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教育長 教育部長 課長 課長補佐 主査・係長 係員

件　　名 平成27年度龍ケ崎教育市民会議

日　　時 平成27年 11月 8日（日） 午後1時30分から午後3時20分まで

場　　所 長山コミュニティセンター

出席者

＜市民＞

　参加者21名

＜教育委員会＞

　藤後教育長，斎藤教育委員長，荒井教育部長，足立教育総務課長，黒田生涯

学習課長，小貫指導課長，辻井教育センター所長，中村教育総務課長補佐，近

野教育総務係長，記録者

内　　容

市民

教育総務課長

市民

＜会議次第＞

１．あいさつ（藤後教育長）

２．龍ケ崎教育市民会議について

３．これまでの教育行政について

４．（仮称）龍ケ崎市教育プランについて

５．意見交換

＜意見交換＞

　私は龍ケ崎市に引っ越してきて 33年になるが，本日参加している教育委員

会のメンバーが地域に来たことは記憶にない。そこで，質問だが，教育委員会

としてこのような形で地域との意見交換会は初めての試みなのか。

　また，今から 2，3年前に教育委員会が所管していた文化財の保護に関する

事務が市長部局に移管され，現在は教育委員会に戻ったと聞いたがこれは事実

なのか。

　小学校の統合などで地域の方と教育委員会で会議をしたことなどはあります

が，今回のように教育全般に対し，教育委員会が地域の方と意見交換会を行う

のは私の記憶でも初めてのこととです。

　また，文化財の保護に関する所管課について，以前は公民館がコミュニティ

センターに変わる際に，市役所の組織の見直しの中で，文化財の保護に関する

事務が市長部局に移管されたことがありましたが，現在は生涯学習課が所管し

ているところです。

　資料の 2ページの義務教育に関する取組は，どこの市町村でも大きな違いは

ないものと考えているが，生涯学習や文化・芸術に関することは，市町村の取

組の差が出るものと考える。このため，生涯学習や文化・芸術の振興に関する

事業を積極的に展開してほしい。

1



市民

教育総務課長

市民

指導課長

教育長

市民

指導課長

市民

教育総務課長

教育長

市民

　また，これらの情報を積極的に発信してほしい。

　市ではこのような会議は，計画を作る時によく行われるが，計画が出来た後

はこのような会議がない為，計画の取組に関する反省がないと思う。このため

住民の参加は今後，あり得るのか。

　また，市の取組の資料でまとめられているが，内容がわかりにくい。

　今回の資料は，意見交換会のための資料であり，教育委員会が取り組んでい

るものの資料としては非常にうすっぺらな資料です。教育委員会が取り組んで

いる内容を記載している資料としては，点検評価報告書として，冊子にしてま

とめており，こちらは住民の代表である市議会に提出しているほか，市のホー

ムページなどでも公表しています。

　学校の先生について，普段でも公務が多忙と聞いているが，忙しいこともあ

り，療休を取得している先生がいるのか。いるのであれば人数を教えてほしい。

また，先生の平均年齢を教えてほしい。

　現在のところ，療休を取得している教職員は 1名です。

　現在は療休を取得している先生は 1名ですが，以前はもう 1名，療休を取得

していた教員がおりましたが，現在は復帰しています。

　また，教職員の平均年齢については，中学校教員では 40歳弱，小学校教員

では 47歳程度です。教職員については，県の職員であるため，県の採用による

ものですが，今の平均年齢の先生方の人数が茨城県のピークでもあり，今後，

平均年齢は上がるものと思います。

　資料の 1ページの特色ある学校づくりについて，市のホームページを見て非

常に驚いた。これは今までの取組とどのように違うのか。

　子どもたちに夢や希望をもってほしいと，スポーツなどの分野で活躍してい

る人を講師に招き，講演会などを実施しているところです。

　このような取組は各学校とも 3年間で 1回のみの取組であり，単発的にでは

なく，系統的に実施すべきではないのか。

　また，私は松葉小学校のスクールサポーターをしているが，地域の人が学校

に入り，本の修理や書き込み教科書の作成などにも参加している。松葉小と長

山小は地域性がほぼ同じだと思う。中学校でも同様の取組が出来ればと思う。

　松葉小の取組は，常陽小学生新聞にも掲載されており，地域と学校が一体と

なった理想的な学校であると思います。地域の方が協力してくれるに当たり，

単発でなく，毎週ボランティアとして協力してくれることはすごいことだと思

います。

　松葉小の取組を他の学校に広げる場合，何か良いアイデアなどはありますか。

　松葉小では当時の校長先生が教頭先生に話して，教頭先生が A4用紙 1枚の

資料を作成し，地域に回覧したのがきっかけです。このため，学校の校長先生

の考え方に大きく左右されるものと思う。
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　地域の実情により各学校ごとに異なってきていると思います。また，学校の

先生だけでは出来ないことが多い為，松葉小は地域の方も一緒に取組を実行し

てくれて理想的な学校であると思います。

　以前とは異なり，最近は地域と学校が連携して，地域の子どもは学校と地域

で育てようとした取組を進めていると思う。そのような中，宇宙機構や外資系

の会社に勤めている地域の方に先生になってもらい，授業をしたりしている。

その中で，日本人が海外で活躍するにはどのようなことが必要かとか，野球関

係者にプロ野球とはどのようなものか，どのような厳しさなどがあるのか，な

どについて子どもたちに説明してもらっている。このため，子ども達は学ぶこ

との目的，何のために勉強をするのか理解しないと伸びないと思う。これに気

づかせる教育，子どもに夢を持たせる教育を進めていく必要があると思う。こ

のため，われわれも学校に協力したいと考えている。

　私は昨年，松葉小のスクールサポーターをしており，理科の授業に参加した

ことがある。その時，先生より話をしたことで先生のプライドを傷つけたかも

しれないと思った。

　また，教育市民会議については，ふるさと龍ケ崎戦略プランを策定する，ま

ちづくり市民会議の Bグループで協議を行っていたが，昨日と本日の 2回でこ

の会議を終わりにするには，意見の集約が難しいと思う。このため，市民が参

加できる会議を立ち上げてほしいと思う。

　次に，私は適正規模適正配置の審議会にも参加していたが，その時議論して

きた時より，今のほうが子どもの人数が減少していると思う。そのため，早期

に適正規模適正配置審議会を立ち上げ，再度，検討してほしいと思う。

　教育市民会議については，午前中に開催した馴柴地区でも同様の意見をいた

だいており，市民会議のあり方については今後検討したいと思います。

　また，適正規模適正配置審議会については，来年度に立ち上げたいと考えて

いるところです。

　適正規模に関する取組については，地域住民の意見を反映しながら進めると

の答申に基づき，長戸地区では取組んできたところです。今後については，小

中一貫教育も含めて検討したいと考えております。

　先日のニュースで，財務省が先生の人数を減らして，人件費を削減するとの

報道がされたが，龍ケ崎市はどのような考えなのか。

　また，図書館について，民営化，指定管理者制度を導入したとのことだが，

市の人口ビジョンを踏まえると，すばらしい図書館を作ってほしいと思う。九

州の武雄市などを参考に，他市との差別化を図ってほしい。

　また，学校と塾とのコラボをしてみたり，タブレットを活用した予習をした

り，いろいろな人や団体との連携を進めてほしい。

　教職員の人数については，国の基準，定数にもとづき実施しているのが実情

ですので市の裁量で先生の人数を見直すことは無いものと考えられます。ただ

し，考えられるとすれば，県の独自基準，加配について見直しを求められるこ

とが考えられます。
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　学校の先生は県の職員ですが，学級数に応じて，文部科学省から教職員の人

件費が来ています。小学校，中学校の先生は，県の職員ですが，先生の人件費

は，国から 3分の 1，県から 3分の 2が充てられているところです。これ以外に，

少人数指導や生徒指導を行うために加配措置があります。市独自の取組として，

市の費用で非常勤講師の人件費を負担しているところです。

　このため，先生の人件費を国が負担しない場合は，県の職員であるため県が

負担することになると思われます。

　図書館の指定管理については，この 4月から民間事業者と 5年間の指定管理

期間を締結しています。指定管理者制度に切り替えたことで，毎週月曜日の休

館日を月 1回にしたり，平日夜の閉館時間を 7時から 7時 30分まで延長したり

するなど，開館時間や開館日数を拡大しました。現在はこれまでの開館時間と

ほぼ同じ利用者数があるとのことです。このため，今年度は以前より利用者が

増えていると事であると考えています。

　図書館は依然とあまり変わらないと感じている。ぜひ，浦安の図書館を参考

にしてほしい。本の数が増えたり，書籍が新しくなったりなど，新しくなった

ようには見受けられない。

　図書館の指定管理の費用はいくらなのか。

　おおよそですが，9,000万円程度であると思います。詳細については確認して，

後日お知らせしたいと思います。

　タブレットを活用することはいいことだと思いますが，何を目的とするのか

が重要だと思います。タブレットはツールであって，教育の目標を何にするの

か，誰を対象にするのか，それにより取組が変わってくるものと思います。

　ただし，来年度からはタブレットを導入し，まずは先生たちに使ってもらう

ことから進めていきたいと考えております。

　龍ケ崎市の図書教育は他市より進んでいると思う。各学校に図書館司書を配

置したり，毎月お話会を実施したり，子どもたちの希望を聞いたり，先生たち

と相談したりしている。私は我孫子市の取組を知っているが，龍ケ崎市のよう

な取組はしていなかった。

　龍ケ崎市は12年前から学校図書館司書を配置してきましたが，法律は昨年で

きたところです。子どもが本を読むということは大事ですので，図書教諭だけ

でなく，学校図書嘱託員を配置してきたところです。

　私は先日の夜回り先生の講演会に参加したがとても素晴らしかった。その中

で裸足で歩くと健康にいいと話があったので，馴柴小学校の芝生化について教

えてほしい。

　第1点，馴柴小学校の芝生化を進めたいきさつについて。

　第2点，芝生化の成果について。

　第3点，維持管理費用について。

　第 4点，地域への開放について。

　第 5点，芝生化とは異なるが，体育館は耐震化されているのか。
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　まず，耐震化についてですが，学校の校舎のみならず，体育館も耐震化は終

わっています。現在は，体育館のつり天井，ライトであったり，バスケットゴ

ールなど，建物でなく，吊るしているものが落ちないような工事を進めている

ところです。芝生化の成果については，後日，回答させていただきたいと思い

ます。

　小中一貫教育について，中 1ギャップの解消や，適正規模適正配置などが関

連すると思うが，前向きに子どもの 9年間を考えると学校独自にカリキュラム

を作ることが出来ると思う。それは龍ケ崎市の教育の特色になると思う。以前の

長山小は学力が高かったので，つくばの学園都市に勤務している人が住んでい

たと思う。

　このため，小中一貫教育をすることで市の人口増加にもつながるのではない

か。市では小中一貫教育について，どこまで検討しているのか。

　小中一貫教育については，実施する方向で検討しています。

　また，つくば市の事例ですが，小中一貫校，小学校と中学校が一つになった

学校は1校のみであり，ほかの小中学校は，施設分離型で小中一貫教育を実施

しているのが実情です。また，小中一貫校を設置するには，40億円以上の予算

が必要にもなってきます。

　小中一貫教育により，9年間の義務教育の教育課程をこれまでの 6年・3年で

分けるのではなく，4年・3年・2年に分けるなどが出来ますが，中 1ギャップ

を解消するには施設一体型でないと難しいと思われます。

　また，施設一体型の場合，学校の先生が小学校と中学校の両方の教員免許を

持っていることが条件となったりします。

　小中一貫教育を行うに当たり，施設一体型で行うには，どこかの小中学校が

なくなる側面もあるため，地域の方の理解が必要になると思います。

　私は小中一貫教育よりも，中高一貫教育の方がよいと思う。

【後日回答とした質問への回答】

・中央図書館の指定管理費について，平成 27年度当初予算で 8,885万 2千円を

計上しています。

・馴柴小学校の芝生化に伴う成果などについては，以下のとおりです。

　①芝生化のいきさつは，全国的に校庭芝生化の動きがある中で馴柴小学校に

おいても大規模改修と併せて，校庭芝生化のモデル校として実施しました。

　②芝生化の成果としては，子どもが転んでも怪我をしにくいほか、緑化の推

進，夏季における校庭の温度上昇の抑制などがあります。

　③芝生の維持管理費用としては，年間約 60万円程度の予算措置をしています。

ただし，平成 21年度に馴柴小学校の校庭芝生化を実施するに当たり，グラ

ウンド整備工事費として 5,700万円を計上しました。

　④地域への開放としては，体育館などと同様に校庭を地域に開放しています。

ただし，芝の痛みが激しい時期は養生時期として，利用を制限することが

あります。
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【アンケート結果】

・人口減少が進み，色々な問題もあるが，龍ケ崎市へ人が来てくれるための新

たな計画を進めようと全体で取り組まなければならないと思う。お互いの担当

課，担当部だけでなく，市民が係ることによって全体が見え本当のまちづく

りができると思う。

・この市民会議の内容も龍ケ崎プランの一環の充実と思う。市民，行政につい

て，十分考えていく場の確保。

・中央図書館の充実を希望する。自然科学系の専門書が少なすぎる。

・就学援助を必要とする児童，外国人子女など弱者にやさしい教育体制を心が

けてほしい。

・国が戦争できる国づくりを進めている。憲法を守り，平和教育を行うことを

教育大網に入れてほしい。

・子どもの６人に１人が貧困化していると言われている。就学援助の基準の拡

大と入学準備に係る支援は，入学前に支給することを要望する。

・小中学校にエレベーターの設営を要望する。設営を必要としている学校から

早急に設置してほしい。

・小中一貫校はやめてほしい。

・教科書採択にあたっては，引き続き，歴史を逆行させる教科書の採択は，行

わないでほしい。

・教師が１人１人の子どもに対応できるように，教師の多忙化の解消を要望す

る。

・実施会場の増設と実施についての具体的内容をわかりやすく事前に示すこと

を要望する。

・人としての心の教育について，触れ合って，語り合って，共に育つことの大

切さをもっと考えていかなければならないのではないか。

・ゲーム・携帯・夜の遊び，心ならず健康面からもよいことはない。自分で考

えさせながら，自分で切り開ける社会でありたい。

・子どもの憩いの場（いつでも気軽に集まれる場所）が地域に必要。それは，

学校にあたるのか。

・プロの音楽，絵画などに触れる機会を学校の中に増やしてほしい。

・龍ケ崎市の人口減，少子化の傾向は歯止めがかかっていない。今や子育て世

代の流入・定住促進が龍ケ崎市の重要なテーマである。子育てしやすい環境づ

くり，事業の推進をもっと進めていくことが求められている。それに加え，子

育て世代の関心は教育環境である。

・自治体間競争の中，教育をまちづくり施策の様に推進している自治体もある。

そうした中，地域の強味を活かし魅力ある教育プログラムが必要かと思う。

　(1)全市における小中一貫校

　(2)グローバルコミュニケーションに向けた海外都市との教育を通じた姉妹

都市によるインターネットを利用した授業交流

　(3)有名指導者による特色ある学校づくり

　(4)眠育・食育の徹底した推進

　(5)体験学習（全市の農業体験事業）の推進

・無料塾への対応を聞きたかった。

・高校生の医療費無料化について

　高校生を持つ家庭の経済的負担を軽減するために実施するのか。経済的負担

の補助（援助）であれば無料ではなく，一定全額以上になった時の負担補助

でよいのではないか。それ以前に，　教育費の補助を厚くするのが本当ではな

いか。医療費無料化は，医療費増に結びつくと思う。
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・教育活動に取り組んでいる団体との連携，協働，協力，交流など進めてほし

い。

・学校図書が，司書さんのおかげで充実しているという意見があった。頑張っ

ている司書さんなので，時給をもっと上げていただくことで評価を示してほ

しい。外部機関の評価でも指摘されている。
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