
 

 

 

 

 

 

平成３０年１２月２５日（火） 

第１２回定例教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我孫子市教育委員会 



１．招集日時     平成３０年１２月２５日（火）午後２時 

２．招集場所     教育委員会 大会議室 

３．出席委員     教育長  倉部 俊治   委 員  豊島 秀範 

           委 員  長谷川浩子   委 員  足立 俊弘 

           委 員  蒲田 知子 

４．欠席委員     な  し 

５．出席事務局職員 

  教育総務部長   丸  智彦   生涯学習部長     木下登志子 

  生涯学習部次長兼生涯学習課長兼生涯学習センター長兼公民館長  菊地  統 

  総務課長                        森田康宏 

  指導課長兼小中一貫教育推進室長             羽場秀樹 

  教育研究所長   土山勇人   少年センター長    戸塚美由紀 

  学校教育課主幹  藤岡宏子   文化・スポーツ課長  小林由紀夫 

  鳥の博物館長   鈴木順一   図書館長       櫻井  實 

  文化・スポーツ課主幹兼白樺文学館長兼杉村楚人冠記念館長   辻  史郎 

  学校教育課長補佐                    鈴木伸樹 

６．欠席事務局職員  学校教育課長  榊原憲樹 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

午後２時００分開会 

○倉部教育長 ただいまから平成３０年第１２回定例教育委員会を開会いたし

ます。 

 

会議録署名委員指名 

○倉部教育長 日程第１、我孫子市教育委員会会議規則第３１条の規定により、

会議録署名委員を指名します。蒲田委員にお願いします。

 

議案第１号 

○倉部教育長 日程第２、議案の審査を行います。 

 議案第１号、我孫子市教育委員会職務権限規程及び我孫子市教育委員会職員

服務規程の一部を改正する訓令の制定について、事務局の説明をお願いします。 

○森田総務課長 それでは議案第１号、我孫子市教育委員会職務権限規程及び

我孫子市教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令の制定について、御説

明いたします。 

 議案の１ページをごらんください。まず提案理由ですが、この１２月の市議

会で我孫子市職員の配偶者同行休業に関する条例が制定されたことに伴いまし

て、我孫子市教育委員会職務権限規程の別表第１及び我孫子市教育委員会職員

服務規程の様式第６号に当該休業に係る項目を追加するとともに、条文の整備

を行うため、提案するものでございます。 

 なお、別冊でお配りしております資料の１ページから４ページまでに今回１

２月の議会で制定されました我孫子市職員の配偶者同行休業に関する条例を配

付しておりますので、参考までにごらんいただければと思います。 

 まず、この配偶者同行休業制度の概要になりますけれども、公務において活

躍が期待される有為な職員の継続的な勤務を促進するため、外国で勤務等をす
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る配偶者と生活をともにすることを希望する場合に、職員としての身分を保有

しつつ、職務に従事しないことができる制度となっております。この休業の期

間は３年を超えない範囲内となっており、休業の期間中は無給となります。 

 今回導入するに至った経緯でございますけれども、こちらの休業制度につき

ましては、千葉県内の市町村で導入しているのは９団体ということで、それほ

ど多くはございませんが、我孫子市といたしましては職員の配偶者の海外転勤

に伴う退職への対応が必要であること、また、職員団体からも制度導入に係る

要望があったことを踏まえまして、市としてぞれぞれの事情やニーズに応じて

継続的に勤務できるよう選択肢を拡充していくことが重要との観点から、仕事

と家庭生活との両立を支援するための１つの方策として、新たに導入するに至

りました。 

 次に、教育委員会の規程の改正内容でございますが、議案の２ページ以降に

なります。まず、議案２ページからの我孫子市教育委員会職務権限規程の別表

第１のうち、４ページの下段に今回導入されます「配偶者同行休業」の項目を

新たに追加するものでございます。このほかに条文の整備として、従来「市長

部局」となっていたものを「市長事務部局」と改めるなどの改正を行っていま

す。 

 次に、９ページの中段からの我孫子市教育委員会職員服務規程の改正ですが、

こちらにつきましては、様式の第６号に「配偶者同行休業」の項目を追加する

ものです。 

 別冊資料の５ページが改正後の様式になります。６ページは改正前の様式で、

５ページの改正後の新しい様式の下のほうには「配偶者同行休業」という項目

が設けられております。以上で説明を終わります。 

○倉部教育長 ありがとうございました。以上で説明が終わりました。これよ

り質疑を許します。 
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○豊島委員 いいことだと思います。今９団体がほかにやっているのですね。

その９団体は我々が今目指している３年以内は無給というふうな原則、それと

ほぼ同じような条文でしょうか。 

○森田総務課長 こちらの休業制度につきましては、国家公務員の制度に準じ

て導入しておりますので、基本的な部分に関しては他団体も同一であるという

ふうに認識をしております。 

○豊島委員 旦那さんあるいは奥さんの仕事の種類によっては、確かにこうい

うことはあると思うのですね。やめていかなければいけないという場合もある

と思うのですけれども。やめなくても３年間休んでいけるということでいいと

思うのですけれども、実際にそういうふうなことの要求というのがあったので

すか。 

○森田総務課長 これは教育委員会の職員ではないのですけれども、市長事務

部局の職員で今回こういう相談があったということで、今回急遽導入するに至

ったと、そういうふうに伺っております。 

○豊島委員 わかりました。今ここのところでは「我孫子市教育委員会職員服

務規程」になりますよね。これは教育委員会の職員であればいいと思うのです

けれども、市の一般的な市役所等にいらっしゃる職員は対象外なのですか。 

○森田総務課長 今回１２月の市議会で我孫子市職員の配偶者同行休業に関す

る条例というものが制定されまして、これに伴いまして市のほうでも、教育委

員会と同じような職員服務規程―我孫子市職員の服務規程というのがござ

いまして、そちらのほうでもちろん同じように改正をしております。なので、

市長事務局の職員ももちろん当然対象ということになります。 

○豊島委員 ３年間ということで。承知しました。 

○倉部教育長 ほかにいかがでしょうか。―よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○倉部教育長 ないものと認めます。議案に対する質疑を打ち切ります。 

 

○倉部教育長 これより採決いたします。 

 議案第１号、我孫子市教育委員会職務権限規程及び我孫子市教育委員会職員

服務規程の一部を改正する訓令の制定について、原案に賛成の委員は挙手をお

願いします。 

（賛成者挙手） 

○倉部教育長 挙手全員と認めます。よって議案第１号は可決されました。 

 

議案第２号 

○倉部教育長 続きまして議案第２号、我孫子市立小学校及び中学校管理規則

の一部を改正する規則の制定について、事務局の説明を求めます。 

○鈴木学校教育課長補佐 お願いいたします。資料の１１ページをごらんくだ

さい。議案第２号、我孫子市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規

則の制定についてございます。 

 提案理由ですけれども、平成２９年３月の学校教育法の一部改正に伴いまし

て、事務職員の職務を変更するために御提案申し上げます。 

 教育再生実行会議や中央教育審議会等で、事務職員がより主体的、積極的に

公務運営に参画するということを目指しております。それを受けての改定でご

ざいますので、御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○倉部教育長 以上で説明が終わりました。質疑があればこれを許します。

―よろしいでしょうか。 

○豊島委員 １２ページのところで、今御説明いただいた事務職員の積極的な

参画云々というふうな、それに即した形で１２ページの「副主査」と「主事」

と１つにして「事務をつかさどる」というふうにすることで、どの程度どうい
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うふうに積極的になるのですか。 

○鈴木学校教育課長補佐 お答えします。今学校の事務のほうは、現在一人職

だったものですから、それをチームで共同で実施していこうという共同実施と

いうのを実施しております。 

 これは地区でグループをつくったり、中学校区でグループをつくったりとい

うことがあるのですけれども、その中で１人でしがちなところを帳簿の点検を

し合ったり、確認し合ったりという形で進めているのですけれども、その中に

学校経営に参画していくという目的も含まれております。教員の事務負担軽減

というのもございますけれども、学校経営に参画していく中で、文言が「担当

事務を処理する。」とか「命を受けて従事する。」というものから、事務をつ

かさどって、より積極的に学校運営のほうに参画していこうという趣旨からの

変更となっております。以上です。 

○豊島委員 教育長さん、もっと具体的に説明してください。 

○倉部教育長 私から補足というのは、なかなか難しいです。今回の改正とい

いますのは、単純に言葉だけではないと思っています。いわゆるそれに込めら

れた積極性、事務をただ単に処理するだけが事務員ではない。むしろ学校の経

営に参画してほしいという国の考え方が「つかさどる」という言葉にあらわれ

ているかなというふうに思っていますので、それを受けて、今回お諮りしてい

ますのは、言葉、字面だけの改正というふうになってしまいますけれども、込

められる意味は、先ほど補佐から説明があったように、もっともっと積極的に、

いわゆる単なる事務職ではなしに、学校の運営あるいはそういうものについて

も積極性を求めるという内容での期待感が込められているというふうにとって

いただくしかないのですけれども、それによってこちらも期待するということ

です。それから補佐が話をしましたように、今は一人職ですので、どうしても

１人だけだと本当に処理に追われてしまう。それを共同事務で何人かで共通の
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課題を見つけることによって、もっと積極的にというバックグラウンドも醸成

されつつありますので、そういう文言も含めて思いを込めた改正になっている

というふうに御理解いただければと思いますが。 

○豊島委員 ありがとうございます。「主事」というのは私もよくわかるよう

な気がするのですけれども、「副主査」というふうな名称で呼ばれている学校

も大分あるのですか。 

○鈴木学校教育課長補佐 経験年数であったり、年齢から昇格するのですけれ

ども、現在は主事がスタートということで、その次が副主査、主査、次長とい

う順番になっております。 

○倉部教育長 議案資料の７ページをごらんいただくと、４つの職務が書かれ

ておりまして、「事務長、主査、副主査、主事」の４階級で事務が成り立って

いるということだろうと思います。そのうちの３番目と４番目を１つにしたと。

市役所の職員はもっと複雑なのですけれども、この４階級でということです。 

○豊島委員 別に反対するつもりもでもないし、今全体を協調して共同でやっ

ていくというのは、そういう方向なので悪くないと思います。 

 ただ、私のほうの知識が十分ではないものですから、副主査とそれから主事、

いずれも「上司の命を受け、担任事務を処理する。」、「上司の命を受け事務

に従事する。」、ほとんど同じようなものですよね。それを「副主査」と「主

査」を一緒にして「つかさどる」も、こんなものも同じようなものだと思うの

ですけれども。「副主事」、「主事」というふうにしたことで、どういうこと

なのかなと一生懸命考えていたのです。それは単なる階級ではないですかね。

年数によって上がっていくということであれば、それはそれで了解しましたけ

れども、このように書くしかないですかね。 

○倉部教育長 そうですね。市の事務分掌もそうですけれども、大体「上司の

命により」という形で、それぞれの階級ごとに表現しますので、今回の場合は
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いわゆる「上司の命を受け、担当事務をつかさどる。」のは、副主査も主事も

同じ条件でやるということで１表にあらわされているのかなと思います。です

から、規程的には全然違和感のない規程だろうと思います。よろしいでしょう

か。 

○丸教育総務部長 学校教育法では「事務職員は、事務をつかさどる」という

のが大前提にあります。その下の省令では、早く言えば小学校、中学校には

「事務長又は事務主任を置く」というふうになっております。「事務長」に当

たるのが「事務長」と「主査」ということになります。「事務主任」というの

が「副主査」であり「主事」、そういう分け方があるのです。それで２つに分

かれているという形です。 

○豊島委員 私の知識不足と、ここだけすぽんと切られているから、全体のイ

メージをつかめなかったものですからね。副主査がいるのだったら主査もいる

だろうと思うし、そこでの区別がどうなのだというふうに思っていたりしてい

たものですから。今の御説明でわかりました。ありがとうございました。 

○倉部教育長 ほかにいかがでしょうか。―よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 ないものと認めます。議案に対する質疑を打ち切ります。 

 

○倉部教育長 これより採決いたします。 

 議案第２号、我孫子市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の

制定について、原案に賛成の委員は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○倉部教育長 挙手全員と認めます。よって議案第２号は可決されました。 

 

議案第３号 
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○倉部教育長 続きまして議案第３号、我孫子市立学校職員服務規程の一部を

改正する訓令の制定について、事務局から説明をお願いします。 

○鈴木学校教育課長補佐 お願いいたします。資料１３ページをごらんくださ

い。 

議案第３号でございます。我孫子市立学校職員服務規程の一部を改正する

訓令の制定についてでございます。 

提案理由でございますけれども、「千葉県職員の育児休業等に関する条

例」及び「千葉県職員の配偶者同行休業に関する規則」の一部改正に伴いまし

て、その範囲となる対象、申請するための様式、これが変更になりましたので

御提案するものです。 

 資料の１４ページをごらんいただけますでしょうか。改正後の中ほどにあり

ます「第８条の２第１項及び第４項」というふうになっておりますけれども、

ここが対象となる子供や対象者の拡大というというか、増加になった部分でご

ざいます。 

 改正前の第８条２の第１項ですと「３歳に満たない子」というところでござ

いましたけれども、それが小学校就学前、始期に達するまでというふうに拡大

されたというところです。 

 また、育児休業のほうに、１５ページ中ごろになりますけれども、「続柄

等」というふうになっておりますけれども、これにつきましても、従来「続

柄」ということで、対象となる子が職員と法律上関係にある子（養子を含む）

というようなことだったのですけれども、その範囲が拡大をされまして、従来

の法律上関係にある子（養子を含む）に加えて特別養子縁組の成立に向けて裁

判所に請求したものを現に職員が監護している場合も、その対象に含めるとい

うふうになりまして、続柄の範囲が広がりましたので「続柄等」というふうに

なりました。それに伴いまして様式等が変更になりましたので御提案するもの
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です。御審議をお願いいたします。 

○倉部教育長 ありがとうございました。説明が終わりました。これより質疑

があれば許します。原案についていかがでしょうか。 

○豊島委員 「続柄等」ということで直していったのはわかりました。１６ペ

ージから１７ページのところにかけて、第１０条の第５項になりますか。その

中で（１）から（４）まで、従来の第５項のところを箇条書きにしてわかりや

すくなっていると思います。その中で第３項と第４項のところが、従来の「又

は」というところ以降、「又は当該育児休業の承認に係る子を養育しなくなっ

たときは、」というのを（３）と（４）に分けたというふうに受け取ったので

すけれども。これは表のほうにもそれと同じような説明がありますけれども、

このように分けなければならなかった直接的な理由というのは何でしょう。先

ほど養子云々ということもおっしゃったけれども、そういうことですか。 

○鈴木学校教育課長補佐 直接的な理由というと、なかなかちょっと私どもは

お答えにくいのですが、「続柄等」ということで対象となる子が広がりまして、

養子縁組の解消の場合ですとか、それから離縁によってその対象を外れる場合

ですとか、いろいろなケースが考えられますので、それによる変更だというふ

うに私は認識しております。申しわけありません。 

○豊島委員 ただ、私は今、心にあるのは、旧の条文の「又は当該育児休業の

承認に係る子を養育しなくなったときは、」というのは非常に漠とした表現で

あって、この中にいろいろなことを含めるのですよ。それを（３）、（４）と

なっていったら、わかりやすくなったのだけれども、逆に限定されるというこ

ともあって、この（１）、（２）はいいとして、（３）、（４）で全てくくれ

ますか。もう問題はないですか。現実にどういうことがあって、こういうよう

になったのですかということをちょっとお聞きして、それで問題がなければも

ちろんいいわけですよね。具体的に割っていくということはわかりやすくてい



10 

いのですけれども、逆に微妙なところを落としてしまうということも時にある

のですよね。ですから、そこのところが問題なければいいと思います。 

○鈴木学校教育課長補佐 今回、続柄、対象が広がったというふうに解釈して

おりますので、確かに文面的には細かく限定される形になっておりますけれど

も、その範囲につきましても、それは限定されたものではなくて従来どおり、

もしくはそれに広がる形で対応していくというふうに認識しております。以上

です。 

○豊島委員 ありがとうございます。了解しています。職員の子でなくなった

と言われても実際はどうかといろいろ具体的にあるし、それでもいろいろなこ

とが含まれるかなと思うし、「当該育児休業又は育児短時間勤務の承認に係る

子を養育しなくなったとき。」という、それだけでいいのかなという問題もあ

ったりしたものですからお聞きしました。また問題があったら、その都度みん

なで考えていくしかないと思います。了解しました。ありがとうございました。 

○倉部教育長 この件については、学校職員については県費、それから県の服

務規程に倣うという前提に立っていますので、我孫子市だけの変更ではなしに

県下一斉、県の条例及び規則に倣うという形で御理解いただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○豊島委員 （１）から（４）というのは、県のほうもおよそこういう方向で

変わっていったということですか。 

○鈴木学校教育課長補佐 そのとおりでございます。 

○倉部教育長 ほかにいかがでしょうか。―よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 ないものと認めます。議案に対する質疑を打ち切ります。 

 

○倉部教育長 これより採決いたします。 
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 議案第３号、我孫子市立学校職員服務規程の一部を改正する訓令の制定につ

いて、原案に賛成の委員は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○倉部教育長 挙手全員と認めます。よって議案第３号は可決されました。 

 

諸  報  告 

○倉部教育長 日程第３、諸報告を議題といたします。 

 初めに、事務局から追加報告の申し出がありましたので、発言を許します。 

 平成３０年度関東中学校駅伝競走大会及び全国中学校駅伝大会の結果につい

て、報告と説明を求めます。 

○羽場指導課長 千葉県中学校駅伝におきまして、上位４校までに入った学校

は１２月２日に埼玉県の熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で行われました関東

大会に出場いたしました。男子の部におきましては白山中学校が第２位、湖北

中学校が第３位、我孫子中学校が第１０位、女子の部では白山中学校が第３位、

久寺家中学校が第５位という結果でした。また、千葉県中学校駅伝で優勝した

我孫子中学校男子と久寺家中学校女子は、１２月１６日に滋賀県の希望が丘文

化公園で行われました全国大会に出場いたしました。 

 昨年度の白山中学校男子の優勝、女子の第６位の入賞に引き続きまして、本

年度は我孫子中学校男子が第７位、久寺家中学校女子が第４位というすばらし

い結果をおさめることができました。応援ありがとうございました。以上です。 

○倉部教育長 以上で説明が終わりました。ただいまの件について何か御意見、

御質問等ありますでしょうか。 

 補足して感想なのですけれども、先日報告会がありまして、それぞれ市長と

もども報告を受けました。一様に子供たちは昨年同様、実は優勝を狙うという

思いで、これに参加してきたと。昨年度の白山中学校の男子の優勝が非常に契
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機となって、それぞれが優勝を狙うのだという強い気持ちで臨んだのですけれ

ども、いろいろなエースの不調があったりとかそういうものもありまして、た

だ、いわゆる補欠選手も含めて総力戦でしっかり入賞してきたということは、

報告を聞いてとても誇らしい気持ちでした。常に上位に我孫子のチーム、男女

が出るというすばらしさというものを、来年も優勝を狙いたいという選手たち

の思いも伝わってきました。ただ、そうは言いましても、同じ学校が来年出ら

れるとは限らない、我孫子の別の中学校が出るという可能性も大いにあるとい

う幸せな環境の中で報告を聞けるというのは、とてもすばらしいことなのかな

と思っています。 

 今回は市民の皆様から助成金といいますか、いろいろな形での御協力をいた

だいたということで、とても子供たちも感謝しておりました。余計励みになっ

たと思いますので、引き続き、来年に向けて頑張ってくれると思います。その

ときには、またぜひ御協力、御理解いただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

○倉部教育長 この件についてはよろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 ないようですので、事務報告について質問を許します。質疑が

あればお願いいたします。 

○豊島委員 ７ページのところ、教育研究所の６番目の一番下の「心の教育相

談員連絡会」というのが行われました。１２月６日でありますけれども、先ほ

どのメールや電話でのいろいろな問題もありますけれども、この相談員１８名

と指導主事を含めた全部で２０名、勤務状況云々とか、学校の相談内容とかで

す。ここで我々が知っておいたほうがいいなというふうな議論されたあるいは

相談された問題点、課題等、あるいは達成されたよいこととか何かございまし

たら、ちょっと教えていただきたいなと思います。 
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○土山教育相談所長 心の教室相談員というのは全校に配置しておりますので、

実は１９人おります。このときは１名が所用で欠席がありましたので、１８人

ということでした。これは定例の会議ですので、基本的に勤務状況についての

確認、それから相談状況ということで意見交換をしましたが、主な内容といい

ますか、相談件数というよりも心の教室を居場所にするお子さんはかなりの数

で多くなっているということが情報交換されました。１２月現在でそういうお

子さんも全部入れての相談回数というのは、まだ１校だけ出ていないのですが、

１２月末まで１万件を超えております。そういう方に対して、とりあえずそこ

にいるということ、相談員さんがいて、ちょっとほっとできる場所があるとい

うこと、そこは心の教室のカウンセリングだけではない１つの意義でないかと

いう話がありましたので、これからもそういう体制を続けていこうということ

で確認をとりました。以上です。 

○豊島委員 ありがとうございます。大事な作業というのは当たっています。

大事な仕事ですよね。 

 １万件というのは、中学校の方か、小学校の方か、１名欠席でわかりません

けれども、全部で１８校で１万件というと、１万件を１８で割ると中途半端な

数ではないですよね。そういうふうな件数を私らは抱えているわけで、ふえる

でしょうね。なかなか解決できないのですけれども、それぞれの学校で物すご

い努力されているということは、学校を回らせてもらっていて目の当たりに見

ています。ですから、大変だということは身にしみています。でも、それを何

とかして解決していきたいなとずっと皆さんと一緒に私も思っているもので、

そこで課題解決策みたいなものが何かなかったのかというのは、何かあると伺

いたいというふうにずっと思っているのですよ。ですから……、ないでしょう

ね。 

○土山教育研究所長 課題といえばカウンセリングの相談に来る子と息抜きと
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いいますか心の安らぎを得に来る子が部屋の中で合流してしまうということで

すね。スペース的に限られていますので、それは１つ課題としては出ておりま

すが、それは解決が少し難しいなというふうに思っております。 

○倉部教育長 先ほどの人数、回数は、延べでよろしいですよね。 

○土山教育研究所長 そうです。延べです。 

○倉部教育長 それだけの相談回数を受けているということです。心の教室に

しても、それ以外の場所にしても、子供たちが立ち寄って、ほっとできる場所

をいかにつくるか、１人にさせないということは本当に学校現場の中で一番大

切なことだと思っています。その先にというのはなかなか、豊島委員がおっし

ゃられたとおり、個別のケースによって全然対応が違いますので、それを丁寧

にできる限りやっていくというのが、それぞれの学校現場の課題でもあります

し、教育研究所のアドバイザーなりコーディネーターが、そういうような対応

をとっているところで経過を、あるいはこういうような報告を聞いて対応をと

っていくしかないと思っています。 

ほかにいかがでしょう。 

○豊島委員 ありがとうございます。特別な解決策としてあるわけではないの

ですね。でも、ずっとずっと一緒になって考えさせてもらいます。 

 毎回教えてもらっています８ページの「教育研究所における相談の概要」と

いう、この資料が届くと私はここをずっと眺めるのです。眺めて、ここから何

を読み取るかという、どうしたらいいかということをいつも考えるのです。先

ほどお願いした御相談も、これとの関連なのですけれどもね。 

先ほどちょっと足立委員と、これを見ながら相談をしたりしていたのです

けれども、例えば「１．教育研究所が現在担当しているケース」、この数字は

よくわかります。ただ、１月から１２月までこの数字を仮に横に並べてみたと

ころで、何をどうしたらいいかというのはわからないと思うのですよね。変化
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はわかりますよ。ですから、今回はこれを注意したらいいなという具体的な事

例みたいなものを―例えば表の１のところを下には具体例、２の教育研究

所は右側のほうに持っていって、また出すとか何か動かしてみたいなと思うの

ですよね。この数字だけだと何が多いか、新規としてどれが入ったかというこ

とはわかります。でも、その新規というのは実際どういうものなのかというの

もちょっとわかりにくいし、何かを考えていく手がかりになるのではないかな

という気はしているのですよ。言うのは簡単です。つくるのは大変なことはわ

かっていますけれども、でも私らは何かその辺から突破口を開いていくという

か、何かしていかないと、この御努力が生きないという気もちょっとしている

ものですから。長くなってしまったらあれですけれども。そういう具体的なも

のを少しでも上げていきながら、私にも考えさせていただきたいと思っていま

す。ちょっとまとまらない話ですけれども、数字だけではちょっとわからない

ことがあるものですから、そんなことを申し上げました。 

○倉部教育長 この件については、毎回豊島委員のほうから御質問をいただい

て、その先を知りたいという内容だろうと思っています。ただ、申しわけあり

ませんが、それについてはどういうふうに表現するかというのは部長も含めて

所長と私と３人で、どういうふうにしたらいいかなというのを毎回実は相談を

しております。 

 ただ、この報告という形で数字をあらわす以外に、数字でお話しすることが

なかなか難しいケース、あるいは内容だというふうに一様に感じています。と

いいますのは、この中で重複要件があったりとか、そのときにこの内容であっ

たものが次のときには変わっている可能性もある。それを全部追っていったも

のを数字で、この報告であらわすことは正直に言って不可能だろうと思ってい

ます。そうではなくて、例えばいついつあったこういうようなケースについて

は、こういう経過をたどって、こういうふうにやっていますというような御報
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告を別の機会に、といいますのは、余りにも個別な具体的に内容に触れざるを

得ませんので、そういうものついては報告する機会を持ちたいねという話で今

やっています。今回はなかなか難しいですけれども、例えば次回以降、こうい

うようなケースでこういうふうになりましたと。一例でということになってし

まいますけれども。そういうようなケースが幾つかあるということを極力御報

告できるように、御説明できるような形で今調整をとっておりますので、数字

的な報告については、その月々の件数という形で捉えていただくしかないかな

というふうに、申しわけありません。その先を知りたいという気持ちは十分わ

かるのですけれども、そういうものとしてお受けとめていただければと思って

います。ちょっと内容については検討させていただいていますので、申しわけ

ありません。 

○豊島委員 ありがとうございます。私にその先の回答が用意できていないし、

提案できていないのだから何とも言ようがないのですけれども。ただ、本当に

今、年が明けて１月の末に、また文科省の全体の会議に参加していきますけれ

ども、今回は教職員の働き方改革とか、そちらに出たいと思っていますが、生

徒・児童に対してのこの問題というのは常に出るのですよね。これは全国規模

なのですよね。全国で困っている。教員がそれでなくても足りないのに本当に

大変。みんなが困っているのですけれども、今教育長もおっしゃっていただい

たように、皆さんの努力は何とか、みんなで力を合わせれば何かしらできる、

全部完全には解決ができなくても何とかできるような、そういう気がするので

すよ、諦めないでいけばね。それを私らが一生懸命考えていけば、我孫子市の

市議会だって、そういうことを真剣に取り組んでくれるはずだというふうに私

は思っています。ですから、そこは教育委員会だけではなくて、市議の先生方

も一緒になって、よく現場を御理解いただいて、我孫子方式という、ちょっと

偉そうに言ったらあれだけれども、我孫子方式だなという、何かそういうもの
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をつくっていきたいなというふうに本当に思っています。偉そうに聞こえたら

お許しをいただいて、毎回考えてだけはいますので。 

○倉部教育長 ありがとうございます。この問題については、決して軽々に考

えられるものではなくて、しっかりと取り組まなければいけないという課題で

あることは皆さんも同じだろうと思っていますので、それについてなかなかい

い方法がない中で、例えば研究所なりヤング手賀沼等で、１市だけではなくて

近隣と一緒に研究していこうというような場も我孫子から発信されていますの

で、少しずつそのようなものを積み重ねていくことが、それぞれの子供たちに

とっていいことにつながっていけばいいなという思いで学校現場もやっていま

すので、引き続き、これについては継続課題とさせていただければなと思って

います。 

○蒲田委員 ６ページの１番目のところをお尋ねしたいと思います。「就学時

健康診断行動観察」ということで、恐らく１１月２１日に全部の小学校が終わ

ったところだと思うのですけれども、この内容のほうに「観察結果をもとに、

第一次教育相談が必要な児童についての助言を行った」とありますが、この助

言は各小学校の校長先生、特別支援教育コーディネーター、養護教諭の方々に

発達センターなり、教育研究所がしたということでしょうか。 

○土山教育研究所長 就学時健康診断が終わった後、学校の管理職及び特別支

援教育コーディネーター、それから場合によっては特別支援学級の担任も入っ

て、うちの相談員の報告をする機会をいただいております。ということで、就

学時健診のスクリーニングといいまして、テストみたいなときにうちの相談員

が子供たちの行動について一人一人観察します。その中で少し気になるところ、

気になる行動とか、気になる話し方とか、書き方とかそういうのがあった場合

には、それを全部学校のほうに報告しまして、学校の第一次教育相談の場で、

こういう子に来てもらって話を聞くときの参考にしていただいているところで
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す。 

○蒲田委員 ありがとうございます。その参考の資料も全ての学校がお持ちに

なっているので、今は第一次相談を各学校がしている最中ということでよろし

いのでしょうか。 

○土山教育研究所長 そのとおりです。今やっております。 

○蒲田委員 その第一次相談にはどうなのでしょう。「相談があります」と保

護者の方にお伝えした場合は、去年も同じようなことを伺った気はするのです

けれども、「うちはいいです」というような反応は何割ぐらいありますでしょ

うか。 

○土山教育研究所長 済みません。第一次相談は学校でやっていますので、こ

ちらのほうで集計というのはしておりません。確かなことはわからないのです

が、以前と比べまして比較的相談にきていただける方がふえているという声は

聞いています。そして第一次相談でもう少し検査等が必要だなという場合は、

第二次教育相談というのをしておりまして、その場合は研究所で行っておりま

す。以上です。 

○蒲田委員 私も第二次のことがとても今心配になっていまして、保護者の

方々は新１年生に普通に入るだけでもとても不安でいらっしゃると思いますの

で、二次相談にいらっしゃった保護者の方々が、少しでも不安を和らげて新入

学を心待ちに子供とともにできるようにお力を出していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○倉部教育長 要望ということでよろしいですか。 

○蒲田委員 はい。 

○倉部教育長 ほかにいかがでしょうか。 

○豊島委員 １４ページの文化・スポーツ課のところです。「２．歴史文化財

担当」の「主催事業」の３番目の「あびこの魅力を満喫するバスツアー」とい
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うのが１１月２３日と２５日に行われて、杉村楚人冠記念館以下、２回行った

ところもあるようですけれども、これはいいなと思っているのです。余り人数

は多くないのですけれども、これはことしで何回目になるのですか。 

○辻文化・スポーツ課主幹 こちらは我孫子インフォメーションセンター、我

孫子駅前にあります観光案内所ですが、そこのアビシルベと連携した事業であ

りまして、今回実は初めて実施いたしました。 

○豊島委員 初めてやってみて、１９人、２２人ですから、我孫子市のバスで

すから、大体いっぱいぐらい乗っていると思うのですけれども、やってみた実

感はどうですか。 

○辻文化・スポーツ課主幹 我孫子は道が狭い場所が多いものですから、いわ

ゆる大型のバスではなくてマイクロバスでの運行でした。 

 ２３日のほうは、レストランと提携いたしましたので、途中でお食事を食べ

ていただいて、要はグルメと文化財という出会いですね。それから２５日につ

いては、こちらも初めてのケースなのですけれども、コスプレイヤーといって、

例えばアニメの人物だとかそういったものの人物にいわゆる仮装する方々なの

ですけれども、そういった方々が本物の歴史的な場所で写真撮影をすると云う

企画でした。今まで撮影したいという希望はあったのですが、なかなか個別だ

と応えにくいという話があり、今回は着がえをする場所等もアビシルベさんの

ほうで手配をしていただきまして、大変好評でした。とにかく彼らはＳＮＳ等

を通じて情報発信力があるので、我孫子にこんなすてきな場所があって、ここ

で撮影したんだという情報が流れていきましたので、また来年度もアビシルベ

等とコラボいたしまして開催したいと思っています。 

○豊島委員 ありがとうございます。葺不合神社は、私は新年に行ったりする

のですけれども、ここを選んだんだという驚きと、歴史がありますけれども。

それと旧村川別荘と旧井上家住宅をもう一回行ったというのは、そちら側のほ
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うの参加者が多かったというのは何でですか。 

○辻文化・スポーツ課主幹 こちらの参加者は全くターゲットが違う方々です

ね。２３日につきましては、とにかくおいしい御飯を食べて回りたいという

方々、２５日は御飯は正直おにぎりで構わないから現地で写真を多く撮りたい

という方々なので、全く客層が違っていました。なので、そういう新しい掘り

起こしですね。通常は文化財とかそういったところには行く機会はまずないの

だけれども、そういう機会があればぜひ参加してみたいという方々を掘り起こ

すことができましたので、今後とも積極的にやっていきたいというふうに思っ

ています。 

○豊島委員 地道な努力でしょうけれども、ぜひ続けていただきたいと思いま

す。お願いします。ありがとうございます。 

○倉部教育長 よろしいでしょうか。私もこの報告を聞いてすごいなと思った

のは、いわゆる発信力を持っているコスプレイヤーの人たちが、とても満足し

て帰られた。次につながるという発信をしてくれたということがとても大きい

かなと思っています。こういうようなもので全国的に注目を集める。それがき

っかけになるというのはおもしろい取り組みだと思っていますので、今後の進

展がすごく期待できるかなと思っています。ぜひ担当も頑張ってほしいなと思

います。 

 ほかに、事務報告についていかがでしょうか。 

○長谷川委員 ９ページの生涯学習課の「平成３１年成人式」のところなので

すけれども、前回の成人式から新しく寄せ書きボードですとか、あと、学校ご

との集合写真とか始めたかと思うのですけれども、前回のボードは私はおもし

ろい企画だなと思っていたのですが、思っていたよりも記入はちょっと少なか

ったりとか改善点があったかと思うのですけれども、次回もうすぐ迫ってきま

すけれども、新しい企画、改善点とかはあるのでしょうか。 
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○菊地生涯学習課長 お答えいたします。企画につきましては、毎年新成人の

方々が企画を立てて皆さんで決めるということで、今年度につきましても、寄

せ書きであるとかそういったようなものについても、前年度と同様に外のほう

に開示するような予定でございます。ビデオメッセージのほうも成人の方が各

学校のほうに回って先生方にいただいて、ビデオメッセージでいただく部分と

寄せ書きのほうと両方やってくださる先生もいれば寄せ書きのみという方もい

らっしゃるということですので、基本的にはビデオメッセージでやっていただ

けなかった先生が、遠くに行ってしまったとかそういった方々が寄せ書きでい

ただいているようなところもございますので、ちょっとバランス的には年によ

っては違いが出てくるかと思います。ことしにつきましては、新たな企画とい

うのが、それ以外にビデオメッセージで恩師の方の先生と……。 

○倉部教育長 特別なメッセージを用意しているということで。 

○菊地生涯学習課長 特別なメッセージを―後でそっとお伝えしたいと思

います。成人の方にちょっとサプライズの企画ということで、成人の方が提案

していただいたもので、大変喜ばれる企画をつくっておりますので、後ほどお

伝えいたします。 

○倉部教育長 ちょっと著名な方のというところで、あと私のほうで１つつけ

加えると、特別支援学校がということで、そのあたりの説明をお願いします。 

○菊地生涯学習課長 はい。今年度から、毎年、特別支援学校の生徒さんとか、

先生方がどこにいたらよろしいかわからないという話もありまして、今年度は

特別支援学校の先生方の枠をきちんとつくり、ことしちょっと間に合わなかっ

たのですけれども、もし来年度から特別支援学校の生徒さんの中でも、委員の

ほうでやっていただけるということであれば、お声をかけていきたいなという

ふうに考えております。ことしにつきましては、そういう形でちょっと委員を

ふやして、特別支援学校の先生方のほうのメッセージとかもとらせていただい
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ているという状況です。来年度もそのような形で進めたいというふうに考えて

おります。 

○倉部教育長 よろしいでしょうか。 

○長谷川委員 ありがとうございます。 

○倉部教育長 事務報告については、ほかにいかがでしょうか。 

○豊島委員 たびたびで済みません。３ページのところの学校教育課の５番目

の「第４回我孫子市小中学校職員の働き方改革推進委員会」です。第４回を１

２月５日にやってくださっていて、内容が「学校職員の意識改革の推進計画」

と「学校を支える人員体制の確保について」という物すごい重要な２つをお話

し合いいただいたというふうに書かれているのですけれども、別の機会に、ま

たお話を伺うのではないかなと思って抑えていたのですけれども。このお話し

合いの中で、どういうところまで進んでいったのだろうかということのおおよ

そでよろしいのですが、もし教えていただければお願いしたいと思います。 

○鈴木学校教育課長補佐 お答えします。まず１点目の学校職員の意識改革で

すけれども、前回の第３回目の御報告と同じように、市教委が行うこと、学校

が行うこと、それから個人で行うことということで、十分学校で努力されてい

る部分もあるかと思いますので、取り組み例という形で、ちょっと今資料は詳

細なものがないのですけれども、数点御提案をしました。 

 また、人員体制の確保につきましては、学校支援員の配置、それから現在配

置している市費のかなり多くの職員がおりますので、その市費独自の職員を今

後も継続的に配置していきたいと。なかなか厳しい財政状況の中ではございま

すけれども、ニーズはかなり大きいものが出てくると思いますので、スクール

サポート等も含めて今までどおりの配置を目指していきたいということです。 

 それから人員体制のほうでは、部活動の指導員ですけれども、これにつきま

しても安易な導入は学校に混乱を招くおそれがありますので、やはり人選であ
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るとか、責任の所在であるとか、もちろん報酬の部分であるとか、乗り越えな

くてはいけない課題がございますので、いつを目指すかというようなところを

お示しして御審議いただきました。 

特に委員のほうから大きな改善点を要求するような意見はございませんで

したので、後ほど資料をもって御説明させていただければというふうに思って

おります。以上です。 

○豊島委員 この委員会は、教育長以下、本当に現場をよく知っている先方が

たくさん入られていて、真正面から取り組んでいらっしゃるということはよく

わかっていますので、そのことについては何もありませんけれども、ただ、本

当に難しい問題なので、お金もなければ人もない。それでやれというのかとい

う問題ですよね。ですから、それでできるのだったらみんなやるだろうという

ことで、みんながやれていないというのはそこに問題があるわけですよね。で

すけれども、これとこれが課題だと、こういうことが課題だからこれができな

いんだというような、やれることとやれないこと、やりたいのだけれども、こ

ういう問題があってやれないということも、私なども含めて皆さんにわかるよ

うな形でお知らせしていただいたほうが取り組みやすいというかね。そうでな

いと一遍には全部解決できないので。皆さんがいらっしゃるうちに、それをや

っていただきたいと思います。きれいに仕上げたら、いろいろな中にいろいろ

なことが中に込められてしまいますので、こういうものの課題があって、それ

が解決できない理由はこれというふうにしていただいたほうが、そういうとこ

ろも残していただいたほうがありがたいと思います。気持ちですけれども、よ

ろしくお願いします。 

○倉部教育長 御意見ありがとうございます。全部で５回を予定しております。

実質的には、この４回目でそれぞれの課題とするものがある程度整理されてき

ましたので、残りの５回目については、その修正あるいは今までの経過を含め
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て原案について諮るということになると思います。その前に当然委員の皆様に

も見ていただいて、それを説明して御意見をいただくという機会を持つという

ことになると思いますけれども。委員長として、この第４回目に臨んだのは、

まさしく豊島委員が言われた核心の部分です。それをどういうふうにやるかと

いうのはいろいろな課題があるのですけれども、やらなければいけないのだと

いう強い意思を持たないと全く変わらない。１０年前と今では明らかに学校の

先生たちは多忙感を増している。それはいろいろな仕事が重なっているから。

何もしなければ１０年後はもっとひどいことになる。そうならないためには、

自分たちがやるべきことを少しずつ間違いなくやっていくという強い意思を持

とうという確認の回でした。これをやらない限りその先には行けないという強

い意思を持ってほしいという発信も込めて第４回目の会議を終了しましたので、

それを今後どういうふうに生かすかというものが一番大事なことです。 

 目標となる考え方、指針というものは国のほうも出していますし、県も出し

ていますし、それに準じた形で一歩具体的な例を我孫子で出す。それでおしま

いでは当然ありませんので、それを継続的に見てという組織も、学校衛生管理

のほうの中でも、常にやり方を確認しながら進めていくというのは確認がとれ

ていますので、そういうものを含めてちょっとでも、１人でも、１校でもとい

うような中で進んでいければと思っています。今後の応援を期待したいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 ほかに事務報告についていかがでしょうか。 

○蒲田委員 １５ページの３の（２）の「チームラン・キッズランうなきちカ

ップ」のことでお尋ねしたいのですが、５０２人の参加者があって、すごく皆

さん楽しんだんだろうなと思うのですけれども、どういう形で集客して、もと

もとどのくらいの人数を想定していたのかということをまずお尋ねしたいと思

います。 
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○小林文化・スポーツ課長 集客に関してはホームページと広報のみで、あと

は担当者のほうがいろいろ、これというチーム、出てほしいチームに個別に連

絡したりということで集めました。人数は、想定人数どおりで集まりました。

大体５００人程度を予定していました。 

○蒲田委員 ありがとうございます。３種目があって、３種目はそれぞれ何人

ぐらいずつだったのでしょうか。 

○小林文化・スポーツ課長 親子ランのほうは７４組です。キッズランがちょ

っと少なくて１８名、チームランのほうが４０チーム出まして３３６名。４０

チームで２人から１０人でチームを組みまして、５時間のリレーでたすきをつ

ないで、１周１キロの特別コースを親水広場につくって何周回れたか。いっぱ

い回ったところが優勝というふうな形で終えました。 

○蒲田委員 わかりました。柏の葉公園でもこんなのをしていたのかなと思っ

て、それかしらと今思ったのですけれども。チームランは大人というか大きい

人たちが多かったんだと思いますけれども、皆さんがあの場所で楽しんだとい

うことでよろしいのでしょうか。 

○小林文化・スポーツ課長 これはファンラン、楽しむランニングイベントな

ので、一方、手賀沼のエコマラソンというのはどちらかというと競技性がある

のですけれども。これは１周１キロということで心理的にハードルが低いとい

うか、歩いても走っても、とにかくたすきをつないでやっていくのだというと

ころで、皆さんに楽しんでいただけたと思います。 

 ステージも設けまして、バンドの演奏とか、クイズとかいろいろな催し物も

やりながら、市内のお店にちょっとお食事を、出店ではないのですけれども、

出ていってもらったりとかしてやっていますので、５時間、長いようで短いよ

うな感じでやっていましたので、今後も頑張ってやっていきたいと思っていま

す。 
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○蒲田委員 ありがとうございます。楽しんで体を動かすって、すごくいいな

と思いますので、これからも少しでも多くの子供たちも含めて参加があったら

いいなと思います。よろしくお願いいたします。 

○倉部教育長 ほかに事務報告について、よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 ないものと認めます。事務報告に対する質疑を打ち切ります。 

 次に、事務進行予定について質疑があれば許します。 

○豊島委員 １つだけお願いします。指導課の６ページのところの８番目の来

年の１月３０日に行う「我孫子市小中一貫教育の日」。ちょっと中学校区によ

って時間が異なるということですけれども、これは小中一貫を全体でやる上で

はかなり重要な最終的なことになるのでしょうか。内容がそこに４つあります。

多岐に及んでおりますけれども、対象は市内の小中学校の全教職員、６年生、

中１の３，０００人が集まってというふうに、一緒のところではないでしょう

けれども、これはそういう意味では重要な行事だと思うのですが、あと１カ月

後ですけれども、ここで最終的に狙っていることというのはどういうふうに考

えればいいのでしょうか。 

○羽場小中一貫推進室長 お答えします。教育委員の方には昨年度も参加して

いただいた方もいると思うのですけれども、やり方につきましては特に大きな

変更はございません。多くの部分は、小中一貫教育を進める中での課題の一つ

としまして、小学生が中学校に上がる際の中１ギャップというものを解消する

ための１つの方法でございまして、布佐中区におきましては、今は布佐中登校

という形で小学校が中学校に行って授業を受ける、小学校同士で交流をすると

か、そういうことを具体的にやっている地区もあります。ほかの地区でも少し

交流が始まってはいるのですけれども、実際のところ来年度、平成３１年度か

ら全中学校区で展開されていきますが、今回におきましては、先生方のイメー
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ジというのがございますので、そこのところに行ってみて、小学校から中学校

へ行くけれども、思ったよりは難しくないなとか、頑張ってやっていけるなと。

それから中学校の先輩のイメージもいろいろあると思いますので、部活動を一

緒に交流しながら、部活動で頑張っていこうとか、中学校で頑張っていけるな

というイメージ、段階が滑らかに少しでも接続できるようにということを一番

大きな目的としてございます。 

 そういう中で保護者の方も見ることは可能ですので、不安を抱えている保護

者の方も、見ていただくことによって、少しでも小学生が中学生になる段階で

不安を解消できるということを大きな目的としてやってございます。以上です。 

○豊島委員 ありがとうございます。全体がスタートするので、本当に今まで

の先生方の御努力というのは物すごいものがあって、毎回毎回の報告も拝見し

ておりまして、いよいよだなと思っております。そういう意味でこれを取り上

げさせてもらいましたけれども、どこに行っても、我孫子市で間もなく全体を

やるよということで、小さな胸を張ることができます。うれしいですよね。で

すから、どうぞ大変でしょうけれども、４月以降のことに向けてよろしくお願

いしたいと思います。エールです。 

○倉部教育長 ありがとうございます。ほかに事務進行予定についてはいかが

でしょうか。―よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 ないようですので、事務進行予定に対する質疑を打ち切ります。 

 次に教育事業全般について、質疑または御意見等があれば。 

○豊島委員 先週の金曜日に文化連盟の役員会がありまして、その中で文化・

スポーツ課のほうから、教育委員会が文化連盟のバックアップ、ベースですか

ら、１２月２７日を形式的には締め切りで、今パブコメも入っている公民館の

設置に向けての要望を取りまとめるというようなことで各文化団体に、私もそ
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の１つなのですけれども、文化団体に要請が来ました。今書いているところな

のですけれども。公民館をつくっていくに対して、どこがどういうふうなこと

を要求したいかということなのです。場所は大体親水公園のあたりということ

とか、それを知らされたということです。教育委員会の中での話し合いです。

ここでの場です。 

そういうことで我々文化連盟のほうでは文化・スポーツ課の皆さんに向け

て、それを言って見たところでもう決まっているのではないかとか、ある意味

では、前回のこともあったし、余り真剣に言ってもどうなのかというふうなこ

ともあるのです。あるのだけれども、でも私ら文化団体としては、公民館は本

当に欲しいと。そのときにどういうふうに望んだらいいかということを文化連

盟のほうも悩んでいるということです。ただ、教育委員会、我孫子市に対して

感謝しているのは、文化連盟が秋にすごい行事が行われるわけですけれども、

それに対して市のほうから支援金もいただいていて、これは各近隣の市町村で

はほとんどない。我孫子市はそれをいただいて、本当に活発にやっているとい

うことを背景にしながら、公民館の建設に向けて熱い視線を送っているという

ことなのです。 

これも教育委員会の１つの行事の中で、ここで出されたものなので、ただ

私らはどういうふうに言っていいのだろうということで今実際困っています。

これは教育委員会のこの話し合いの中でふさわしいかどうかわかりません。わ

からないけれども、本当に欲しいなと思っている公民館であり、しかしそれに

ついて発言を求められていても、どういうふうに言っていいかわからないとい

うところも実際あったりとか、いろいろ悩んでいる。ただ、設置に向けて、会

議があれば、行事があれば箱を用意して、支援金をその中に集めて、それをわ

ずかですけれども届けているということを繰り返しているということも含めて、

何とかつくっていく方向で決めていくのかなと。 
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○倉部教育長 担当で答えられる部分を先に答えてもらえますか。 

○木下生涯学習部長 毎年毎年、基金に御寄附いただいて本当に感謝申し上げ

ます。ありがとうございます。 

 文化交流拠点施設の整備につきましては、市民会館が閉鎖になったときから

ずっといろいろと御意見をいただきまして、その御意見も受けながら今日まで

建設構想案の中間報告ということで、今回は２６年に報告書をまとめた、それ

からも時間がたっておりますので、その時点修正、それからこういうコンセプ

トで建設構想案をつくりたいということで、今回はパブリックコメントという

ことではなくて意見募集という形で、２７日まで伺っているというところです。

それがまとまりましたら春を目途に建設構想案をつくって、そのときに改めて

パブリックコメントを頂戴するという手順をしております。 

やはり教育委員会のほうとしましては、文化施設はぜひ欲しい。市として

も今のところ交流拠点施設をつくるという方向で今建設構想案をまとめている

ところですので、反対意見もあるというふうには聞いているのですけれども、

賛成だとなかなか声を上げていただけないというところもございますので、そ

ういった意味で、応援していただける方には応援のコメントも含めていろいろ

いただければなというふうに思っております。 

 今回の意見募集については、あの中で、こういうところが足りない、こんな

視点が足りないのではないかだとか、これはちょっと違うのではないかという

ようなところがありましたらいただきたいということで御説明をしたと思いま

す。 

 本来ならばもう少し、意見募集をするときに御説明をすべきだったのですけ

れども、それがおくれてしまいまして申しわけございませんでした。企画課と、

それから生涯学習課が共同事務局となっておりますので、一緒に連携しながら

いい構想案をつくって建設に向けて努力していきたいと思いますので、よろし
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くお願いいたします。 

○豊島委員 この間は、ありがとうございました。御説明をいただいたりして。

ただ、文化連盟としては、教育委員会の指導のもとでやっている文化団体とし

ては、ずっとずっと古い公民館が、あそこでいろいろやっていましたから、あ

のイメージもありますので、それがなくなったときからお願いをしたいと思っ

てずっとやってきておりますので、賛成意見、支持意見はたくさん行くと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○倉部教育長 ぜひ賛成意見に強い要望をまとめるべき部署はここしかないと

思っていますので、教育委員会からそういうものをまとめて発信しない限り実

現はなかなか難しいと思っています。 

 まして、一番多く使われる文化団体、それから学校、この２つを抱えている

のが教育委員会ですから、いわゆる発表の場がないために子供たちは柏市に行

ったりとか、他市を借りて行かざるを得ない。そういう状況を何とか解消した

いと一番強く思っているのはここですので、その内容について、あるいは規模

について強く言うのはここだろうと。 

 文化連盟に対しての先ほどの説明は、こういう施設で、こういう使い勝手が

あったほうがいいのではないかというのを言えるのは、多分このタイミングだ

ろうと思っておりますので、ぜひ積極的に声を上げていただければいいかなと

思っています。それが反対意見を押しのけてでも建設に至る道につながると私

も思っております。ぜひ皆さんの御協力をいただければなと思っています。 

 一番は予算の関係がありますので、いろいろなイメージを膨らますのは簡単

なのですけれども、そのとおりには正直に言ってなりません。ただ、その予算

等の中で一番いい形、使い勝手、用途、それから新たにつくる交流拠点施設と

いうイメージもありますので、それを生かしつつ今までなかったものをどうい

うふうに我孫子につくっていくかというものが、とても大きいかなと思ってい
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ます。 

 先日も我孫子の文化を守る会のほうのいわゆる共同資料館的なものがないと。

そういう施設をぜひその中に入れてほしいという要望を私も直接受けましたし、

市も受けているはずですので、それと同じような要望をそれぞれの団体からい

ただくというのが一番かなと思っています。 

○豊島委員 ありがとうございます。強い支持意見が行くと思いますが、あそ

こで示された大講堂というか、それが１，０００人前後というのは、小さいの

か大きいのかあれですけれども、少ないと思うのですよね。８００人、１，５

００人とかといろいろありますけれども、１，０００人というのは中間ぐらい

とったのだろうと思いますけれども、１，０００人では成人式が１回ではでき

ないだろう。音楽の発表会だって、また柏市に借りるしかないだろう。いろい

ろ思うのですけれども。その辺も正直な意見を出していきますけれども、たく

さん入るところをつくって、多少、他市町村にレンタルしましょう。お金を稼

ぎましょうと。そうしないと、いつまでたっても中途半端なものではだめなの

ですよね。というふうに意見を出しますので、よろしくお願いいたします。 

○倉部教育長 ありがとうございます。以前あった文化施設が１，０００人。

あのとき実は管財係長として私も担当していたのですけれども。要は１，００

０人が妥当かどうかという議論はありました。興行を打つには１，０００人で

は足りない。ただ、市内のいわゆる団体とか、そこで使うには１，０００人は

十分なのです。１，０００人をいっぱいにする行事は学校行事しかありません

という状況でした。ですから、イメージとしては１，０００人というのは、か

つての文化会館のイメージを持っているのだと思います。新しい施設で、どん

どん興行を打って、金になるような事業をというのは難しいかもしれません。

それだったらば、ほかのもっと大きなところ。ただ、現実的に何のためにその

施設をつくるかというところが多分そこにいろいろな議論があって、子供たち
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のため、あるいは文化団体が常に発表しやすいような場所をつくる。現実的に

は今我孫子の駅前に４００人規模のいわゆる県営のプラザがありますので、そ

れをうまく使いながら、あるいは湖北地区公民館ではさらにもっと小さいもの

がある。その３カ所をどういうふうに使っていくというのが今後の課題になろ

うかと思いますので、そういうものも含めて、この場所ではどういう使い方が

できる、この場所ではこういうことをやりたいということを逆に言っていただ

くのが一番いいのかなと思います。ぜひ実現に向けて強い意思で臨みたいなと

思っていますので、よろしくお願いします。 

 ほかに教育全般について何かありますでしょうか。―よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○倉部教育長 それでは、教育事業全般についての質疑、意見を打ち切ります。 

 

○倉部教育長 以上で平成３０年第１２回定例教育委員会を終了いたします。

お疲れさまでした。 

午後３時１８分閉会 


