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第１回葉山町総合教育会議 会議録 

 

１ 開会年月日  平成２９年５月１７日（水） 

２ 開会場所  保育園・教育センター 会議室２ 

３ 出 席 者  町 長  山梨崇仁 

         教育委員長  鈴木伸久 

         教育委員長職務代理者  山﨑勝美 

         教育委員  遠藤麻衣子、教育委員  小峰みち子 

         教育長  﨤町和久 

４ 出席職員  教育部長  沼田茂昭 

         教育総務課長  野田 仁 

         学校教育課長兼教育研究所長  冨樫俊夫 

         生涯学習課長  新倉利勝 

         政策財政部長  小山 誠 

         政策課長  町田 伸 

５ 議   長  町 長  山梨崇仁 

６ 書   記  教育部長  沼田茂昭 

７ 開   会  午後２時００分 

 

（開会宣言） 

教育部長） ただいまから、平成２９年度第１回葉山町総合教育会議を開会いたします。 

       本会議につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４第

１項の規定により設置され、同条第３項の規定により、町長が招集するものとなっ

ております。 

       時刻は２時でございます。 

       ここで、本日の配付資料の確認を行いたいと思います。 

       １点目、会議次第、２点目、「葉山町教育大綱（案）」、３点目「第二次葉山町

教育総合プラン」及び「概要版」、４点目が、資料１「葉山町教育大綱の策定につ

いて」、５点目が、資料２「学校給食に関する経緯について」。 

       以上でございます。不足がございましたら事務局までお申し出ください。よろし

いでしょうか。 

       それでは、会議次第に沿って進めてまいりたいと思いますが、なお、本日の総合

教育会議は、首長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議の場という位置づ

けになっております。したがいまして、何かを決定する決定機関ではございません。

また、首長の諮問に応じて審議する諮問機関でもないということを改めて申し添え

させていただきます。 
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       それでは、協議事項に入りますが、本日、教育委員会事務局以外に、町の政策部

から政策部長と政策課長が出席しております。 

       それでは、協議事項に入ってまいります。 

       本会議は、地方公共団体の長が招集するということになっておりますので、これ

以降の進行を山梨町長にお願いしたいと存じます。 

       それでは、町長、よろしくお願いいたします。 

町   長） それでは、協議に入ります前に、傍聴の方が３名いらっしゃいますので、その件

につきましてご報告をさせていただきます。 

       本日の協議事項といたしましては、お手元に会議の次第にございます協議事項の

２番に載っておりまして、第１「葉山町教育大綱（案）について」、第２「学校給

食について」、第３「その他」となります。 

       協議事項につきましては、以上でよろしいでしょうか。 

委員全員） 異議なし。 

町   長） はい。 

 

（葉山町教育大綱（案）について） 

町   長） それでは、協議事項１「葉山町教育大綱（案）について」を議題といたします。 

       本日、協議に入ります前に、午前中に教育委員会の皆さんの５月定例会において

承認されました、そしてまた、私も先ほど教育委員長よりご提出をいただきました

第二次葉山町教育総合プランにつきまして、まず初めに、事務局よりご報告をいた

だきたいと思います。お願いします。 

教育部長） それでは、ここで第二次葉山町教育総合プラン策定について、本日の協議題であ

る葉山町教育大綱は、葉山町の教育振興基本計画に位置づける当該プランの目標や

施策の根本部分が大綱に該当することから、第二次葉山町教育総合プランについて

お時間をいただくものでございます。 

       第二次葉山町教育総合プランの策定につきましては、平成２７年の葉山町教育総

合プラン検討会、平成２８年度の葉山町教育振興基本計画策定委員会を経て、パブ

リックコメントを行い、およそ２年間かけて策定し、本日午前中に開催された教育

委員会５月定例会において承認され、先ほど教育委員長より山梨町長に提出されま

した。 

       本日は、第二次葉山町教育総合プランの概要版をお配りしております。この概要

版は、パブリックコメントによりご意見があった概要版の作成要望について対応し

たもので、Ａ３判の見開きのカラー印刷としました。表紙には第二次プランの基本

理念をわかりやすく記載しております。ここに１２本の基本施策及び施策の方針の

概要を載せさせていただいております。内容については、極力専門用語を避け、一

般の方にもわかりやすいように工夫しております。最終ページにはポイントを記載
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しております。ここにありますように、この第二次プランは、町の教育振興基本計

画に位置づけるもので、国の教育振興基本計画を参酌しております。 

       学校教育、教育総務課部門では、主に国の成果目標１「生きる力の育成」、成果

目標７「安全・安心な教育研究環境の確保」、生涯学習部門では、主に成果目標３

「生涯を通じた自立・協働・創造に向けた力の修得」となっております。 

       また、第二次プランと町の第四次葉山町総合計画、教育大綱との位置づけについ

ては、記載のとおりとしております。 

       内容については以上でございます。 

町   長） ありがとうございました。 

       私どももその都度ご説明をいただきながら、ご意見も伝えさせていただく機会が

ありましたけれども、皆さんに何かご質問等、確認しておきたい事項などございま

すでしょうか。 

       では、﨤町教育長、お願いします。 

教 育 長） 若干くどい確認でしかありませんけれども、かねてといいますか、今年１月１８

日に開催した平成２８年度の第２回総合教育会議の場において、協議の中で、大綱

についてプランの基本部分に当たる内容を共有していくという方向で臨みたいとい

う確認をさせていただいていると思いますので、その意味で、今日は教育委員会の

プロパーの席で確認をしたプランの内容を町長にご紹介申し上げるという意味で、

今ほど説明を差し上げたということになります。 

       それで、次の協議題に臨む準備が整えば、それでよろしいかと思います。 

町   長） ありがとうございました。 

       次の、今日の協議事項の教育大綱につながるものと考えていますので、教育大綱

につきましては、私の行政当局のほうの所管ということで、十分これを把握した上

で、葉山町の教育の大綱の要を行うという形になります。 

       特に皆さんからほかになければ、次に進めさせていただきたいと思います。 

       それでは、教育大綱につきましても案をご提示してございます。大綱のそもそも

の根拠等につきまして説明をいただきたいと思います。教育部長、お願いします。 

教育部長） それでは、大綱の根拠についてご説明いたします。 

       大綱の根拠につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の

３、「地方公共団体の長は、教育基本法第１７条第１項に規定する基本的な方針を

参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に

関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。」と規定されております。 

       本日、お手元の資料１の（３）のとおりでございますが、地教行法第１条の３第

２項により、「あらかじめ、総合教育会議において協議するもの」となっているこ

とから、本日の協議題とさせていただきました。詳細についてはお手元の資料のと

おりでございます。 
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       以上でございます。 

町   長） 政策財政部のほうで何かありますか。 

政策課長） 政策課長の町田と申します。日ごろからお世話になっております。着座にて説明

をさせていただきます。 

       お配りさせていただきました「葉山町教育大綱（案）」をごらんください。 

       ただいま教育部長から、この大綱のそもそもの法的な位置づけ、策定の意義につ

いてご説明がありました。本日の資料１で「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」の条文が記載されておりますが、主語は「地方公共団体の長は」大綱を定め

るものとするというところで、これは葉山町長が定めるという位置づけになってご

ざいます。ですので、お配りした「案」という文字がついておりますが、これは、

まだ町長部局側で最終的な詰めのところまで、ほぼ大詰めなのですが、最終的な詰

めをして、また今日の総合教育会議でご意見を踏まえながら、最終的なかため作業

をやっていくことということで「案」がついていることをまずご説明させていただ

きます。 

       それから、５ページの一番最後に、葉山町がつくるものだということを、誤解の

ないようにということで四角で囲っております。発行、編集を、私ども政策課で総

合計画の進行管理を主でやってございますので、総合計画との連動という分を踏ま

えて、事務局、編集を私ども政策課でやっているということを付記させていただい

たものでございます。 

       １ページをお開きください。詳細の説明は省かせていただきます。先ほど教育部

長が位置づけ等についてご説明いただいたことが、１ページの上段の半分に書いて

ございます。下については、中段以降は、葉山町総合計画、第四次総合計画を平成

２７年度に策定してスタートしていることについては、皆様ご案内のとおりでござ

います。その基本理念の１つが「“人を育てる”葉山」となってございます。具体

的には、将来を担う子どもたちの育ち・学びを地域で支えることを基本的な考え方

として理念に据えたものでございます。 

       町が策定する教育大綱は、第四次総合計画のこの１つの柱になってございます

「“人を育てる”葉山」の考え方を根底に据えまして、第二次教育総合プラン、今

日の午前中に教育委員会で策定されましたこの総合プランの、基本的にはエッセン

スを抽出する形で策定を進めてございます。 

       ２ページ目に期間が書いてございます。第二次教育総合プランと同様に平成３２

年度までとすることで、町の最上位計画であります第四次総合計画の基本計画期間

と合致させております。これによりまして、ＰＤＣＡサイクルをより着実に回して

いくことで、掲げる目標の実践をしやすくするという狙いがございます。 

       以下、２ページの中段から４ページ、５ページまでは基本目標と基本目標を達成

するための施策を掲げてございます。先ほどお話ししたとおり、教育総合プランに



 

 - 5 -

記載されている主なものを引き出す基本として記載したものでございます。 

       大変大雑把な分けになってしまいますが、１つ目の基本目標「子どもの豊かな自

己実現力（生きる力）をはぐくむ」、こちらにつきましては、学校教育もしくは学

校環境の整備を中心とするもの。２つ目の基本目標であります「だれもがいつでも

学べ、交流し、心身ともに豊かに暮らせる環境を整える」、こちらにつきましては、

学校教育以外の主に生涯学習、スポーツ・文化の推進等に関連するものにかかわっ

た施策を掲げてございます。 

       この大綱が策定されれば、教育委員会と町部局との連携がおのずと図られていく。

総合計画を基本に教育総合プランが策定された。教育総合プランをもとに、そのエ

ッセンスを大綱で抽出しているということであれば、最上位の総合計画、それから、

教育総合プラン、教育大綱が目指すものというのは方向性が一致しているはずでご

ざいますので、これをＰＤＣＡで着実に推進していくことイコール町部局と教育委

員会との連携が図れると考えているところでございます。 

       内容の説明は、大変大雑把ではございますが、以上となります。 

町   長） ありがとうございました。 

       先ほど﨤町教育長からお話がありましたけれども、私たちは、この大綱の設置に

向けましては、教育総合プランの策定を待ってということで、時間をかけて非常に

丁寧につくり込みをする中で、次のステップで大綱にと移る予定で今推移をしてご

ざいます。 

       先ほど申し上げましたように、私自身も教育委員の皆様をはじめ、教育長や教育

委員会の職員の皆さんとも、時には学校の関係者の方ともお話をする機会をいただ

きながら、葉山町の教育のあり方については議論をさせていただきまして、本プラ

ンの本日発表されましたものにつきましては、自身も意見を持ってきたところでご

ざいます。ですので、基本的にはそこの抜粋といいますか、大綱はプランに準ずる

形ででき上がります。どちらが先かという話はなくて、結果的には、行政側と教育

委員会側と同じ方向を向いて進むことができる状況にもありますので、それに準じ

てこれからも突き進んでまいりたいと考えているところでございます。 

       皆さんから本件につきましてご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

       﨤町教育長、お願いします。 

教 育 長） 繰り返しと言えば繰り返しなのですけれども、従来の合意に沿って第二次葉山町

教育総合プランのエッセンスを吸収して大綱案にしていただきました。そういう意

味では、町長と実際に作業に当たられた関係課には感謝申し上げたいと思っていま

す。 

       従来の合意の中でお話ししたように、そもそも町に大きく方向性を異にするよう

な２つの教育方針があっては、やはりおかしいだろうというようなことを基本的に

考えてきましたので、それに沿った形で大綱案を準備していただいたということは



 

 - 6 -

大変ありがたいと思っています。したがって、先ほど説明に当たられた政策課長か

らも、この大綱が策定されればおのずからこの連携が想定されるのだという話があ

りましたけれども、まさにこれから実践段階で町長部局と私ども教育委員会の連携

が極めて大事だなと。そういう意味で力を尽くしてともにその実現に当たっていく

のかなということを思っています。 

       内容的には、そういう意味ではエッセンスを吸収していただいたので、全く異論

がない、そういう議論をする余地は全くないと思うのですけれども、逆に申し上げ

ると、教育委員会の考え方を酌んでいただいたがゆえか、あるいはそもそも大綱に

ついての枠組みの設定がそういうものかもしれませんけれども、例えば、子ども育

成とか子育てに関するものを大綱に入れるということはされなかったわけですので、

教育委員会プロパー、教育という形でやっているもの、それを尊重していただいた

形で大綱をつくっていただいた、そんなことになると思います。 

       そうすると、今挙げたような例に当たる部分は、その周りというか周辺部に存在

することなので、お話のあったような連携にかかわるようなものになっていますね。

この大綱やプランに書かれた内容に即した連携についてはこちら側が政策主体にな

り、それをご支援していただくような形で連携が始まると思いますけれども、逆に、

今例示したような周辺部分については、どちらかというと町長部局のほうでいろい

ろな意味で主導権を持っていただいて、それにかかわる学校教育ですとか教育総務

ですとか、あるいは生涯学習ですとか、それに関連する課なり係なりが、それぞれ

かかわっていくという意味での連携のようなことを、逆に町長側のほうが想定され

てこういう枠組みにされたかなと、私としてはそう理解をしております。 

       そういうことを含めて、改めてというのも何か恐縮ですけれども、この大綱制定

に当たって葉山町の教育に寄せる町長の思いのようなものをお話しいただけると、

また委員さんが話しやすいかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

町   長） 﨤町さんは非常にプロパーの教育の意向をとおっしゃっていただいたのですけれ

ども、ただ、私は行政によりまして、例えば今いろいろと、ここで言うプランでい

うと支援教育の問題だったりとか、学童分野の充実とか、放課後児童教育ですね、

要は生涯学習につながる分野についても非常に今注目を集めている中で、それにつ

いても今回の教育総合プランでは十分反映できるものを逆に配慮いただいたという

気持ちもありますので、何かお互いにお互いの意見の言い合いのようですけれども、

私がむしろ皆さんに感謝したい気持ちでございます。 

       私自身、かねてより教育の難しさについては、これまでも申し上げてまいりまし

た。私自身で言えば、教育関係の学校に行ったわけでもありませんし、資格を持っ

ているわけでもありませんで、一素人である者が、そうやみくもに教育について政

治の立場からものを言うべきでないということも自分で十分自覚をしているところ

でありますので、専門家の声を聞きながら、そこにどのようなエッセンスを加えら



 

 - 7 -

れるかというぐらいの感覚でなければいけないとむしろ思っております。 

       ですので、今回のプランのように、今の﨤町さんのお言葉を借りれば、プロパー

の方が引き続き町の教育を考えていただく中で、そこに周辺環境的に、例えば人も

そうですし、一番はこの葉山町の環境を、自然環境だったりとか財産を子どもたち

にいかに感じてもらえるか。もう既に４校が田植えもやっていますし、南郷のＦＧ

Ｃ活動もあります。いろいろな意味でそれは十分これまでもやってきたことであり

ますから、それをますます活性化させていくことが私の仕事だと思っておりますの

で、むしろ葉山らしい思いを私がというよりも、皆さんが持ってきたものをよりい

かに磨いていくかが課題だと思っています。そこにつきましては今、政策課も協働

を使って、町の仕事を手伝ってもらうという切り口ですけれども、今朝は国際交流

協会の皆さんの総会があったのですが、そこでも、将来の子どもたちに向けて国際

化を皆さんの手で一緒になって盛り上げていこうという話もありました。 

       申し上げたように、本当に新たなエッセンスを、葉山町だからこそできるものを

プラスしていくような形こそ、葉山町の本当の教育が子どもたちにいろいろな影響

を与えて、そして、結果的には自分で判断をして生きていくことができる人間が育

つと思っていますので、ぜひ変わらぬ引き続きのお互いの協力を続けていきたいと

思っております。 

       私から先に言わせていただきましたけれども、以上でございます。 

       皆さんいかがですか。小峰さん、お願いします。 

小峰委員） 今、教育長、それから町長のお話を伺って感じたことがあります。この大綱の最

初が、「１ 教育大綱とは」という言葉から始まる見出しなのですけれども、ここ

に町長のお考え、今言ってくださった教育委員会と足並みをそろえてとか同じ方向

を向きながら進めていきたいという思い、そのあたりを、例えば「はじめに」とい

うような言葉でお書きいただくのはどうでしょうか。町長がお考えになっている教

育理念が、教育委員会の向いている方向と同じだよという書き方でもよろしいので

すけれども、そういう言葉が、「教育大綱とは」で始まるのではなくて、町長の署

名入りで載るといいなと思います。 

       全く同じ言葉で、「“人を育てる”葉山」というのが、町長がお考えになってい

る大綱の基本理念であるということも、話し言葉というか書き言葉でここに示され

るほうが、やはり町として大綱を作成したという趣旨が伝わるものになるのではな

いかと思います。葉山の町の教育施策は、みんなで一緒に同じ方向を向いて取り組

んでいくよということが伝わるよう町長のお言葉から始まるような大綱になったら

いいなと考えたところです。 

町   長） ありがとうございました。 

       構成上は十分可能だと思いますので。ただ、私自身、この場で、皆さんはご関係

の皆さんなので大分省略をして同じ意向ですと申し上げていますけれども、例えば
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この大綱のコアという中ですと、一番大事なことは４行目、「策定に当たっては、

総合教育会議の場を活用して、教育委員会と協議を進めてまいりました。」、協議

ができる私たちであるということ。決してそこからそれて争い状態にならずに、協

議や話し合いを重ねて、お互いの妥協点を見つけながら一緒にいられるということ

が大事なことだと思っていますので、この辺を強調しながら、その結果、こういう

ものがまとまったという表現を書けるように、こちらの政策課の担当のほうと協議

を、話し合いをしていきたいと思います。私の写真を入れるかどうかは別です。 

小峰委員） そうですか。最後に入れていただきたいです。 

町   長） ありがとうございました。 

       遠藤さん、お願いします。 

遠 藤 委 員） 今の小峰委員のお話に付随してですけれども、ホームページの町長のごあいさつ

が私はすごく、教育の観点から見せていただいてもとても好きで、「葉山ってそう

いう町なんだ」と再認識させられるのですが、やはり歴史、文化、芸術、スポーツ、

全てに活気がある葉山、そういった町で育つことでその町に誇りを持つ、そういう

中で地域の人たちとの絆と温かさが葉山の魅力と。本当に教育の今回定めているも

のの目標に全て絡んでくる、つながってくるかなと思いましたので、今、小峰委員

のご意見に付随してですけれども、ぜひ、私もその意見を見たいなと思っておりま

すので、どうぞよろしくお願いします。 

町   長） かしこまりました。わかりました。 

       ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

       では、次に進めてまいりたいと思いますが、教育大綱と教育総合プランにつきま

しては、繰り返し申し上げますが、町部局と教育委員会事務局との連携を深くさせ

るものでございまして、引き続き相互の連携について協議をされるような動きを目

指すべきだと思っております。 

       大綱も、これから時期を置いて、いただいたようなご意見をまとめながら完成を

見たいと思いますけれども、事務局のほうから、そういった連携のこれからの過程

につきましてご説明等ありましたらお願いしたいと思いますが。 

       教育部長、お願いします。 

教育部長） それでは、町部局と教育委員会事務局の連携ということについて説明させていた

だきます。 

       先ほど町長からもありましたとおり、葉山町教育大綱（案）及び第二次葉山町教

育総合プランには、町部局と教育委員会事務局の連携を不可欠とする幾つかの施策

が存在しております。従来どおりの連携については、学校給食、葉山町発達支援シ

ステム、東京２０２０オリンピック・パラリンピックなどがございます。 

       現在進めているものはもとより、第二次プランを進める上で新たに連携が必要と

なってくる、そう考えられる施策がございます。例えば、学校防災に関する地域と
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の連携、これは、現在一色小学校で行われている避難所運営委員会活動を他の学校

にも広めていきたいという施策となっております。また、学校施設の計画的な更新、

ここでは、葉山町公共施設等総合管理計画第一次実施計画の策定がございます。 

       次に、生涯学習環境の再構築、ここでは、第四次葉山町総合計画の基本施策３３、

協働によるまちづくりの推進及び今年度策定しました協働のまちづくり指針を踏ま

えた環境づくりが必要となります。そのほか、葉山町健康増進・食育推進計画を踏

まえた健康教育、食育の推進や小１プロブレムへの対応として、幼稚園、保育園、

小学校の交流などがございました。 

       また、大変事務的ではございますが、第四次葉山町総合計画の振り返りと第二次

プランの点検・評価の整合もございます。特に、学校施設の計画的な更新や生涯学

習環境の再構築などは大変大きな課題でもございます。本日の会議において、こう

いった部分についての共通認識等々の協議を行っていただければと考えております。 

       以上でございます。 

町   長） 具体的にこの点をもう一度確認してもらっていいですか。 

教育部長） 個々の施策についての詳細な話ではなくて、教育委員会だけで進めることがなか

なか困難であるものについて、それぞれの執行機関のトップ同士が意思の疎通を図

っていただければ、担当者レベルの動きも非常にスムーズになるのではないかとい

った意味でございます。 

町   長） わかりました。事務局のほうから事務的に何か議論してほしいといったことはあ

りますか。お願いします。 

教育部長） 例えば、生涯学習の再構築や総合管理計画の第一次実施計画の策定に当たっては、

担当レベルの検討会議などの体制をなるべく早めに構築していただければ、先ほど

政策課長からも話があったとおり、連携を進めていけば、ＰＤＣＡの進行の部分が

スムーズに行くのではないかと思います。 

町   長） ありがとうございました。 

       若干内部の事務的な面もかかわってくるのですが、例えば、今お話がありました

けれども、学校の評価・点検などのことはもう長いですね、７～８年経っています

ね。平成２０年の初めのころから教育委員会のほうで独自にやっていただいている

ものがあるのですけれども、今、行政のほうでもそういった事務事業の点検、施策

の点検、政策の点検ということが、先ほど町田課長からＰＤＣＡサイクルと、プラ

ン・ドゥー・チェック・アクションを回していこうということが、もうこれは必須

の課題として取り組みを求められている中で、教育委員会が既にやっているものと

整合を図らなければいけないというところも感じておりますので、いずれにしても、

なるべく効率よく事務を回していって、本来力を入れるべきところはそこじゃない

ということもありますので、効率よくやりながら、使えるツールとして成果物を生

み出してほしいと思っているところはございます。 
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       また、先ほどお話ししたとおり、オリンピック・パラリンピック、また、学校給

食等、いろいろな事業で既に連携をとっているところもたくさんありまして、内部

の事務的な面ですと、私は特に齟齬を感じていませんので、今、何か具体的に焦点

がありますかと伺ったのですけれども、皆さん、日ごろの議論の中で、教育委員会

と行政側との連携等で課題を感じられたりとか、もっと加速すればいいのにという

ような点がもしありましたら、ご意見いただければと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

       﨤町教育長、お願いします。 

教 育 長） 最初に、町長が今お話しになった話のうちの点検・評価にかかることで言います

と、確かに今回、総合計画、それから教育振興基本計画、そして大綱と、基本的に

は共同歩調で進めていこうということですから、それにかかわる取り組みの検証に

関しては、同じようにやっていくことが望ましいと思います。それぞれ担当ごとに、

若干違った様式というか雰囲気的なものはあるかもしれませんけれども、基本的に

は同じようなことができるのが望ましいと思っています。 

       そのために、これは町長側に求める課題ということではなくて、私たちのほうの

自分たちの課題だと思いますけれども、現在行っている点検・評価に関して言いま

すと、第一次教育総合プランにのっとって行われているわけですが、どっちかとい

うと事業をきちっと自分たちで査定をして、その反省をし、課題を見つけて、その

反省点を次に生かして取り組みを決めていくというスタイルになり切れていなくて、

やや自分たちがやっていることを叙述しているだけというのですかね、こういうこ

とをやりましたということをいわば文章体にして、事業を文章体にして書き下ろし

たようなスタイルで進行していて、十分点検・評価になっていないと自覚しており

ますので、ちょうど第二次総合プランを策定して、これを実施に移すことをきっか

けにして、その点検・評価のスタイル自体を本来的な、もう少し機能する、ＰＤＣ

Ａのなまえにたえるようなものに変えていこうということもあります。ですので、

そういった作業をやるときに、あわせて町側のＰＤＣＡのつくり方とか、そういう

もの等を参考にさせていただきながら、あるいは軌を一にさせていただきながら取

り組んでいきたいと思っています。 

       それから、もう１点の個別具体的にということですけれども、町長部局と教育委

員会の特に事務局ですけれども、このサイドが連携を強めていくことに関して、異

論のある人はもちろんいないと、これはもう端的にそう思います。ますますこれか

らは、かつてのような行政の各部局の敷居の境界線上に浮上してくる問題が多くな

ってくるような社会情勢ですから、それについては、町長はよく横連携という言葉

をおっしゃいますけれども、縦割りのそういう行政でもって対処することができな

いことだって山ほどあるわけなので、ますますこれは進めていかないといけない、

当然のことだと思います。 
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       そうは言っても、今回幾つかいろいろな課題が登場しているのですけれども、そ

ういった連携の１つのモデルといいますか成功例として、恐らくさっき部長が例示

した中にもあったのですけれども、発達支援システムというものがあって、たまた

ま逗子市は、部局統合みたいなことをして、子育て部門と教育をくっつけるという

ようなことを機構改革でされたようですけれども、そこまで行かなくても、私たち

の中で連携という形でやってこられたことがあるし、それから、そのことに関する

一種の成功例ではないかと私は受けとめています。なので、町長にお願いですけれ

ども、もし差し支えなければ、事務局から、葉山町発達支援システムがどんなもの

なのかということを改めて紹介していただいて、次は、さっきの幼保小の小１プロ

ブレムの対応みたいなところへ拡大して行く道があるかとか、そういったところを

例示していただけたらありがたいなと。 

       それで、振る前に、私としては何が評価できるか。この発達支援システムは、何

かが主で、ほかについでに声かけて、ほかの課にもついでに来てもらったという感

じではなくて、やはり３課が比較的融合して、どれも同じように力を出し合いなが

らやれているのではないかというところが評価できるかなと思っているのですね。

そういう意味でお話しいただけるとありがたいと思います。 

町   長） 冨樫課長。 

学校教育課長） それでは、幾つかお話をさせていただきます。 

       この発達支援システムですけれども、事務局を子ども育成課、福祉課、学校教育

課、３課が持ち回りでやっております。ですから、年度によって主となる課は変わ

るわけですけれども、具体的な動きに関しては、３課が同一歩調で一緒にやってお

ります。 

       大きく内容といたしましては、発達につまずきのあるお子さんが、生まれてから

就労まで、あるいはその先も含めて具体的な支援を一本化していこうという動きで

ございます。学齢期以前につきましては、主に子ども育成課が中心となっておりま

して、いわゆるたんぽぽ教室もそうですけれども、子どもたちの様子を見ていくと

いうことになります。それから、学齢期になるに当たっては、必ずたんぽぽ教室や

子ども育成課の情報がきちんと学校に伝わるようにして、指導の一貫、支援の一貫

性をとっていくということが今できております。 

       これは当然、保護者に同意書をいただいた上でそういうことをさせていただいて

いるわけでございますが、これによりまして、突然学校の中で「支援をどうしてい

ったらいいだろう」と戸惑うことが少なくなっております。たんぽぽ教室でこうい

う支援をしてきて、こういう効果がありましたということを事前にお話しいただき、

また、たんぽぽ教室の指導員の方が学校に行っても説明をしてくださっております。

その後、入学の後は、５月から７月ぐらいの間に、今度は学校での様子はどうなっ

ているのだろうかということを、改めてまた、たんぽぽ教室の方が行っていただい
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てケース会議を開いてくださっている。こういう一連の流れを通して、いわゆる今

小１プロブレムの話もありましたけれども、そこになりにくいような状況を、でき

るだけ環境をつくっていくというのをシステムとしてつくっています。障害の部分

もありますので、福祉が当然かかわってまいりますので、そういった意味では、か

なり小さいときから丁寧な対応ができているのだろうなと思います。 

       それから、今度は学齢期が終わって高等学校に進んだ場合ですが、そういったと

きにも、学校教育の情報がきちんと福祉課に伝わることによって、場合によっては、

高校に進学してから手帳を取らなければならないという状況が出てくることもあり

ます。そういったときにも、この発達支援システムはずっと機能していることによ

って、それもスムーズにできますし、今までの支援の方法が一貫してできるという、

そういう形になっております。 

       この形が今、葉山町発達支援システムとしてうまく機能しておりますので、そう

いった意味では、非常に有効に活用しているかなと思っております。特に、ちょっ

と１つ細かく具体になるかもしれないですが、何か支援をしてほしいという要望が

あったときに、すぐに関係課が集まって、この子に、いつ、どこで、誰が、どうい

う支援をしたらいいのか、そういうケース会議を持ちます。それにのっとってすぐ

に動きますので、そういった意味では、その方への支援というものが、いわゆる途

中でとどまることがなくできているのかなというところは感じているところでござ

います。 

       雑駁ですけれども、説明をさせていただきました。以上でございます。 

町   長） ありがとうございました。 

       私のところに、発達支援システムをさらに広げた形でいろいろとご要望はいただ

いておりまして、ご存じだと思いますけれども、例えば、保育園、幼稚園、それも

無認可だったりとか、今、お父さん、お母さん同士でやられている保育グループと

いうのでしょうか、そういった方々の声も、ぜひ小１プロブレムという言い方はな

いですけれども、内容が同じ問題について、ぜひ情報連携をしたいという言葉をた

くさんいただいておりまして、学校教育課のほうで受けていただいているところも

たくさんあります。すごく活発な先生方が多いので、それにきちんと門戸を開いて

お話しくださっていますので、発達支援システムのみならず、幅広く支援システム

として機能させようという思いは感じますから、ぜひ引き続きお願いしたいと思い

ます。 

       皆さんからいかがでしょうか。小峰委員、お願いします。 

小峰委員） 今おっしゃった発達支援システムで子ども育成課、福祉課、教育委員会、３者が

きちっと連携してといったお話がありましたけれども、さらに望みたいのは、ここ

でも小１プロブレムの対応として、幼稚園、保育園、小学校の子ども同士の交流と

いうような話もありましたが、実は交流だけが大事ではなくて、もう１歩、就学前
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の教育を確実に引き継いだ小学校１年生に対するスタートカリキュラムが作成でき

ることが、学校教育にとってとても大事なことだと思います。ぜひ３つの課が連携

し、保育所の保育士、幼稚園、小学校の教員、そうした方々を動かせるようなシス

テムがつくれ、葉山町としてのスタートカリキュラムの作成ができるような、具体

的なものが動き出すといいなと思っています。子どもたちにとって、この３つの課

の連携がうまく進むと、とてもいい教育成果が上がることを期待したいです。 

町   長） ありがとうございます。 

       どうですか、冨樫課長、お願いします。 

学校教育課長） 直接スタートカリキュラムの手前のところを今始めているところでございます。

具体的に何かといいますと、今、町長にも触れていただいたのですが、無認可も含

めて幼稚園、保育園、さまざまな機関の方々と教育委員会の幼児教育担当と一堂に

顔を合わせて、まず人と人とのつながる環境をつくっております。ですから、そこ

に今度は学校の教員も入れて、幼稚園、保育園、教員、教育委員会、ここが集まっ

て、具体的にどういうつながりを持っていったらいいだろうかという話し合いを今

始めたばかりでございますので、そこを中心に、今、小峰委員のおっしゃられたと

ころにつながっていけばいいかなと感じているところでございます。 

町   長） ちょっと私も聞いただけで、ためらったのですけれども、最近、俗にグレーゾー

ンのお子さんが保育園、幼稚園関係で非常に増えているという認識をお持ちのよう

です。そちらの話をやはり情報連携したいということがまず優先されるところでご

ざいまして、そこの話は今とっかかりがあるのですけれども、その先をしっかり見

据えて連携したいと思います。ありがとうございました。 

       ほかにはいかがでしょうか。山﨑委員、お願いします。 

山﨑委員） この大綱について、私の持論で前からシンプルでいいのではないかと話していま

したが、非常によくまとめていただいたと思います。町の第四次総合計画との整合

性もかなりとれているものかなと思います。一方では、例えば今お話があったのは、

町部局、教育委員会と幼稚園、保育園、小学校の情報共有と連携というと言葉とし

てはいいのですが、例えば、情報共有、連携を通じて幼児教育の充実とか保育教育

の充実というような形で、その結果のほうを入れたらと思います。また、簡単な言

葉で言えば、２ページの「確かな学力」の育成のところに「小学校のＩＣＴ環境整

備等の情報教育の充実」と書いてあるのですが、まさにそのとおりだと思います。

しかし「ＩＣＴとは？」ということになると、例えばその訳のとおりに「情報通信

技術」というか、そうでなければ「ＩＣＴ環境整備」をどこか注意書きで、これは

「情報通信技術」だというようなこと、あるいは次の３ページの４番に、支援教育

の推進の中で「インクルーシブ教育」、これも教育に携わっている人はみんなそれ

なりに理解するのですが、そうではなくて、大綱は決して我々だけではなくて、一

般の方々ということになると、どれだけ理解してくれるかということになれば、こ
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れも、日本語に改めるか、そうでなければ、注書きで、障害の有無によらず、誰も

が同じ場で共に学ぶことができる教育のことですというような、わかりやすい表現

にできたらすばらしいなと、そのように思いました。 

       それから、地域との連携ということも、たまたま県のたよりの今月号に、民生委

員制度が１００年を迎えるということで民生委員の仕事というのが出ていました。

一番先に出ていたのが、朝のあいさつ運動や小中学校の登下校の見守りとありまし

た。まさにこれは民生委員の職務そのものかどうかは別としても、民生委員協議会

としての意識としては、これはかなり前に出ていると思うんです。 

       ２～３日前、ラジオでその１００年についての話がありましたが、このようなこ

とを民生委員さんはやっているのです。だから、皆さん、会ったときに「ご苦労さ

ん」とかと声でもかけてもらえれば、なお元気が出るというか、意識してくるよう

になりますので、ぜひやってくれということを話されていました。だとすれば、や

はり民生委員協議会等の仕事も単に地域ということだけではなくて、全部並べたら

大変ですけれども、例えばという形でちょっと加えるような方法はできないかなと、

そんな感想でございます。 

町   長） 確かに、例えばＩＣＴ、インクルーシブと片仮名が増えてくるのですね。理解が

違ったりすることもありますので、おっしゃるとおり、ご覧になるのは一般の方が

多いと思いますから、その辺は注意書きを増やす等、対応してまいりたいと思いま

す。 

       また、民生委員さんをはじめ、本当に町の当局側には、一般の町民の方、教育等

にかかわりのない方の中でも、非常にお力をいただいている現状もございますので、

できることならば、いろいろな方のことを書きたい気持ちもあるのですけれども、

抑え抑えにしながら一言でまとめているところもございます。そちらのほうは、今

後の策定の際の協議の一つとしていきたいと思います。ただ、山﨑委員おっしゃる

とおり、シンプルにしたいという気持ちもありまして、相反するところもあるわけ

です。ご意見として承って今後の参考にしてまいりたいと思います。よろしくお願

いします。 

       ほかにはいかがでしょうか。﨤町教育長、お願いします。 

教 育 長） 全体としては連携は当然ですよというところでスタートさせていただいたのです

けれども、今回のプラン、大綱の内容にかかわって非常に大きなくくりというか枠

組みの中でこういうことに注目しておいてほしいというところがありまして、個別

には踏み込まないという話だったのですが、ちょうど、町長はもちろんですけれど

も、政策部長も政策課長もいらっしゃいますので、あわせて聞いていただくような

つもりでひとつお話をしたいと思います。 

       今回のプランに即して言えば、第１はどちらかというと学校教育分野で、第２が

生涯学習分野ですね。その中で特に町長部局との接点になりそうなところで大きな
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目標を言いますと、学校施設の計画的な更新というのは非常に大きくて、ご承知の

ように、葉山町の公共施設の項目数は別として、実際の土地面積ですとか建物の面

積、容積ということでいうと、学校施設関連は物すごく大きいウエートを占めてい

るわけですね。ですから、葉山町における公共施設全体の更新とか見直しとかに当

たって学校施設をどうするかというところが、ある意味ではとても大きな肝になる

ところもあると思います。ですので、公共施設等総合管理計画実施計画というもの

を今後策定していくわけでございますけれども、そこに当たって、関係課が具体的

にどこかと断定はできませんけれども、例えば公共施設課とか教育総務課とか、あ

るいは学校教育課とか政策課もそうでしょうかね。そういったところがやはり緊密

にそれこそ連携をとっていただいて、それをきちっと推進していただきたいなと。 

       もちろん町の公共施設のどんなところでも、みんな欠かさず重要なものであるこ

とは間違いないのですけれども、事はやはり子どもたちの育ち、大げさに言えば、

命にかかわるような施設ですので、そういうことを踏まえて、ここはやはり十分に

緊密な連携をとっていきたいなと。既にそのはしりが給食センターの建設の中にあ

らわれてくるのかなと思いますけれども、そこはぜひお願いしたい。 

       それからもう一つ、これは私がよく校長会議などで校長さん方に言うような観点

の問題ですけれども、とかく私たちは、いろいろな目標を立てたり、それに取り組

むときの手だてを考えたりするわけです。そこではおのずから理論上の体系として

は何が重要で何が副次的かということが構造的に定まってくると思うけれども、い

ざ実際に取り組むとなるとどうするのかというと、まず体系上重要なものからとい

うことよりも、とりあえず今、目下やらなければいけないものから優先順位をつけ

てやっていってしまうわけですね。今よくお使いの言葉で言うと、喫緊の課題をや

っていくわけです。その結果として、とてつもなく重要なのだけれども、今日、明

日の問題ではないという問題に関して、概して置き忘れていって、気がつくと次の

サイクルまで放りっぱなしということがよくあるのですね。学校目標もそうだと私

は思います。なので、そういうことがこのプランとか大綱の実践に当たっても起こ

るのは嫌だなと思っています。 

       特にそれが起こりがちだと思っているのは、生涯学習分野のさまざまな総合的・

体系的な整備というような言い方で項目を立てさせていただいた部分なんです。今

の時代ですから、恐らく学校教育ですら、教える側と教えられる側というものも、

単純に主体と受け身というような関係に必ずしもならない。子どもたちを主体にと

いう時代になっていると思うのだけれども、生涯学習の分野に関して言えばもっと

そうだと思うのですね。まさに、かつては社会教育で、偉そうに言えば、行政のほ

うが公共として社会に対して教育してあげるというスタンスだったと思うのですけ

れども、今はもうそういう時代ではなくて、住民の方たちが自発的に次々と自分の

関心を高めながらいろいろ学んでいく。その環境に対してどういう支援、アプロー
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チできるかという時代に入っていると思うのですね。でも、なかなかそういう切り

替えとか支援策をうまく整備していくことができないというのが、多分どの市町も

抱えている現状かなと思います。 

       これをきちんとつくり直していくという作業は、今すぐやらなければいけない作

業では別にないわけだから、ともすると放っておかれがちな、そういう分野だと思

うのですね。でも、いつかはきちっと整理されて位置づけがはっきりしていかない

と、この方面はなかなか進捗していかなくて、いわゆる行政がやるのか、勝手にや

れになるのか、そこら辺がうまくいかないまま空回りしてしまう可能性があります

ので、こういう分野についても、やはり教育委員会の各課と、政策課あたりと思い

ますけれども、そういうところとの協議で、緊急ではないからといって先送りせず

に、早い段階から着手して積み上げてもらいたいなというのを、私として町行政に

お願いしたいと思っております。 

       以上です。 

町   長） ありがとうございました。 

       公共施設の経過の話がありましたけれども、実際に管理計画を定めましたが、本

年度から個別具体の施設について関係各課で議論を重ねていきます。本来であれば、

統廃合等で規模を小さくしようという動きの中に、全く新しく学校給食をつくりま

しょうということで、今ある給食施設についても、今後はできれば減少させていく

方向で考えていきたいところもあるのですけれども、そういった細かな事情につい

ても、学校給食の中にセンターをつくるといいながら、その背景でやることがたく

さんありますので、今の﨤町教育長の話は、そういったところもしっかり、すぐに

でも目を向けていこうということだと思います。 

       今日は事務方の皆さんがそろっていますので、十分承知してもらえると思います

けれども、やれることはすぐという気持ちでいきましょう。ありがとうございまし

た。 

       特になければ、次の学校給食に、今お話が出ましたので、続けたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

委員全員） 異議なし。 

 

（学校給食について） 

町   長） それでは、続きまして協議事項（２）「学校給食について」に移りたいと思いま

す。 

       現状の進捗等について、以前ご報告をいただいたことがございますけれども、そ

れから時間もたちましたので、事務のほうから、この際、ご説明をお願いしたいと

思います。お願いします。 

教育部長） それでは、学校給食については、平成２７年１０月２８日第２回総合教育会議に
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おいて、当時の葉山町立中学校給食推進委員会報告書について協議をしております

が、現在は、葉山町学校給食基本構想を策定し、地質調査等の業務も執行している

状況でございます。こういった観点から、本年度の第１回総合教育会議では、学校

給食について協議を考えております。 

       これまでの経緯につきましては、お手元資料２のとおりとなっておりますが、こ

れを要約して申し上げますと、平成２６年５月、当時の中学校給食拡大検討委員会

報告書について、教育委員会の意見を取りまとめ、中学校完全給食共同調理場とし

ております。同じく平成２６年５月に、中学校給食推進委員会を設置して検討を開

始しております。 

       平成２７年１０月、中学校給食推進委員会報告書により、小学校を含む給食セン

ターという報告になっております。この時点では、上山口小学校旧校舎の敷地を想

定しておりました。 

       平成２７年１２月、中学校給食推進委員会報告書をもとに、学校給食基本構想

（案）を教育委員会クレジットで作成いたしました。 

       年が明けて平成２８年２月から３月に、保護者等に対する説明会を開催いたしま

した。 

       平成２８年８月に、この説明会の結果を受け、学校給食基本構想（案）において、

上山口小学校から葉山中学校の法面に変更しております。 

       これをもとに、８月から９月に、保護者等に対する２回目の説明会を開催いたし

まして、平成２８年９月、学校給食基本構想が教育委員会で承認され、町長に提出

したという経緯になっております。 

       進捗状況でございますが、建設地である葉山中学校法面に対する地質調査、測量

設計調査、敷地の造成設計に係る予算について、平成２８年度一般会計第４号補正

予算において認められ、現在は、敷地の造成設計業務委託を執行しておるところで

ございます。 

       以上でございます。 

町   長） 当初皆さんに報告させていただいてから２年以上たつ中での、場所も上山口小学

校から葉山中学校の上に変更になっているところでございます。議会等に諮られて

おりますので十分ご承知のことだと思いますけれども、皆さんからご質問やご意見

等、何かございますでしょうか。 

       鈴木委員長、お願いします。 

教育委員長） まず、この報告書は間違っていないのですけれども、センター方式にするに当た

って上山口小学校一本に絞ったわけではないですね。その当時、沼田部長から、数

カ所候補地があって、いろいろな形で検討した上で、上山口小学校が一番、当面費

用等の問題を含めていいのではないかなという、かなり確定というよりも漠然とし

た形の優良候補地だったという感覚が私には実はあります。 
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       それから、このセンター方式にするに当たっても、いろいろな意見の中で調整し

てきたということがポイント的にはあるのだろうと思いますね。幾つかの工事、そ

れから幾つかの方法の中で、決まるまでの間は、場所については何候補、やり方に

ついても幾つかの方法論の中で議論をしてきているということで、全て途中経過で

この方向に行こうという検討はしましたが、全て確定しているわけではありません。

確定したのは、最終的に町長に答申したそこのところで最終確定をしているという

のが私の認識なものですから、そこを文章の内容の中でも、誤解があるといけない

ので、全てそうしましたよということではないということだけご理解いただいたほ

うがいいのではないかと思います。 

町   長） ありがとうございました。実際に、通常行政では決定したものを覆すということ

はあまりない、ほぼないと思います。ただ、委員長のおっしゃるとおりのことは、

教育委員会担当は十分理解をしている中で、よりよいという視点でいろいろなお声

をいただいて葉山中学校に変更した経緯もありますので、それを踏まえてのことと

思いますが、ちょっと表記を、確かに「としました。」と言い切っている部分があ

りますので、「候補地として優先順位の高いものとしました」とか、表記の問題か

なと思いますが、そこは、発信する際には十分ご注意いただきたいと思います。 

教育部長） わかりました。 

町   長） 先ほど私は２年半と言いましたけれども、１年半の間違いです。失礼しました。

１年半前のことでございます。 

       皆さんいかがでしょうか。とはいえ、まだ給食の具体が見えているわけではござ

いませんので、これといった話はないかと思うのですが。 

       私から１件、３月の初旬だったと思いますが、広報広聴の一環で福祉文化会館で、

少人数で小規模ではあったのですけれども、「町長と葉山のはなし」という機会が

ありまして、今回は食をテーマにやらせていただきました。そこで学校給食の件も

触れました。また、ゲストとして料理研究家の方や、ＩＧＥＳの物流関係に詳しい

方とか、ＩＧＥＳは、地球環境戦略研究機関ですね、その研究者のほか、商工会長

にも来ていただきまして、長柄の葉山ステーションの話をする中で、この「町の中

で食をテーマとして扱っていくこと」というテーマで学校給食の話にも触れたとこ

ろがございます。聞かれた聴衆の方からいろいろなご意見をいただきまして、例え

ば川崎市がやったように、タニタ、健康志向で有名ですけれども、そういったタニ

タの学校給食を導入したらどうだろうとか、また、私からも再三申し上げている町

のおいしさを追求していく中で地産地消、また、いつかは葉山牛を食べさせてあげ

たいなどという話もしたりとか、いろいろな食の話で盛り上がりました。 

       商工会の会長からも、今、現にショウガをテーマとして動いてくださっていると

ころもあります。その場では何かテーマで商工会が動ければいいという話があった

のですが、実際、葉山ステーションでは今全てのお菓子の店舗は、ショウガを使っ
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たものを必ず１品用意するということが進んでいたりとか、食をテーマにしたこと

で非常にいろいろな意見が出まして、給食についてもたくさんの方が興味を持って

いただいていることが重々感じる機会でした。 

       いろいろなご意見が来ておりますので、今後また具体の議論が始まる際には、実

現できるものについては取り入れていきたいと思っております。にわかに役場の職

員から人気があったのは、学校給食を役場で食べられるようにしたらどうだろうと

か。確かにステーションでつくられるので、それを配送の際に１００とか５０とか

限定食を町役場の食堂に卸してくれてもいいのではないかみたいな声もあって、給

食に対する思いは、職員も同じように大変期待を込めて熱いものを持っていますの

で、本当にいいものがつくれるように引き続き頑張っていきたいと思っております。 

       皆さんからいかがですか。小峰委員、お願いします。 

小峰委員） 今、町長からお話がありました人と食をテーマにした話し合いの中の夢、こうあ

ったらいいなという給食が語られたということですけれども、給食スタート前に、

保護者の方たちから、センター方式になったら地産地消は無理なのではないかとか、

融通のきかない献立での配食になるのではないかという心配の声もずいぶんあった

と思います。私が小学校の校長をしていた経験言いますと、センター方式の方が人

手があることで、かなりいろいろと融通がきく献立、調理ができると思います。今

日も午前中にありました教育委員会定例会の中で、教育長が、長柄小学校で６年生

からのリクエスト給食に応えるような日があったという話、６年生のほうから「こ

んな給食の日があったらいいな」というような提案がされて、それを実現したとい

う話があったのですけれども、そういうこともセンター方式になっても可能だと思

いますし、例えば行事食、葉山小学校が明日創立記念日だったら、葉山小学校には

お赤飯をつくって、ほかの学校は違う献立なのだけれども、それが順にめぐって６

校やっていくというようなこともできるはずです。調理器具、回転釜とかオーブン

とか、そういうもののやりくりを工夫すると、一遍に二通り位の献立で同時進行す

ることは可能だと思います。ましてやセンターになって、栄養士さんが複数の方い

らっしゃるとなると、そこで知恵を出し合えば、献立をどういうふうにやりくりし

ようかというレパートリーも広がると思います。 

       地産地消ということで、例えばシラスを使いたいといったときに、６校分を一遍

にそろえることはできないけれども、今日と明日、２日間に分けてやるのだったら、

Ａ、Ｂの献立で、地域のものを使った献立をＡ、そのほかのものをＢとすれば、３

校にはＡの献立、他の３校にはＢ献立というようなこともで、地域の食材を積極的

に取り入れられると思います。これは本当に始まってみないと、皆さんにこういう

こともできるんですよというのはなかなか宣伝しにくいかと思うのですけれども、

大いに夢を語っていただくと共に、センター方式の給食は自校方式に比べてマイナ

スなのだというイメージを持っていただかないためにも、このような方法で実現可
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能ではないでしょうかというような形で答えていただけると、保護者の方も子ども

たちも、中学校まで給食が広がるということに楽しみが深まるのかなと思いました。 

       ぜひ町長も、機会があったら皆さんとこの前のフォーラムのような機会に宣伝し

ていただけたらと思いました。 

町   長） ありがとうございます。 

       お願いします。 

遠 藤 委 員） 初めて学校給食のところに携わったときに、今、中学生の保護者というのはどう

いうことを考えているのかなということで、皆さんの意見に耳を傾けたときに、葉

山はそこまでみなさんの意見に耳を傾けた時に、少しずつ子どもの貧困に関して社

会が着目し始めている時期でしたが、葉山にも多少なりともあるのでは、という意

見が聞こえて参りました。また、子どもが小学校高学年から中学校に進むにつれ、

自分もそうですけれども、働きに出る女性が増えていますし、国としても、働く女

性、女性の社会進出を推奨する動きになるに従って、やはり保護者としての負担感

を減らしてあげたい。それと、ただその負担感を減らして手を抜くのではなくて、

子どもにもおいしいものを食べさせてあげたい。そういう思いから初めての完全給

食ということを私どもは願うようになりました。 

       今、夢のある給食ということで、私自身も給食という現場で働いたことがないの

で、今情報を集めている１つの分野としまして、給食会のホームページをよく見せ

ていただいているのですね。その中で１つご紹介したいのが北海道の給食会のホー

ムページですけれども、子どももとても見やすい内容になっていまして、そのメニ

ューの内容からいきますと食育の発信地になっているなと思います。例えば教材の

貸し出し、それは、栄養士や給食調理員向けに教材の貸し出しも行っていますこと

もそうですが、食器等の貸し出しですとか、あとは、もう一つ面白かったのが、マ

グロの模型を解体して中身を見られる、そういった教材の貸し出しなんかもござい

ました。あとは、人気のあるレシピ紹介ですとか、地元料理の歴史ともちろん調理

法ですね。私自身も夢のある給食センターづくり、先進地がどういうところがある

かということも探っていきたいと思いますが、そういうほかの情報の１つのツール

として、給食会のホームページはとても面白いと拝見いたしました。 

町   長） ありがとうございました。北海道のどちらですか。 

遠藤委員） 北海道給食会で調べると。 

町   長） 道でやっているのですか。 

遠藤委員） 道でやっているということですか。ただ、北海道。道内の小学校のこともたくさ

ん載っていたので、多分葉山町という単体でつくっていくことは、それをつくるこ

とはまだ難しいのかもしれないですけれども、そこから情報を集めて、給食センタ

ーにどういったことを位置づけたいというか、考えるツールにはなるかと思いまし

た。すみません、雑駁な意見で。 
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町   長） わかりました。ぜひ参考にしていただいて。 

       事務局、今の計画の進捗で何か報告できることがありますか。ソフト面のつくり

込み。このようなところで議論されているよというのは、決定事項ではもちろんあ

りませんけれども。 

       お願いします。 

教育部長） 給食センター建設に当たっては、学校給食センター建設業務及び厨房機器等購入

として一括でプロポーザルを行う予定です。学校給食センター建設業務及び厨房機

器等の購入は、基本構想の３４ページの平成２９年度から平成３０年度に予定して

いる給食センターの基本設計及び実施設計に当たります。これはプロポーザルです

ので、実施要綱に基づいて、発注側である教育委員会によって、実施要項を策定中

です。その中で、どういった給食の設備や備品が必要になってくるのか、もしくは、

例えば見学室を設けたいとか会議室が欲しいとか、そういったことを事務局と栄養

士、給食調理員の意見を聞きながら、作成しているところでございます。 

町   長） でき上がるまであまり細かいことは言えないという話でした。 

教育委員長） うちの委員２人からいろいろな将来希望が出て、僕はすごくいいことだなと思う

けれども、まず、きちんとやってほしいのは、やはり安全で安心できる給食の提供

というのが、これは第一なので、まずそこだけ、集中してそこに当たっていただき

たいなと。各部局も含めて、我々もそうなのだけれども。それ以降、何年か後に、

小峰委員や遠藤委員が言われたようなことを実践していくということは大変いいこ

となのだけれども、まずスタート時は、何せ安全・安心、もうこれに徹底して力を

注いでほしいということは一義的に考えておいていただきたいと思っていますので、

ひとつよろしくお願いします。 

町   長） 確かにそうです、そのとおりです。 

       﨤町さん、お願いします。 

教 育 長） 私が言おうと思ったことを、委員長が言いました。私も当面は、特に取り掛かっ

たときに、今までそれぞれ個別学校でやっていた調理作業も集団でやりますので、

規模も大きくなるし流れも随分変わると思いますので、一定期間に関しては、習熟

するまでしっかり安全第一で、そして衛生面を含めて、そこをまずしっかりやりと

いうことですね。 

       さっきのように夢のある話もそうですが、アレルギー対応に関しても、できれば

いろいろなところは広げていきたいわけだけれども、当面は、限定的であってもき

っちりできることがまず第一だと思います。そういうきっちりした安全スタートが

ある程度軌道に乗った後に、多分、栄養士をはじめとした調理員たちも、習熟等で

一定の余裕が出てくるでしょうから、その段階で、夢の話もそうだし、アレルギー

対応の幅などに関しても、もう少し拡大できないんだろうかという段階を追ったそ

ういう考え方をしていくほうが、これは賢明かなと私自身も思っています。 
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       そういうふうに委員長の話をトレースするのですけれども、その上でなおかつ、

私もやはり夢というかおしゃべりしたいところがありまして、昨今、ようやく神奈

川県内でも学校給食に関するそういった話題みたいなことがいろいろ目につくよう

になったかなと思います。先ほどのタニタの話もそうでしたけれども、私が最近気

に入っているのは、給食カレーベイの味です。これは私がベイスターズファンだか

ら特に目についたのかもしれないですけれども、横浜ＤｅＮＡベイスターズの選手

寮がありますね、そこでのカレーメニューを横浜市内のある小学校に提供して、そ

れをつくって食べるという企画ですね。カレーだから大人気というところもあるの

ですけれども、そういういろいろな可能性、例えば葉山町内でもこの間、町長も、

町民の皆さんとの話し合いの中で、町内にあるレストランのレシピみたいなものを

活用するとかという話をされておられましたので、そういうところにいろいろ幅を

広げてやっていくこともできるかと思います。 

       それと、さっきの子どもたちの提案とか提言を入れたメニューみたいなものを考

えていくということも夢があっていいですね。しかも、外に向けたリクエストを子

どもたちから募集するというやり方もあると思うし。そうすると総合学習とか家庭

科学習とか、そういうものと連結してやれる可能性はあると。そんなふうにして夢

を広げていくことも一定期間後には可能になるのかなと思っています。 

       それからもう一つ、恐らくもう少し現実的なことを言うと、私が一番期待してい

るのは、遠藤さんがおっしゃった北海道の給食会ほどではないけれども、センター

栄養食をつくるとなると、当然情報発信ができるようになるのではないだろうか。

今は残念ながら、そういう意味で、学校給食に関して外に出る情報というのはほと

んどないと思います。それは寂しいので、やはり学校給食センターだよりみたいな

形で定期的に刊行するようなところからスタートして、行く行くは即日、その日の

メニューみたいなものがホームページ媒体みたいなものを通じて保護者の皆さんに

示されるというようなところまで行くと、これはすばらしいかなと。それは決して

難しいことではなくて、一定日数のうちにはそういうことが期待できるのではない

かなということを考えます。そういう意味での着実な夢と言うと言い過ぎかもしれ

ませんけれども、今基本構想をつくったばかりのところでもありますので、その上

に幾ら積み上げられるのかということを考え方の基本にして進めていければと思っ

ております。 

町   長） 私が言うのも変ですけれども、とはいえというところがありまして、初めにいい

ものをやっておかないと、減価償却とか耐用年数だとかを話しても、初めに夢があ

るならば、夢に対応できるようなものを、多少お金がかかっても、私が言うのも変

な話なのですけれども、いいのではないかと思っていますので、ぜひどかんといき

たいなと思っています。 

小峰委員、お願いします。 
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小 峰委員） 今、センターから情報発信をと「センターだより」の発行をという話があったの

ですけれども、葉山町が全部６校とも同じ献立の給食ができるようになると、町の

スーパーに献立を張っておくというような情報発信も、親ってとても便利なんです

ね。「ああ、明日の給食にカレーが出るのに、今日自分の家カレーにするのはまず

いな」というような気付きができるなど、町全体が共有できる情報が身近にあり、

子どもたちの食について関心を持つこともできるので、教育長がおっしゃったよう

なセンターからの情報発信というものも、積極的にすることによって町全体を巻き

込むような学校給食になっていったら楽しいなと思いました。 

町   長） ありがとうございました。情報発信、確かに今まであまりケアしたことのない文

野ですね。 

教育委員長） 家庭の主婦、要するに小峰委員が言うのもそうなのですれども、今日もその話を

プライベートで聞いたのですけれども、それはいいことだなと思いましたよ。やは

り、その日のお昼にカレー食べたのに、また夜もカレーだったというとね、さすが

に私もちょっと嫌になってしまうのではないかと。子どもだとしてもね。だから、

そういう情報がスーパーに貼ってあると、スーパーに買いに行ったときに、「今日

はカレーは避けよう」とか、なかなかいいアイデアで面白いなと。面白いというか、

逆にあったら便利なのではないか。 

       だから、今教育長が言ったように、インターネットで見られるような状況でもあ

れば、やはり役に立つのではないかと。ダブるとさすがにどうかなと思うから、そ

れも確かに１つの考えとしてはあってもいいのではないかと、僕はさっき２人の話

を聞いていて思ったのですけれどもね。 

町   長） 「子どもの貧困」の問題がなくても、「食の貧困」はあると思うのです。私自身

も、今もって反省しているところがたくさんあるのですが、栄養補助食品とかコン

ビニエンスストアで、お金はあるのだけれども、過ごしてしまおうという親、子ど

もはたくさんいると思います。葉山は特に。ですので、そういう意味では、給食は

非常に大事ですし、その給食から情報を発信して、親の背筋を伸ばさせるような機

会になっていくことも大事なことだと思いますので、こちらは私からもぜひお願い

したいと思います。 

       貴重なご意見として承りました。ありがとうございます。 

       ほかにいかがでしょうか。山﨑委員、お願いします。 

山﨑委員） 皆さんが話すので、一言ぐらい、せっかくなので。やはり私も、給食は、すごく

夢が大事だと思うんです。先ほどから安心・安全とか栄養というものがあって、そ

れはもう当然のこととして、学校給食というのは、ご承知のように、すごく長い歴

史がありまして、戦後の食糧難時代から、給食の始まりは米軍の「ララ物資」だっ

たと言われていますが、我々の時代は例の脱脂粉乳というまずい牛乳と味噌汁ぐら

いでした。歴史としてはいろいろの思い出があるんです。ところが、今はやってい
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る、また、小峰委員が言われたように、学校の創立記念日におこわを出すとか、そ

ういうことは、子どもたちは喜ぶと思うし、将来覚えているんですよ、夢は。「あ

のときの給食はおいしかった」とか「楽しかった」と。そういうことであるとすれ

ば、まさに子どもたちの教育にとって、学校給食の役割は大きなものがあるとこの

ように思っています。 

       だから、このたびこういう形で学校給食を始めるということになれば、これから

少しずつ夢を持ちながら、先ほど町長が言われた、役場の食堂にも本日の学校給食

です、といったメニューを並べていたら職員さんも含めて関心を持つし、思い出の

残るような給食ということを葉山町の学校給食で実施してもらいたいと思うし、ぜ

ひそう願っておるところです。 

町   長） ありがとうございました。 

       皆さんからたくさん意見をいただきまして、ありがとうございました。 

       他に学校給食につきましてございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

       では、時間も迫ってまいりましたので、では、協議事項２、学校給食につきまし

ては、以上で終わりたいと思います。 

 

（その他） 

町   長） それでは、その他に移ります。 

       皆さんから、その他につきまして何かお話ございますでしょうか。 

       遠藤委員、お願いします。 

遠藤委員） 先ほど冒頭で国際交流協会の話がちょっと出ていたのですけれども、やはり今、

保護者の関心事項としては、英語の教科化、それからプログラミング、これがどん

なふうに学校課程に導入されてくるのかなというところで、やはりヒューマンリソ

ース、ボランティアの力がすごく必要になってくるのではないかと思っているので

すが、そういう皆さん方、どういう人たちが、そういうところに協力に入れると、

町長さんは広く見られていると思いますけれども、お考えがありましたら教えてい

ただけたらと思います。 

町   長） 私はこの後、実はオリンピック・パラリンピックのご報告を簡単にしようかと思

っていたのですけれども、関連もありますが、先に学校のカリキュラム的なものを

改めてこの場で、もしよければご報告いただけますか。冨樫課長から。 

学校教育課長） ３月３１日に新しい学習指導要領が告示をされましたので、今その中身の精査

に入っているところです。具体的にそれを授業としてどうやるか、まだ教科書がで

きておりませんので、方向性だけは見えてまいりましたが、細かい内容がまだ見え

ていないので、そこは、もう少したつと解説が出てくると思いますので、それを見

ながら検討していきたいと思います。 

       とは言うものの、何となく漠然といろいろな資料ですとかいわゆる一般の書物の
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ほうが出てきておりますので、それをもとに今検討に入っている段階です。 

町   長） まだこれからですね。 

学校教育課長） これからです。 

町   長） わかりました。 

       そうしましたら、私から、国際化という視点になるのですけれども、そもそもよ

く葉山ではいろいろな人材の方がいらっしゃるという話があります。スポーツでプ

ロ選手の方もいらっしゃいますし、同じように国際関係に事業をされてきて、多言

語でお話ができるような方がいらっしゃいます。そういった方々の力をどのように

町に生かすかというところは、過去からいろいろな方々が、こうだったらいいのに

ねといって、力を借りられたらいいのにねという話があると思う中で、昨年、オリ

ンピックの決定を受ける前後に国際交流を活発にしようと。 

       そこに、では国際的に精通した人間たちが葉山で何か協力してもらえる機会がな

いだろうか、人材活用の第一歩として、まず言語の人材集めをしようということで、

今日来ている町田課長の政策課を中心に、まずボランティア登録を集めていきまし

た。ご存じのとおり、非常に多くのスキルの方々がいらっしゃいまして、遠藤委員

はもちろんそのお一人だと思いますけれども、ヨット関係でも、元国連で働いてい

ました、いろいろなお母さん方もいらっしゃいまして、非常にすごいスキルの方々

が今現在も集まってきています。 

       町としましても、国際化というキーワードで通訳のおもてなし講座をしたりとか、

語学の第一歩の初歩講座を開いたりとかしている中で、どんどん国際交流協会その

ものに興味を持ってくださっていて、会員数が大分増えてきていますので、町の求

めたボランティアの数も増えていますし国際交流協会も増えてきているというとこ

ろです。 

       ただ、それらが実際に子どもたちにどうシフトしていくかという点については、

まだまだこれからも議論が必要なところでして、それがあと３年後のオリンピック

に、１つのメルクマールとしてターゲッティングしていけたら、私としては面白い

かなと思っております。現状はまだまだ、協会内のマネジメントもこれからいろい

ろしなければいけませんし、ボランティアも、まだ限られた人材でしか動けないと

ころもありますので、課題はたくさんあります。 

       ちょっと申し上げた３年後の話ですが、現在、葉山沖のセーリングの会場でトレ

ーニングをしたいという国から多数オーダー、オファーをいただいております。と

いいますのは、江ノ島を中心とした相模湾の東側でヨット競技が行われることがも

う決まっているのですが、県が出した構想では、葉山町を中心とした左右の海面で

ヨット競技が行われるという構想がありまして、むしろ葉山開催したほうが話が早

いのではないかぐらいの海岸の使い方をされることが既に分かっています。海水面、

深度の関係であまり沖に行けないために、どうしても海岸寄りにベースエリアが広
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がることになっていまして、東の端は長者ヶ崎や佐島の沖合ぐらいまでヨット競技

が行われますので、そういう意味では、江ノ島から出てというよりも葉山から出た

ほうが近いだろうということを各国の皆さんが理解している中で、葉山町で合宿を

したいというオファーをたくさんいただいています。 

       ただ、ご存じのとおり、宿泊場所がなくて、現在は１社だけ、葉山町と一緒にな

って研修施設をお貸ししましょうというお声をいただいておりまして、そこに、具

体に申し上げますと、イギリスが合宿してくれることが決まっております。近々英

国とその会社、大同生命ですけれども、大同生命と町で協定を結んで、合宿の向こ

う３年間の約束をしてまいろうと思っています。 

       ここで話は戻ります。イギリスチームには既にオファーをしている面もあります。

地域との交流だったりとか、例えば子どもたちが集まる機会があれば講演会をして

くれないかとか、もちろんヨットスクールに来てくださいということもお話をして

ありまして、彼らは各国でいろいろなオリンピックを経験する中で、そういうプロ

グラムを既に講じてきているので、当然やります、当たり前ですという顔で快諾を

いただいておりますので、ぜひそれは活用していきたいと思っています。 

       ３年後と申し上げたのは、そういったプログラムを彼らと一緒になって国際交流

のまず第一歩として取り組んでいけて、それが３年間積み重なっていくこと、また、

その彼らが江ノ島オリンピックで、テレビ画面を通じてかもしれませんけれども、

メダルを取る機会、イギリスは世界で一番強い国ですので、必ず交流する選手は誰

かしらがメダルをとってくれるだろうと思うと、子どもたちの心には５０年以上、

１００年以上残るような強烈な印象となると思いますので、そういったものをぜひ

とも多くの葉山の子たちには影響として与えていきたいなと。それが私としては１

つの通過点として、３年後を通じて、４年後、５年後、国際交流をさらに活性化し

ていくには、大きな大きなメルクマールとしてはおもしろい存在かなと考えている

ところです。 

       それでは、その他でご報告したかった内容をざっと個別にわたって言ってしまい

ました。具体には、６月に英国と大同生命と協定を結びまして、７月にはイギリス

がもう滞在をし始めますので、その際には公にプレス発表をしていきたいと考えて

いるところです。 

       ちなみにロイヤルヨット協会なので、御用邸の場所とも非常に近しくなります。

アン王女もいらっしゃいます。すごく光栄な今回のお話でした。 

       私のほうからは、今いただいたご質問にそのまま、その他事項としてお伝えさせ

ていただきました。 

山﨑委員） この間知事がテレビで同じようなことを話していました。 

町   長） そうです。どこも宿泊施設がなくて困っているそうで。 

       皆さん、ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
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       では、特にお声がないようですので、以上で協議事項（３）その他につきまして

は終わりにしたいと思います。 

       では、日程は全て終了いたしました。以上をもちまして事務局にお返ししたいと

思います。お願いします。 

 

（閉会宣言） 

教育部長） それでは、以上をもちまして平成２９年度第１回葉山町総合教育会議を閉会いた

します。 

       次回の日程は、決まり次第ご連絡いたします。 

       時刻は１５時３２分でございます。 

       皆さんお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 


