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平成30年度 第２回 総合教育会議 
 

日時：平成31年２月６日（水） 

午前10時 ～ 午前11時56分 

会場：市役所榛原庁舎４階会議室１～３ 
 

●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、戸塚洋一委員、鈴木達也委員、道下茂子委員 

【事務局（総務部総務課行政係）】 

源間係長、本杉主任 

【教育委員会事務局】 

 八木教育文化部長、杉村政策官、山本教育総務課長、植田教育総務課総務係長、

石川教育総務課総務係総括主任、大石学校教育課長、松林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 

○源間総務課行政係長 

ただ今から平成30年度第２回牧之原市総合教育会議を始めさせていただきます。

本日の進行をさせていただきます、総務課行政係の源間と申します。よろしくお願

いいたします。 

最初に、市長から御挨拶をお願いいたします。 

 

２ 市長挨拶 

○杉本市長 

おはようございます。本日は平成30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、格別な御理解と御支援を賜りますことに御礼申し上

げます。 

会議の前に少し情報提供させていただきますが、県の市長会が年に４、５回あり

ます。教育行政については、施設は市町が整備するのですが、教育の提供や教員の

採用、教育の方針というのは国の基準等に沿って県の教育委員会で行っています。

そういうことに対して各首長から不十分であるというような意見がありまして、以

前から県の教育長と意見交換を実施したいということで半年くらいかけて調整を

行い、昨日やっと実現しました。教員の働き方改革と教員の配置ということをテー

マに行ったのですが、教員定数の大幅増加、公立の義務教育の小学校における教員

の給与等に関する特別措置法の改正に向けた働きかけというような、現場が大変疲



2 

 

弊しているので負担軽減に関する県独自の加配をしてほしいとか、人口減少に伴う

複式学級が避けられない状況にあるので、教員の働き方改革を含めて、国にも当然

取り組んでいただきたいが国の制度を変えるとなると時間はかかるので、県単独で

もう少し支援できないかということをお願いしました。現在、補助員をつけたり加

配をしたりと、市が単独で実施しているものもあります。 

次に、外国人が非常に増えています。牧之原市の状況にしても、平成29年度につ

いては48人で、日本語の指導が必要な子どもが17人。平成30年度は66人で、日本語

の指導が必要な子どもは32人。国の加配による基準というのは18人に対して１人で

すが、牧之原市はたった１人しかいない。入管法の改正が行われ、どんどん外国人

が増えていくだろうという中で、言葉が通じないことによる子ども同士の喧嘩や教

育の遅れなどいろいろと問題がありますので、通訳補助員の加配などの対策をして

いかないといけないと考えております。あるいは、バイリンガルを配置して、Siri

で対応していますが、日本語が通じない親に対する通知も英語やポルトガル語にし

たりということも必要になってきますので、そこも大変になってきます。現在市で

はバイリンガルを４人雇ったりということで対応しているという現状があります。 

それから、今、未就学の子どもにおいても牧之原市内では38人の外国人がいまし

て、細江保育園は110名のうち20名ということで18.18％が外国人となっているとい

う現状があるということも県に報告させていただきました。細江保育園は榛原学園

が指定管理者として運営していますが、榛原学園は１人専門の通訳をつけて運営し

ており、当然市からもその加配に対する補助は入れています。これは国の補助の対

象ということで交付税算入措置されるということになりますが、そういったところ

の支援も必要であるようなことを挙げさせていただきました。 

もう一つは、今、発達障害の子どもやいろいろな課題を抱えている子どもがいて、

ソーシャルワーカーの配置についても要望させていただいたのですが、県の対応が

あまりにも冷たいもので、最終的には４月までに内容を詰めてもう一度県に要望す

るということになりました。こちらからの質問に対して県としての回答を頂いただ

けで、意見交換の時間は10分ほどしかありませんでした。県からの回答も「国の基

準がこうだからできません。県単独での予算配分はしません。」というもので、我々

の意見を全否定されてしまいました。県の教育長も県大の学長をやられていたとき

は自分の考えを述べられていたのですが、教育長になってからは紙に書かれている

ことしか話さないような印象ですので、自由な意見を話せないのかなと思ったくら

いです。そのような状況で消化不良でしたので、市長会としても４月までにもう一

度しっかり県に対する要望をまとめようということになっています。そういった課

題があるというのがまず一つです。 

それからもう一つは、県の教育長から平成31年度の教育行政の基本方針を配布さ

れましたが、その中で気になったのは体育、スポーツや音楽といった芸術文化を含

めた様々な分野において自らの才能を伸ばす実践的な学問としての実学を推進す

るとともに、大規模な国際スポーツ大会、これはオリンピックを見据えてなのです
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が、それを契機として児童生徒のスポーツに対する興味関心を高め、スポーツ活動

の充実を図りますということを述べられました。一方で、榛南支部の陸上大会や、

音楽発表会をこれまで開催していましたが、平成31年度から学校側から一方的にや

めますという報告がありました。それは、教員が大変ということで、働き方改革の

中で、音楽発表会にしても発表会だけではなく発表会の前には練習も必要。道徳や

英語教育も時間数が増えて余裕がない。陸上教室にしても各学校で練習をしなけれ

ばならないわけで、大会だけ実施すればいいというわけではない。そのようなこと

もあってやめるということなので、橋本教育長にはせめて牧之原市内だけでも実施

してもらえないかとお願いしているところであります。県の教育長にこのような状

況であるということを知っているか聞いたところ、「知らない」ということでした

ので、県内の状況がどうなっているか調べていただきたいという話をさせていただ

きました。 

本日の会議でございますが、次第にございますように現在進めていただいており

ます教育のあり方検討の方針、平成28年度から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させていただきたいと考

えております。また、本会議におきましては協議事項についてはこの場で何か決定

するわけではなく、現状を踏まえての説明をさせていただいた上で御意見をお聞き

したいと思います。限られた時間ではございますが、率直な御意見をお聞かせ願い

たいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 

○源間総務課行政係長 

ありがとうございました。 

それでは協議事項に入ります。会議につきましては、市長が座長となることにな

っておりますので、協議事項の進行につきましては、市長にお願いいたします。 

 

３ 協議事項 

(１) 教育のあり方の方針について 

○杉本市長 

まず、教育のあり方針についてであります。最初に方針の内容につきまして説

明させていただいて、意見交換をさせていただきたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。教育総務課から説明をお願いいたします。 

 

○山本教育総務課長 

〔 協議事項（１）の「教育のあり方の方針について」を資料１を用いて説明 〕 

 

○杉本市長 

担当から案ということで説明をさせていただきましたが、教育委員の皆様にお

かれましては、これまでの状況について聞かれているということですのである程
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度認識はされていると思いますが、この方針に沿って教育を進めていくというこ

とにおいて、御意見等いただきたいと思いますのでよろしくお願いたします。 

 

○近江委員 

取組の方向と施策というところで、「「次代を切り開く力」を育てることを目

標にし、」ということが３ページにあります。「次代を切り開く力を育てるため

に、キャリア教育を軸にした小中一貫教育と社会全体で子どもを育てる仕組みを

実現する」ということはすごく大事なことだと思います。これからの子どもたち

は、ＡＩもどんどん進んでいって仕事も変わってくるだろうし、社会の構造も変

わってくるかもしれない。今までと同じような考え方で生きていったらうまく生

きていけないかもしれない。だから、次代を切り開く覚悟が必要というか、覚悟

だけでなくそういう力をつけて卒業させてあげるということが大事だという提言

だったと思います。そういう意味で、６ページの施策の教育方針が「社会を生き

抜くために必要な力の育成」とありますが、この「次代を切り開く力」と「社会

を生き抜くために必要な力」には落差があるように感じます。教育目標が「次代

を切り開く力」だからそれを更に詳しくしたということかもしれませんが、これ

は「次代を切り開く力」という言葉の方が力があるという印象を持ちました。 

取組１の中の「人間力の育成」ということも、人間力というのは辞書で調べて

も出てこないですが、抽象的で少し分かりにくい。今まで文科省で出されていた

「生きる力」とどう違うのか、どういう力なのかということをもう少し分かりや

すく表現にした方がいいのではないかという印象を持ちました。 

教育方針２の「望ましい教育環境の整備」いうところで、取組９で「学校図書

館の充実」というものがあります。このとおりだと思いますが、公立の色々な施

設と学校が融合したような、そういう人の集まるところの中に学校があるような

イメージの話もたくさんありました。学校図書館という考え方から一歩出て学校

の隣又は中に公立図書館があるというような方向で考えられたらどうかと感じま

した。 

それから、「望ましい教育環境の整備」の中で再編に伴って幼稚園や保育園、

こども園をどのように整備していくのか。市全体の方向として「子どもを育てや

すい市である」ということをアピールすることが大切であると思います。小中学

校が中心だけれども、幼稚園、保育園、こども園もあわせて整備していくことが

大切だと思います。将来的にはこども園が増えて所管が統一されることが望まし

いと思います。そういうことが見えるような言葉があるといいと思いました。 

前回の総合教育会議のときにも話をさせていただきましたが、牧之原小中学校、

保育園は同じ敷地内にありますので、保小中一貫校のモデル校として先行研究を

するということも十分可能だと思います。牧之原市にあった小中一貫教育という

ことの具体というのは誰も見えていないと思います。それをどういう形で表現し

ていくのか、どういう体制を作るのかということはやはりかなり時間がかかって
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いくと思います。キャリア教育を軸とした小中一貫教育という冠がついています。

小中一貫教育全体をどのように組み立てていくかということは大きな課題だと思

います。そこで子どもにとってこんないいことがあるということが分かれば、よ

り市民の小中一貫教育に対する見方も変わってくると思いますので、是非進めて

いただければいいのではないかと思っています。 

また、牧之原市には二つの学校組合があります。なかなか難しいことではあり

ますが、これについてもまだ菊川市の人たちは白紙の状態ですので、これからど

のように検討が進んでいくのかということも含めて説明や話合いといったことも

慎重に進めていっていただきたいと思います。 

 

○杉本市長 

近江委員から御意見をいただいたところでありますが、教育総務課で答えられ

ることがあればお願いいたします。 

 

○山本教育総務課長 

構成等につきましては、今頂いた意見を市の教育委員会でも検討させていただ

ければと思います。市が子どもを育てやすいとアピールできるようなというとこ

ろにつきましては、この方針は小中学生を中心としたものですけれども、子育て

全体についても総合的に考えなければならないということがもちろんあると思い

ますので、その辺りについてもこの方針の記述内容と推進の組織について、市の

関係する部署と一緒に考えていければと思います。 

 

○澤田委員 

まず、細かな内容の前に市長もいらっしゃるところでありますので、今回打ち

出された方針については、私の印象からすると、今までないような形で社会の様

子が変わってきた、価値観なども変わることを余儀なくされている感じがする中

で、今回小中一貫教育ということで、今ある学校が老朽化している。それから生

徒数も減少しているということも踏まえて大変革だと思います。私が知っている

限りでは、校舎の新しい古いはあってもどこにどういう学校があるかというのは

少なくともこの50年から70年で変わっていないと思いますが、それが大変革をす

る方針が打ち出されていることだと思います。やはりこれを進めていくに当たっ

ては、我々が直面している中から危機みたいなものを共有して、いろいろな軋轢

がありながら進めていくような大きな方針を打ち出すことになると思います。ま

ずはここにいる関係者の意見が統一されていて、これから50年、場合によれば100

年の形を作るという意思統一みたいなものができていなければ進められるもので

はありませんので、私自身非常にこの件に対しては気を引き締めて進めていかな

ければいけないことと認識しております。市長のお考えをもし聞かせていただけ

るようでしたらよろしくお願いいたします。 
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○杉本市長 

澤田委員からお話があったとおり、この20年で子どもの数が半減していて、10

年で３割減っているという状況です。まだ下げ止まりの状況でないかもしれませ

ん。そのような中で、今回の方針というのは今まさに澤田委員がおっしゃったよ

うに50年先、100年先を見据えたものになると思っておりますので、教育委員の皆

さんとの意思統一はもちろんのこと、市民の皆さんの理解も必要でしょうし、丁

寧な説明も必要になってくると思っています。当然市議会の皆さんは市民の代表

でもありますので、市議会の皆様にも御理解いただく大変重要な案件だと思って

います。ですので、市としても子育て環境を良くして、生み育てやすい環境にす

るということは現在も取り組んでいます。これまでに色々なことに取り組んでき

ていまして、子ども医療費助成や保育料無償化、定住移住の支援、まきはぐや子

育てセンターの充実などを実施してきました。市民アンケートの中でも、かなり

意識が子育てにおいては上がってきていると思っています。そのようなこともあ

りますので、そこは更に推進していかなければならないということと、将来に向

けたまちづくり、住んでみたいという魅力のあるまちづくりというのは大事だと

思います。そうした中で現状人口減少が進んでいくというのは統計上日本全体で

そういう傾向にありますので、50年、100年先を見据えなければいけないと思って

おります。そういった意味でも大変重要な方針であると思っておりますので、そ

ういったことも踏まえてこれから市民への理解が必要になってくると思っていま

す。 

 

○大石委員 

進め方には色々な方法があると思いますが、例えば今回のようにあり方検討委

員会で方針を出してということで、良い面と悪い面がありますが、現状でこうし

たあり方委員会の皆さんが、短い間にこれだけのものを研究して出していただい

たということは、大変すばらしいことだなとまず感じております。私ども教育委

員としても、これからの教育や現状についてはある程度認識してなんとかしてい

かなければならないという気持ちはありますけれども、現実的にこういうことだ

ということを示されると改めて痛感します。 

13ページのスケジュールを御覧いただけば分かりますが、スケジュールに沿っ

てすぐに進めなければならない。特にキャリア教育の推進については大変なこと

ですが、学校再編という大変問題が出てきます。これは全員が思っていることで

すが、実感がないので早く市民や関係者に承知していただいて、先ほど澤田委員

と市長もおっしゃったように市全体として認識していろいろな問題が出てこよう

かと思いますが、対処していかなければならないと強く感じております。細かい

部分もありますが、そうしたことでいい時期にあり方検討委員会の方々が適切な

方針を出してくれたということと、すぐ５年や10年経ちますので早速全員で進め
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ていかなければならないと痛感しています。 

 

○杉本市長 

大石委員からお話がありましたけれども、公共施設マネジメント計画の中では、

教育施設がその４割を占めています。これを今までどおり全て建て替えるという

のは現状では不可能で、市も方針として20年後に公共施設の床面積を２割減らそ

うというのが計画の内容です。40年で４割減らすのが計画なので、これに則って

いく。そのためには、私は現状を市民の皆さんによく知っていただくということ

が大変重要になってくると思います。こういう話を進めていくと、総論賛成なの

ですが各論に入ると反対ということがどうしても出てきますので、新たなものを

作るというような視点で進めていくべきではないかなと思っています。 

 

○鈴木委員 

今のお話についてですが、学校再編やそういう話になると2030年までにとあり

ますが、実際の計画段階ではすぐタイムリミットが近づいてくるということで、

牧之原の市民の方々への情報提供のやり方も重要になってくるのではないかと思

います。先日、牧之原市の広報に教育あり方検討の結果といいますか、おおまか

な情報が見開き２ページにわたって情報提供されていましたけれども、スピード

感をもってやらなければならない。それから危機感があるというわりには情報量

が非常に少ないと思います。市民にその危機感を煽ってしまってはいけないと思

いますが、市民の肌感としては子どもが減ってしまっているということは分かっ

ていますが、実際の統計上の数字だとか、これからどうなっていくかというよう

な予想、建物の耐用年数などのそういった今ある情報が出ていない。要は分から

ない人が非常に多いのではないか。「これから急に再編します」ということにな

ると、市の計画についても急にやりだしたように受け止められてしまう感じにな

ってしまうと思いますので、先ほども言いましたが、危機感を煽るわけではあり

ませんが、今あるきちんとした情報をきちんと市民に伝えていくということも重

要ではないかと思います。 

もう一つは、先ほど近江委員からもありましたが、「生き抜く力」の話です。

子どもたちにそういう力をつけたいということももちろんありますが、それを教

える側、先生の問題です。では、その先生方はこれからどう変わるか分からない

社会に対して自分たちの経験でしか教えられないというところがあると思います。

そのために、どんどん変わっていく社会に対応するためには、本当に学校の中で

子どもたちに相対している時間だけで日々の時間が過ぎていってしまうだけでは、

新しいことに対応していけない。そういった意味で、先ほど市長からもあったよ

うに教員の働き方改革、いかに学校以外のところでアンテナを高くして情報を入

れられるような職場環境と言いますか時間的な余裕がなければ、子どもたちに対

してちゃんと道を示してあげられないのではと感じています。 
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○杉本市長 

鈴木委員から御意見で情報量が少ないということですので、これについては広

報で何ページかの特集を組むことや市民の皆さんとの意見交換の場も必要かと思

いますので、考えていきたいと思います。 

教員の知識、教養を得るということについては教育長からお願いします。 

 

○橋本教育長 

ハードの面でということがどうしてもありますが、特に教員の力というところ

も大きいと思います。若い先生方も入ってはくるのですが、教員の年齢も上がっ

てきている状況ですし、60歳の定年も伸びていく中ではやはり教員のこれまでの

経験値を基にした教育をずっと続けられてきていますが、もちろんそれは大事に

しなければならないですが、時代に即したような指導法、知識を導入しながらそ

ちらの方もやっていかなければならない。検証の充実ということはやっていかな

ければならない、やっていく必要があると考えております。 

 関連するか分かりませんが、今年成人式に参加をさせていただいて、「この牧

之原市で義務教育の段階を過ごして成人を迎えて、大学生になってこの地を離れ

たり、社会人になって離れたりしたときに、牧之原で育ったというのは非常にい

い」という話を代表の方が話をしていましたが、そう感じる子が多いのではない

かと思います。ということは、やはり義務教育段階でいい思い出作りではないの

ですが教育を受けて、「この市はいいな」と実感してもらえれば地元を離れても

遠くでそう思うこともあるでしょうし、住み続けたいと思う子が増えていくので

はないかなと実感しました。人づくりというのは国も県も市町もそうですが、施

策の大きな柱だと思います。ですので、そういったことについては力を入れて今

後もやっていきたいなと思っています。 

 

○杉本市長 

 そのほかいかがでしょうか。 

では、後程時間がありましたら御意見を伺いたいと思います。 

 

(２) 牧之原市教育大綱について 

○杉本市長 

次に、２件目の牧之原市教育大綱についてであります。教育大網につきまして

は、平成31年度に策定から４年目を迎えるということから見直しへの考えやその

時期について委員の皆さんの御意見をお伺いしたいと思います。 

大綱の概要について再度説明をさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 
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○山本教育総務課長 

〔 協議事項（２）の「牧之原市教育大綱について」を資料２、３を用いて説明 〕 

 

○杉本市長 

教育大綱については、平成32年３月に期限が来るということで見直す部分があ

るかどうかということについて御意見をお伺いできればと思います。 

いかがでしょうか。 

 

○戸塚委員 

牧之原市と学校組合では１点違うところがあるということでしたけれども、牧

之原小学校と中学は隣接していて、小中一貫教育等、保育園を含めて色々な行事

を現在もやっていますが、そういったものは非常に向いているのではないかと思

います。モデル校のような形でもいいので早めに実行されて成果を見極めたらど

うでしょうか。 

あり方については後程お話しさせていただきます。 

 

○杉本市長 

戸塚委員から牧之原市の小中一貫に関しての成果といいますか、取組といいま

すか、そういった話がありましたが、教育長お願いいたします。 

 

○橋本教育長 

牧之原小中、保育園について一貫教育を試行するに当たっては環境が整ってい

るというお話で、先行してモデル校としてやってみてそこに現れる成果ですとか、

新たに見出す課題などを今後の小中一貫の教育の中にいかしていければという話

ですが、そういう御提案があるということを受け入れまして、今後検討していく

必要があるかなと思います。先ほどの話に戻ってしまいますが、このスケジュー

ルの中で学校再編、キャリア教育推進とありますが、実際に新しい学校を開校す

るまでの間をどうするかということがあるわけです。開校を待ってスタートする

のではなく、小中一貫のあり方やプログラムを作ったり、コミュニティスクール

をやってみたりということをしながら、「一気に来年からやります」という宣言

ではできませんので、モデル校として、あるいは徐々に積み上げていって開校準

備をするまでの間を整備をしていくという考えです。その中に、牧之原小中学校

も同じように取り組んでいければと思います。例えば、榛原地区は榛原中学校と

４校小学校がありますが、距離があります。それは一緒にならない限り解消しよ

うがない。そういう中でもできる取組というものもあるはずです。そこを整備し

ていきたいと思っています。学校行事であったり同じような歩調で学ぼうとか、

共通して実践しようというものもきっとあると思います。先ほど冒頭の市長の挨

拶の中でもありましたが、運動会、音楽会などは個別で行っていますが、中学校
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に行けば一緒になるので小学生のうちに合同でやってみるという発想がもしかし

たらできるのかもしれません。それが最もやりやすいのが隣あっている牧之原小

中学校です。今も授業を相互でやっていますし、行事ももしかしたらできるのか

もしれません。それをモデル的にやることができれば私はいいかなと思っていま

す。 

 

○杉本市長 

そのほかいかがでしょうか。 

 

○澤田委員 

基本的な質問で恥ずかしいのですが、そもそも教育大網ですがどのような場で

どのような人の目に入るものなのか、もう一度教えていただきたいです。 

 

○山本教育総務課長 

教育大網は、まず学校の先生方は各学校で教育方針を定める基本的なものとし

て扱っております。それと社会教育についても、市の教育大網というものが基本

になってそれに基づいて施策を組み立てる、そういうものになっています。そう

いった関係者の方々については教育大網というものは一番の基本となるものとい

うことで、見ていくということになります。 

 

○澤田委員 

基本的には一般的な市民のためにあるものではないというようなイメージで、

ある意味では市の上部の方針の指針になるものと考えてよろしいでしょうか。 

 

○山本教育総務課長 

そうです。 

市がこういう大網に沿って進んでいるということは市民全体がもちろん知る必

要があるものですから、どういう大綱を定めているかというのはしっかり広報す

るということも決められておりますので、今後も広報を行っていくものでござい

ます。通常それを教育の実際の仕事の中で利用しているのは教育の関係者が主に

なってくるということです。 

 

○近江委員 

教育大網が各自治体で作られるようになってから、最初の４年目ということで

す。４年間が期間ですので、この大綱がどうだったのかしっかりと評価・検証し

ていく必要があると思います。また、教育のあり方の方針についてこれからまと

められていくと思いますが、それとの整合性を図っていく作業は必要だと思いま

す。来年度１年間どんな形で評価するかということは分かりませんが、評価・検
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証をして、「教育のあり方の方針について」との整合性を考えながら総合的に見

直していかれたらどうかと思います。 

 

○橋本教育長 

近江委員からお話を頂きましたが、実際こういうものができて、教育に携わる

者についてはこれは市の大きな教育の方針ですとか施策の根本でありますので大

事にしていきたいと思いますが、一般市民のところまでいくとなかなか理解や十

分浸透していないというところが現状ではないかと思います。私は、この牧之原

市の大綱を見たときにこれはなかなかないなとびっくりしました。普通どこの市

町でも次のページから文字がずっと並んできてこのようなことをやっていきます

と書かれていることが多いですが、１枚に落とし込んで分かりやすくしているの

は牧之原市独自だなと思います。その中でこれが基になりますが、今新たな動き

としては、牧之原市の望ましい教育環境のあり方を検討していくと言いますか、

これに沿って進めていくという中でのこの大綱との整合性のようなこと。これま

で取り組んできた中で、実際にこれについてどういうことが行われてどういう成

果があったか、まだ不十分ではないかというような検証も近江委員が言われたよ

うに大事にして、それを１年間かけてやった上で修正部分。特に再編というとこ

ろに絡む部分については、今と違うところがそこなのかなと思いますので、ここ

は書き入れた方がいいのか、大きく言っておいてこちらはこちらでするのがいい

のかは検討する必要はあるように思います。 

 

○寺井委員 

私も、この大網を検討してきたときにはあり方などの話、小中一貫教育の話で

すとかキャリア教育という言葉事体がまだ何も出ていないときにこの大網が作ら

れたので、そういうものを、今実際目の前に検討するべきことがあるということ

を踏まえての大綱を検討するべきだなと感じています。「時代を切り開く力」で

すとかそういうものを入れていく方がいいのではないかと思いました。 

 

○杉本市長 

寺井委員から教育大綱といわゆる教育環境のあり方の計画が３年差があるとい

う中でこれとの整合性ですよね。ここは十分整合性をとっていく必要があるとい

うことがありますので、その検証をさせていただいて、この１年間をかけて見直

しの作業をしていくことであろうと思います。 

それでは、大綱につきましてはお伺いした意見も踏まえまして来年度の会議で

協議を更に深めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

４ その他 

○杉本市長 
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せっかくの機会でもありますので、そのほか今日の協議事項以外のことで御意見

や御提案がございましたら遠慮なく伺えればと思います。 

 

○吉住委員 

皆さんがお話しした中で、二つ確認させていただきたいです。 

話は教育環境の方に戻りますが、まず皆さんが一番心配しているのは市民が自分

のこととして、自分の子どもではなく自分の孫についての発言が非常に多い。実際

に子育てで必死の若いお父さんとお母さんはそんなことを考えている余裕がない

ので、話す場もない感じがします。時間のある中高年の方の意見が強すぎる。もち

ろん意見をおっしゃっていただくのはいいのですが、実際に子育てしている方の意

見をもっと拾ってほしいと思います。 

あと一つは、このスケジュールはここまで決まっていて、学校再編が決まるとい

うことは学校区が決まるという非常に大事なことです。先ほどもありましたように、

牧之原市は昔からの成り立ちで自然に小学校ができたという形になっていますの

で、市民は当たり前だと思っていますし、今回の再編は人口減少で現時点でほぼ確

定に近いと思います。この時点で分かっていることを今からやっていくためには、

切り込んでいかないとこれができないと思います。実際にこの仕事をするのは行政

の皆さんなので、行政の方たちにとってはきちんとスケジュールを立ててもらわな

いと動けないと思います。スケジュール決定は全て私たちに責任があると思います

ので、この年度は何が何でも守るという強い覚悟でやっていきたいなと思います。 

 

○澤田委員 

今大綱の話をされて、市の総合計画それから今日話があった教育環境のあり方に

対する方針など、ある意味資料がいろいろあるのでその整合性がぶれないものにな

ることが大切だなと思いました。今年田沼意次公生誕300年のいくつかの行事が行

われていて、これは今年だけの一過性のものではなく、例えばこの大綱に功績や残

した言葉などそういったものを入れることで、今我々が大きな変革を行っているん

だというところで、田沼意次公は実際に非常に大きな変革をした方なので気概を持

ち続けるきっかけになるようなことに繋げていけたらいいのかなと思います。 

今回のことが、子どもが減った、校舎が老朽化したからやるという考えではなく、

魅力的な教育を我々が創出をしてそれがいいのではないかとほかから人が来てく

れるような大きなチャンスになるような受け止め方をして、市が一丸となって進め

られるように、ここだからこそあるものをいかしたそういったものになるよう切に

願っています。 

 

○鈴木委員 

非常に細かいことになりますが、先ほど教育長から成人式の話が出ましたのでそ

れについて意見を述べたいと思います。今年も非常にいい成人式で何の騒ぎもなく
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平穏に終わりました。逆にそれで感じたのは、成人の代表の方２人がステージに立

ってお話をしましたが、たまたまでしょうが２人とも大学在学中で２人とも教員を

目指している。これは聞いている方としてはもう少し何かあってもいいのではない

かと思ってしまいました。どうしても代表で話してくれる方を選ぶ方としては、や

はり大学に行っている方の方が度胸があるだろうし、言葉もきちんと作ってくるだ

ろうということは予想はできますが、実際に牧之原市で就職していたり、すでに子

育てしていたりという方もいるはずです。大学生は今後そういうところに踏み込ん

でいくということを考えると、今どのように生活しているか、牧之原市で頑張って

いる人たちがこういうことを思っているということを来てくれている大学生に伝

えるというのもいいのではないかと思いました。 

 

○永野社会教育課長 

代表の方につきましては、市内に中学校が３校あります。今年はこの学校を卒業

した生徒さんでというように不公平がないように順番に回しています。その中で学

校の方に推薦していただいて選んでいただいています。今の御意見につきましては、

確かにそのとおりの部分があると思いますので、そういったことも踏まえて来年度

以降選び方の部分について検討させていただきたいと思います。ありがとうござい

ます。 

 

○橋本教育長 

私は教員でしたので、２人とも教員になるということでいいなと思っていました。

逆の考えもありますので、それは大事にしていきたいと思います。 

 

○杉本市長 

昨夜、職員の研修報告をやらせていただいて、市の職員にも今年成人を迎えた職

員が３人います。高校生採用を復活させたのは３、４年前だと思いますが、それは

今民間の景気が良くなってきて職員の採用試験も過去景気の悪いときには５人採

用の枠に100人くらい試験を受ける人がいましたが、最近は10人採用の枠に20人く

らいしか申込みがないというようなケースもあります。その中で、大卒と決めつけ

ずに短大卒、専門学校卒、高校卒でも、現役の職員の中にもそれで活躍している職

員もいますので、優秀な人材を外に流出してしまう前に採用してしまおうというこ

とで高校生採用を復活しました。そうして採用した職員も頑張ってくれていて、昨

日も職員研修の中で今年成人した職員に１分から２分のスピーチをしてもらいま

したが、かなりしっかりと話ができています。ですから、今言ったようにあまり決

めつけずにいろいろな分野で活躍している人に、全国的に活躍している人がいれば

そういった方の話をしてもらうのもいいのかもしれません。鈴木委員の意見も含め、

来年の成人式のあり方も考えていきたいなと思います。ありがとうございます。 

そのほかいかがでしょうか。 
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○道下委員 

先ほど吉住委員が言ったことと同じになってしまいますが、昨年の10月に望まし

い教育環境のあり方についての説明会が榛原と相良の会場でありました。私は榛原

の会場に参加させていただきましたが、来ていらっしゃる人は区長だったり、学校

の先生だったりというそういう立場の方たちでした。地元に帰ったときに小学生、

中学生がいる家庭と、子どもがいない家庭がありますが、そういう方たちにこの方

針を分かってもらおうとしたときに気持ちの中で温度差があるだろうなと思いま

す。その温度差を埋めるのが大変なのかなと思いました。 

学校組合という立場ですと、これから学校が再編していくときに漠然とした不安

みたいなものがあります。 

 

○杉本市長 

今まで頂いた御意見について、まず道下委員からお話がありました学校組合の問

題ですが、具体的にこの中で触れていませんし、まだ菊川市もありますし、御前崎

中学校については御前崎市もあるということで、そういった隣接の市との協議もあ

ります。それから特殊事情というものもありますので、その辺りについて触れてい

ないということがありますので、ここは丁寧にやらないといけない。何でもかんで

も一緒というのはどうかということは内部でも議論されていないと思っています

ので、特殊事業については十分考慮していかないといけないとうことが一点です。 

それから、吉住委員が言われたスケジュールのことですが、だらだらやってしま

うと後ろにずれこんでしまうということと、今も道下委員から話がありましたが、

説明会や報告会に出てくる皆さんというのは、実際の子育て世代ではなくてある程

度余裕があるという人たちです。私が記憶にあるのは、片浜小学校のときも大きな

声を出して賛成反対の議論のときに、子育て世代の親たちの意見というよりもいわ

ゆるおじいちゃん世代が、地域の活動がなくなるとか地域の拠点、コミュニティが

なくなるという議論の方が上にいっていて、教育に関することがないがしろになっ

ていた部分があったかなと思っています。今となっては、教育の部分というのは「良

かった」という人がほとんどです。地域活動についても。まきのはラボが片浜小で

カタショーラボという形でリノベーションをして、いろいろな人たちが入ってきて

います。シルバー人材センター、みらいえという子育て支援センターが入っていた

り、山崎財団が入って教育をやったり、今年から障害者の放課後児童クラブも２つ

入ってきます。あるいは、大学生の合宿の場として宿泊ができたり、ＩＣＴの最先

端の企業が入ったりということで、すごく活性化していますし、月に何回かイベン

トをやったりしていて「良くなったね」という評価を地域の人からされています。

そういった意味でも、教育という部分をしっかりやっていかないといけない。 

それから、澤田委員がおっしゃったように最先端というか子育て世代の親御さん

から「牧之原で教育させたいよね」と思うようなことが非常に大切だと思います。 
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田沼意次の話が出ましたが、私も田沼意次は一過性で終わってはいけないと、こ

れが一つのスタートラインで、これを顕彰する中で歴史に学んで未来に繋げるとい

うことは非常に大事だと思いますので、何か一つキーワードが入ってもいいかなと

思いました。貨幣制度であるとか税制に関しても商人から税をとったり、あるいは

経済にとっても海外に海産物を輸出したりということで、本当に当時としては大き

い変革、改革をした人物といわれています。私も今年はそれにあやかって「改革元

年だ」ということで話をさせてもらっていて、やはり魅力ある未来をつくるために

大きい節目だと思います。学校再編にしてもキャリア教育にしても教育環境のあり

方についての大きな転換期であると思っていますので、そういった意味でしっかり

と取り組まなければならないと思っています。 

今日の新聞に、親御さんへ子どもの就職に関する思いについて地域に戻って就職

してもらいたいかというのが西高東低の結果だ、というような記事がありました。

東部よりも西部の方が地域に戻って就職してほしいという親が多いというのがア

ンケート結果で出ていました。それはやはり交通の利便性が関係していると思いま

す。例えば三島あるいは静岡も含めて新幹線で通勤できてしまう。だから就職とい

うとそういう結果が出るのがひとつの理由だと思います。 

１月26日に静岡県の地方創生と県立大学ＣＯＣ事業の成果発表があって、牧之原

市からも今までの取組を田形地域振興課長が取り組んだ現役の大学生と一緒に発

表しました。その中で榛原高校、相良高校の生徒も発表会に来てくれて地域リーダ

ー育成プロジェクトということでやっていますが、これも２月16日に発表会があり

ますので教育委員の皆さんにも御覧いただけたらありがたいと思っています。 

これは県の政策推進局がその中で発表した内容ですが、静岡県の人口減少の現状

ということで、牧之原市だけでなく静岡県自体も人口減少が進んでいます。県下全

体に言えるということで、地方創生の結果というのは一極集中から地方へというこ

となのですが、これが進んでいないという現状があります。人口流出の要因という

ことで、静岡県の高校卒業者の進路と大学生の就職状況が出されまして、静岡県内

の高校卒業者数が32,800人いる中で大学進学者が17,364人。そのうち県内の大学進

学者が28％で、県外の大学進学者は72％と出ています。なぜこのようになるかとい

うと、県内にある大学のキャパがない。その中で全てが静岡県の子どもでなく、県

外からも約40％が県内の大学に入学するということもありました。また、県内の大

学から県内に就職した人が3,000人。県外の大学へ進学した者が12,400人でそのう

ち就職した人が9,300人いるのですが、そのうちの39％が静岡県へＵターンしてい

て、あとの61％はそのまま県外へ就職しているという状況です。高校卒業後大学に

進学した子どもの４割しか県内に就職していない。大学を卒業した子の６割が県外

就職ということで、当然地方の人口減少が進むのは当たり前という構図になってい

ます。ここをやはり変えていかないと、産業も当然そうですが、魅力ある職場であ

るとか、社会環境であるとかということがないとどんどん流出していってしまう、

これからもどんどん減少していくということが数字に現れているなと感じます。静
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岡県自身が県内の大学を作るということについては、全国的には大学が多すぎるの

かもしれませんが、県内は極端に少ないとつくづく思います。 

医師がいないと言いますが、県内に医大は浜松医大しかない。ほかの県に行けば

医大はたくさんあります。浜松医大に県外から入ってきた人が県内の医療機関に就

職するかといったらそうではありません。そうかと言って県外の医大に行った人が

帰ってくるかといったらそうではなく、都会に就職してしまう。そういった面で、

市町村がやることもあるし、県がやることもありますが、冒頭お話をしたように県

の教育政策が静岡県としての魅力を高めないといけないのですが、そこが意外と閉

鎖的だなと感じています。あとは大学が少ないのは実感しています。国は、東京の

大学の定員を減らして地方の枠を広げて定員を増やすというような政策をやって

います。やはりそういうことをやらないと相乗効果が出てこないのではないかと思

っています。 

もう一つは、先々週非常に新聞やテレビで話題になりましたが、ＩＲ、総合型リ

ゾートということで手を挙げさせていただきました。推進委員会の皆さんから提案

いただいたのですが、可能性としたらどのくらいあるのかといったらほんの数％か

もしれませんが、そういった魅力のある、ポテンシャルのある地域ということは再

認識できたと思いますし、誇りを持たなければいけない。このＩＲだけでなくほか

のこともという大きな夢を持っていかないと。流出した４割をいかに引き戻すかと

いうのは環境や雇用、賑わいの場、魅力がなければ戻ってこないですし、どんどん

縮小の世界に入っていきます。先ほども言いましたように、学校再編にしても小中

一貫にしてもこの10年計画にしてもそうですが、澤田委員からお話があったように

特色、魅力のある教育環境というものを全国に発信するというのもいいと思います。

ですから、答えは一つではなく、子育て支援も含めてたくさん積み重なっていいと

思っています。そういった意味で、総合教育会議でも委員の皆さんからもいろいろ

な御意見を頂ければと思っています。 

最後ですが、牧之原市内からの人口流出、そして市外からの人口流入は平成25年

がピークでした。東日本の震災を受けて第４次被害想定が出て、13,000人が津波で

亡くなって建物倒壊等で1,000人の合計14,000人が亡くなるという被害想定でした。

平成25年には社会減が730人の流出過多でした。平成29年度はマイナス３でほぼ人

口流出と流入の均衡がとれたということになります。ここは皆さんにも承知してお

いていただきたいと思います。全てが子育て世代ということであれば一番いいので

すが、一つには津波の対策についてここ５年間で54億円を投じて避難タワーを建て

たり、避難地、避難路を造ったりということを行いました。それから、子育て支援

を多く実施して子育ての満足度が上がった。そして、自動車関係の大手企業の景気

が非常にいいということで、スズキ自動車は年間24万台で従業員も1,500人から

3,000人へと倍に増えています。矢崎も小糸も非常に景気がいいという中で、そこで

働く人たちがアパートも含めて牧之原市に定住しているということもあり、トータ

ルで社会減がプラスマイナスゼロに近い状態になっていて、一つの効果が現れてき
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ていると思っています。更に職住近接でこの地域に住んでもらうと思ったら、牧之

原市の昼夜間の人口比率は110％で、夜を100としたら昼が110になります。これは県

下第２位です。浜松や御殿場、遠くは豊橋から勤めに来ている人もいるということ

で、可能性は大いにあると思います。 

教育も大変重要なことであると思いますので、これからも方針やスケジュールに

沿って進めていくことが子育て世代が魅力を感じることになってほしいなと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

他に何かありましたらよろしくお願いします。 

 

○吉住委員 

前回、前々回の教育会議で図書館について取り上げていただいて、それからすご

くお話が進んでいるようで榛原の方もリニューアルできるということで、そちらが

先かと思いましたが相良の方も構想を準備してくださるということなので非常に

ありがたいです。 

 

○杉本市長 

それもスピード感を持ってやるように進めてまいりたいと思います。 

それでは長時間にわたりまして意見交換をいただきましてありがとうございま

した。以上を持ちまして私の進行から事務局の方にお返しいたします。 

 

５ 閉 会 

○源間総務課行政係長 

ありがとうございました。２件目に御協議いただきました教育大綱の内容につき

ましては、本日の皆さんの意見を踏まえまして来年度の会議の中で御意見のありま

した整合性や成果等について検証させていただくということと併せて見直しの案

等についても提示させていただくようにいたしますので、その際には御協力をお願

いいたします。 

また、本日の総合教育会議につきまして、今後議事録を作成して公表すると定め

られております。事務局にて議事録を作成させていただきまして、第１回と同様に

皆様に一度御確認いただくように考えておりますので、その際には申し訳ありませ

んがまた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。 


