
1

会議録

○松本市長 それでは、ただいまから、平成２７年度第２回和光市総合教育会議を開会

します。開会にあたり、一言、挨拶を述べさせていただきます。

今年度２回目の総合教育会議ですが、本日の会議では、総合振興計画の中間見直しと

平成２８年度の実施計画の２件を議題とさせていただいております。

総合進行計画の中間見直しにつきましては、第１回総合教育会議においても少しお話

しをさせていただきましたが、第１回会議において承認をいただいた教育大綱、ここで

定めさせていただいた教育に関する基本理念、基本方針を市の最上位計画である総合振

興計画に掲げる各施策、取組に反映させる見直しを行っているところであります。また、

平成２８年度の実施計画につきましても、総合振興計画の中間見直しにおいて示された、

教育大綱を反映した各施策、取組に基づいた事業が実施計画案として各課から提出され

ております。

本日の会議では、総合振興計画の中間見直し、実施計画ともに、その位置づけ、作成

の手続から説明させていただくことを予定しておりますので、説明が少し長くなるかも

しれませんが、ご理解くださいますようお願いいたします。

それでは、次第に基づき会議を進めます。

本日の議題は２件ございますが、総合振興計画の中間見直しと平成２８年度の実施計

画につきましては、非常に密接な関係がございますので、２件を一括して議題とさせて

いただきます。

議題の内容について、事務局に説明させます。事務局。

【事務局、説明】

○松本市長 ただいま、事務局からの説明にもありましたが、総合振興計画の中間見直

しにつきましては、現在も見直しを行っている作業中のものでありますので、施策の具

体的な内容というよりも、中間見直しの方向性などについて、ご意見をいただければと

思います。また、実施計画につきましては、予算編成の指針となるものであり、最終的

に当初予算としてお示しする段階では、事業費が減額となる場合もありますし、また、

事業の実施自体が先送りになることもございますが、あらかじめご承知おきくださいま

すようお願いします。それでは、各委員からご意見等、ご発言をお願いいたします。

○森田委員長 学力調査において、和光市の子どもは国語の学力が低いことが指摘され
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ているため、活字に触れる機会を増やすことが大事。図書教育設備などの見直しを図る

必要がある。

○松本市長 課題として、図書の量的予算の問題、図書館アドバイザーの人員配置の問

題等があげられる。

○高野委員 施策№１４「確かな学力の育成をめざした教育の推進」において、小学校

３・４年生のクラスでは３５人学級を編成するとあるが、財務省の方針では４０人学級

を推進している。和光市では今後も３５人学級を維持できるのか。

○松本市長 ３５人学級は、今後も予算の範囲内で維持継続を図る。３５人学級での教

育を行うことによって子どもたちが落ち着いて学習に取り組めるようになったという評

価もある。教育経済学の理論上は、少人数学級には効果がないという学説もあるようだ

が、教育現場の実態としては、少人数学級でないと先生の手が回らないという問題もあ

る。これについては、全国市長会に少人数学級の継続による効果を報告するなど努力し

ていきたい。教員の配置基準が引き下げられることは避けなければならない。

○山下委員 和光市の子どもたちの学力テストの結果に関して、埼玉県内では高い数値

を示している一方、全国平均は下回っている状況であるが、現状としては和光市の子ど

もの学力は落ちているのか。ただ単に順位のための学力テストになってはいけないので、

真の学力をどのように身につけていくのかという点も併せて検討する必要がある。

○松本市長 昼休みの時間に子どもたちに学力テストの例題演習を解かせるなど学力テ

スト向けの対策を取っている自治体もあるが、和光市としてはそのような対策はしない

という方向で、教育長とも話をして決めている。相対的に比べてしまうと、例題演習を

行っている自治体とは開きが出てしまっているのが全国テストの結果であると思われる。

県の学力テストは第１回目の施行であり、どの自治体においても事前対策ができない中、

和光市は県内で高い数値を示しているという点では、和光の子どもたちの学力は高い水

準であるといえるのではないか。

○山下委員 施策№１６「よりよく適応するための支援体制づくりの推進」において小

中学校の連携の話があるが、第三小から第二中に進学した子どもが、食器が強化磁器か

らアルマイト製に変わってしまったことで寂しそうにしていた。かといって、強化磁器

だけを導入しても、１階の給食室から３階まで、子どもが階段で強化磁器を運ぶのも大

変であるため、エレベーターの導入も同時に必要。どこかで予算措置は取る予定でいる

か。

○松本市長 今年度の実施計画では、第二中の施設は一括で更新し、強化磁器とエレベ

ーターの設置について取り組む予定でいる。設計と工事を合わせると約４億円を計上予

定。子どもの食育を推進していく方針である。第二中の工事については、５～６年先送

りになっていたが、ようやく予算的に目処がついたので実行しようということである。

○森田委員長 子どもたちの体力が落ちてきている問題も、課題として取り上げる必要

がある。現場の教諭は、特に低学年の子どもにみられることだが、経験が少なく、不器

用な傾向がある（例えば、定規で線を引くことができないなど。）と話していた。また、

経済力の格差の問題にも関連するが、子どもたちの中でも経験の差が生まれており、放

課後サッカーやスイミングなどの教室に通っている子どももいれば、そうでない子ども

もいるのが現状。そのため、施策の中で、子どもたちの経験をいかに育むかについても
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取り入れていく必要がある。

○松本市長 経済格差による二極化が進んでいることから、習い事に通うことがむず

かしい子どものためにも、放課後子ども教室の取組はさらに進めていきたい。体力づく

りのことで言えば、例えば、スポーツ少年団に入団したい子どもがいても、保護者がパ

ートで忙しく入団できないという例もある。学力のことで言えば、アスナル教室を立ち

上げたことで貧困の連鎖を防ごうと取り組んでいるように、福祉的な観点も必要。まち

づくりの問題にもかかわることなので、地域の子どもの居場所づくりも進めていく必要

がある。

○大久保教育長 教育委員会で作成している次年度の計画（重点施策）には、今市長か

らご指摘のあった部分についても位置づけている。全てが施策修正シートに反映できる

わけではない。学力・体力含めトータルで見ていく必要があるが、体力づくりの点にお

いては、中学生は部活などの取組により問題改善が図れており、県内でも上位の数値を

示している。子どもにとっての環境づくりは非常に重要な観点である。

○松本市長 保育園に園庭がない、園庭が狭いという課題があるが、園庭があっても木

の根っこなどがないなど、整備が行き進んだ場所で遊んでいるため、子どもが遊びの中

で基礎体力の向上を図れていない可能性もある。その点では、遊具や公園の整備など、

まちづくりの観点による見直しも必要である。福祉的な観点も併せ、市として今後どの

ように取り組んでいくか考えていきたい。

○森田委員長 二極化しているのは経済的な側面だけではなく、親の熱意に関してもい

える。現在、就労しながら子育てしている親が多いため、保育園整備は進む一方で、親

が子どものためにかけられる時間は減少しているように思う。施策ではハイリスクの子

がどうしても優先権を得ていると思うが、通常の育ちをしている子どもについても、地

域連携などの施策を推進していく必要性があるのではないか。

○松本市長 地域連携に関しては、西大和団地内に開設した「まちかど健康相談室」で

実施しているのがモデルケースとなるのではないか。夏休みや春休みといった休み期間

中に、「キッズデー」を設けて、地域の高齢者と子どもが触れ合う機会（囲碁や将棋を

習うなど）を設けている。和光市では各地区に高齢者向けの拠点があるため、こういっ

た取組が全市的にできてくると面白いのではないか。

○森田委員長 子どもの遊びなので、室内ではなく屋外での施策を中心的に考えるべき

ではないか。

○松本市長 屋外の遊びに関しては公園が活用できると思うが、公園サポーターの設置

が軌道に乗っていない中では、別の方法を検討する必要があるかもしれない。

○森田委員長 品川区では公園コーディネーターが配置されており、公園で子どもが遊

べる場を作っている。役割を担う人を設置できれば、取組も進むのではないか。

○東内保健福祉部長 コーディネーターという部分でいうと、和光市社協と市で協働

の計画を策定し（「第二次和光市地域福祉計画（平成 22 年度から平成 26 年度）」を改

訂して、和光市社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」と一体的な計画とし、

「第三次和光市地域福祉計画・和光市社会福祉協議会地域福祉活動計画（平成 27 年度

から平成 31 年度）」を策定した。）、この計画の中で地域福祉コーディネーターを置

くこととした取組がある。市内における公民館の区域と、高齢、障害、子どもの拠点は
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ほぼ一致することが分かったため、地域福祉コーディネーターが拠点をつないでいくよ

うなイメージで配置している。例えば、公民館で放課後子ども教室を開催できるように

するなどの取組がある。いわゆるコーディネーターによるプラットフォームを作ること

により、地域連携が推進される。プレーパークもこの取組に結び付けられるのではない

か。

また、これは事務局に対しての発言になるが、今回の会議の目的や趣旨について明確

にしてほしい。委員に対しては、意見、質問、助言のどれを求めているのか。また、こ

の会議の結果をどのように生かしていくのか。

○松本市長 基本的には、予算編成を行うにあたり、この場で出された意見を踏まえて

行いたいというのが最大の目的である。元々、もう少し後の時期に会議を行う予定であ

ったが、予算編成の時期に合わせるため前倒しでの開催とした。

○事務局 今回の会議は、中間見直しについても意見を各委員からいただきたいと考え

会議設定している。会議後は参考として、各課に情報提供を行うことを予定している。

○山下委員 子どもたちの遊び場という観点で言うと、昔は近所で球技の壁打ち練習が

できたが、今は壁打ちをする場所自体がなくなってしまった。本町の公園にはバスケッ

トコートはあるが、高齢者には子どもが遊んでいると嫌な顔をされてしまったりするた

め、のびのびと子どもが遊ぶことができない。

○松本市長 予算の範囲内で、公園におけるネットの整備を今後進めていければと思う。

子ども一人当たりの公園面積が狭いので、高学年の子どもと低学年の子どもが共存する

ことが難しい問題もある。

○大久保教育長 子どもの遊び場であれば、公園の整備というよりも学校を開放すべき

ではないか。遊び場としては学校が一番良いと思われる。以前小学校の教頭を務めてい

たときに、スポーツ少年団の野球チームが土曜日に一日中校庭を利用していたことから、

他のこどもが校庭を利用できなかったことがあり、他の子どもも校庭を使えるよう、１

年間学校開放に対応したことがある。今後検討できる取組とすれば、土曜日の午前中は

一般開放にして、コーディネーターを置くことが考えられるのではないか。

○松本市長 学校開放を行うのであれば、時間を区切って行う必要があるし、教育長も

ご指摘のとおり、コーディネーターを一人置いて安全確保に努めることも必要である。

○高野委員 コーディネーターを担うことができる人は地域にいるはず。こまめに募集

をして、子どもにとって魅力ある居場所の提供ができるようにしてほしい。

○松本市長 場所の確保と人の確保、という２点に論点が絞られると思うが、人の確保

については公募してもあまり人が来ないと思うので、人脈を辿ってコーディネーターを

確保する必要がある。

○森田委員長 データ転用問題で話題になっている旭化成建材㈱の施工建物の中に、新

倉小が含まれている。今後子どもたちがかかわる建物を建設するときにも、安全・安心

に過ごせるよう、適切な対応を願いたい。

○松本市長 新倉小は旭化成建材㈱の施工であるが、問題になっているマンションとは

工法が異なるため、新倉小では特に問題はみられていない。市において事業者の不正を

発見するのにも限界があるため、選定の段階でいかに信頼できる事業者を選ぶかという

ことが重要になってくる。監督員のレベルアップも同時に行っていく。
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○大久保教育長 施策№２４「青少年の育成に適した環境づくりの支援」においては、

地域青少年を育てる会（以下「育てる会」という。）の数が平成１６年度の４１団体か

ら「３４団体に減少（平成２３年度策定時）」、「２２団体に減少（平成２７年度の現

状）」となっており、減少の一途を辿っている。和光市において「青少年」という名前

のつく団体はいくつかあって複雑化しているが、それぞれの組織が何をどうやっている

のかが不明確であり、組織任せにしていては発展していかないと思われる。

○松本市長 育てる会は、実態上、自治会の下位的位置づけ（自治会から、育てる会に

対して補助金が交付されているため。）であるところが強く、育てる会として活動した

い内容であっても、どの活動内容を自治会から否定されてしまったりなど、思うように

動くことのできない現状もある。育てる会と自治会の複雑な関係を、ある程度市として

も整理していかなければならない。育てる会は基本的にはイベント団体なので、和光市

生きいきクラブ連合会（老人クラブ）と連携するなど、その活動内容については、自治

会とはある程度別の方向性で考えることも必要と思われる。

○森田委員長 組織をつくる意味が分からないと、ただのルーティンワークになってし

まう。市役所から地域での活動を依頼する人はいつも固定であり、複数の役割を担って

いる印象がある。民間の力を生かす方向で考え、どれだけ住民に課題意識を持ってもら

うのかが重要であり、市としても啓発活動をしていくべきではないか。近年では、

facebook などのＳＮＳを利用して、住民が自然と動き出す活動もみられている。

○松本市長 組織ごとに生い立ちが異なる背景があり、自然発生的にできた組織を役所

がどのようにサポートしていくかの観点が必要である。

○東内保健福祉部長 論点は、コーディネーターのあり方をどう考えていくか、という

点に絞られるのではないか。システム化された互助により、市と住民が同じ方向を向い

ていくのがこれからの市政である。地域で生まれた自然発生的な組織が、それぞれバラ

バラの方向を向いていてはいけない。地域をまとめる役割のコーディネーターは、とて

もエネルギーを使う人材で、重要な役割を担う。

○森田委員長 コミュニティ・ソーシャルワークの観点からも、コーディネーターの導

入について、是非検討していただきたい。

○松本市長 地区社協が地域をつないでいるところなので、今後本格的に動きだせば、

地域での組織のあり方も改善するかもしれない。

○高野委員 昔と比べ、子どもの数が減っているので、育成会が少なくなっている。学

校単位で育成会の促進に取り組まないと、育成会自体が育っていかないのではないか。

学校から育成会について情報提供をしてもらえないだろうか。

○松本市長 北原小には育成会が残っているが、自治会との関係もあり、他の地域では

同じように進めていくのが難しい。北原小にはＰＴＡが存在しないので、その役割を育

成会が担ってくれている現状もある。役所としては、学校単位に設置しているＰＴＡや

おやじの会と連携してやっていくのも一つの方法ではないかと考えている。

○森田委員長 育成会がない学校では、情報提供をしても、そもそも受け皿がない状態

ではないか。

○東内保健福祉部長 アスナル教室を立ち上げる際に、市内における公民館の区域と、

高齢、障害、子どもの拠点の機軸はほぼ一致したため、地域を互助的にコラボしていけ
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ば地域力はついてくるのではないかと思った。公民館機能と福祉機能について、より強

力な連携を進めていくと効果が出るのではないか。

○大久保教育長 総合振興計画の中間見直しにおいて、これまでの経緯を踏まえた上で

一定の施策の方向性が示されている。施策№１７「放課後児童の居場所づくりの推進」

において、“わこうっこクラブ”、つまり放課後の児童の居場所づくりの充実が重点課

題となっている。これは教育再生実行会議第八次提言でも示されていることだが、学校

が地域づくりの中核になるということである。そのため、放課後子ども総合プランの策

定も非常に重要で、子どもたちに本当の学力をつけさせるということにつながっている。

施策№１４「確かな学力の育成をめざした教育の推進」について、本日各委員からもご

指摘があったとおり、学習能力の向上とあいまって、子どもの発達、本当の学力を身に

つけていくうえで読書活動が必要である。施策№１５「地域と連携した教育の推進」で

は地域との連携、学校の活性化が重点課題。これは、学校の“想い”をどれだけ活かせ

るかということにかかっている。なお、近年予算編成で減額傾向にあるが、市としてこ

の点を意識していく必要がある。

また、図書に関することでは、蔵書数の充実もそうだが、実態的には司書教諭も担任

を持っているため、人的にも図書教育を推進できる余裕がない。アドバイザー的な機能

を誰に持たせていくのかということも併せて、どう活性化させていくかというのが今後

課題になるだろう。

○森田委員長 下新倉小は市内で初めての複合化施設として、来年度より開所予定であ

る。地域の人も学校に入ることができる一方、子どもが安全に過ごせるような管理運営

についても同時に対策を図っていただきたい。

○山下委員 本町小は在籍児童数が少なく規模も小さいが、育てる会や学校応援団、お

やじの会など保護者間での結び付きが非常に強い。各学校でも、こういった取組が図ら

れるとよいのではないか。

○松本市長 ありがとうございました。ただいま皆様からいただきましたご意見につき

ましては、総合振興計画の中間見直し、予算編成において参考とさせていただきます。

予定しておりました議題は以上となりますが、その他としまして、何かご発言等ござ

いますか。

○大久保教育長 現在教育委員会では「和光市子どものいじめ防止条例（仮称）」を制

定する方針で協議を重ねている。いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）が

平成２５年６月２８日成立、同年９月２８日付けで施行されたことに伴い、国や県にお

いてもいじめ防止対策に関わる基本的な方針を作成している。和光市ではこれに基づい

て、いじめ防止基本方針を定め、実行している。それとともに、各学校においても同様

の方針整備を行っているところである。

今後、重大ないじめ問題が発生した場合に、どのような対応をしていくのか、組織の

あり方を条例により明確に定めておくことが必要であると判断したため、政策課と調整

した上で条例制定に向けて動いていきたい。

○松本市長 ありがとうございました。

それでは、本日の総合教育会議の議事はすべて終了しましたので、以上をもちまして

平成２７年度第２回和光市総合教育会議を閉会します。


