、白井市の中 世、それ以前の証明する ような本が、神田のどこ か
の本屋にあったという話 も出ていまして、その本 を買い取っていく位の予 算を持てということ が、 会
議の中でも出ておりました。
これは、まず全体の事 業計画を事務局でつくり ますので、総合教育会議 の中で、市長を含めて、 ど
のような位置付けで、ど のよう な年次計画を持っ て進めていくのかという こと を考えていただく。 こ
の３つは必ず必要で、常 識的な話 です。この文化 財を読める人。例えば 、 その人を雇用するのか。 例
えば、大学に委託して大 学 にお願いするというこ とで、人。物については 、資料、 市史になるもの を
集める。場合によっては 、買い取りもしなければ いけないということで、 そ の費用ということで、 人、
物、お金が必要なので、 ちょっと時間をいただい て、どの位の期間で、ど の位の金額で、どのよう な
人にお願いできたらとい うことで 、また、教育委 員会議で審議 した後、こ の総合 教育会議の中で新 し
く位置付けをしていく。決めていきたいと思っております。
○伊澤市長

その他、ございますか。

○川嶋教育委員

先ほど 、教育長 からもお話があ りましたけれども、子ど もしごとフェス事業が初 め
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て出てきたので、事務局 にどのような事業かを お 伺いした い。それは、事 業の中で展開されること な
のか。地域のイベントと して、そのようなことを 取り込むのか。どのよう な事業であるのかをお伺 い
したいです。
○田代教育部長

お手元 の資料２の９ページの下 に、 子どもしごとフェス 事業が載っております。 来

年度からの事業で、幾つ かの市町村でイベント的 に 、いろいろな企業が集 まって、そこに子どもた ち
が行って、職業体験をす るというイベント等もご ざいます。そのようなも のを調査研究しながら、 市
として、子どもたちが若 い時から取り入れる。職 場体験となると、小学校 では 、６年生が半日～１ 日
位です。中学生は２日か ３日だけ です。学校にお いては 、もう少し早くか ら授業の中では取り組ん で
いますけれども、なかな か学校も 体験に行かせる ということもできません ので、いろいろな行事の 関
係です。そのような部分 で、周りの様子を見なが ら、イベント的なものも 含めて、この事業を立ち 上
げていこうかということで、来年度以降、調査研究を進めていくものになります。
○川嶋教育委員

この事 業を聞いた時 に、今は確 かにそのようなも のをい ろいろ と、東京ではキッ ザ

ニアとか、幕張にもその ような テーマパークがあ ります けれども、子ども がその仕事に関心を持つ こ
とに低年齢化している傾 向がありますので、すご くいいことだなと思いま す 。今、お伺いした時に 、
幅広い年齢の子どもに、 要はもしかしたら、幼稚 園のお子さんでも参加で きるようなイベントだっ た
らいいなと思っていたので、そのようなことでしたら、よろしくお願いします。
○米山教育長

今の子ど ものキャリア教育、仕事 に対する気持ち 。工業団 地協議会で 、いろいろと 先

進的な分野のものをつく っているし、その辺は市 長 がよく知っているので 。教育委員会だけではな く
て、工業団地協議会で、 このような大きなものの 部品をつくっているとい うことを 紹介してもらえ れ
ば、展示を含めて、子ど もたちが見に行くような バスを出して、物づくり の工業団地だ よというこ と
も紹介していきたいと思っていますけれども、その辺は市長のほうではタイアップできますか。
○伊澤市長

冒頭に、報 告させていただきました けれども、小中学校の社 会科 特別授業の中で、私 は

今年度の教材には、今ま では少し触れていた けれ ども、今年はさらに工業 団地について、 かなり時 間
を割いて説明しています 。というのは、今言った ように物づ くり、世界に 誇れる技術がある工業団 地
がいっぱいあるというこ とで 。例えば、子どもた ち に一番受けるのは、お 台場のガンダムの塗装を し
たとか、ディズニーシー のセンター・オブ・ジ・ アースという催しがあ り ます けれども、そこの一 部
をつくったとか、あとは 江戸っ子１号 、１万メー トル潜って撮影できるレ ンズとガラスをつくった 会
社とか。当然、フクダ電 子は 心電図とかですね。 日弘ビックスという携帯 の塗装を一手に引き受け て
いるところとか、幾つもあります。
ちょうど、『下町ロケ ット』という番組で、物 づくりが 、かなり子ども たちにも浸透して、今年 が
いろいろな気持ちを込め て、社会科の工業の勉 強 も含めて 、それから、市 内にこのような いい企業 が
あるということを紹介し て、ぜひ子どもたち にも 見てもらいたい。工業団 地を結構知らないですよ 。
大体、手を挙げて、知っ ている人 はと聞くけども 、第２小学校区では大体 知っています。第２ 小学 校
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区を離れると、ほとんど分からないということです。
だから、今、教育長か ら提案 があって、例えば 、この事業に具体的に工 業団地のある部分へ行っ て
みようとか、もしくは呼んで話を聞こうということがあれば、ぜひ実現したいと。
実は、私の中学校の授 業の時 に、工業団地のあ る社長さんが傍聴したい と 来て、子どもたちに対 し
て、もっと自分たちのい いところをアピールして いって、工業団地を児童 ・生徒に知らせたいとい う
話もいただいております ので、具体化されれば、 一緒になって 、やってい ければよいと 思っていま す
ので、さらに検討いただければと思います。
○米山教育長

事業化に 向けて、 体育館に工業団 地協議会に来てもらって もいいし、いろいろな形 の

物づくりをしている企業 の紹介と、こういう新し い分野の仕事があると子 どもたちに も教えたいの で、
マッチングできるように、事業化できるようにお願いします。
○小林教育委員

今と関 連する けれども、第二小 学校、第一小学校のこち らの例の緑の地域、緑を 守

る地域ゆえに、例えば子 どもの数はどんどん減っ ていく。毎年、確実に減 っていますね。ニュータ ウ
ン地域はまだ少し増えて いて、そ ちらは確実に減 っていくだけという 状況 もありますので 。緑のと こ
ろが白井市で好きな訳だ から、そのような ところ にどんどん行って、交流 できるような。何かそ の よ
うな、教育の分野でも、 今言った工業団地の活用 とか、そのように人が生 き生きできるようなこと を
具体的に考えていって欲しいと。
私が、第二小学校区に 住 んでいるからですけど 。ある意味で 、格差とい うか、 片方がぐっと進ん で 、
第二小学校もテストなど でも頑張っている けれど も、人数が減ってくると 、親は心配して、複式学 級
になっても大変というこ とで、桜台とか七次台の ほうに行ってしまうとい う家庭も増えてきていま す 。
それは時代の流れで、仕 方のないところもあ るけ れども、全体の教育とい うこともありますし、 今 の
工業団地の活用とか、そ の他のことも含めて、教 育面でも、もっと交流し ながら進展というか、そ う
いうことができるのではないかと思いますけれども、それも是非。
○伊澤市長

この戦略１ と３になって、実は２が 緑活用プロジェクト とい うもの があります。それ は、

主に行政、市長部局が主 体ということで載せて い ますけれども。その中に は、農業は緑の大きな一 つ
ですから、農業の推進と いう施策を重点的に行っ て いるし、これからもさ らに力を入れていきたい と。
いわゆる１６号から北 側はそのような 地域とい うことで、私も 授業の中 でも言ってい まして、白 井
市の農業もよく知ってもらいたいという話もしています。
これは、私から逆に提 案 ですけれども、例えば 、今おっしゃった白井第 二小学校ですか、今は １ ０
４人ということで、大き な学校は８００人を超え ている学校があって、か なり学校規模の問題があ り
ます。児童・生徒を早急 に 増やすということは、 かなり難しい。これは 現 実的に難しいです。私も 心
配していることは、今、 小林委員 もおっしゃった ように、本来、 第二小学 校区に行く子どもが、い ろ
いろな理由で桜台、ある いは七次 台に行っている 子も確かにいますね 。で すから逆に、 第二小学校 区
でしかできない教育とい いますか、そのような特 色のある学校教育、もし くは学校教育に 合わせて 生
10

涯教育、学習でもいいで すけれども、何かそのよ うな 。第二小学校が、１ ００人の学校だからでき ま
すということが、特色があったら、また魅力が出るのではないでしょうか。
そのようなことは、教育委員会としては、どのように考えているのか。
○小林教育委員

一つだ け 言わせてもらうと、向 こうに 住んでいる子ども たちが全体的に保守的だ か

ら、自分達には案がない です。だから、もう減っ てい ったら減っていった ままで、それでも あまり 危
機感は感じていないとい うか、仕方 がないという 。だから全体で考えてい かないと。むしろ、ニュ ー
タウン地域に住んでいる 方々のアイデアとか 、そ ういうものをそこに加え ていかないと、そこの人 達
にそこで特徴を考えろといっても、なかなか実際に出てこないと感じています。
○伊澤市長

あと、教育委員会としてはいかがですか。

○小林教育委員

第二小 の特徴として、今の第二 小としては頑張っている と思 います。太鼓をやっ た

り、いろいろな地域の人 に 来てもらったり、放課 後子どもプランもやった り、それなりにベストに 頑
張っているから、少人数 でもある程度、学力を保 っている と思いますけれ ども、限界を感じます 。 そ
れが、結果的には子ども の減少 です。本当は３０ 人近く、地区にいるはず だが、運動会の時に２０ 人
位しか来ない。さらに両 方に行っ てしまって、１ ０数人し か入学しないと 。何かあっても、結果が そ
のように出てしまうとい うか。これはどうしよう もないのかなと思う面も あ りますけれども。そこ の
地域だけが考えているの ではなく 、第二小学校の あり方も、全体を含む中 で考えていくということ が、
必要ではないかと。自分でもアイデアがよく分からないですけど。
○米山教育長

第二小学 校は、今、１００数人の 小学校のいいところは何 かと聞かれたら、他の学 校

は学年主任がいます。４ 学級、５学級 のうち、学 年主任がいて、その学年 をどうまとめて、それを 各
クラスのつながりとか仲 間意識という ものがあり ます けれども、第二小学 校の 特徴では、１年から ６
年までを縦のつながりで 教育しようということで す。特に校長が、お兄さ ん、お姉さん、新１年生 の
面倒を見ようと。お兄さ ん、お姉さんにこういう ことをしてもらったら、 ありがとうと言おうよ と い
うことで、横のつながり ではなくて、縦のつなが り を重要化させて、日常 の学校生活を送れている と
いうことです。
それと、毎授業が全部 、少人数指導位 の人数が 少ない授業で、子ども１ 人当たりのクラス 数が少 な
い。それと、全体を見る と、横だけ見る 訳ではな くて、先輩、後輩とかお 兄さん、お姉さんとの人 間
の関わり方というものは 、他の学校から見ると、 随分 第二小学校はできて いる という印象がありま す。
だから、反対に第二小 学校でお兄さん、お姉さ ん、また少人数を希望す る方が、事情があって行 く
のであれば、第二小学校 は行く価値は十分あると 。ただ、ちょっと場所的 に遠いので、通学がどう か
と思いますけれども、縦のつながりは小学校として、上手につくっていると褒めてやりたいと。
○伊澤市長

市長部局も 、各小学校、中 学校は地 域の拠点、コミュニティ の拠点、そして防災の拠 点

と位置付けているので、 教育委員会 も今、教育長 からお話がありました。 私も、大きい学校は大き い
学校の教育。小規模校は 小規模校の教育という特 色を出す教育 と思います ので、今言ったように縦 の
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教育、実際の兄弟ではな いとしても、お兄ちゃん 、お姉ちゃん、小さい子 の 面倒を見ようとか、そ う
いうことはあると思いま すので、そういうこと も 含めて、市長部局と一緒 になって、学区のコミュ ニ
ティなり、拠点として学 校が活用できるような形 に持っていければと思っ ていますので 。児童を増 や
すということは結構難しいですね。
逆に、教育長が言った ように、この学校へ来れ ば、こういう教育ができ ます。 是非、こっちへ来 て、
第二小学校で勉強してく れませんかと 。千葉県で はな いですが、ここはこ ういう教育をやりますの で、
是非移住してくださいと いう ことで、移住した事 例も 新聞で読んだことが あ りますので、何かいい ア
ピールができれば。第二 小学校を含めて、他の学 校もそうですけど。この 学校は 、こういう特色が あ
るということでアピール が できると、すごく市長 部局と教育委員会が一緒 になって、学校を中心と し
た地域づくりができていくというような気がしますね。
お互いに検討していければと思っておりますので、よろしくお願いします。
○石亀教育委員長

縦割 りとい うものは、古くて 新しいと 思いました。私 の家 は、清水口小学校が 、

白井市の中でも一番人数 が多い時代に子どもが育 った 時ですけれども、縦 割り というものはお掃除 と
か、そのような形で、縦 割りで１年生から６年生 までが、同じ場所 をお兄 さん、お姉さんと一緒に お
掃除していこうというよ うなこと をやっていた時 期もあ りましたけれども 、効率の悪さということ で
ある時から、ふざけてい る小さい学年の面倒を上 の学年が見ること も、な かなか大変で あり、やる べ
きお掃除ができないとい うようなこともあって、 いつの間にか 、その縦割 りがなくなってきてしま っ
たということはあります 。今、他の学校はどのよ う に、縦割りをやれてい るのかどうか、現状を知 り
たいと思いました。
よくテレビ番組ですけ れども、島 の学校で、子 どもが１人しかいないと か２人しかいないとか、 そ
のようなところで、タレ ントさんがお 友達になり ましょうといって、一緒 に授業を受けたりすると い
う番組もあります。その テレビを見た人達 の中か ら、そこの島に行って勉 強したいという ことで、 去
年は１人ですけれども、 どんどん増えて いくとい うようなことが、テレビ で追跡されて、多分、 見 た
ことがある方もいると思 いますけれども、山村留 学ではない けれども、白 井第二小学校のそのよう な
いいところを、テレビ番 組ではないにしても、ア ピールできると、もしか したら、このような とこ ろ
で勉強したいという子どもは出てくるのかなと思います。
白井第二小学校の縦割 りという ものは、私も改 めて どのようにしている のか 、ちょっと見学して み
たいと思います。そのよ うな 、昔は当たり前だと 思っていたことが、今は そうではない ということ が、
また新しいものであれば、そのようなことをアピールしていけたら、いいのかなと思いました。
○伊澤市長

事務局で、 今、委員長の言っている 縦割り といいますが、低 学年から高学年 まで何か 一

緒にやるという事例があれば、紹介して欲しいです。
○田代教育部長

縦割り は、かなりの小学校でや られていますけれども、 大きな 学校になると、行 事

的なものが多いです。例 えば 、１年生と６年生を 組ませて、昼休みに一緒 に遊ぶとか 、そのような こ
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とはあります。あとは、縦割り清掃にも、取り組んでいる学校はあります。
そういう意味では、第 二小学校はそれが結構強 くあります 。あと第二小 学校の運動会を見に行く と、
縦割りだけではなくて、 地域割りがご ざいます。 もう完全な地域としての 競技があって、 地域色が 何
々地区、何々地区といった地域で子ども達を育てるという感覚はあると伺っています。
小学校は、特に縦割りを行事的に入れるということは、非常に多くございます。
○髙城教育委員

第二小 学校は本当にいい地域で 、教室のスペースも結構 空いているので、例えば 、

給食を３学年位にまとめ て、給食ルームで食べま しょうとか 。１００人ち ょっとだったら、自校式 は
それもないと思いますけ れども、私一人でもつく れるかなと。隣に老人ホ ームの施設もありますの で、
そのような福祉に力を入 れたり、通いにくいとい うことでしたら、是非 ス クールバ スです。第二小 学
校はスクールバスがあれば、とても便利ではないでしょうか。
○伊澤市長

ありがとう ございます。他 の地域、 まだ 行っていないですけ れども、 例えば、第二小 学

校区、一番遠い地区は平 塚地区ですけど 。平塚分 校を統合した時に、平塚 をメインにナッシー号、 循
環バスを通学、帰りの時 間帯に合わせて 、臨時運 行、臨時 便を出していま す 。そこに、今井地区と か
便乗しているところもあ りますので 。ですから、 学区内では 、第二小学校 は結構、通学距離が長い で
すから、ある程度、安全性は考えています。
先ほどの話では、課題 は、例えば 、違う地区の 人が 第二小学校に行って みたいといった場合 、で は
どうやっていくのか。実 際、そこですね。今、区 域外就学になると、保護 者の責任でやること にな る
のかな。
○米山教育長
○伊澤市長

そうです。
ですから、 そこの部分がうまくいく と、例えば、第二小学校 、こんな特色のあること を

やっていますので、行っ てみたいなと いけると思 いま す。通学が、どうし ても最後の ネックになっ て
くるのかな。先ほど言っ た小さい島みたいに、そ こへ住んでしまうのであ ればいい ですけど。だか ら、
第二小学校区に来てくれ ること が一番いいでしょ うけど。近くにで す。そ こは 、すぐ結論は出ない に
しても、私も子ども達の 授業の中で は、そういう 話もしています 。とにか く 、あの地域はどんどん 子
どもの数が減っていって 、多分、小林委員の頃 は 、分校と合わせて４００ 人 を超していたのではな い
ですか。
○小林教育委員
○伊澤市長

そうですね。

ですよね。 分校だけで 、１００人以 上 いましたから。だから 、分校で１２０人とか い た

年ですよね。ですから、 そのような 大きな学校で した 。だから、分校だけ で、今の 本校よりも大き か
ったという時代を通して 、今は４００人位 から１ ００人になってしまっ て 。本当に少子化が進んで い
ます。ただ、全国ではも っと小さい学校もありま す。ですから、１００人 いれば、このようなこと が
できるというものを、私 共 も考えていきますけれ ども、一緒に地域の核と なるような 学校にしてい け
ればいいと思っています。これについては、いろいろとまた議論していければと思っています。
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○川嶋教育委員

今のお 話 ですけれども、七次台 小学校区では非常に多く 、七次台小学校には確か に

第二小学校区のお子さん が来たりしています。逆 に 、第二小学校区の太鼓 クラブですか、太鼓が有 名
で、市内ではなかなかな いです ね。なので、うち の学校のお子さんで、学 年が決まっているみたい で、
今しか行けないからとい って、 第二小学校区の太 鼓 教室に行っている子が います。だから、魅力の あ
るところには、こちらか らもちゃんと行っていま す。残念なことは、それ を私は知らなくて 。その よ
うな発表の場がないのではないかと思いました。
去年、市Ｐ連の研究事 業 で、桜台小学校に場所 を借りて、プロの太鼓集 団を呼びましたよね。あ の
時に、太鼓は素晴らしい と感動したけれども、市 Ｐ連が主催しているの で あれば、何で 第二小学校 の
会長は、うちの子たちを 出して と言わなかったの か。そこでコラボさせた ら、 あそこにはいろいろ な
学区のお母さん達が集ま っ ていました。見せ場じ ゃないですか。何故、つ くってあげなかったのか 。
もちろん、太鼓プロの方 には失礼に当たるかもし れないですけれども、そ こで白井 市のＰＲをする こ
とも重要だったと思いま した ので、非常に残念で す。また、そこに 第二小 学 校区の保護者が非常に 少
なかったような気もします。何だろう、この中途半端な。ごめんなさい、感じたので。
そのようなところで、 ＰＲしていかないと、駄 目じゃないですか 。だか ら、そのようなこと を言 い
出さなきゃいけない。気づいた時には言い出さないと、なかなかできないことだと思いますので。
○伊澤市長

太鼓の話は 、一つの例だと思います よね。多分、いろいろな 場面を通して、 第二小学 校

も含めて、いろいろな学 校なり、いろいろな地域 のアピールをするという ことは大事だと思います 。
今の指摘ですが、今度、 何かやる時 には、それが もっと広 まるような、も し くはいろいろな人達が 参
加できるようなイベント に仕上げていくというこ と も、大事だと思います の で、是非、今のご指摘 を
真摯に受け止めていただければと思います。
○川嶋教育委員

発表の 場は 、子どもにとってす ごく 大事であり、いろい ろな人 に見てもらえるこ と

は、子どもにはすごく励みだと思いますので、特に第二小学校に関しては、そのような機会です。
○伊澤市長

いい指摘だったと思います。

○川嶋教育委員

あの事 業は良かったですね。市 Ｐ連の研究 事業としては 、とてもよかった。第二 小

学校でもやっているのにということは、一つだけ心残りでした。
○石亀教育委員長

それ に関 して、傍聴の中には 文化団体協議会、音楽協 会に関係の ある委員もい ら

っしゃるのかと思います ので、多分すごく分かる と思って聞いてくださっ ている方もいらっしゃる と
思います。来る方も太鼓 、私はちょっ と行けなか ったですけれども、その ような 発表の場というも の
は、そういう方たちにとっても必要な、プロの団体ですよね。
○川嶋教育委員
○石亀教育委員長

プロでした。
そこ に、その地域で発表する には、ただ自分達 で売り 込むだけではなく、地域 と

コラボするという発想を 持って 、コーディネータ ーしているお世話役の方 も いることはいると思い ま
すので。それを知ってい れば、できたと思 います けれども、Ｐ連の中で、 第二小学校だけ抜き出て と
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いうような発想がなかったと思います。
前に、ウィーン少年合 唱団が来た時 に、白井市 に少年少女合唱団ができ たように、何か大きなも の
が来た時に、その地域と コラボすることで、より いいものが 、後々に。少 年少女合唱団も残ってい ま
す。そういった形はおっ しゃるとおりで、地域の 方にそういったことに手 を 貸していただくという か、
そういうことがあるなら 、地域の音楽教育といっ たところです 。つながり がなければ、相談もでき な
いですけれど。こういう ことをやる けれども、よ りいいステージでできな い のかという発想。自分 達
のイベントでやってきた だけで 、精一杯だと思い ます けれども、そういっ たところのスムーズな横 の
つながりが、白井市の中でもあるといいのかな。本当にもったいなかったですよね。
○川嶋教育委員

もった いないから、そういうこ と をちゃんとコーディネ ー トする人がいて欲しか っ

たと思いますよね。そこ は、市Ｐ連の会長に任せ るとか、その組織の中で 任せるのではなくて、そ こ
にもきちんと事務局、多 分、生涯学習課だと思 い ます けれども、事務局も 絡んで、もう少し広げて も
よかったのではないかと思います。
○伊澤市長

まさしくご 指摘の とおりだと思いま すので、イベントなり何 なりをもっと多角的に考 え

るということですかね。 それは 、是非市長部局も 含めて、これから私も帰 って 指示を出したいと思 い
ますので、教育委員会も 合わせて、何か活性化と い いますか、少しでも良 い方 に行くようお願いし ま
す。やるのであれば、良 くやった方がいいですか ら。ありがとうございま した。本当に良いご 指摘 を
いただきました。
その他、何かございますでしょうか。
それでは、いろいろと 議論、意見、質問も出尽 くしたようでございます ので、議題（１）の白井 市
教育大綱（案）については、この原案どおり決定することにご異議ございませんでしょうか。
（「異議なし」との声あり）
○伊澤市長

それでは、 異議なしということで ご ざいますので、この大綱 （案）のとおり決定させ て

いただきます。
それでは、先ほど、事 務局から説明しました、 今後のスケジュールのと おり、大綱（案）につき ま
しては、パブリックコメントを実施してまいりたいと考えているところでございます。
─────────────────────────────────────────────
○議題（２）意見交換について
○伊澤市長

その他にな ければ、せっかくの機会 ですか ら、いろいろな意 見交換とか情報交換がで き

ればと思いますので、是 非いろいろな角度から、 普段 思っていることや、 今後こうしてもらいたい と
か、こういうことはどう だろうと か、そういうも のがあれば、是非話しを いただければと思ってお り
ます。
○髙城教育委員

先日のホワイトフェスティバル ですけれども、３,０００人以上のお客様が見えたと

いうことで、大変盛り上 がったと思いま す。一部 、商店街の方が反対した とかで、終わった後 、こ れ
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から反省とか、良かった 点とか出てくるのかもし れない ですけれども、商 店の方がちょっと迷惑だ っ
たとか。トイレはなかっ たので、 マルエツか駅の 中を使用したの でしょう か。もし、来年もこのイ ベ
ントを行うのであれば、 トイレとか 。場所は、駅 前ということが売りで、 他市からも来られたので し
ょうか。鎌ヶ谷市、印西市など。
○伊澤市長

そうですね 。電車で来られた人もか なりいたということで す 。ただ、全員に何処から 来

たのかと聞いていないの で、事務局が ぱっと見て 、人数とか出 しましたけ れども、駐車場があまり な
かったことから、市内の人でも電車を使用した人はいると思います。
トイレですよね。そうすると、スーパーとか駅を借りた訳ですかね。
○髙城教育委員

多分、 そう です。私はマルエツ に何回も行きました。あ と、一番のメイ ンは、今 年

は雪がほとんど降らなか ったので、子ども達 が、 寒さの中、とても喜んで 雪で遊んでいたという印 象
があり、良かったですね。
○伊澤市長

来年度も、 ホワイトフェスティバル を予定していますので、 今、反省点とかいろいろ と

総括すると思いますので 、その中で 今のトイレの 話も出る と思います。で きれば、商店街も含めて 、
地域全体で一緒になって 盛り上げていくというこ とが、一番良い です。例 えば 、トイレについては 、
トイレをどんどん使ってくださいというような形にもっていければ、お互いに良いと思いますね。
私は、その報告をまだ 受けていない ので、後日 、確認して、次のフェス ティバルに生かしていけ れ
ば良いと思っています。ありがとうございます。
○髙城教育委員

名前も すごく良いです ね。シロ イ、ホワイトデーと 合わ せて、 シロイデーみたい な、

びっくりしました。
○伊澤市長

正式に、条 例決定はしていないです けれども、例えば６月５ 日が老後の日とか、白井 市

でつくった訳ですけど。 ３月１４日が、ホワイト デーとか 。何かいろいろ なものを組み合わせて、 そ
れを白井市の独自のイベ ントにしてしまうという ことも、 一つのありだと 思 います。去年やったマ ル
シェも、かなり評判が良 くて 、若手の民間の方々 、若手の方々も、またや っていきたいということ も
言っていますので、行政 と一緒になって、市民と 一体になってできればと 思っていますので 、そこ に
このホワイトフェスティバルが入って、山形から４０人位来ましたですかね。
○米山教育長
○伊澤市長

来ていました。
犬川地区と いうところがもとですけ れども、川西町の犬川で す 。昔の合併村の犬川村 だ

ったらしいです。そこか ら４０人位です 。あと子 どもを入れると、５０人 位になったの ですかね。 す
ごい人数で来ましたよ。 地域であれを盛り上げて くれたという ことです。 是非、犬川、川西町との 付
き合いも、これからはや っていきたいということ で、 お互いに交流できる ところであれば、やって い
きましょうということで 、教育長も私もそうだけ れども、市の主だった方 々と 集まって、歓迎会と い
いますか、意見交換会を前日に行ったけれども、すごく良かったです。
○髙城教育委員

それで、宿泊施設はないですよね、白井市内にはない。
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○米山教育長

ないです 。向こうは町営の何か宿 泊施設です 。ただ、学校 自体も５１人だけれども 、

最先端の学校という印象を受けました。教頭先生が 、随行で来ていましたけれども、教頭先生は、
「私は、大学へ来ている 時、 柏市に住んでいたか ら、ここはよく知ってい ます 。」と話していまし た。
○伊澤市長

言っていましたね。

○米山教育長

柏市に下 宿して、千葉大 学の教育 学部へ行っていて、だか ら 、この辺は何回も通っ た

ことはありますと。ただ 、学校自体は、子ども達 も落ち着いているし、５ １人の学校にしては 、大 分、
先進的なカリキュラムで 授業をやっている という 印象を受け ました。反対 に 、５１人の倍はいる第 二
小学校、もっと活性化できるのではないかという印象は持っています。
また、コーディネート した川西町出身の方が、 鷹番に事務所を持ってい ると聞いたので、鷹番と い
うと、学芸大学駅になる と思 いますけど、その人 に、今度、学芸大の駅前 の雰囲気でやってみない か
という話をしたら、学芸 大の駅前 、目黒の地区に とっても、どちらかとい うと、学芸大学の学生も い
るし、住んでいらっしゃ る方も 、それなりの人も 住んでいるということで 、どこか 真似してやるこ と
も一つですねと話し合い ました。 また、いろいろ なフェスティバル をやる 時は、このような 形でや っ
てみようということが出てくるのかなと楽しみになりました。
○伊澤市長

基本は、い ろいろな企業とか 、いろ いろな方々の協賛を得 ま して、全て市が経費も人 も

含めてやるのではなくて 、いろいろな方々と やっ て、ウ インウインの関係 ですかね。そうしないと 、
長続きしないので。です から、先ほど 、少し出た ように、ここが失敗した とか、ここはこうすれば 良
かったということがあれ ば、そこをどんどん改善 していって、 持続がある よう に。いろいろな方々 を
巻き込んで、一緒にやっ ていくという方向で いか ないと、これから イベン トという ものは、なかな か
厳しいです。一発で終わ ればいいですけれども、 続けていくには、そのよ うないろいろな工夫が必 要
だと思いますので、そのような工夫をしながら、できれば良いと思っています。
○米山教育長

あと、イ ベントといえば、 第二小 学校と白井高校の福祉の 指定を受けてやる ことに つ

いて、皆さんに説明して ください。細かい内容は 分からないので。小学校 から高校まで、福祉に関 す
る指定校です。
○田代教育部長

２年計 画で、去年と今年、第 二 小学校と白井中学校と白 井高校が 千葉県の指定を 受

けて、福祉教育をやって おります。具体的には、 第 二小学校ですと、隣の 福祉老人ホームの訪問と か、
白井中学校については、 今、福祉教育の中で、様 々 な方の体験とかお呼び してとか 、そのような形 で
進めています。高校につ いて は、まだ動きは入っ てきていないですけれど も、それを まとめて、発 表
いたしますので、それができましたら、またご報告には参りたいと思います。
あとは、福祉というか 、平和も兼ねて、 再来年 、 白井中学校は平和教育 も兼ねてやっていますの で、
今の一年生ですけれども、広島に修学旅行に行きます。
○米山教育長
○田代教育部長

第二小学校ですか。
いえ、 白井中学校です 。広島ま で足を伸ばし、修学旅行 で 平和教育も兼ねながら 、
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行くという格好です。
○伊澤市長

良いですね。

○米山教育長

原爆ドー ム ですか。今年、原爆展 の 品物を借りてきて、学 校で展示して、戦争体験 者

の話を聞きながらという ことで、スタートとして 、それじゃ、修学旅行は 原爆ドームにしようとい う
話が決まりました。その ような平和教育を 生んで 、 またワンステップ上げ ていくと 。私は、何を楽 し
みにしているのかという と、子ども達 の原爆ドー ム、平 和公園へ行った報 告会が楽しみです。だか ら
海外派遣だって、行く時 は手を振って、頑張って 行ってこいと思います け れども、何 が楽しみかと い
うと、帰ってきた後、子 どもたちの報告 会です。 何を勉強してきたのか。 何 をやったのか。行く前 は
不安だったけれども、も う帰ってきたら、さも何 年も 外国へ行っていたよ うなことを言っています 。
先週、全然知らない人に 電車の中で声 をかけられ て、うちの子、七中 だけ ど、海外へ行って、その ま
まＪＡＬの日本語教育の オーストラリア何とかへ 行って、海外へ行ってし まったの ですけれども、 あ
れをやってくれて、あり がとうございました 。と 言われた時は 、嬉しかっ たです。だから、ＪＴＢ へ
入りたいから、オースト ラリアへ１回行って くる とか、今の子どもは、も うＪＡＬへ行くから 、行 き
たいと言います。メニュ ーを一杯出さないといけ ないという反省は ありま したので。そう いう形で 、
小さい頃から広めていきたいという意味では、いろいろな形でと思っています。
○伊澤市長

広島の原爆 ドーム見学ということは 、すごく良いですね。子 どもたちも、 平和につい て 、

今度は直に見て、自分で感じて、考えられる訳ですからね。成果が楽しみですね。
○米山教育長

そうです 。だから教育委員会で何 かをやれとか 、そのよう な 時代ではない。学校で 考

えて、子ども達が考えて 、修学旅行を決めていく という良い パターンです 。ただ、報告会は やるよ う
に校長先生には言いましたけど。
○伊澤市長

そっちの方が大事ですよね。

○米山教育長

お好み焼きの話が出てしまったら、残念だと思いますけど。

○石亀教育委員長

直接 、教育関係ではないけれ ども、いいですか。給食 センターの跡地のことが 気

になっていて、場所もす ごくいい けれども、何か 、その跡地を利用すると いうことは、考えていら っ
しゃいますか。
○伊澤市長

昨日、実は 、給食センター用地の取 得契約が通ったば かりで す。これから、いよいよ 本

格的なスタートになり、 スケジュールをきっちり 組めますので。今までも 、スケジュールはありま し
たけれども、そのとおり 進めていくことが確認で きましたので、早急に跡 地につい ては、いろいろ な
検討を始めたいと考えています。
○石亀教育委員長

でき れば、今、全 国的にも、 国会でも話題になってい ますけれども、保育園問 題

は欠かせないのかなと思 います。駅も近いですし 、結構広い土地があるの であれば、 是非、そこで 待
機児童をなくす。今、現 在、 待機児童はどれ位い るのか、具体的な数字は 、まだ持っていませんが 、
そのような施設ができる と、助かる若い方達 がた くさんいるのではないか と思 います。自分達の世 代
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も、お孫さんがというよ うな世代にだんだん と近 付いているので、自分が 仕事を辞めて 、孫の世話 を
しないと、娘や息子達が 、仕事がうまく回らない という状況になっていま す。あそこの跡地に、そ の
ような施設がきちんと整 備されると、白井 市とし ても 、子育てしやすいま ちという意味では、プラ ス
になるのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。
○伊澤市長

ありがとう ございます。待機児童、 ゼロを目指さな ければい けないので。実は 、白井 市

も待機児童はいまして、 毎月数字が動いているの で、はっきりとした数字 は 持っていないけれども 、
４０人前後はいます。４ 月からはゼロを目指して 、施策に取り組んでいま す。今、待機 児童がいる 、
大きな問題の一つが、キ ャパは 受け入れできます けれども、保育士がいな いということが、一番大 き
なネックです。この４月 から保育士を、民間の派 遣会社も含めて動員 して います。キャパ的には。 も
う一つ、事業所保育もあ りまして、これ はリハモ ードという酒井医療でや っているところですけれ ど
も、そこの事業所保育が 開設 する予定です。４月 から 開始ということで、 そこと 市内保育所で、何 と
か４月は待機ゼロになる 計算になっています。た だ し、保育需要というも のは常に出てくるもので す。
白井市も人口が微増する 。伸びる という計画もあ りますので、 また待機児 童が出るかもしれません 。
ですから、今の委員長の 提案を受け止めまして、 これからスタート、どの よう にやっていくのか。 や
っていきますので、保育所を含めて。
ただ、保育所の場合は 、白井 市直営というより も、民間の保育 所を誘致 ということも考えていま す
ので、そういうことであ れば、いろいろ な子育て 支援ということで、保育 は 待機ゼロを目指して。 保
育所の新設なのか。小規 模保育なのか。家庭的保 育というか、いろいろな 手を使って、いずれにし て
もゼロを目指していかな ければならないというこ とは、当然の話です。た だ し、そこに給食センタ ー
の跡地が合致するのか、しないのかということは、少し検討させていただきたいと思います。
これから、教育委員会 とスケジューリング をし て、 スタートしていきた いと思いますので、もう 少
し時間をいただけたらと思います。提案としては、よく賜りました。
○米山教育長

今、委員 長 が言ったとおり、小さ な子どもが増えることが 想定されるのも、冨士地 区

と風間街道沿いと西白井 ベリーフィールドの一、 二、三、四 丁目。それと 七次台小学校のこっち側 と
いう位です。あの辺が増 えてくると、他は大体、 保育士がある程度、集ま れば、園自体は機能する け
れども、それが今、委員長が言ったとおり、民間の施設の誘致を含めて。
確かに、あそこは車が たくさん駐車できますの で、朝、布団を運んで保 育園に来るときも楽です 。
極端なことをいうと、電 車に乗って、す ぐ仕事に 行ける という近さもある ので。単なる提案ですけ れ
ども、また教育委員会で、一緒に市長部局と話し合いをしていきたいと思います。
○伊澤市長

逆に、子育 てするなら白井 市という アピールにもなって、い ろいろな方々が白井 市に 住

んでみたいと思えるきっ かけにもなると思います ので、待機児童 ゼロは何 とか維持し ていきたいと 思
っています。良い提案だと思いますので、検討させていただきます。
その他、ございますでしょうか。よろしいですか。
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それでは、委員さんか ら 意見がございませんの で、これで総合 教育会議 については終了したいと 思
います。
事務局から、何かございますか。
○事務局

この決定案を パブリックコメント に出 した後、 その結果につい て、もう一度、５月 以降 に

なると思いますが、総合 教育会議 へご報告させて いただきたいと思います 。また日程については、 改
めてこちらから通知させていただきますので、その後を予定しているということです。
○伊澤市長

分かりまし た。 パブリックコメント の結果については、また 報告があるということで 、

了承しました。
それでは、今日は長時間にわたり、貴重な意見をありがとうございました。
午前１１時２８分
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