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◇奥様誕生日 ・山本 和男会員
◇観桜会、無事終了 感謝

82.14

・ 出席免除会員 6名 ）
通算出席率 84.66%

会長

◇お招きいただきありがとうございます。
千葉県議会議員 山本 義一様

【会長挨拶】

萬来 謙一

ソ ン グ

我らの生業

お 客 様

千葉県議会議員
山本 義一様（名誉会員）

西村 清会員

会長 萬来 謙一

みなさん、こんにちは。
本日はお忙し中、県議会議員の山本義一様を
お迎えしました。後ほど卓話をいただけるとい
うことで、よろしくお願い致します。
今年は明治が始まってからちょうど150年に
なる年だそうで、少し明治の八街を調べてみま
した。4月15日は私の住んでいる5区では開拓記
念祭がおこなわれました。あいにくの雨や強い
風でコミュニティセンターの中から開拓記念碑
への拝礼になってしまいました。五区の入植は
明治３年ということで境内の開拓記念碑の裏側
に は 、 そ の 当時 に 入植 さ れ た方 々の 名 前 が
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【講

話】

千葉県議会議員
山本 義一様

刻まれています。八街が八番目に開墾された
ことは、よく知られていることです。その当
時の原野の開墾は困難を極めていて、農作業
の経験のない入植者の開墾は効率も悪く、強
千葉県の平成３０年度一般会計当初予算は、
風や悪天候も重なったことで多くの脱落者を
総額１兆７，２８９億円で、５年連続の増加
招いたということです。そんな中で開墾が少
となりました。森田知事の掲げる「くらし満
しずつ成果をあげた頃、八街ではお茶つくり
足度日本一」の実現に向けた予算となってお
が最盛期を迎え、明治20年頃は八街全域に茶
ります。
畑が広がり、その中でも同協社という会社は、
中でも、道路整備予算が大幅に増加され、
富山区に入植した佐倉藩士によって経営され
また、県内５４市町村から県に対する要望の
「富山の茶」は全国で知られていたそうです。
７割が道路整備関係で持続的発展には社会基
その後、明治30年頃には八街でも養蚕技術が
盤の整備が不可欠です。
普及し、茶畑を桑畑へと替える人が多くなっ
自民党県議団で森田知事に強く要望し、道
たそうで、昭和の初めの頃までは八街の主要
路整備費として前年度より８７億円増の５７
な産業だったということです。八街の主要作
７億円になり、交差点改良や歩道の整備沿道
物となる落花生は明治29年頃からで、文違区、
の除草等に、これまで以上に取り組むことと
住野区から始められ大正・昭和と急速に普及
しました。
したということで、今の「八街の落花生」の
具体的には、平成３０年度に新たに３０ヶ
歴史も120年くらいなるようです。明治が始
所（八街市住野十字路含む。）が新規事業に
まって150年という年に、大変苦労して八街の
着手すると同時に平成３２年度までに５２ヶ
基をつくり、開墾に頑張った先人たちに感謝
所（八街バイパス含む。）の供用開始を目指
したいと思います。
して、着実に事業実施する考えであります。
また、圏央道の唯一未開通区間、大栄ジャ
ンクションから松尾横芝インターまでの１８．
【幹事報告】
幹事 平野 雅敏
５ｋｍ区間で用地買収が順調に進めば、２０
２４年に供用開始になる見通しを初めて明ら
かにしました。
外環自動車道も今年６月までに開通見通し
で、北千葉道路も成田空港側へ工事を実施し、
西側も早期事業化を目指します。
予算編成の基本方針は、子ども･子育て支援
の充実などを重点に保育士の確保や整備、私
学助成の拡充など子ども･子育て世代への支援
の充実、医療･福祉の充実、商工業の振興
雇用 、 農林水産業の振興と社会基盤づくり 、
◎希望の風セミナーのご案内
千葉の魅力発信、環境・文化・スポーツ施策
日時：2018年5月11日(金)14時講演開始 の推進に配分しております。
会場：千葉市文化センター９階会議室
私は現在、文教常任委員会に所属しており、
教育委員会所管に係る予算について、お話し
◎受贈週報・八日市場RC
させていただきます。
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教育委員会所管分の予算額は、３，７８１
億８，６４２万５千円を計上し、前年度予算
と比較して、約５億円、０．１パーセントの
増額となりました。
主な事業について申し上げますと、児童生
徒の学力向上のため、授業中や放課後にきめ
細かな学習支援等を行う学習サポーターの配
置の充実を図るとともに、外国語指導助手に
よる授業や海外留学への支援、県内高校と外
国の高校との交流促進など、国際的に活躍で
きる人材の育成を推進します。
続いて、いじめ･不登校等対策として、小学
校のスクールカウンセラーや社会福祉の視点
から支援を行うスクールソーシャルワーカー
を『小学校･中学校(３人増)』で増員するとと
もに、新たに高等学校(７人)においても配置
します。（スクールソーシャルワーカー計22
人）
さらに、不登校対策支援チームを新たに設
置するなど、児童生徒が安心して学習等に取
り組むことのできる環境づくりを進めます。
県立学校長寿命化対策事業では、「千葉県
県有建物長寿命化計画」に基づき、県立学校
施設の大規模改修や建替えを行います。
夜間定時制高等学校夕食費補助事業では、
２９年度をもって夜間定時制高校の給食を廃
止し、これに代わる夕食の提供をするにあた
り、経済的に厳しい生徒の負担軽減を図るた
め、夕食費の一部助成を全１７校へ拡大しま
す。
県立学校における安全対策では、体育館等
の天井の落下防止対策を進めるなど、安全･安
心な学校環境の整備に取り組んでまいります。
次に、東京オリンピック･パラリンピック
関連事業では、引き続き、東京オリンピック･
パラリンピックアスリート強化・支援事業を
実施するとともに、総合スポーツセンター野
球場の耐震･大規模改修に着手します。
特別支援学校を拠点とした障害者スポーツ
振興事業では、障害者スポーツを身近なもの
とし、スポーツによる地域との交流を深める
ため、特別支援学校を拠点として障害者ス
ポーツの振興を図ります。
続いて、「千葉県立図書館基本構想」の策
定について、昨年12月の千葉県生涯学習審議
会からの答申を踏まえ、広く県民の皆様から
御意見を伺った上で、本年1月に、「千葉県
立図書館基本構想」を策定しました。
県立図書館は、資料や司書が分散してい
ることにより、利用者に必要な資料がすぐに
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提供できないことや、調査相談に迅速に対
応できないことなどの課題があることから、
基本構想では、県立図書館を現在の3館体制
から1館に集約することで、資料や司書の集
中を図り、市町村立図書館や学校図書館の
支援の充実など、図書館機能を高めること
としています。また、中央図書館の老朽化
や耐震不足を解消するため改築することも、
盛り込んでいます。（千葉市中心部）
３０年度は、立地場所、施設規模や配置
等、基本的な方針を示す基本計画を策定し、
平成３１年度以降、基本設計及び実施設計
を経て、建設工事を進めてまいります。今
後、基本計画の中で工程も検討してまいり
ます。
次に、「県立学校改革推進プランの一部
改訂及び県立学校改革推進プラン･第４次実
施プログラム」について、昨年１１月の案
公表後、県内４会場における県教育委員会
主催による説明会やパブリックコメントな
どを実施し、君津高校と上総高校の統合や
定時制高校の再編などについて、様々な御
意見をいただいたところです。
今後、生徒それぞれの豊かな学びを支え
る、活力ある学校づくりに向け、県議会で
は議論を踏まえるとともに、いただいた御
意見を参考にしながら、年度内にプラン等
を決定し、来年度から計画を進めてまいり
たいと思います。
次に、県立高等学校の入学者選抜につい
ては、県教育委員会では、千葉県公立高等
学校入学者選抜方法等改善協議会での協議
を踏まえ、現行の前期･後期の２回実施して
いる入学者選抜を１回にまとめて実施する
とともに、インフルエンザ罹患などにより
受検できなかった生徒に対する追検査を実
施するなどの改善方針案を、本年１月に公
表し、広く県民の皆様からの御意見をいた
だいたところです。
今後は、これらの御意見などを踏まえ、
今年度末までに改善方針を決定いたします。
なお、選抜の実施方法等、詳細については、
来年度以降様々な観点から検討をしてまい
ります。
次に、教員等の資質に関する指標等の策定
については、教育公務員特例法等の一部改
正が行われ、平成２９年４月に施行された
ことに伴い、公立学校等の校長及び教員の
資質に関する指標及びこれに基づく教員研
修計画の策定が求められております。

県では、教員養成課程をもつ大学の代表等 教職員や児童生徒の実情に応じた業務改善等に
を構成員とする協議会を設置し、千葉市と合 ついて検討してまいります。
同で教員の身に付けるべき資質能力を示す指
次に、新学習指導要領等への対応について、
標について協議し、パブリックコメントを経 小･中学校の新学習指導要領については、来年
て、３月７日に、千葉県･千葉市教員等育成指 度から移行措置期間となり、小学校は平成３２
標を策定したところです。
年度から、中学校は平成３３年度から全面実施
同指標では、教員の資質能力を「教職に必 されます。また、高等学校については、平成３
要な素養」、「学習指導に関する実践的指導 ４年度から年次進行により実施となる見込みで
力」、「生徒指導等に関する実践的指導力」、 す。県教育委員会では、各学校が円滑かつ確実
「チーム学校を支える資質能力」の４つの柱 に新学習指導要領に移行できるよう、各種研修
として整理し、養成から採用、そして教職採 会の実施や、指導資料の作成･配付により、そ
用後を通した資質能力として示しております。 の内容の周知を図っているところです。特に小
今後、この指標を踏まえた教員研修計画を策 学校英語については、平成３２年度から年間授
定し、自ら学び続ける教員等を支援する体制 業時数が増加することから、その対応のための
を整えてまいります。
調査研究を行い、今年度末までに、時間割編成
次に、学校の業務改善に向けた取り組みに 上のポイントや調査研究実践校の研究内容など
ついて、学校における業務改善の推進に向け をまとめたリーフレットを作成し、公立小学校
た具体的対策を検討することを目的として、 に配付する予定です。また、新たに加えられた
昨年１１月、教員等の出退勤時刻実態調査を 「読むこと」、「書くこと」に係る指導法に関
実施し、その結果、１週間当たりの在校時間 する研修会を、今年度、県内２０か所で開催し
が６０時間を超える教諭等の割合が、小学校 ました。
で約３５％、中学校で約６６％、高等学校で
今後も、小学校教員の英語の指導力向上に向
約３６％、特別支援学校で約９％でありまし けて取り組んでまいります。
た。
また、道徳教育についてですが、小学校で
国は、教職員の勤務実態が直ちに改善が必 はこの４月から、中学校では平成３１年度から、
要な差し迫った状況にあるとして、昨年１２ 「道徳科」の授業が始まることを踏まえ、教師
月に、「学校における働き方改革に関する緊 用指導資料の「道徳教育の手引き」を、今年度、
急対策」を取りまとめ、本年２月には、学校 改訂しました。新学習指導要領に対応した内容
における業務改善及び勤務時間の管理等に係 を盛り込むとともに、各学校種における「考え、
る取組を徹底するよう、各都道府県教育委員 議論する道徳」の授業モデルとなる取組等を掲
会に通知しました。
載しております。作成した手引きは、年度内に、
国の動向を見据えつつ、教職員の長時間勤 幼稚園を含めた全公立学校の教員に配付する予
務解消に向けた基本的な方向性を定めた「教 定です。
育職員の総労働時間の短縮に関する指針」を
さらに、高等学校でも小･中学校の道徳の教
今年度中に改定し、各学校に通知する予定で 科化を踏まえた授業が展開されるよう、ワーク
す。
シートや読み物教材からなる道徳教材を新たに
加えて、現在、スポーツ庁等において検討 作成して、年度内に配付することとしており、
が進められている「運動部活動の在り方に関 今後も、本県ならではの道徳教育の一層の推進
する総合的なガイドライン」等を踏まえつつ、 に努めてまいります。
早急に、県のガイドラインの改訂を検討して
また、現在、国で進められている高大接続改
まいります。
革において、特に大学入学者選抜については、
また、３０年度の新たな取組としては、教 知識だけに偏ることなく、思考力、判断力、表
員の多忙化対策として教員が行う授業準備や 現力等を多面的･総合的に評価する入試へと転
校内掲示物の作成などの事務事業を補助する 換が図られていきます。県教育委員会といたし
スクール・サポート・スタッフの配置、及び ましては、今後も国の動向を注視し、適切に対
教員に代わり部活動の指導や大会の引率等を 応できるよう、計画的な準備をしてまいります。
行う部活動指導員の配置の、２つのモデル事
次に、不登校対策について、不登校対策につ
業を実施することとしております。
きましては、スクールカウンセラーやスクール
これらの成果を踏まえながら、学校や地域、 ソ ー シ ャル ワ ーカ ー 、訪 問 相談 担当 教 員 の
4

配置など、教育相談体制の充実に取り組んで
きたところですが、依然として多くの児童生
徒が不登校による悩みを抱えています。
県教育委員会では、不登校対策について、
今年度の総合教育会議において協議した内容
を踏まえ、不登校で悩む子どもを一人でもな
くすために、来年度から「不登校対策支援チ
ーム」を設置し、学校や市町村教育委員会が
、対応に苦慮し、解消が困難な事例について
助言･支援等を行い、児童生徒や保護者への支
援につなげることとしました。
また、今年度新たに「千葉県版不登校対策
指導資料集」を作成したところであり、年度
内には県内全ての学校や関係機関に配付し、
不登校対策の充実や教職員の指導力の向上を
図ってまいります。
次に、「ちばアクアラインマラソン２０１
８(にいまるいちはち)」について、
「ちばアクアラインマラソン実行委員会第１
１回総会」を２月１３日に開催し、募集要項
を決定するとともに、２人目のＰＲ大使とし
て、タレントの藤森(ふじもり)慎吾(しんご)
さんを発表しました。今回で４回目となる大
会は、本年１０月２１日(日)に開催します。
また、一般ランナー募集については、４月
１３日から５月８日までとすることとしまし
た。４月２９日には、東京駅近くの「 K(キ)
I T(ﾂ) T E(テ) 」において、ランナー募集イ
ベントを開催し、海を走り、天空を駆け

抜ける爽快感を味わえる本大会の魅力を発信し
てまいります。今後もチーム千葉の「おもてな
し」に満足いただける大会となるよう万全を期
してまいります。
最後に、不祥事の根絶についてですが、教職
員の不祥事については、昨年の６月の委員会で
も総力を挙げて不祥事根絶に取り組むと申し上
げたところですが、残念ながら、その後も、教
員が青少年健全育成条例違反で逮捕された事案
など、重大な不祥事が繰り返されております。
監督責任を除く教職員の懲戒処分者数は１８
名にのぼり、中でも、児童生徒に対するわいせ
つ行為だけで、既に、８件もの懲戒免職処分を
行っていることを、深刻に受けとめております。
このような状況を受け、県教育委員会では、
２月２３日に、各県立学校長に対し、全教職員
に、県教育長からの「緊急メッセージ」を読み
上げるとともに、臨時の訓示を行うよう指示す
るとともに、市町村教育委員会にも、同様の依
頼をしたところです。
加えて、毎月、職員一人一人に配付している
｢不祥事根 絶に向け た教育委 員会 からのメッ
セージ｣についても、教育長から再度、法令遵
守の徹底及び服務規律の監督の徹底に関する
メッセージを３月分として発出したところです。
今後も、教職員の不祥事根絶に向け、庁内に
設置している不祥事防止対策委員会等を活用し、
これまでの対策を見直すなど、総力を挙げて不
祥事根絶に取り組んでまいります。

八街RC ５月例会スケジュール
５月 ２日（水）

休会

５月 ９日（水）

理事会・八街郷土史研究会
高橋事務局長様卓話

５月１３日（日）

親睦旅行（横浜方面）

５月１６日（水）

振替休会

５月２３日（水）

香取神宮 佐川和浩様卓話

５月３０日（水）

休会

広報・公共イメージ向上委員会 ・高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・ 藤原 光
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