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令和元年度 第２回 総合教育会議 
 

日時：令和２年２月25日（火） 

午後１時30分 ～ 午後３時20分 

会場：市役所相良庁舎３階会議室１・２ 
 

●出席者 

杉本基久雄市長 

橋本勝教育長（牧之原市教育長、牧之原市菊川市学校組合教育長） 

【牧之原市教育委員会委員】 

大石幸雄委員、澤田衛委員、吉住幸子委員、寺井ゆみ委員 

【牧之原市菊川市学校組合教育委員会委員】 

近江賢市委員、道下茂子委員、松浦啓二委員 

【事務局（総務部総務課行政係）】 

辻村総務部長、原口総務課長、源間係長、本杉主任 

【教育委員会事務局】 

 内山教育文化部長、山本教育総務課長、植田教育総務課総務係長、大石学校教育

課長、小倉学校教育課主席指導主事、中村学校教育課指導主事、永野社会教育課

長 

 

１ 開 会 

○原口総務課長 

本日は、お忙しい中、御出席いただきありがとうございます。本日の進行を務め

させていただきます、総務課長の原口と申します。よろしくお願いいたします。 

ただ今から、令和元年度第２回総合教育会議を開催いたします。 

まず初めに、杉本市長より御挨拶をお願いいたします。 

 

２ 市長挨拶 

○杉本市長 

こんにちは。本日は、令和元年度第２回の総合教育会議ということで、大変お忙

しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。また、日頃から牧之原市

の教育行政につきまして、格別な御理解と御協力を頂いておりますことに感謝申し

上げます。 

コロナウィルスの関係で日々状況が変わってきておりまして、国も新たな方針を

出して対応策をしておりますけれども、後手後手だなと感じております。特にクル

ーズ船につきましては、下船してから感染が分かった者もいるということで、あの

対応でよかったのだろうかと思います。渡航暦が無くて、濃厚接触があったわけで

もないのに罹患しているという者が、特に北海道や東京で出てきています。一番よ

くないのは、教職員やスクールバスの運転手が罹患することです。小中学生の感染

者も出てきており、かなりの広がりをみせてきています。ここ１、２週間の間が、

更なる拡大となるのか、それとも抑え込めるのかの瀬戸際ということであります。 
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牧之原市といたしましては、１月の下旬から対策会議を３回、４回と開催してお

り、常に市のホームページでコロナウィルス対策についての対応ということで周知

をしております。とにかく、罹患しないためにできることをやるしかないと思って

います。一つとしては、不特定多数の人混みへは出て行かないこと。それから、手

洗いをしっかりと石鹸やアルコールで行うこと。それから水分補給をしっかりとし

なさいということもいわれています。これについては、県大の薬学部の教授や感染

症の学会の方からも、緑茶や紅茶のカテキンが非常に効果があるといわれておりま

す。冷たいお茶より温かいお茶の方が効果があるということで、それはなぜかとい

うと、今までの研究の中でコロナウィルスの棘が細胞に刺さって感染をするのです

が、お茶を飲むことでその棘にコーティングがされるということです。そうすると、

細胞に刺さらなくなり、10分、15分ぐらいの間隔でお茶を飲むことで、コロナウィ

ルスが胃へ届き胃酸で死んでしまうそうです。コロナウィルスは30℃以上で死んで

しまうということで、体温以上の温度で飲む方がいいということもいわれています。

先週、伊藤園の本社に行きましたら、伊藤園は新聞の全面広告でインフルエンザへ

のカテキン効果について出していまして、コロナウィルスについてはまだ出してい

ませんが、コロナウィルスも同じですので、お茶が効果があるということで、学校

でもどんどんお茶を飲んでいただきたい。菊川市の小学校ではお茶でうがいをする

ということで、これは牧之原市の小学校でもやっており、非常に効果がありますの

で、もっと周知していかなければならないと思っております。 

マスクに関しても、市では毎年52,000枚の備蓄があるのですが、これが多いか少

ないかは別として、６、７年サイクルで8,000枚ずつ入れ替えをしています。入れ替

えとなった8,000枚のうちの大部分は市内の小中学校へ分けて、現場で使ってもら

っています。また、医師会とも相談させていただき、これまで特に開業医の現場に

おいて風邪等の症状が疑われるがマスクをしていない患者にマスクを渡していた

のですが、その備蓄が無くなったということですから、13の医院に約400枚ずつの計

5,200枚を配布いたしました。歯科医師会や榛原総合病院でもマスクが不足してい

るということでしたので、市で50,000枚ほど発注をかけまして配布をするというこ

とも考えております。あとは、老人施設や障害施設についても不足していると聞い

ていますので、市の備蓄は確保しつつそちらへの対応も考えていきたいと思ってお

ります。コロナウィルスについては、日々情報が変わっていますので、しっかりと

情報を取得しながら対策を講じ、周知していきたいと考えております。 

今日から令和２年の２月定例会が開会となりました。次年度の当初予算といたし

ましては、第２次総合計画に含めた安全・安心の推進、若者が魅力を感じる住環境

の実現、移住・定住の促進等が具体的な形となって動き出すための積極的な予算と

なっております。一般会計の当初予算につきましては、213億7,000万円ということ

で、過去最大で、前年対比５％強のものとなっております。なぜこうなったかとい

いますと、総合計画を確実に進める。そして、少子高齢化、人口減少、若者の減少

といったことに対する対策を講じるために大型プロジェクトに予算を付けたとい
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うことでございます。具体的には、相良牧之原IC北側の高台開発につきましては、

１月31日に区画整理準備組合、牧之原市、業務代行一括方式による大和ハウス工業

による３者協定を締結しましたので、事業推進に向けた２億円ほどの予算を計上し

ました。また、スズキ相良工場の拡張につきましては、昨年の８月に公表しており

ますが、早期の事業開始に向けて約7,000万円ほどの調査費を計上しております。そ

れから、防災拠点の整備ということで、い～らの横にあおぞら保育園がありますが、

その南側１．５haを造成して防災拠点を整備するため、造成費として約５億円を計

上しております。図書交流拠点の整備ということで、これは相良のミルキーウェイ

タウンのところに図書館を兼ねて民間と協力して施設を整備するのですが、整備費

については今年度の補正予算で対応して、図書等の購入について3,000万円ほど計

上してあります。民間事業では、新聞等でも取り上げていただきましたけれども、

アジア初のウェーブプールが動き出すということで、今年の秋に完成するというこ

とですが、事業主に対して無利子貸付金ということで市がふるさと融資を利用して

貸付けをするということで５億円ほどを計上しております。 

２月の補正予算におきまして、放射線防護施設の整備ということで、現在地頭方

に放射線防護施設を約６億円で造っているのですが、それと同様のものをい～らの

南側に造るということで、これは相良公民館の代替機能を一部含んでおりまして、

国の10分の10の補助金を利用して行うのですが、その設計費を計上しました。図書

機能を持つ新たな交流拠点の整備ということで、これを約１億7,000万円。ジャンボ

エンチョーの空き店舗の３分の１を市が借り受けて、そこに図書機能を持つ交流拠

点を整備する。後ほど詳細を説明します。小中学校のＩＣＴ教育の環境の充実とい

うことで、国が「GIGAスクール構想」を打ち出しました。１人１台のパソコンとい

うことですが、そこに高速通信ネットワークを構築しなさいということですが、こ

れもいろいろと課題がありますが補正予算には計上してあります。これについても、

後ほど御説明をさせていただきます。 

それでは、今回の会議でありますけれども、平成28年度から平成31年度の４年間

を期間としている、牧之原市及び牧之原市・菊川市学校組合の教育大綱の協議を主

として行わせていただきたいと考えております。本日の会議におきましては、これ

までの会議等にて皆様から頂きました御意見を含めて案を作成いたしました牧之

原市及び牧之原市・菊川市学校組合の教育大綱につきまして、皆様の御意見をお伺

いして内容をまとめることができればと考えております。また、意見交換の中で、

教育関係の施策に関する進捗状況につきましても情報提供させていただく予定で

あります。限られた時間ではありますが、率直な御意見を頂きながら協議を進めて

いきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○原口総務課長 

ありがとうございました。 

それでは協議事項に入らせていただきます。会議につきましては、市長が座長と
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なることとなっておりますので、協議事項につきましては、市長に進行をお願いい

たします。市長、お願いいたします。 

 

３ 協議事項 

(１) 牧之原市教育大綱について 

○杉本市長 

それでは、まず、１件目の牧之原市教育大綱についてであります。 

教育大綱につきましては、平成27年度末に策定して、本年度で４年目を迎えま

す。前回の総合教育会議及び書面にて皆様の御意見を伺い、その後の教育委員会

の会議の場におきましても御意見を伺いながら見直しに係る案を検討いただいた

ところであると伺っております。本日は、その内容について共有させていただき、

総合教育会議として見直し案とするものについて、委員の皆様の御承諾が得られ

ればと考えております。最初に、見直し案の内容について、事務局より説明をお

願いします。 

 

○山本教育総務課長 

それでは、説明をさせていただきます。 

〔 「教育大綱」について、資料１及び資料２を用いて説明 〕 

 

○杉本市長 

ありがとうございました。ただ今説明のありました牧之原市及び牧之原市菊川

市学校組合の教育大綱の見直し案につきまして、発言がありましたらお願いいた

します。 

 

○近江委員 

共通するところですけれども、「確かな学力をつけ、次代を切り拓く力を育成

します」の２項目の「国際理解」が「国際教育」に修正されていますが、その修

正には賛成をします。「国際教育」とは、国際理解、国際協力、平和教育、人権、

開発や環境教育といったものを含んだものと理解していますので、賛成します。

そのことに関係して少しお話をしたいと思いますが、国の外国人労働者数が平成

26年12月末現在で717,504人だったのが、令和元年12月末現在で1,658,804人と、

５年間で２.３倍になっていて、年間約20万人のペースで増えています。日本の企

業の７割が労働力不足に危機感を覚えているという統計もあります。セブンイレ

ブンは、全国で５万人の外国人労働者を雇っています。昨年、別府温泉に行った

のですが、従業員はほとんど外国人で、私たちのテーブルを担当してくれたのは

ウズベキスタンの人でした。 

菊川市の統計を調べてみると、平成26年末と令和元年末で、2,462人から3,449

人ということで１.４倍になっています。国と比較すると少し少なめですが、確実
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に増えています。菊川市の場合は60％は永住しているブラジル人がいますので、

倍率は国ほどはありません。牧之原市では同様に比較できるデータがありません

でしたが、平成25年度と平成30年度で比較していた中日新聞の記事から、平成30

年度が1,987人で、平成25年度から約900人増えているということでした。約１.８

倍となります。反対に、市の人口は2,300人減っています。何が言いたいかといい

ますと、製造業などいろいろな業種で人手不足がすごく深刻だということと、そ

の人手不足を技能実習生を含めて外国人労働者で補っているということが今の日

本の現状です。国は2025年までに50万人の受入れを考えているという報道もあり

ましたが、それでも足りないのではないかと思います。 

「多文化共生」という言葉があります。国籍や民族の異なる人々が、互いの文

化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら地域社会の構成員として共

に生きていくということです。つまり、外国人を観光客や一時的滞在者としてで

はなく、生活者、地域住民としてみる視点を育てる必要があるということだと思

います。そうすれば、これから外国人が確実に増えていくと思われますので、外

国人と一緒にまちづくりをしていくことができるのではないかと思います。そう

いうことを考えていくと、「国際教育」に修正した意味はすごく大きいと思いま

す。国際教育や外国語教育を進めて多様な考えを受け入れる力やコミュニケーシ

ョン力を付ける学習を進めていくことで、「多文化共生の考え方」または「多文

化共生の考え方の基礎を育む」ということが必要になると思います。なかなか大

人には今までの歴史もあって難しいように思いますが、子どもたちは外国の子ど

もたちと仲良くして、協力していろいろな仕事をしていかなければならないので、

そういう考え方や土台を作ってあげることが大事です。そういう教育が生み出し

ていく子どもたちが地域を支えていくときに、差別や偏見、厳しい労働環境を強

いられている外国人労働者もいますが、そういう方たちを同じ市民として、パー

トナーとしてやっていけるような土台がだんだんとできていくのではないかと思

います。その辺りの文言が入ってくればよりよいものになるのではないかと思い

ます。 

 

○杉本市長 

ありがとうございました。 

近江委員から、「多文化共生」という言葉が入った方がいいのではないかとい

う御意見がありましたが、いかがでしょうか。 

 

○澤田委員 

近江委員の御発言を受けてですが、この後の資料の中にもあったのですが、市

の英語教育の取組ということで、ちょうど私も申し上げたいこともあったのです

が、市で英検の実施をしてくださっています。これはどこの自治体でもやってい

ることではありませんので、素晴らしい取組だと私は思っています。ほかにもイ
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ングリッシュキャンプとか素晴らしい取組をされています。 

先日、視察に行った河内町立かわち学園が、成田空港まで20分ぐらいというこ

とで英語教育に非常に力を入れているということでした。先ほど近江委員のお話

にあったように、世界に開かれている意識を大事にするということで、空港があ

る市ですので、交流を具体的にしていて、そういった意識を持って世界と多文化

共生を目指していくということを前面に打ち出すことができたら、すごくいいと

思います。というのは、英語教育の素晴らしい取組をもっとアピールしたいし、

「こういうつもりで、こういうことを目指して英語教育、国際教育に力を入れて

いる」というスローガンのようなものがほしいと常々思っていましたので、近江

委員がおっしゃったように多文化共生を目指し、そのツールとして英語に力を入

れていきますといったような一貫性を持つと非常にいいのではないかと思いまし

た。 

 

○杉本市長 

ありがとうございました。 

そのほかにいかがでしょうか。 

 

○大石委員 

私ども教育委員に大事なことは、大綱的な方針や学校の統廃合、こういった問

題は重要な課題だと思います。今回は大綱の見直しの時期ということですが、基

本理念は変わらず貫いていくと、これが一番大事なことではないかと思います。

特には、先ほど説明もありましたが、「次代を切り拓く力を育成します」という

ことの追加に伴って、その後に「キャリア教育を軸とした小中一貫教育とコミュ

ニティスクールの推進」という項目を一つ追加しました。それから、小中学校の

これからの一番の課題になる環境整備の「適正配置」を「再編による」というこ

とに修正したというようなことを含めて、これからの牧之原市の将来にあった、

更にいろいろな面で検討された内容であると感じました。この内容で結構だと思

います。 

 

○杉本市長 

ありがとうございました。 

そのほかにいかがでしょうか。 

 

○吉住委員 

修正を何度もしていただきありがとうございました。先ほどの「多文化共生」

については文章を少し変えればいいと思いますので、それ以外はこの内容でいい

と思います。教育大綱はどうしても学校教育が中心になってしまうのですが、最

後に高齢者にも触れていただいてあるのでよかったと思います。「自分の頭で考
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えて生活を楽しむ」ということが生涯学習の考え方だと思いますが、それが「暮

らしの中に生きがいと豊かさを育みます」という言葉で書かれていることがよか

ったと思います。 

私は、教育大綱については、読んでみてどこの市町の教育大綱か分からないと

いうことが一番よくないことだと思っています。「鈴木梅太郎博士」や、市民が

非常に多く参加している「はりはら塾」「田沼塾」といったような文言が入って

いますので、すごくよかったと思います。 

私の言っている内容は教育プランに近いように感じています。牧之原市には教

育プランはありませんので、是非この中にこのように盛り込んでいただきたいと

思います。 

 

○杉本市長 

寺井委員、いかがでしょうか。 

 

○寺井委員 

今日までに大綱について検討する場を何度か設けていただいていましたし、教

育委員会の方でも案を作成いただいて、落ち着いた内容になっていると思います

のでこの内容でいいのではないかと思います。 

前回の総合教育会議の中で、近江委員が魅力ある授業づくりや授業の大切さに

ついておっしゃっていたのが印象に残っていて、その言葉が中に入っているので

よかったなと思っています。学校の中では、学力を付けるにしても人間力を付け

るにしてもやはり授業の中でやっていくことだと思いますので、学校再編の方で

も教育の見直しなどをしていくと思いますが、授業ということを大事に扱ってい

ただきたいと思います。 

 

○杉本市長 

道下委員、いかがでしょうか。 

 

○道下委員 

私も「多文化共生」については強く思うところがありまして、教育大綱の位置

付けに「まちづくりの基本となる指針」とありまして、「まちづくり」は「人づ

くり」ですので、牧之原市の中にも外国人が2,000人近く入ってきているという中

で、その人たちが牧之原市の一員としてこれから一緒に協力してまちをつくって

いくという意味では、多文化共生の必要性というのは強く感じます。 

学校組合の教育大綱ですが、「地域活動の充実を図ります」の「生きがいを持

った豊かな暮らしを目指す地域の生涯学習活動の推進」のところで、「はりはら

塾や田沼塾などの活動をはじめ」とありますが、学校組合は菊川市も含んでいま

すので、これだと牧之原市のことだけになってしまうように感じますので、固有
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名詞をやめた方がいいのではないかと思ったり、このままでいいのかと思ったり

と少し悩みました。 

 

○杉本市長 

松浦委員、いかがでしょうか。 

 

○松浦委員 

委員になったばかりで分からないことが多かったのですが、現在自分なりに理

解を進めている最中ですけれども、教育に関しての基本的なものということで、

自分としてはこれでいいのではないかと思います。 

 

○杉本市長 

委員の皆様から御意見を頂きましたので、教育長お願いします。 

 

○橋本教育長 

これまでも何回か皆様に検討いただいてここまできているわけですが、教育の

目標の２つ目を大きく変えて、その中に学校再編や小中一貫教育といった、これ

までと異なった方向性を打ち出していくということで、ここが皆様の御意見を頂

いて大きく変わったということはとてもいいことで、はっきりと進むべき方向が

定まるように思いました。「多文化共生」という言葉を入れるかどうかは別に検

討する必要があるかと思いますが、牧之原市の現状についても、先ほどから出て

いるように非常に外国籍の子どもたちも多いですから、お互いを尊重しながら同

じように教育を受けていくことが大事になってくると思います。 

市と学校組合については、意識的に変えていく必要はないかと思いますが、先

ほど御提案いただいた点については、学校組合の区域の中でやられている文化的

な活動を入れるのか、菊川市で行っている活動を入れるのかでまた異なってくる

ように思います。 

 

○杉本市長 

近江委員、松浦委員、菊川市にお住まいということですが、その辺りいかがで

しょうか。 

 

○近江委員 

私自身は、２年前に「田沼塾」で１年間活動したことがあるのでよく分かって

いますが、他市町からの参加者も結構います。すごくいい活動だなと思っていま

すので、私は入っていてもいいと思います。 

 

○橋本教育長 
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牧之原市の「はりはら塾」や「田沼塾」のように菊川市にも同じような活動が

あると思いますが、それをどう入れるかということではなくて、学校組合の区域

内で公民館などで行っている活動についてを、あえて言葉で入れなくても先ほど

道下委員がおっしゃったことの方がいいようであればその方がいいのかなと思い

ました。 

吉住委員の牧之原市独自の内容についてを入れたいという思いについては、市

のものとしては牧之原色が出たなと感じています。ただ、学校組合側としてみる

と、それでは適していないということについては、確かにそうだなと思いました。 

 

○寺井委員 

今の問題と少し異なりますが、学校組合の方では「小学校・中学校の連携」と

ありますが、市の方では特に「連携」という言葉がないのですが。 

 

○橋本教育長 

市の方では、「小中一貫教育」ということで、一歩先に進んだことをイメージ

しています。学校組合の方は、保育園との繋がりの中で９年間以上の長い期間で

考える必要があるかなと。保育園と小中学校は異なりますので、そこは「一貫」

というわけにはいかないと思いますので、「連携」という言葉を使用しているよ

うに思います。 

 

○杉本市長 

そこについては、保育園があるということで「連携」という言葉が入っている

ということでよろしいかと思います。 

先ほどの「はりはら塾」や「田沼塾」をどうするかということですが、いかが

でしょうか。 

 

○橋本教育長 

教育大綱の見直しに関しましてはあまり細かくなりすぎず、しかし、これから

取り組んでいくことを明確にするということで、いい修正ができたのではないか

と私自身は考えています。「次代を切り拓く力」をどこかに入れてほしいという

思いがあり、それを教育の目標に入れていただきましたので、私としてはこれで

すっきりしたと思っています。 

 

○杉本市長 

いろいろ御意見をいただきました。 

先ほどの「はりはら塾」「田沼塾」については、「など」という言葉が後ろに

ついていますので、あまり細かく言わずにこれで広く解釈していただくというこ

とでいいのではないでしょうか。 
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「多文化共生」に関しては、牧之原市も今2,400人ぐらい外国人がいると思いま

す。自然減まで含めますと、先ほど近江委員がおっしゃったように人口減少とい

うことになりますが、社会減については外国人の流入がありますので、ほぼプラ

スマイナス０になっています。リーマンショックの後は、外国人も一気に減少し

ましたので、平成25年、26年辺りだったか、最大で730人ほどの社会減がありまし

たが、現在は状況は改善されています。そういった意味では、「多文化共生」に

ついては力を入れる必要があると思いますし、県も担当の理事をおいて外国語教

育、日本語教育の充実についてやっていますので、教育現場でもしっかりとやっ

ていかないと現場の先生も困ってしまいます。細江小学校は１割ぐらいの子ども

が外国籍の子ということで、１クラスに４、５人いると聞いております。言葉が

分からないと教育にもついていけないし、友達関係もうまくいかない。それから、

外国籍の子が１人だけということであれば一生懸命日本語を覚えようとするけれ

ども、４、５人いると言葉が分かる子でグループを作ってしまい、日本語が話せ

なくても困らないので覚えようとしなくて完全にグループが分かれてしまって授

業が思うように進まないということもあると聞いています。菊川市には、NPO法人

を含め３つほど学習するところがあるようですが、牧之原市にはないので、国、

県の支援を頂かないといけないと思いますし、企業の支援も頂きながらと考えて

います。外国人の定住は、外国語教育の環境が整っていることもあって菊川市の

方が多いですが、労働者数としては牧之原市の方が多いということで、住むのは

菊川市、働くのは牧之原市という外国人も多いと聞いていますので、「多文化共

生」ということは私も必要だと思います。 

それでは、各委員の御意見を伺いまして、「多文化共生」について、それから

澤田委員から御意見があった英語の関係について、最終案を練っていただいて、

最終的に大綱の見直しをするということでお願いをしたいと思います。 

 

○近江委員 

大綱の文言についての意見ではないのですが、学校組合に関連してのことで、

学校組合としても「子どもたちが学びやすい教育環境を整えます」ということで

再編の内容も出てきています。学校組合は、長い歴史の中で必要とされて運営さ

れてきたという歴史があります。学校再編という話が進んでいるわけですが、菊

川市の住民としては施設マネジメント計画とかあり方検討委員会の報告とか、再

編計画策定委員会が進んでいるとか、そういう情報が伝えられていないという現

況があり、同じ土俵にのっていないという感じを受けます。再編計画の結果だけ

報告があっても困るということもありますので、管理市である牧之原市からしっ

かりと説明や周知をしていただきたいと思います。 

 

○橋本教育長 

近江委員からは以前からお話を伺っておりまして、これにつきましては今後必
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要になってくると思います。前回視察に行ったところもそうでした。地域への説

明を何回も繰り返して、再編、統合に至ったという話もありましたので、その進

捗状況をみながら、タイミングを考えながら行っていきたいと考えております。

菊川市全体ということではなくて、学校組合の区域の菊川市民の方になろうかと

思いますが、今後検討していきます。 

 

○杉本市長 

今後、再編計画を作っていくに当たり、各学校区に入って説明なり意見交換を

する場を令和２年度に作っていくことになりますので、考え方や方向性を聞く場

は設けるということでいいですよね。 

 

○橋本教育長 

菊川市の教育委員会には教育長を通して進捗状況等は話をしてありますが、具

体的にどういう形で説明会を持つかということまではやっていませんので、菊川

市の教育委員会とも相談しながらやっていきたいと思います。 

 

 

(２) 意見交換 

○杉本市長 

それでは、２件目の意見交換ということで、初めにこちらから情報提供という

ことで施策の進捗状況について説明させていただきます。それでは、説明をお願

いします。 

 

○永野社会教育課長 

それでは、まず社会教育課から相良図書館の整備について説明させていただき

ます。 

〔 「相良図書館の整備について」について、資料３－１を用いて説明 〕 

 

○杉本市長 

次に、GIGAスクールについてお願いします。 

 

○小倉学校教育課主席指導主事 

よろしくお願いします。 

〔 「GIGAスクール構想の実現に向けたICT環境整備について」について、資料３

－２を用いて説明 〕 

〔 「プログラミング教育の推進について」について、資料３－３を用いて説明 〕 

 

○大石学校教育課長 
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続きまして、英語・外国語教育について私から御説明させていただきます。 

〔 「英語・外国語教育について」について、資料３－４を用いて説明 〕 

 

○杉本市長 

事務局から情報提供させていただきましたけれども、この内容について何かご

ざいましたらお願いいたします。 

 

○近江委員 

相良図書館についてですが、駐車場はどうなるのでしょうか。 

 

○永野社会教育課長 

駐車場につきましては、図書館整備の中では整備いたしません。元々何店舗か

のショッピングタウンの中で、各店舗ごとの駐車場ではなくてショッピングタウ

ン全体の駐車場として広く整備されておりますので、図書館を利用する方もその

駐車場を使用していただくという考えでおります。 

 

○大石委員 

具体的に補正予算、当初予算と動いているということで、これから賃借料はず

っとかかってくると思いますが、どのくらいの金額になりますでしょうか。 

 

○永野社会教育課長 

オーナーの方とは以前から相談させていただいておりまして、正式な金額まで

は至っておりませんが、実勢価格等も踏まえまして、公共としてお借りするとい

うことも御理解いただきまして、比較的低い金額にて調整をしているという段階

でございます。 

 

○内山教育文化部長 

おおよそ年間で600万円ほどということで調整をしています。 

 

○澤田委員 

せっかく市長がいらっしゃるのでお伺いしたいのですが、先ほど人口減につい

ての話がありました。転出先は遠方なのか、それとも近隣なのか、何が原因なの

かということ。例えば、東日本大震災があって海に近いということが原因なのか。

その辺りについて何か教えていただければと思います。 

 

○杉本市長 

今日は細かい資料を持っていませんが、人口動態は調べています。先ほどお話

をしたように、東日本大震災以降はやはり沿岸部からの流出、これは明らかで、
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藤枝市、島田市、菊川市といった周辺の市町に流出したということは伺えます。

もう一つは、静岡県自体の人口減少が毎年ワースト５に入っています。最近も新

聞に出ていましたが、何万人か減少しています。私は、その一番の原因は、たし

か平成26年の高校卒業者が35,000人ほどいますが、大学への進学率は55％で、大

体18,000人が進学します。県内の大学の受け皿としては5,000人しかないというこ

とで、少なくとも12,000人ぐらいの高校生が県外の大学へ行くことになります。

Uターンの率がどれくらいかというと、県内の大学を卒業した県内出身者の約８割

は県内に残り、県外から県内の大学へ進学した人は約４割が残りますので、大学

があれば県内に残る人はもっと増えると思います。県外の大学へ進学した人のUタ

ーン率は約38％ということですから、12,000人の県外へ進学した人の約３分の１

しか帰ってこないと、これは静岡県の特徴です。特に首都圏に進学した場合のUタ

ーン率は30％ぐらいで、そのほかの地域のUターン率は45％ぐらいということで、

首都圏に進学したら３分の２は帰ってこないということになります。県にも申し

上げていますが、県内の大学の定員を増やしたらどうかと思っています。 

もう一つは、今日の議会でも少し話をしたのですが、子どもたちが市内にこれ

だけの企業があるということを知らない。牧之原市は、昼夜間の人口比率は110％

で、昼間が110％で、夜は100％ですが、島田市や藤枝市や焼津市は昼夜間の人口

比率は91～93％ぐらいということで、島田市、藤枝市、焼津市から仕事に来て帰

るということが顕著です。今の小中学生を含めて、牧之原市にはこんなにも多く

の企業があってということを知ってもらいたいと思いますし、それには魅力づく

りが必要だと思います。 

それから、既婚率、未婚率。未婚率が、男性が25歳から40歳で51％。二人に一

人は結婚していないということになります。女性はというと35％で、これはなぜ

かというと女性の方が分母が２割ほど少ない。特に女性のＵターン率が男性より

も低いということが顕著です。ですから、高台に賑わいをつくったり、図書館の

中に賑わいをつくったり、アジア初のウェーブプールができたりということが市

の魅力創出に繋がり、Uターン率を高めることになると思います。それと、若い女

性が勤めるところ、魅力ある雇用の場の創出が必要であろうということで、ビッ

グプロジェクトをやらせていただいています。一概にあれをやれば、これをやれ

ばではなく、ある程度いくつかの戦略を持ってやっていかなければいけないとい

うのが現状です。 

 

○澤田委員 

平成の時代は若者が都会に流れていったという印象があります。やはり、やり

たい仕事が都会にあるというイメージだったのですが、最近は都会の大企業が田

舎に居を構えながら、IT技術の進展で労働するということをテレビで見たりしま

す。若者はそうやって都会に行くのですが、都会の生活に満足をしているのか、

仕事が続けられれば生まれ育った牧之原市に帰ってきたいと思っているのか、何
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か情報を持っていらっしゃいますでしょうか。 

 

○杉本市長 

今はIT技術の進展で地方にいても遠隔でやることができるということがありま

すが、やはり人と人との交流は必要で、日機装が今まで医療機器を作ったり、飛

行機の部品を作ったりしていましたが、研究開発拠点にするということで東村山

から技能集団が来ました。ところが、東京の方がいろいろな情報が入るのが早い

とか、取引先の企業が東京なので、ニーズを聞き取ったりするときは相対で会う

ことも必要ということで、最終的には東村山に戻るということのようです。小さ

い事業ならできるかもしれませんし、一方で、矢崎のようにあそこまで大きくな

って、技術開発、人づくりの拠点としてしまえばそれはそれで固まりますので、

中間のところが難しいように思います。 

それからやりたい仕事ということですが、市内にもたくさんの企業があります

が、自分がやりたい仕事ではないという若者もたくさんいると思います。だから、

東京でということもあるでしょうし、車も持たなくていいほどいろいろと揃って

いるということも、若者の中ではそこに価値観を持つ子もいるのだと思います。

将来は牧之原市に帰ってきて錦を飾っていただきたいと思いますので、小中学校、

高校も含めて、ふるさとを愛するというか、愛着を持って、牧之原市で活躍をし

たいと思ってもらえるような教育も大変重要だなと思います。そのためには、ま

ず牧之原市のことを知ってもらうということが大事かなと思います。 

 

○澤田委員 

我々は、子どもを育てるなら牧之原市はいいところなのにと思うのですが、果

たして実際にそうなのかといろいろと考えてしまうことがあります。 

 

○杉本市長 

外に出てみるとそこがいいと思う人は当然いると思います。やはり、一番の問

題は大学が少ないこと。私としては、静岡大学と浜松医科大学を統合するのでは

なくて、静岡大学の中に医学部を作ってほしいと思っています。医師の話になり

ましたので少しお話しますが、静岡県では毎年新たな医師が250人必要です。です

が、浜松医科大学の定員は120人です。静岡県内の子で浜松医科大学に入学する割

合は約４割ほどで、県内出身の子は県内に留まりますが、県外からきた６割の子

は県外へ出て行ってしまうということで、定着しないのが実情です。そこで静岡

県がどうしているかというと、奨学金を出して、あるいは大学に地域枠を設けて

いただいて、静岡県の子が入学したらお金を出しますということをやっています。

しかし、Uターン率をみるとなかなか実績が出ていないのが実情です。年間250人

必要なところ、実際には200人弱しか確保できていません。ですから、人口10万人

当たりの医師数は全国でもワースト５に入るのではないかと思います。この地域
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の人口10万人当たりの医師数は150人ぐらいで、伊豆地域は140人ぐらい。浜松市

や静岡市はどうなのかというと、県の平均が200人ですから、そこから考えるとも

っと高いということになります。志太榛原地域の中でも、牧之原市は80人ぐらい

で県平均の半分以下。藤枝市には潤沢にいるけれども、牧之原市にはいないとい

う状況もあります。 

自分たちだけでは解決できないという問題もたくさんあるので、県にも頑張っ

ていただけないといけないということもあります。牧之原市へのUターン率を上げ

ようということ、昼間働きに来ている人の移住、定住を狙ってということでビッ

グプロジェクトをやって訴えていく、ということが今自分たちができることかな

と考えています。 

 

○澤田委員 

こんなにもいい教育をやっているということを実践しながら、先ほどの英検の

ような試みをもっとアピールしていくべきかなと思います。惹きつける一つの大

きな要因になると思います。 

 

○杉本市長 

教育というのは非常に大きくて、今度の小中一貫、学校再編にしても、そこで

ただまとめるだけではなくて、環境も含めて教育内容がほかとは違うもので、「す

ごいね」となれば集まってくると思っています。アジア初のサーフィンプールも

できますが、牧之原に来たら体育の授業等で体験ができるということも一つの魅

力になるのではないかと教育長とも話をしています。少しその話をメディアにし

たところ、「面白いですね」という反応もありましたので、ほかでやっていない

いいものについては魅力としてアピールしていく必要があると思います。 

そのほか、いかがでしょうか。 

 

○近江委員 

図書館の件ですが、将来的に榛原図書館と相良図書館とで共通部分はあるにし

ても、特化したような分野で守備範囲を分けて、もちろんインターネットで繋い

でということになれば、相互利用ができるのですからより使いやすくなると思い

ます。市民も、これは榛原、これは相良というように、活用が広がるということ

はあるようにも思います。できれば高台にも、とも思っています。 

 

○杉本市長 

榛原図書館については、令和３年度に検討をするのではなかったでしょうか。 

 

○内山教育文化部長 

令和３年度に課題を検討させていただいて、その後具体的に進めるという方針
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でいます。 

 

○杉本市長 

私も近江委員と同じで、大きな図書館を何十億円もかけて造る時代ではないと

思っています。特に牧之原市は、中心市街地が相良、榛原、そして高台というこ

とで、富士山型のまちづくりを進めていまして、それぞれ特色があっていいと思

います。榛原図書館も同じように商業施設の中にではなくて、市役所、学校等の

公共的施設が固まっているところにあるので、文化センターを核にしたらいいの

ではないかとも思っています。榛原図書館は榛原図書館の特色を持たせてもいい

のではないかと思います。 

高台の中にも、ある程度公共的な場所も設けてきたいと考えています。高台の

中にどんなものをという具体的なことはこれから構想を練っていきますので、で

きれば公共的な場所については図書機能であったりとか放課後児童クラブがあっ

たりとか、そこもしっかりと考えていきたいと思っています。 

 

○橋本教育長 

図書館協議会の意見も頂きながら、検討していきたいと思っています。まずは

相良図書館、その後榛原図書館ということでやっていきます。 

 

○杉本市長 

吉住委員、図書館についていかがでしょうか。 

 

○吉住委員 

先日、図書館協議会を傍聴させていただきましたが、協議会の方々が教育委員

会を信頼してくれているということはありがたいことだと思いました。協議会の

方たちが会議をやっているだけではなくて、本は必ずビニールコーティングがし

てあるのですが、それを事務局がやるというのは事務局も手一杯でなかなか難し

いと思うので、協議会の中で誰にどの作業をという形で調整するという話をして

いました。調整する人も事務局ではなく協議会の中から出したいと言ってくれた

ので、傍聴していて感動しました。 

 

○杉本市長 

そのほか、いかがでしょうか。 

それでは、予定していた時間もありますので、協議事項を終了させていただい

て、進行を事務局にお返しいたします。 

 

５ 閉 会 

○原口総務課長 
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ありがとうございました。 

事務局から１点、お知らせをさせていただきます。本日の総合教育会議につきま

して、これから会議録を作成することになります。後日、内容の確認について皆様

に御依頼をさせていただきますので、お手数をおかけいたしますが御協力をお願い

いたします。 

それでは、以上をもちまして、第２回の総合教育会議を終了させていただきます。

どうも、ありがとうございました。 


