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平成３０年度第１回旭市総合教育会議 会議録 

 

 

 

１ 期  日  平成３０年７月３０日（月）   開会 午後 ３時００分 

閉会 午後 ４時３２分 

 

２ 場  所  旭市役所海上支所２階会議室 

 

３ 出 席 者  明智 忠直（市      長） 

諸持耕太郎（教  育  長） 

鏑木 俊一（教育長職務代理者） 

加藤 尚美（委      員） 

石毛 丈康（委      員） 

        鈴木 典男（委      員） 

 

４ 開  会 

・遠藤庶務課副課長 

定刻となりましたので、平成３０年度第１回旭市総合教育会議を開催いたしま

す。はじめに、開会にあたり明智市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

５ 市長あいさつ 

・明智市長 

本日は、大変暑い中、そしてお忙しいところ平成３０年度第１回目の旭市総合

教育会議にご出席をいただきましてありがとうございます。 

教育委員会制度の改革によりまして、この会議を開催して市長と教育委員会が

協議を行うこととなっております。今回も教育委員の皆様方に課題となっており

ます諸問題について意見交換を行いたい思いで開催させてもらいました。 

先日、教育委員の皆様方と一緒に学校訪問をさせてもらいましたが、今、国で

も官房長官等が話をしておりましたが、学校の教室にもエアコンの設置をしなけ

ればならないのかなと感じております。特に、今年は猛暑が続いており、子ども

たちの熱中症対策を考えますと夏休みはあるものの今後の大きな課題であり、皆

様方と考えていきたいと思っております。 

また、先日の行政改革推進会議でも話がありましたが、旭市は学校の再編問題

が他の市町村と比べて検討が少し遅れているのではないかと感じております。こ

れからの公共施設の問題、施設の統廃合については避けては通れない課題である

と思います。市民も関心を持っている課題であると思いますので、早急に、学校
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のあり方検討委員会の提言を踏まえて統廃合について検討し、方向付けをしなく

てはならないと思っております。 

また、先日、東総地区の中学生によるシンガポールへの海外派遣研修が行われ

ましたが、子どもたちに色々な視野を広げてもらうことは大切でありますし、「旭

市の教育に関する大綱」の５つの重点目標の中でも、生きる力や豊かな人間性、

郷土愛等を育む教育を推進することを目標としているところでありますので、教

育委員の皆様方には目標に向けて更なるご協力をお願いいたします。 

 

・遠藤庶務課副課長 

次に議題に入りますが、議題の選定にあたりましては、昨年、委員の皆様より

多くのご提案をいただいております。提案内容につきましては、配付資料に一覧

として添付させていただきました。本日は、この中より３つを２項目にまとめま

して議題とさせていただいております。 

それでは、会議運営要綱第３条第１項により、議事の進行を明智市長にお願い

したいと思います。 

明智市長、よろしくお願いします。 

 

６ 議題 ①家庭や地域、行政との連携による環境教育の推進について 

・明智市長 

それでは、しばらくの間議事の進行を努めさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

本日の議題は、「家庭や地域、行政との連携による環境教育の推進について」

と「公民館等生涯学習施設の整理・統合について」の２件でございます。時間の

許す限り委員の皆様と意見交換をしたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

まず１つ目の「家庭や地域、行政との連携による環境教育の推進について」、

事務局より説明をお願いします。 

 

・佐瀬学校教育課長 

  議題の１つ目「家庭や地域、行政との連携による環境教育の推進について」

説明させていただきます。環境教育といいますと大変幅が広いのですが、その

中の美化活動、具体的にはゴミのポイ捨て問題については、７月２６日（木）

に開催された旭市こども議会でも２２名の小・中学生の子ども議員の内、５名

から質問が出されておりました。子どもたちも公園や海岸、通学路等のゴミが

気になっていることが分かります。身近な問題として捉えていることと言える

かも知れません。 

それでは、資料１の１ページをご覧ください。 

環境教育が、旭市の教育に関する大綱や学校教育指導の指針にどのように位置
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付けられているかを示したものでございます。②の図のとおり、学校では環境教

育を総合的な学習の時間や特別活動の時間で扱っていることが多いです。 

続きまして、２ページをご覧ください。国、県から出されている環境教育を行

う際の主な視点別に各学校の取組を整理して表にまとめたものでございます。 

続きまして、３ページをご覧ください。今後の取組に向けて必要だと思われる

ことをまとめたものでございます。参考として、次の４ページに千葉市のリーフ

レットも添えさせていただきました。 

今回、この資料を整理するにあたり、学校の教育計画の中に環境教育の全体計

画が目次として位置付けられ、明示されているかどうかを調べてみました。冊子

に入っていた学校は、６校でございました。このことから、生徒指導や安全計画

などから比較すると全職員への周知や共通理解等、教員全体で取組をしていく意

識がやや薄い傾向にあることが分かりました。２ページの表からも分かるように、

学校は色々な取組をやってはいるのですが、そのことを体系的に整理したり地域

に積極的に発信し理解を求めたりすることが、今後必要であると感じました。 

続きまして、資料の３ページと５ページ以降になりますが、通学路の整備につ

いて資料提示をさせていただきました。始めに３ページをご覧ください。通学路

の整備についての資料２が５ページ、資料３が６ページ、資料４が７ページとな

っております。 

６ページをご覧ください。通学路点検プログラムの結果を年度末に対策率とし

て出しております。平成２９年度で見ると、飯岡小が１００％に対し、古城小は

２８．６％と大きな差が生じております。これは、依頼中の内容によってこのよ

うな差が生じております。すぐに対処できる場合とそうでない場合の違いだと認

識しております。 

続いて、資料の７ページは、市のホームページに掲載した豊畑小学校校区の点

検結果でございます。結果が公表されていることもあまり周知されていなかった

ので、本年度は７月上旬に保護者向けに文書でお知らせをしたところでございま

す。以上です。 

 

・明智市長 

事務局の説明は終わりました。ただ今の説明について何かご質問がありました

らお願いします。 

 

 <質問なし> 

 

・明智市長 

それでは、説明に対するご質問がないようですので、意見交換を行いたいと思

います。ただ今の議題につきまして、皆様の思い・考えを順番に聞かせていただ

きたいと思います。議題提案者の鈴木委員いかがでしょうか。 
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・鈴木委員 

  子ども議会でもゴミ処理の問題が出てきたとのことですが、私も市内にゴミ

のポイ捨てが非常に多いと感じております。空き地、道路脇の草むら、海など

にかなり捨てられている状況があります。もっとひどいのは海岸でゴミを燃や

していることもありました。そのような現状を子どもたちも感じているところ

だと思います。 

年に１～２回ゴミゼロ運動を実施していると思いますが、この時に一時的にゴ

ミはなくなりますが、終わればまた増えてきます。最近、ひどいのは街中の交差

点では見かけませんが、郊外の交差点において信号で止まってゴミを捨てている

様子が見受けられます。若い人だけではなく年配の方も車から投げ捨てている状

況です。これらが改善されないといけないと思いました。 

 

・明智市長 

鈴木委員より現状について話がありましたが、先日の子ども議会でもゴミ問題

の意見を色々といただきました。このゴミのポイ捨てについては、昔からずっと

課題となっておりまして、何かいい対処方法がありましたら教えていただきたい

と思います。 

 

・諸持教育長 

  先日の子ども議会では、子どもの立場で提言がありましたが、学校の活動の

一環で何校かの学校でゴミ拾いや海岸清掃を実施しており、捨てられているゴ

ミに子どもたちも憤慨している状況だと思います。そして、何とかならないか

という提言の中に、公園等にゴミ箱を設置して欲しいとありましたが、市とし

ては、ゴミ箱を設置すると、そこが「ごみ置き場」となってしまうことからゴ

ミ箱を置かない方針であると説明しました。また、不法投棄の防止策について

は、監視カメラを設置していると答えました。 

とにかく、学校と子どもたち、保護者、地域の関係者が一緒に行う活動をあき

らめずに継続していただきたいと思います。 

 

・鈴木委員 

  学校訪問で気付いたことですが、掃除の分担は各学級で決めていると思いま

すが、海上中ではゴミ処理係というものがありました。ゴミ処理をどのように

するのか教えられる機会となりますので、とても貴重な係であると感じました。 

また、ロシアでワールドカップがありましたが、応援に行ったサポーターが試

合終了後に会場の掃除をしたことや、負けた選手が自分たちがお世話になった部

屋を掃除したという話がありました。これを子どもたちにどのように反映させて

いったらいいかですが、例えば、修学旅行や遠足、部活動の対外試合等に行った
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先で行うことはできると思います。更には、シンガポールの派遣研修や沖縄、茅

野市との交流もありますから、そのような中で意識を持たせていくことで変わっ

てくるのではと思います。 

 

・明智市長 

確かにワールドカップにおいて、日本の応援団はすばらしいと評価が高まった

ようであります。これは、子どもの頃からの教育がそのようなことに繋がってく

るのかなと思います。小・中学校の教育の中で、もっと環境問題について力を入

れてもらいたいし、ゴミゼロ運動にも積極的に参加してもらいたいと思います。 

 

・石毛委員 

環境教育というと内容が広範囲に及ぶと思いますが、ゴミのポイ捨てについて

は、今は喫煙者もだいぶ減ったと思いますが、未だに車からタバコのポイ捨てを

する大人がいることはとても悲しいことだと思います。 

今の子どもたちは、旭３Ｓに代表されるようにゴミの清掃運動をする学校が多

くなっています。市でも年２回のゴミゼロ運動を実施しており、子どもたちは子

ども会単位で参加しております。これを学校単位でゴミゼロ運動的なものをイベ

ントとして実施することもいいのではと感じております。子どもの頃から自主的

にゴミを捨てない、ゴミを拾う教育をしていけば、将来的に環境保全に対する行

動や考え方が養われると思います。 

 

・加藤委員 

  今は、コンビニでもゴミ箱を外に置かなくなり、また、旭市のゴミ袋が他市

町村に比べて値段が高いことが、ゴミのポイ捨ての要因の一つではないかと思

います。 

 

・明智市長 

ゴミ袋は確かに高い状況です。広域のごみ焼却場が平成３３年４月から稼動し

ますので、その時には銚子市、旭市、匝瑳市で統一したゴミ袋となりますので、

それまでは少し割高かもしれませんが、我慢してもらいたいと思います。 

 

・加藤委員 

  以前、子どもの夏休みの宿題で、ゴミの分別をしたことがありました。一週

間分のゴミを子どもに分別させたのですが、一週間の生活でこれだけのゴミが

出ることや分別して捨てるのにもっと小さくした方がいいとか意識を与えるこ

とができたと思います。 

今後は、ゴミの捨て方についても学習の中に入れていただければ、子どもたち

のゴミに対する意識も備わってくるのではと思います。 
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・鏑木教育長職務代理者 

今のゴミの問題についてですが、ゴミ箱が色々な場所からなくなったというの

が大きな原因であると思います。観光地や公園に以前はあったのですが、不審物

の問題等でどこもなくなってきています。コンビニも中に入らないとゴミ箱がな

いのも原因の一つだと思います。私もゴミゼロ運動に参加するのですが、拾うも

のの７～８割がペットボトルとか弁当の空き箱であります。コンビニで弁当を買

って食べて、その辺に捨ててしまう人が多いのだと思います。 

対応策としては、大人にはなかなか指導できませんので、現在、実施している

３Ｓや学校ごとのゴミ拾いに加えて、子どもたちへの意識付けを強化していけば

いいのかなと思います。 

別の件となりますが、資料の２ページに体験的な学習として米や野菜づくりと

あるのですが、今の子どもたちは農家であってもなかなか家の手伝いをしないと

思います。旭市は、農業生産で全国上位でありますので、学校で米や野菜づくり

をすることはとても大事なことだと思います。どのくらいの学校がこの取組をし

ているのでしょうか。 

 

・佐瀬学校教育課長 

  野菜づくりに関しては、小学２年生の生活科で単元があります。野菜の苗を

買って鉢植えにより育てています。単元でありますので、市内小学校全てで体

験しております。米づくりに関しては、小学５年生で単元があります。昔は、

バケツ稲がありましたが、これは調べてはないのですが全校ではないと思いま

す。また、畑とか田んぼを地域の方からお借りしている学校が、確か１０校前

後あったかと思います。そして、ボランティアの方にお願いして一緒に体験を

しております。 

 

・鏑木教育長職務代理者 

干潟地区でも中和小などで田んぼを借りての米づくり体験を実施していたと

思います。このような体験があると環境教育に繋がるものと思いますので、積極

的に進めてもらいたいと思います。また、農水産課の方で大原幽学の地で米づく

り事業を実施していたと思いますので、こちらにもどんどん参加していただきた

いと思います。 

 

・鈴木委員 

  ゴミの話に戻りますが、コンビニの話が出ましたが、私は趣味で全国各地に

行っているのですが、コンビニも地域によってゴミ箱を外に出している所と出

していない所があります。また、どこに行っても「ここにゴミを捨てないでく

ださい。」という看板が出ています。 
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学校で子どもたちにゴミの指導はやらなくてはならないと思いますが、大人に

も責任があると思います。そのような社会教育をどう進めていったらいいか、青

少年健全育成の中で「大人が変われば、子どもも変わる」という運動の推進があ

りますが、逆に「子どもが変われば、大人も変わる」という考えで、子どもの学

びが大人を変えるということで、子どもたちがやっているゴミ拾い活動などをも

っとＰＲして広めていくことが、大人への影響の一つになるのではと思います。 

もう一つ、最近、ゴミの出し方が変わってきている部分があります。市で指定

されているゴミ袋は、指定された日に指定された場所に出すことになっています

が、そこに市で指定したゴミ袋でないものが出されているケースが増えてきてい

ます。これは、ゴミの扱いが国によって大分違うということが原因で、東京では

かなり問題になっています。グローバル化を考えていくのであれば、このことも

関連させて取り組んでいくと子どもたちにとって刺激になるのではと思います。 

 

・諸持教育長 

  ゴミについては、鈴木委員からのご意見のとおり、子どもたちの健気な気持

ちで一生懸命やっている姿を地域社会に反映して、大人のいけない行動にブレ

ーキを掛けることが教育の力でできればと思いました。 

学校関係では、色々な対外的な大会や行事の時には、必ずゴミは持ち帰ること

を徹底していると思います。教育委員会の諸行事の際にも、大人に対してゴミの

持ち帰りをＰＲして進めてもらいたいと思います。 

鏑木委員の体験的な学習についてですが、以前調べたところ、畑で芋づくりが

１校、田んぼで稲作が９校であったと思います。これも単年でなく、けっこう継

続して取り組んでいたと思います。農業の盛んな旭市における活動としては、大

事なものの一つであると思います。 

 

・明智市長 

中学校の理科の授業でエネルギー・温暖化等について学習しているとのことで

すが、温暖化とゴミの問題、エネルギーの問題、相関関係等について指導されて

いるのでしょうか。 

 

・佐瀬学校教育課長 

  環境教育の取組ということでピックアップしたのですが、温暖化やエネルギ

ーがゴミとどう関係しているかまで授業で行っているかどうかにつきましては

把握しておりません。確認しておきます。 

 

・明智市長 

ゴミの問題は、ゴミが増えれば燃やさなければならないし、燃やすと温暖化に

影響することもあり難しい問題です。子どもの時からゴミを出さないということ
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をしっかり教育してもらう必要があると思います。 

他には何かございますか。 

 

・鏑木教育長職務代理者 

資料の６ページに通学路点検プログラムの結果が出ておりますが、ここで点検

に対して対応不可となっているものが３件あるのですが、これは具体的にどのよ

うなものだったのでしょうか。 

また、７ページに草刈の実施済み（旭市）とありますが、これはどこの課で対

応しているのでしょうか。 

 

・佐瀬学校教育課長 

  対応不可の内容につきましては、手元に資料がございませんので後で担当に

確認してお知らせします。例えば、横断歩道を作ってもらいたい場合は要件が

ございますので、できない場合が多いです。草刈につきましては、市道であれ

ば建設課で対応しております。 

 

・諸持教育長 

  ７ページにありますように、合同点検のメンバーは、小学校、ＰＴＡ、区長、

旭警察署、千葉県海匝土木事務所、旭市建設課、旭市市民生活課、旭市教育委

員会となっておりまして、点検実施後に会議を開いて対応を検討しております。

ですから、窓口としましては、県道であれば海匝土木事務所、市道であれば建

設課となります。 

 

・明智市長 

この前の子ども議会でも通学路の問題について色々と質問が出ましたが、子ど

もたちにとって通学路の安全確保は大きな問題であります。これにつきまして何

かございますか。 

 

・鈴木委員 

  通学路交通安全プログラムということで、通学路の安全点検は毎年実施して

いると思いますが、これはハード対策に係るものであります。ハード面の対策

はもちろん必要ですが、交通事故が多い現状を考えますと、ソフト面の対策に

も力を入れていかないと子どもたちの安全が確保できないのではと思います。 

 

・明智市長 

交通ルールを守らないとダメということですね。守らない人が多い現状がある

と思います。色々な問題点があるかと思いますが、環境問題は大きなテーマであ

りますので、今後も意見交換を行っていきたいと思います。 
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７ 議題 ②公民館等生涯学習施設の整理・統合について 

・明智市長 

続きまして、２つ目の「公民館等生涯学習施設の整理・統合について」ですが、

これにつきましては昨年度「旭市生涯学習施設整備計画検討委員会」を教育委員

会で設置しまして、これまでに５回の会議を開催し、先月、教育委員会に報告書

が提出されたものです。では、事務局より説明してください。 

 

・高安生涯学習課長 

資料２の「旭市生涯学習施設整備計画検討委員会報告書」につきまして説明い

たします。 

平成２８年９月に「旭市公共施設等総合管理計画」が作成され、市の施設全て

において、今後、管理、整備、統廃合に関しての個別計画を作成することとなり

ました。そこで、生涯学習施設１０施設の個別計画を作成するに当たり、行政だ

けではなく施設の利用者を含めて内容の検討を行うため検討委員会を立ち上げ、

計５回の会議を行い意見をまとめたものでございます。 

１ページをご覧ください。策定に当たりましては、各施設の施設利用に関する

アンケート調査を実施、各施設の現地視察や地理的条件、地域との関わりやコミ

ュニティの活性化など幅広い見地から検討したものでございます。 

２、３ページにつきましては、施設の現状でございます。４ページが施設の配

置、５ページから検討結果となっておりますが、先日の教育委員会定例会で報告

させていただきましたとおり、（１）旧公益質屋から７ページの（１０）海上ふ

れあい館までの個々の検討結果をまとめたものでございます。 

次の８ページは全体のまとめとなりますが、この９月までにこの方針に基づき

個々の施設の個別計画を策定し、整理統合、廃止等を実施していくものでござい

ます。以上です。 

 

・明智市長 

事務局の説明は終わりました。それでは、ただ今の議題につきまして、皆様の

思い・考えを聞かせていただきたいと思います。議題提案者の鏑木教育長職務代

理者いかがでしょうか。 

 

・鏑木教育長職務代理者 

生涯学習施設はたくさんあるのですが、どのように整理をするかということで

資料の８ページに適正配置について記載されております。「今後の施設整備に当

たっては、市民に身近な施設として気軽に講座等へ参加できるよう旭地域、海上

地域、飯岡地域、干潟地域といった地域ごとに施設を配置するよう整備を進めて

いただきたい。」となっており、私もこの方針に賛成であります。高齢者が多い
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ため、少なくして一つにまとめるよりは地域に分散した方がいいと思います。問

題としては、市民会館は耐震も無いし、何れは壊さないといけないと思いますの

で、どうするか検討が必要だと思います。 

また、再編整備についての記載で「生涯学習施設は、多様な学習機会の提供を

行うだけでなく、学校、家庭、地域が連携するための身近な地域の学習拠点施設

であることから、誰もが利用しやすい施設となるよう整備を進めていただきた

い。」とありますが、これも私は、このとおりだと思います。今後、この提言ど

おり進めていただきたいと思います。 

１つ質問があるのですが、公民館は法規上の区分があると聞いたのですが、旭

市の各施設はどのように位置付けられているのでしょうか。 

 

・高安生涯学習課長 

公民館の名称を使っているのが、海上公民館、干潟公民館の２ヶ所でございま

す。それ以外につきましては、いいおかユートピアセンター、市民会館、青年の

家がございます。 

この違いは根拠が違うためでありまして、公民館につきましては、社会教育法

により定められており、その他の施設は、地方自治法での公共施設となります。

どこが違うのかと申しますと、公民館は大分縛りが強いです。社会教育施設とい

うことで様々な縛りがあります。その他の施設の方が色々な面で縛りがゆるくな

っております。 

しかしながら、同じ生涯学習課の施設ということで運営しておりますので、公

民館とその他の施設において、法設置が異なり規制が違うといっても、別々に運

営することは統一性を欠き難しいので、規制の厳しい公民館の方に合わせて運営

している状況です。 

 

・鏑木教育長職務代理者 

文化財の関係ですが、以前いただいた「点検・評価報告書」の中で、文化財を

集約して収蔵場所として干潟支所の車庫棟を活用すると書いてありました。民俗

文化財は問題ありませんが、古文書につきましては車庫棟のような場所に置いた

ら、湿気を非常に嫌いますので痛んでしまう危険があります。本当は、エアコン

のある部屋が一番いいのでしょうが、除湿が効く部屋で対応してもらいたいと思

います。古文書は、旭市の財産ではなく個人から預かっているものでありますの

で、どうするのか教えていただきたいと思います。 

 

・高安生涯学習課長 

古文書につきましては、車庫棟には入れない予定です。干潟支所には耐火金庫

がございますので、そこに保存する予定です。そこは、非常に機密性が高いので

毎年燻蒸処理を施すことを考えております。 
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車庫棟につきましては、民具と言われるものを保存する予定でございます。 

 

・明智市長 

今年度中に個別計画を作成するとのことで、検討委員会の方針を受けて、どの

ような形でまとめていくのでしょうか。 

 

・高安生涯学習課長 

現在、個別計画を作成中でありまして、案ができた段階で市長さんにもお示し

させていただきますし、行政改革推進課とも協議しながら方向性を探っていきた

いと考えております。 

 

・明智市長 

そうすると、この総合教育会議の中でも色々な意見をいただいた方が個別計画

に反映できますので、委員の皆様より意見がありましたらお願いします。 

 

・石毛委員 

生涯学習施設の中で市民会館は、耐用年数５０年を超えており、耐震工事も済

んでいません。施設の利用状況を見ますと、徐々に減少はしておりますが、それ

なりの利用者がいる状況です。近年、この地域でも非常に多くの地震が発生して

いる状況で耐震工事は行わないのでしょうか。 

 

・高安生涯学習課長 

現在、旭地域では市民会館、青年の家、第二市民会館の生涯学習施設がござい

ます。その中の市民会館につきましては、耐震性の問題や駐車場の問題などがあ

りますので、現在、廃止の方向で考えております。 

そして、市役所の新庁舎が平成３３年４月からの稼動予定でありまして、バラ

バラになっている各課が本庁の方に統合されます。そうしますと、例えば第二市

民会館は１階に健康管理課が入っておりますが、本庁に移転することで１階が空

きますので、そこを生涯学習施設として利用できないか検討しているところです。 

 

・石毛委員 

防災拠点が、海上公民館のみとなっておりますが、他の施設は防災拠点とはな

らないのでしょうか。 

 

・高安生涯学習課長 

公共施設は、生涯学習施設に限らず全て防災拠点になりうるものだと考えてお

ります。防災拠点をどこにするかは、教育委員会で決めるものではなく総務課で

決めているのですが、あくまで公共施設は市民の財産でございますので、有事の
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際には使用できることが基本であると思います。 

 

・鈴木委員 

  生涯学習施設の役割というのは、非常に大きいものがあると思います。アン

ケート調査の結果で、問７と問９が気になりました。問７の「現在活動してい

る施設からほかの生涯学習施設へ移っても活動していくことは可能ですか」で

は、活動できるが３４団体、活動できないが５０団体でありました。その理由

を問９で答えておりますが、交通アクセス問題が３７団体となっております。 

また、全体的な意見の中で「施設を利用している末端の意見を聞いたほうがよ

い」や「これからの人たちが生涯学習施設をどのように使用していくかといった

長期的な視点で各施設の将来を検討していく必要がある」という意見があり、「こ

れからの人たちが」というところに非常に意味があるような気がしました。 

先程申し上げましたが、「大人が変われば、子どもも変わる」この役割が生涯

学習であって、「子どもが変われば、大人も変わる」子どもの学びが大人を変え

ることが学校教育であると感じました。 

 

・高安生涯学習課長 

このアンケートにつきましては、全ての施設の利用団体を対象に実施したもの

ですので、これが利用者のご意見となると考えます。ただし、整理・統合するこ

とは難しい面がありまして、今よりも施設を減らすこととなりますので、どうし

ても無理が出てくる可能性があると思います。 

しかしながら、将来的な人口推計を考えると、現在は必要であるかもしれない

が、１０年後、２０年後の先々を考えるとどうなのか。そして、施設については

一旦整備してしまうと２０年間は使用することとなりますので、その間、維持管

理が必要となります。そのようなリスクもあります。このようなことも考えなが

ら、利用者になるべく使ってもらえる施設になるよう考えていかないといけない

と思います。 

 

・諸持教育長 

新しい施設を作らないことは、将来的に建物をたくさん抱えると維持管理の面

で大変であり、整理・統合が必要であることは概ね皆さん理解できるところだと

思います。しかし、整理・統合により使う場所がなくなってしまうと使用団体は

困ってしまいます。そこで、学校施設で可能なところは夜間開放もしております

ので、使える場所と使用団体の調整により対応ができないか。ただし、今までと

同じ回数を使うことは難しいと思いますので、その辺の理解をしてもらいながら

譲り合ってもらえればと思います。しかし、施設までの距離の面で懸念はござい

ます。このあたりを教育委員会全体で考えていかないといけないと思いました。 
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・明智市長 

  確かに統廃合をしていかなくてはならないのですが、現在利用している団体

の今後の活動場所をしっかり確保する計画としなければならないと思います。

しかし、大変難しい部分がありますので、団体の今後の活動場所については、

十分検討していただきたいと思います。 

 

・加藤委員 

  厳しい言い方かもしれませんが、税金が関わるものでありますので、利用し

ている団体からも３年～５年の活動計画を出してもらうのも必要ではないかと

思います。各団体の意見をそのまま全て受け入れることは、到底無理なことで

すので、各団体の今後の活動状況についても確認し、調整していくべきだと思

います。 

 

・高安生涯学習課長 

大変、参考となるご意見だと思います。実は、各団体も高齢化が進んでおりま

して、少子化の影響か分かりませんが、新しい会員が増えない団体も確かにござ

います。ですから、よく団体の内容を確認しながら調整していきたいと考えてお

ります。 

 

・明智市長 

  もう一つ東部図書館が旭市に移管される話がありまして、この施設につきま

しても利用方法を考えていかないとならないと思います。体育施設での活用は

無理ですが、文書館とか保存場所としての活用はできると思いますので、これ

からの検討の中で皆様の意見を聞きたいと思います。 

また、今回の検討委員会の委員の方々は、これからの統廃合についても議論し

てもらうのでしょうか。 

 

・高安生涯学習課長 

今回の検討委員会の委員の皆様には、生涯学習施設の整理・統合について検討

いただいたということで、報告書の作成をもって解散とさせていただきました。 

 

・明智市長 

  時間も大分経過しましたので、冒頭のあいさつで申し上げました小・中学校

の各教室へのエアコン設置につきまして、意見をいただきたいのですが。 

 

・鏑木教育長職務代理者 

先日、菅官房長官が記者会見で「来年までに設置できるよう、政府として責任

を持って対応したい」との発言がありました。国の方で費用の全てや半分を持つ
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ということであれば設置してもいいのかなと思います。 

 

・明智市長 

  普通教室は全部でどれくらいありますか。 

 

・栗田庶務課長 

  現在、２３０室です。 

 

・明智市長 

  全部にエアコンを設置するとどのくらいかかりますか。 

 

・栗田庶務課長 

  金額的には、はっきり申し上げることはできません。電源の改修も必要とな

りますので。概算で１室あたり１００万はかかるかなと感じております。 

 

・明智市長 

  この問題は、学校の統廃合にも関係するので難しいと思います。施設が新し

い海上中や飯岡中なら設置しても影響はないと思いますが。 

 

・鏑木教育長職務代理者 

エアコンを設置するなら全ての学校に平等に、設置しないのなら全て設置しな

いとしてもらわないとダメだと思います。 

 

・明智市長 

  １０年～１５年先に再編するとした場合に、それまでエアコンの設置をしな

いで大丈夫なのか。国が半分でも持ってくれればいいのですが。そうすれば、

県も４分の１くらい持つでしょうから。 

 

・栗田庶務課長 

  今の制度で申し上げますと、県は負担しておりません。国が３分の１の補助

でございます。 

 

・鈴木委員 

  全国で一斉にエアコンの設置を進めたら電力は大丈夫なのでしょうか。例年

夏になると電力不足が問題になっていたと思いますが。今年は何もありません

が。 

 

・明智市長 
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  今年は、日射量が非常に多いため、太陽光による発電が多く電力不足はない

状況で、一番ピークでも８７％とのことです。 

  エアコンの設置につきましては、国の方針がどうなるか分かりませんが、来

年度に向けて教育委員の皆様にも考えていただければと思います。 

  本日は活発なご意見ありがとうございました。子どもたちの教育環境につい

ては、しっかりと見守っていきたいと考えておりますので、教育委員の皆様方

にもよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、ここで議長の職をおろさせていただきます。 

  ご協力ありがとうございました。 

 

８ その他 

・遠藤庶務課副課長 

ありがとうございました。 

その他ということで、何かありますか。 

 

・栗田庶務課長 

  旭市の小・中学校の再編につきまして報告させていただきます。平成３０年

３月に提出されました旭市学校のあり方検討委員会からの提言を受けまして、

現在、各小学校区ごとの人口推計調査を発注いたしました。今後、検討委員会

の設置要綱を速やかに制定しまして委員の選任ができましたら、新たな学校の

再編検討委員会を立ち上げて検討していきたいと考えております。 

 

・佐瀬学校教育課長 

  先程、鏑木教育長職務代理者から通学路点検プログラムについて対応不可の

内容の質問がございました。手元に資料が届きましたので回答いたします。中

央小学校は、歩道と車道の区別がないので路肩のカラー舗装について、琴田小

学校は、江ヶ崎大正道路の神社前への横断歩道の設置、共和小学校も横断歩道

の設置でありまして、何れも対応不可となりました。 

また、石毛委員の協議事項提案の中に、部活動を含めた教職員の労働実態の把

握と改善策という項目がございましたが、現在、学校教育課では、今年度、校長

会の代表２名と学校教育課職員とで働き方改革実行委員会を組織しまして、業務

の適正化等のために話し合いを進めております。その中で、部活動のためのガイ

ドラインの作成も検討しております。今年の３月にスポーツ庁から、６月には県

からガイドラインが示されました。概ねその内容と同様と考えていますが、今後、

ＰＴＡや体育関係団体とも連携しながら理解をいただいて進めてまいります。今

年中には、市の部活動のためのガイドラインを作成するスケジュールで進めてお

ります。 
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・栗田庶務課長 

  最後に、次回の総合教育会議の開催時期についてですが、事務局の案としま

しては１月中旬頃にお願いしたいと思います。日程等はこれから調整させてい

ただきます。 

 

９ 閉  会 

・遠藤庶務課副課長 

  以上をもちまして本日の会議を終了させていただきます。長時間に渡りお疲

れ様でした。 


