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会議録

○松本市長 それでは、ただいまから、平成２７年度第１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。

総合教育会議は、法改正により今年度から新たに設置された市長と教育委員会を構成

員とする会議で、教育大綱の策定のほか、教育に関する重点的施策についての協議、緊

急事態における措置についての協議を行うこととされております。

本日、第１回目の会議では、和光市の教育、学術、文化の振興に関する総合的な施策

の大綱、和光市教育大綱についての協議と、この総合教育会議の運営に関する基本項目

を定めた和光市総合教育会議運営規程についての協議の２件を議題とさせていただいて

おりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、次第に基づき会議を進めます。

初めに、和光市教育大綱についてを議題とします。

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 和光市教育大綱について、説明させていただきます。資料１の案をご覧くだ

さい。初めに、教育大綱案は、地教行法の改正により今年度から地方公共団体の長に策

定が義務付けられたものです。その内容は、地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教

育、学術、文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の方針を定める

ものです。和光市教育大綱の構成は、基本理念と基本方針の二段階となっています。

基本理念は、和光市が目標とする教育を表したもので「生涯にわたる自発的な学びと、

豊かで健やかな人生の実現を支援する教育」と定めています。

基本方針は、基本理念に掲げた教育を体現するために、教育を構成する学校教育、社

会教育、地域・家庭教育において、和光市がそれぞれ推進していく方向性とその目指す

べき姿を定めています。

基本方針１では、市が所管する学校教育、小中学校の義務教育について「学びの基礎

となる確かな学力の習得と、社会性を育む義務教育の推進」としています。小学校では、

明確な目標のもと、基礎学力の定着と基礎的運動能力の習得ができる初等教育を目指す

こととしています。中学校では、理数系と社会科学系のバランスのとれた学びにより、

論理的な能力を高めることによって、社会への適応力、対応力、そして市民としての社
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会性を身に付けることができる中等教育を目指すこととしています。

基本方針２では、社会教育について「地域特性を生かし、生涯継続する学びを支援す

る社会教育の推進」としています。和光市は流入人口が多く、和光市で生まれ育ってい

ない市民の方も多いことから、和光市の歴史や自然環境などの地域性に関する学びを通

して、地域、市への愛着を育むことを社会教育の目標の一つとしています。また、市内

に立地する高度な研修・研究機関を地域資源と位置づけ、積極的に活用することにより

和光市独自の学習機会を提供し、生涯にわたる学びの継続を支援できる社会教育を目指

すこととしています。

基本方針３では、地域・家庭教育について「福祉､コミュニティ施策との密接な連携

による地域教育・家庭教育の推進」としています。和光市では急速な都市化の進展、住

居形態の多様化により、地域社会の人間関係が希薄になっており、また、核家族や共働

き世帯の増加により家庭力が十分に発揮されていない世帯が増加していることから、福

祉・コミュニティ施策の実施主体である市長部局と教育委員会が密接に連携し、これま

での教育委員会の枠にとらわれない施策展開を図ることにより、地域・家庭がそれぞれ

の役割を適切に果たすことができる地域・家庭教育を目指すこととしています。

なお、教育大綱については、素案の段階で教育委員会にお示しさせていただき、ご意

見をいただいたところです。本日、案として配付させていただいている教育大綱では、

ご意見に基づき、「理論性」を「論理性」に改め、また、地域教育・家庭教育という言

葉を「地域・家庭教育」に改めております。また、スポーツに関する事項の追加につい

ては、学校教育の中で「基礎的運動能力の習得」として加えさせていただいたとことで

す。以上が素案からの変更点となります。

続きまして、和光市教育大綱の対象期間についてですが、市長の任期に合わせること

とし、現在の市長の任期が平成２９年５月２５日までであることから、平成２７年度か

ら平成２９年度までの３カ年としております。

最後に、今回、教育大綱の策定に当たり、４月１日から２０日までの２０日間、教育

大綱素案に対する意見募集を行い、６件のご意見が提出されたことを報告いたします。

内容としては、地域・家庭教育に市民参加を追加すること、オリンピックに関する文言

を追加すること、英語教育に関することを追加すること、人づくりの観点から大綱全体

に対する見直し案の提言、基本理念・基本方針に基づいた施策の推進に対する期待の言

葉などでした。和光市教育大綱についての説明は、以上となります。

○松本市長 ただいま、事務局からの説明にもありましたが、和光市教育大綱では市が

目標とする教育を表した基本理念と、学校教育、社会教育、地域・家庭教育において、

それぞれ推進していく方向性とその目指すべき姿を定めた基本方針の二段階としており

ます。

教育大綱で示された基本理念、基本方針に基づく施策、取組については、本年度、市

の最上位計画であります第四次和光市総合振興計画基本構想の中間見直しを行っている

ところでありますので、その見直しの中で、総合振興計画で掲げている教育、福祉、コ

ミュニティの各施策、取組について、教育大綱に基づいた見直しを行うことで、具体的

な内容を定めていくことを想定しております。それでは、教育大綱についてご意見のあ

る方は、挙手をお願いします。
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○大久保教育長 事務局から、市民からの意見が６件寄せられているとの報告があった

が、その中で素案に反映せざるを得ないと思われる意見はあったか。

○事務局 今回市民から提案された意見の中で、素案に反映させたものは特にございま

せん。

○松本市長 市民からの意見については、どちらかと言うと施策に関係することなので、

総合振興計画の中で施策的配慮を行うことで足りると判断し、特段教育大綱の素案には

修正を加えていないと認識しております。

○森田委員長 教育大綱は理念と方針の二段階としており、それぞれ特色のある内容で

すが、施策は明記しないいうことですね。施策については、どこで明記される予定でし

ょうか。

○松本市長 他の分野と同様ですが、基本的には、総合振興計画において施策を明記し、

それを基に実施計画を作り、その実施計画を踏まえて、施策に落とし込んでいく流れに

なります。

○森田委員長 その流れの中で、教育委員会が策定している計画との整合性を合わせて

いくということでしょうか。

○松本市長 総合振興計画、実施計画は予算面での計画であり、教育委員会が毎年示し

ている計画は予算面だけでなく、諸々の事項が含まれておりますので、教育委員会の計

画と整合性を持ちながら、有機的に市の総合振興計画、実施計画や予算とリンクさせて

いくことになろうかと思います。

これまで、首長の教育行政に対する関与の仕方ということに関しては、なるべく首長

が関与しすぎないよう、予算を限定して計画を作ってまいりました。今回教育委員会制

度も新たになったということもありまして、その内容についてはこれまでよりも若干踏

み込んでいければと思います。新教育長制度のもとでの首長と新教育長の関係性につい

ては、和光市の場合には現教育長の任期の間は旧制度を適用しますが、現教育長の任期

終了に伴い新教育長制度になるということです。さらには、教育長あるいは教育委員会

へのチェック体制の強化ということが言われていますが、これについても法制度上の改

正点を踏まえて、先ほど申し上げたように、首長からの関与については一歩踏み込む形

にはなると思います。

○森田委員長 これまでよりも一歩踏み込むということについて、市長が今後特に力を

入れていきたいのが教育大綱に掲げる３つの柱かと思いますけれども、これらは今まで、

基本的に教育委員会でも取り組もうと思っていたことになります。その点を踏まえた上

で、この３つの柱を特に推進していきたいという市長の思いについて、ぜひお聞きした

い。

○松本市長 基本的に、当市の教育としてこれまで取り組んできたことがまずベースに

置かれています。当然学力の向上に関することも今までやっていただいてきているため、

方針１についてはこれまでとさほど変更点はありません。

方針２では、これも行政としても教育委員会としても今まで取り組んできたことです

が、理化学研究所、税務大学校、保健医療科学院、司法研修所といった地域の宝という

べき機関と教育行政をつないでいくところを非常に強調しています。私は和光市の生ま

れでも育ちでもありませんが、そういった和光の生まれでも育ちでもない人に、地域の
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歴史・特徴・文化をより身に着けていただければと思っていますので、和光への興味を

持っていただける取組をしていくことを強調したいと考えています。

方針３では、福祉との連携について強調しています。過去には教育分野と市長部局の

間で壁があったのも事実ですが、今回はその壁をなくす形での取組ができる制度に変わ

っています。今までは、学校の先生が福祉の対応も含めあらゆることをやってきたんで

すけれども、学校の先生の負担が非常に大きいというのが課題でした。そこで、今後は

福祉の担当者が先生との連携の中でアシストしていく、さらにいうならば地域の担当者

がアシストしていくということを、まず大綱に明確に打ち出していき、実際にいかに形

にしていくかというところです。形にするためには、予算の問題もあるけれども、役所

側がもう一歩踏み込んで対応することが必要です。例えば、今までは小学校に入学する

と福祉の手が離れるという認識がありましたが、今後はそうではなく、入学後も福祉的

な対応を引き続き行っていくということです。生涯学習についても、現在地域ごとにし

っかりと行われている社会教育について、地域間での連携も密に図っていくというとこ

ろです。方針３についてはこのように力を入れていきたいということで、一歩踏み込ん

だ表現としています。

○冨澤委員 方針１に「基礎的運動能力の習得ができる初等教育」という文言が追加さ

れているが、これは我々としては非常にありがたいところです。整形外科の観点でいう

と、子どもの運動能力の向上に取り組むのは県からも提示されており、重要なことです。

運動能力の低下を補完していくために、我々地域も努力しなければならない。

○松本市長 基礎体力については、素案の素案の段階でご意見をいただき、内容に盛り

込まさせていただいたところです。基礎体力の習得については、もちろん学校でも行い

ますが、まちづくりの中で、公園等色々なところで子どもの能力を伸ばしていくことが

考えられる。そうした観点で、教育委員会側から行政への働きかけもやっていただき、

それに我々行政としても応えていくという、そういった連携が図れればと思っておりま

す。

○高野委員 方針２の”地域特性を生かす”というのもとても大事なことです。私も市

長と同じく和光市では育っていないんですけれども、子ども達は和光市で生まれ育って

います。和光市は調べてみると歴史的にも色々なものがあって興味深いところなので、

小中学生たちに知ってもらいたい。また、和光の自然であるとか、色々な研究機関があ

ることも把握してもらって、将来「和光市で育ったんだよ」と子どもが自慢できるよう

になればよいと思います。

○松本市長 まさにそのとおりで、和光への愛着を深めることが重要。「定着」をいか

にして進めるか、という課題を我々は持っているところですが、そういった市全般の施

策にも生かせるかたちでこのことを推進していきたいという風に思っております。

○森田委員 今の話を受けて思ったことは、子どもだけではなくて、子どもの保護者た

ちにも地域の歴史や文化に対する興味関心を持ってほしいということです。市からそう

いったことに関する情報発信を今後強化できたらと思います。自分自身も２歳から和光

に住んでいるけれども、新しく移り住んできた市民と、前から和光に住んでいる市民と

でいかに接点を持つかが課題です。これはおそらくどこの地区も同じ課題を抱えており、

解決することはかなり難しいハードルかとは思うが、これについても対応していただけ



5

たらと思います。

○松本市長 森田委員には、まさに先頭に立って取り組んでいただいておりますが、私

自身もそうなんですけれども、学校を通しての情報が来ると、保護者も新鮮に受け入れ

てくれています。校長会を通して歴史的なことや健康づくりの観点からの情報などの提

供も行っていただいているところですが、より広範に、学校であるとか、公民館を通じ

て地域に投げかけていくことも考え、そういったキャッチボールの中で方針２に関わる

施策を展開していきたいと思っております。

○大久保教育長 教育というのは、基本方針にもあるとおり３つの分野に大きく分ける

ことができる。方針１の義務教育、方針２の社会教育はある程度法的にも位置づけられ

た教育であるが、方針３の地域・家庭教育に関しては学校教育のように組織的に行われ

るものではなく、しかもそういう中で、色々と抱えている課題がある。今回の教育大綱

の柱として、「福祉・コミュニティ施策との連携」というのが挙げられているが、これ

は今までにない分野である。福祉の面から見るとどちらかといえば、「福祉は福祉、教

育は教育」というところで捉えていたところはあろうかと思うが、この柱だけは教育大

綱の中でも非常に大きいものだと思います。つまり、まさに市長部局との連携をどう図

れるかというところが重要。３本目の柱を進めることで色々な面での連携を進めること

ができるし、そのことを通して家庭教育の在り方そのものを考えてもらうことができる

という利点もある。それが教育の中で一番大きなベースになると私は思っているので、

その柱は非常に重要視していきたいと思っています。

○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、総合振興計画の教育、福祉、コミュニティの施策、取組を教育大綱に基づい

て見直す際に、参考とさせていただきます。

○森田委員長 具体的な施策は総合振興計画において定められるとすると、今後教育委

員会としてはどのように関わっていけばよいのか。庁内調整の中で行っていくというこ

とですか。

○松本市長 教育委員会事務局の職員が、総合振興計画の調整会議に参加しているので、

今までもそうだが、その中で一体的に行っていきます。

○森田委員長 実際に形にしていくとなると、大変な思いをするのは学校の現場。個人

情報の関係であるとか、子どものことを思えばこそというところもあるので、学校が外

に開きやすい仕組みづくりをしっかりできるようにしてほしい。

○松本市長 おっしゃる通りで、子どもの家庭の問題については福祉も情報は持ってい

るが、今まで有機的に結びついてこないところがあった。もちろん個人情報に関する配

慮は必要ですが、そこを踏まえながらも両者を有機的にしっかり結びつけるという中で、

教育にしかなかったノウハウ、あるいは福祉にしかなかったノウハウを融合させる。特

に、貧困の問題であるとか、家庭環境の問題は大きな課題になってきているので、それ

を一体のチームとして取り組んでいく形にしたいということです。何しろこれは今まで

ありそうでなかった取組になりますので、その形についてはしっかりと教育委員会と相

談しながら実現していきたいと考えています。

○大久保教育長 今の件について、施策についてはすでに平成２７年度からスタートし

ているかと思うが、予算の関係上必要なものがあれば、次年度の予算の中で反映できる
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ようにしたい。総合教育会議の中で検討に挙げていくことが必要である。なお、重点施

策として掲げている施策はいくつかあり、例えば生涯学習であれば放課後子ども教室の

充実が挙げられる。そうした施策は今後さらに推進していくということなので、次年度

以降も予算を検討していく。実施計画等については、定例の教育委員会などでその都度

報告させていただきます。

○森田委員長 今までにない枠組なので、どのような形にしていくかが重要。次年度に

向けて、形を作っていければと思います。

○松本市長 制度として教育大綱を今回作りますが、教育のことは教育委員会でやる、

という根本は変わっていない。ですから、この教育大綱は、あくまで「この大きな方向

でいきますよ」ということです。教育大綱の中で、役所も積極的に関与していきますよ、

ということはうたいますが、今までの教育委員会でやってきたことや、決めていただい

ていたことについては、大きな変化はありません。

それでは、和光市教育大綱については、承認ということで異議ありませんか。

【「異議なし。」という声あり】

異議がありませんので、和光市教育大綱については、承認されました。

次に進みます。和光市総合教育会議運営規程についてを議題とします。

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 和光市総合教育会議運営規程について、説明させていただきます。資料２の

案をご覧ください。

総合教育会議については、地教行法において、所掌事項、構成員などが定められてお

りますが、会議の運営に関し必要な事項は総合教育会議が定めることとされていること

から、和光市総合教育会議の運営に関する基本的な事項を規程形式により定めるもので

あります。運営規程は、第１条から第１０条までの構成となっておりますので、第１条

から順に説明させていだきます。

第１条は、趣旨規定として、この規程が、法に定めるもののほか、和光市総合教育会

議の運営に関する基本的な事項を定めるものであることを定めております。

第２条は、会議の開催時期について定めており、第１項では、総合教育会議の定例会

として、毎年度４月と１０月に開催することとしております。４月の会議では、年度の

当初に、その年度において重点的に講ずべき施策等について協議、調整を行うことを想

定しています。１０月の会議では、次年度における教育の施策、予算等について協議、

調整を行うことを想定しています。なお、先にお示しさせていただいた素案の段階では、

１１月としておりましたが、総合教育会議での協議、調整の結果を次年度予算に反映さ

せるためには１１月では遅いとのご意見をいただいたことから、市の実施計画が決定し

た後で、かつ、次年度予算のヒアリングが行われる前の時期として、１０月に改めたと

ころです。なお、運営規程の素案に対し、総合教育会議で教育大綱のモニタリングを行

うか、ご意見というか、ご質問をいただいたところですが、地教行法では、教育大綱を

作成し、又は変更する場合は総合教育会議で協議することとされており、また、教育大

綱で定める事項が基本理念、基本方針であることから、教育大綱自体が進捗状況の継続

監視を行うモニタリングの対象とするには適していないという点もありますので、総合

教育会議においては、教育大綱のモニタリングは行わないこととします。なお、モニタ
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リングについては、総合振興計画において、教育大綱に基づいた各施策、取組が定めら

れることから、総合振興計画の審議会において行うこととなります。

続きまして、第２条の第２項では、大綱を策定、又は変更する場合においては、定例

会のほか、必要に応じて会議を開催することとしております。

第３条では、招集手続を定めており、第１項では、定例会及び大綱の策定等の会議に

あたっては、会議予定日の２０日前までに市長が教育委員会に通知することとしていま

す。第２項では、臨時の会議について、３日前までに市長が教育委員会に通知すること

としています。また、ただし書を定め、緊急の臨時の会議については、口頭の方法等に

より、迅速に会議を招集できるようにしております。

第４条では、教育委員会が会議の招集を市長に要請する場合の手続を定め、１０日前

までに通知することとしております。

第５条では、職員の出席として、会議で協議、調整を行う事務を所掌する部局等の職

員をその説明員として出席させることができることとしております。

第６条では、会議の議長を市長とすることと、会議の議事が市長と教育委員会の合意

により決することをそれぞれ定めております。

第７条は、会議の傍聴について、基本的な傍聴の手続を定めており、別に定める手続

としては、住所・氏名を記載した傍聴申出書の提出を想定しております。また、傍聴人

の数を制限する必要が生じた場合は、傍聴券の所持者に限り傍聴することができるとす

ることを定めております。第３項、第４項では、傍聴者が市長の指示に従うことと、従

わない場合は退場となることを定めております。

第８条では、会議録の公表に関する事項として、その時期を３０日以内とし、公表の

方法を閲覧及び市のホームページへの掲載とすることを定めております。なお、会議録

は要点筆記によるものを想定しております。

第９条は、総合教育会議の事務局を定め、最後に、第１０条では、この規程に定める

もののほか、会議の運営に関する事項については、市長に委任することを定めておりま

す。和光市総合教育会議運営規程についての説明は、以上となります。

○松本市長 それでは、和光市総合教育会議運営規程について、ご意見のある方は挙手

をお願いします。

ご意見がありませんので、和光市総合教育会議運営規程については、承認ということ

で異議ありませんか。

【「異議なし。」という声あり】

異議がありませんので、和光市総合教育会議運営規程については、承認されました。

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１回和光市総合教育会議を閉会します。


