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会議録

○松本市長 それでは、ただいまから、平成２９年度第２回和光市総合教育会議を開会し

ます。

本日の会議では、和光市教育大綱について、和光市立中学校の通学区域の変更につい

て、道徳教育についての３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。

事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、和光市教育大綱について説明させていただきます。資料２をご覧く

ださい。１枚目が平成３０年度以降の教育大綱の案で、２枚目が現行の教育大綱です。

教育大綱は、地教行法の改正により平成２７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、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となっ

ております。

現行の和光市教育大綱については、平成２７年度第１回総合教育会議で議題とし、教

育委員の皆様からもご意見をいただき策定したところですが、対象期間が市長の任期に

合わせ、平成２７年度から平成２９年度までの３カ年となっており、今年度が最終年度

となっていることから、平成３０年度以降の教育大綱の案について、本日の会議で議題

とし、協議をお願いするものです。

基本的な考えとしては、大綱であり、数年で大幅に変更するようなものではないと考

えておりますが、現行の教育大綱を策定した平成２７年度以降、教育に関する新たな取

組として、この総合教育会議でも議題とさせていただいた地区社協とコミュニティ・ス

クールがございます。

平成３０年度以降の教育大綱においては、地域・家庭教育について定めた基本方針３
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に、この地区社協とコミュニティ・スクールを追加するものとし、２枚目の現行の教育

大綱の網掛け部分を１枚目の赤字で記載しているとおり変更し、基本方針３を「教育委

員会と市長部局がこれまでの枠組みにとらわれることなく密接に連携し、地区社協やコ

ミュニティ・スクールの活動支援を始めとする人と人との絆を深める各種取組を展開す

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

育を目指します。」とするものです。

最後に、今後のスケジュールについてご説明します。

教育大綱の策定時に素案に対する意見募集を行ったことから、今回の案についても同

様に意見募集を行うことを予定しております。

意見募集は、平成３０年１月頃に行い、提出された意見を踏まえた教育大綱の最終案

を平成３０年４月に予定しております、平成３０年度第１回総合教育会議において議題

とし、ご承認いただきたいと考えております。

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 それでは、只今の説明を踏まえて、教育委員さんからご意見を伺いたいと思

いますのでよろしくお願いします。

○山田委員 教育大綱の案に、地区社協やコミュニティスクールの活動支援を始めとする

人と人との絆を深める各種取組とありますが、地区社協が３か所、コミュニティスクー

ルが２か所といった現状で、段階的に全ての地域に、ということですけれども、地域に

よってカラーがあると思いますが、この取組をどのように考えていらっしゃるのか。

○松本市長 基本方針３の趣旨は、教育と福祉の連携、それから当市の場合は教育と地域

施策、自治会と地域活動の連携の推進ということを書き込ませていただいておりました。

ですので、そういった関連施策の象徴的なキーワードとして、地区社協とコミュニティ

スクールという言葉を入れております。ただ、この活動に限定することなく、地域に密

着した、福祉との連携をしながら地域教育、家庭教育が推進されていく姿を表現したい

と考えております。

○森田委員 地域と家庭教育の推進をするという点においては、今後広沢にできる新規施

設や、既存の子育て世代包括支援センター等の施設で、ケアマネが教育委員会と連携し

ていく事業は他にもあると思いますが、その中で地区社協とコミュニティスクールとい

う２つの事業名をあえて出す意図を伺います。

○松本市長 この２つの事業はいわゆる日常の生活圏域に密着した事業として推進してい

くものです。今後の教育のあり方として、その生活圏域、地域に立脚した活動をしてい

くことを表現するのにこの２事業を具体的に挙げて表現させていただいていますので、

逆に、こういう事業も載せたらどうだ、という話ももちろんあるでしょうし、あるいは

これまでの大綱ではこう表現していなかったので、事業名ではなく、抽象的な書き方で

もいいのではないかという話にももちろんなると思いますので、この会議で提案してい

ただき、この案に拘泥するものではありません。分かりやすさを重視しています。

○森田委員 今おっしゃった、生活圏域に根ざした人との関係を作っていくことが、家庭教

育の推進に寄与するという意図であれば、その意図をしっかりと書かないと伝わらない

と思います。これまでの教育大綱の方が、事業名が挙がっている案よりも幅広くカバー

されているような印象があります。現大綱の、本市が直面する地域の課題に対し、とい
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う表現には、臨機応変に対応するというニュアンスが読み取れる一方、案では地域・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・家庭教育を目指します、という

だけで、理念的な部分の伝わり方が大綱としては弱い、という気がします。

○松本市長 せっかくなので、この点にフォーカスして、どちらのほうが分かりやすいか

各委員さんからご意見を伺いたいと思います。

○山下委員 地区社協とコミュニティスクールの拡充の３年という目標を掲げるのであれ

ば、この案でいいと思います。

○松本市長 実際に企画サイドからこの案が出された背景が、まさにこれをやっていくと

いうことを明示するという意図ですね。

○企画部長 事務局から説明があったとおり、市長の任期に合わせるということがござい

まして、市長の今期の方針として地区社協とコミュニティスクールの拡充がございます

ので、大綱の大幅な変更が難しい中、よりわかりやすい表現で修正させていただいたと

いう経緯がございます。

○森田委員 であるならば、この２つの事業名を挙げるとともに、先ほどおっしゃった趣

旨の文言を少し加えていただけると良いかと思います。人と人との絆を深めるというと

ころがざっくりしているという感じがするので、おっしゃった意図を文章化されてはい

かがかと思います。

○松本市長 この文章は生かしながら、人と人との絆を深めるというところに地域の密着

の推進に関するということをもう少し表現するということですね。

○冨澤委員 （基本方針３の題名に）福祉、コミュニティ施策との密接な連携とあります

が、地区社協やコミュニティスクールは福祉に対応する言葉なのでしょうか。

○松本市長 地区社協というのが地域運営団体、地域を運営する自主的な住民の組織の和

光市での名称を指します。地域運営団体ではありますが、実際のベースが民生委員さん、

児童委員さんの活動等に力点があるものですから、地区の社会福祉協議会的な意味合い

として、地区社協という名称を使っています。そういう意味で、福祉に対応するのが地

区社協の活動にかなり包含されているという趣旨です。

○冨澤委員 では、これが地域包括ケアと非常に密接な組織なんですか。

○松本市長 はい。予算等も介護保険特別会計からも若干援助しているところもあります

ので。そうすると、理念的なところを盛り込んで修正するようでしょうか。

○保健福祉部長 森田委員の言われたように人間関係の希薄化等の文言があり、その解決

のために福祉のコミュニティケアと連携する、という言い方になる一方で、修正案には

課題がなくいきなり教育委員会と市長部局が、という文言から始まっており、市や地域

の状況を踏まえた上で、人と人との絆を深めるという意図なので、希薄化とか１行くら

いは書かないとまとまらないかと思います。

○松本市長 地域に根ざした施策を推進するということと教育との関わり合いを進めてい

くということで表現を加えるということですが、実際この場で表現の細部までを詰める

ことは難しいと思いますので、そういう方向性で成案をまとめていくことで意思決定さ

せていただきまして、表現は後日文書でやり取りする中で固めていきたいと思います。

○森田委員 そういう方向の中で地区社協とコミュニティスクールをそうした活動の一例

として挙げているという印象づける表現がいいと思います。他にも学校応援団等いろい
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ろな活動がありますし、この２つの事業しかやりません、という印象にならないように

しなければならないと思いました。

○松本市長 そういたしましたら、その方向性でもう一度確認を取りたいと思います。い

ただいたご意見を基に修正を加え、皆様にご確認をいただいた上で意見募集を行って、

次回の総合教育会議で最終決定という流れにしたいと思います。

それでは、次に和光市立中学校の通学区域の変更についてを議題といたします。教育

長からご説明をよろしくお願いいたします。

○戸部教育長 それでは、資料３について、来年度から、通学区域を変更することにいた

しました。詳細については石川次長からご説明させていただきますので、よろしくお願

いいたします。

○石川次長 それでは、通学区域の変更につきまして、資料３をご覧ください。

和光市立中学校の通学区域の変更につきましては、平成２９年２月１６日の第２回和

光市教育委員会定例会におきまして、諮問の協議・議決をいただきまして、同年４月２

０日に第１回通学区域変更調査会を開催いたしました。諮問の内容は、大和中学校の通

学区域の一部を第二中学校の通学区域にすること、第三中学校の通学区域の一部を第二

中学校の通学区域にすることでした。委員の皆様につきましては自治会連合会から推薦

いただき、通学区域変更に関係する地域の方々につきましては関係自治会から推薦いた

だきました。さらに変更に関わる小中学校の保護者代表と校長先生に委員になっていた

だき、多様なご意見をいただけるように委員の構成をいたしました。

調査会につきましては、全４回開催いたしました。第４回の協議会の後に答申をいた

だきました。また、７月には地域説明会を開催し、諮問について地域の皆様にご説明し、

多くのご意見をいただきましたので、そのご意見につきましても、調査会において検討

をしていただきました。答申につきましては次のページをご覧ください。その裏をご覧

いただきますと、地域説明会及び調査委員会の中でいただいたご意見を掲載してござい

ます。その中で、大和中学校の通学区域のうち新倉二丁目地域については、第二中学校

までの距離がかなりあるというご意見や、第三中学校の通学区域のうち南一丁目地域に

ついては、通学区域までの道が夕方になると暗くて心配であるというご意見をいただき、

今回の通学区域の変更からは除外するという答申をいただきました。

平成２９年８月２４日の第８回和光市教育委員会定例会におきまして、答申に基づい

て和光市立小・中学校の通学区域及び就学すべき学校の指定等に関する規則の一部を改

正する規則についての協議・議決をいただき、市民の皆様に周知をしてきたところでご

ざいます。３ページ目に平成３０年４月以降の和光市立小・中学校通学区域一覧があり

ます。この度変更をしました通学区域につきましては、次のページに通学区域図を示し

てございます。さらにその次のページは、今年度までの通学区域図になります。見比べ

ていただきますと、新倉一丁目の地域と中央一丁目の地域について、第二中学校の通学

区域に変更したことがお分かりいただけると思います。

変更後の学校規模については、さらに次のページに通学区域変更後の学校規模につい

てという資料を付けさせていただきました。大和中学校の変更前は、平成３０年度の生

徒数を８０５名と予測しておりましたが、変更後につきましては７６６名、第二中学校

の変更前は３６４名、変更後が４３４名、学級数で言いますと大和中学校は２１学級が



5

２０学級、第二中学校は１０学級が１３学級になることを想定しておりました。現在の

ところ、新倉一丁目地域の小学校６年生につきましては２１名おります。この２１名の

うち、兄や姉が大和中学校に通っている、又は通っていたということで、９名が大和中

学校への進学を希望しておりますので、現在１２名が大和中学校への進学を予定してお

ります。さらに、市内全域で実施しております一部学校選択制におきまして第二中学校

を希望しております小学校６年生は３４名おりますので、合わせると４６名、第二中学

校の生徒として増加するということになります。

以上になります。

○松本市長 それでは、教育委員さんからご意見を伺います。

○山下委員 一部確認をお願いしたいところがありまして、新倉一丁目１５番については、

地図上で見ますと、外環の西側は全て第二中学校の通学区域ということになっています

が、新倉一丁目１５番は外環を挟んで飛び地になっていて、現６年生にはいないのです

が、４年生くらいのお子さんが３名ほどいらっしゃいます。ここも第二中学校の通学区

域にならないのか、というお話がありました。また、中央公民館の付近について、改正

後の通学区域図では第三中学校の通学区域とされていますが、ここについては従来どお

り第二中学校の通学区域でよいのではないか、というお話がありました。ひろさわ保育

園の辺りが入ってきてしまっています。

○石川次長 まず、もともと第二中学校の通学区域だったところが第三中学校の通学区域

とされているという中央公民館付近の件ですが、これにつきましては通学区域の赤いラ

インの誤りになります。これについては、現在も第二中学校の通学区域としておりまし

て、第三中学校の通学区域には編入しておりません。次に、新倉一丁目１５番の件です

が、飛び地ということですので、今後検討の余地があると思います。

○山下委員 ちょうどこの辺りは交通量の多い交差点で、死亡事故も発生している場所で

すので、できれば渡らないほうが安全だと思いますのでお願いします。

○松本市長 確か外環ができたのが、新倉一丁目が今の地番になった後だと記憶していま

す。その辺の不都合が出るかどうかもう一度精査させていただいて、基本的には生徒の

安全性等を踏まえて、区域を検討したいと思います。方向性としては外環道等の大規模

な道路で区切れるところは区切って分けていくということでいいかと思います。ただ、

旧の村の関係の話が出てくるかもしれませんので、それは精査したいと思いますが、基

本的には安全性で分けていきます。

○教育部長 今でも、大和中学校の通学区域の方でも第二中学校を希望すればそちらに通

える制度になっておりますので、手を挙げていただければその制度を活用できます。

○山下委員 今後３年くらい先に対象になってくるお子さんがいらっしゃると思うので。

○松本市長 地番と道路の線との区切りで違いがあるところについては、規則に書き込む

際によく確認した上で区分けを行うということでよろしいでしょうか。

その他はよろしいでしょうか。それでは次に進みます。道徳教育についてを議題とい

たします。こちらにつきましても教育長からご説明いただきますのでよろしくお願いい

たします。

○戸部教育長 皆さんご存知のように、大津のいじめ事件をきっかけとして特別な教科、

道徳ということで、小学校については来年度から、中学校については再来年度から道徳
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を実施していくということで、文部科学省等の内容を資料としてまとめさせていただき

ました。詳細についてはまた石川次長からご説明させていただきますが、１ページのと

ころで、全面実施に向けたスケジュールの中で、本年度から先行実施ということで、地

域によっては取り上げているところもありますが、和光市については小学校については

平成２９年度から、中学校については平成３０年度から実施していくということです。

さらに、小学校については平成３２年度から新しい学習指導要領ということで教科書が

新しくなり、中学校については平成３３年度から新しい学習指導要領ということで１年

遅れで新しい教科書になるということです。ですからちょうど小学校についてはオリン

ピックの年から教科書が変わる、というイメージを持っていただけると一番分かりやす

いかと思います。それでは、道徳教育について石川次長から説明をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

○石川次長 それでは、資料４をご覧ください。

道徳教育につきまして、平成３０年度の小学校での全面実施に向けまして使用する教

科用図書の採択も無事に済み、各学校において、次年度に向けた教育計画の策定の準備

を現在着々と進めているところです。この度の道徳の教科化の背景につきましては、先

ほど教育長からもございましたが、お手元の資料の後ろから２枚目に、文部科学省ホー

ムページより抜粋いたしました資料を載せさせていただきました。こちらを中心に、道

徳の教科化の背景につきましてご説明させていただきます。

まず、１つ目の背景といたしまして、大津でのいじめ自殺や川崎での事件など、痛ま

しい事件が多発している深刻ないじめ問題の本質的な問題解決を図る必要があるという

こと、そして２つ目ですが、情報通信技術の発展に伴い、子どもたちが置かれている生

活環境の変化に対応する必要があるということ、３つ目に子どもたちを取り巻く地域や

家庭の変化、左側のグラフを見ていただきますと、守られていないルールやマナーにつ

いては、子どもよりもむしろ大人のほうが守れていないという状況が見て取れるかと思

います。また、右側の家庭教育力が低下している理由につきましても、そこに書かれて

いる理由があります。こういったことも背景の１つになっております。そして４つ目で

すが、諸外国に比べて、これは高校生のデータですが、自己肯定感の意識が低いという

データが出ております。自己肯定感につきましては、高いほうが何かに挑戦したいとか、

何かを達成したいとか、規範意識、自己有用感という意識が高いことが証明されていま

す。また、勉強に関する意識も、自己肯定感が高いほうが高くなるという調査結果が出

ております。

そして、一番最後のページになりますが、与えられた正解のない社会状況ということ

が挙げられています。こういった中で、一人ひとりが道徳的価値の自覚を基に、自ら感

じ、考え、他者と対話し協働しながら、よりよい方向を目指す資質・能力を備えること

が、これからの子どもたちにとって非常に重要ということから、道徳を教科として扱う

ということになっております。中学校の教科書につきましては、平成３０年度に採択を

予定しているところでございます。

以上になります。

○松本市長 はい。ありがとうございます。それでは、只今のご説明につきまして、ご意

見をいただければと思います。
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○山田委員 本来は親が教育すべきことだと思いますが、現在の家庭環境、働きに出て、

子どもといる時間も少なくなっている中で、十分に家庭で様々な価値観を教える時間が

なくなってきているのかもしれません。そこで、学校教育の場で、しっかりと教える必

要があると思います。学校の授業で教えたことを、学校の生活の中でも十分に生かせて

いく環境を作れなかったら、授業だけで身に付けるには十分でないので、地域や家庭で

も学んだことを生かせるような仕組み、環境づくりをしていく必要があります。その子

の将来の生き方とか、その方向性に繋がっていくのかと。そこをうまく学校の中で、道

徳の授業だけでなく他の教科の中でも善悪の判断など出てくると思いますが、そこを自

分の中で生かせていく先生方の取組も必要であると思います。

○松本市長 今回の道徳教育の大きな転換の中で、いわゆる従来型の、正しい価値観を大

人が押し付けるようなものから大きく変質しているのが、コミュニケーション能力とか、

対人関係力とかいわゆるＥＱ、非認知能力といわれるような生きる力のところをアクテ

ィブ・ラーニング、対話型のやりとりの中で育てていこうというところに大きく舵が切

られていますので、教育全体がそのような方向に向いているということからすると、お

っしゃるとおりなのかと思います。教科の中でも双方向型、対話型で結論に向かって、

みんなで考えていこうという方向に向かっていることからすると、おっしゃったことが

今回の教育改革の一番の主眼だと思います。一方で、家庭の教育力や地域の教育力が今

ほぼ壊滅的な状況になっていますので、そこで先ほどの教育大綱の基本方針３のところ

になっていくのかと思います。地域の大人がみんなで子どもと関わっていく、あるいは

生涯学習、赤ちゃんの時から将来にわたって地域との関連性の中で人が伸びていく地域

を作っていくのが教育大綱の基本方針３ですので、まさにおっしゃられたところが一番

の点かなと思っております。

○戸部教育長 現在も道徳の授業が行われている中で、私が危惧しているのは評価につい

てでございます。数値による評価ではなく、記述式の評価を先生方がしなければならな

いのですが、いわゆる指導要録の評価については、書くのが大変難しいだろうと。また、

保護者に対しても同様に評価を戻さなければならないということですので、年配の先生

にはそんなに問題はないと思いますが、特に若い先生には、本当に個人内評価がしっか

りできるか。他者との比較で書いてしまうと大きな問題になりますので。今後現場の先

生には研修を積んでいただいて、深めて高めていかないと、子どもたちも新しい大学入

試では記述式が出てくるように、先生方もそのような記述がしっかりできないとやって

いけない気がしました。以上です。

○山下委員 今のお話に関連して、小学校の通知表の右側の欄があります。話を聞く、言

葉遣い、姿勢等の項目ですが、これと道徳の項目とが二重評価にならないか、同じよう

な項目が結構あるように思います。それから、学校での様子を記載する所見欄について

も同様です。こういったものと道徳とをどう棲み分けるか、同じことを繰り返すと先生

方の負担になりますので。場合によってはその部分がそのまま道徳の評価になるかもし

れませんが。その辺の改革の動きについてはいかがでしょうか。

○松本市長 道徳の評価については、文部科学省が意見表明をしていて、その中ではアク

ティブ・ラーニングやコミュニケーション力の向上を行った上で、今後子どもたちがど

のように伸びていくかについてフィードバックしていくことが示されています。他者と
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の比較ではなく、その子のコミュニケーション力、その子の生きる力を伸ばすにはどう

いうところが課題かということを表現するように文部科学省は言っています。ですから、

そこは先生方が苦労されるところだと思うのですが、うまくそこをやっていただければ、

非常に子どもたちの生きる力をアシストするいいものになると思いますので、現場の研

修等によりある程度共通のプラットフォームで行っていくと思いますが、現場としては

いかがでしょうか。

○石川次長 その通りです。それから、埼玉県で評価資料というものが作られているので

すが、それを基に和光市は和光市で研修を積み重ねていきます。それから、道徳科とし

ての所見の評価と、その他の部分の評価の話がありましたが、国語でも算数でも、国語

の授業をしたことに対する評価であって、国語力に対する評価ではないんですね。同じ

ように道徳科も、道徳の授業を行ったことに対する評価であって、所見欄はその子の日

常生活全般を通した評価になります。道徳というのは、教科の中での道徳と、学校生活

全体の中での道徳と二本立てで行っておりますので、それを混同することのないよう指

導していきたいと思います。

○山下委員 例えば現行の成績表の国語や算数であれば、国語で「～が分かる」等の項目

ごとにそれぞれ何点かの評価、となっていますが、道徳についても同様になるのでしょ

うか。

○石川次長 一つ一つというよりは、文部科学省が示しているのは、いくつかのまとまり

の中でその子がどのような力を達成しえたかとか、行動力が身についてきているかとか、

そういうことを評価するように、という指示が出てきております。今後研究していく内

容になると思います。

○山田委員 その子がどれだけ伸びたかという評価になるわけですか。

○石川次長 道徳なので、伸びというにはなかなか難しいのですが、道徳に対して、自分

なりによく考えて実践力を高めているかとか、そういう評価になるのではないかと予測

しております。

○松本市長 評価というのは何でもそうですが、授業をやりました、そのやった授業につ

いてここを伸ばしたらもっと良くなりますね、というのが基本だと思います。そういっ

た観点からなされるべきで、決して他者との比較等をしてはいけないというのは文部科

学省から示されております。

○森田委員 今まで道徳の評価というと、評価は大変難しいようですが、指導主事の先生

方が今まで道徳の指導について各先生方に評価の方針を示していたと思いますが、今後

も指導主事の先生方がそういったことをカバーされるのでしょうか。

○石川次長 今後は、道徳科の評価も含めて、和光市としての方針については、１０月の

定例校長会で示させていただきました。それを基に、各学校で教育計画の策定と、評価

についての具体的な研修を進めているところなのですが、先ほど申し上げましたように、

まだ埼玉県としての基本方針が出てきておりませんので、県の基本方針が出てきたら、

この流れに沿って和光市としてまた検討していく、という方向が指導主事が関わってま

いります。

○森田委員 指導主事の先生方が増えるということではなく、今いるメンバーで頑張ると

いうことですか。
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○石川次長 現在、道徳のスペシャリストがおりますので。

○冨澤委員 私も道徳の評価について考えていましたが、この評価についてはあまり重要

に考えなくてもいいのではないか、と考えまして。これは結局マナーの話ですよね。ご

みが落ちていないかとか、高齢者に席を譲るとか、こういうことは道徳というよりマナ

ーを教えるということであるという気が最近していまして、これは教育だろうと。なの

で評価よりもマナーを教えればよく、マナーを学んだ人たちが多くなってくればマナー

を守れる人たちが増えてきます。例えば、都心と郊外とで落ちているごみの量が違うと

いうことがあるかもしれませんが、そうしたことが改善される可能性があります。駐輪

場などでも一つごみがあればそこにまとまってしまうということがありえます。そうい

うことがなくなるようにマナーを教えるということで、評価とは違う話かと思います。

○松本市長 まさにおっしゃる面があって、社会でどうお互いが分かり合って生きていく

か、ということはまさにコミュニケーション能力や対人調整能力なので、点数での評価

にはならないように、というのは文部科学省から示されています。先生がおっしゃるよ

うに、私も子どもの道徳の授業などを見に行って思うのですが、教えるというよりは、

子どもたちに考えさせて気づかせる授業になっています。ですからより身につくように

なっているのかな、と思っております。既にそのようなことは現場ではなされています。

○大島副市長 個人的な疑問として、道徳やマナーの話になると、宗教観が影響してくる

と思います。評価をすることによって、生徒の家庭などの宗教観に介入する部分がある

と思いますが、指導を行う中で、日本の教育においては宗教はタブー視されてきた部分

がありますが、今後指導要領の中で、宗教観への配慮はどうなるのでしょうか。

○石川次長 先ほどの資料４の２ページ目に、小中学校の道徳の評価で扱うキーワードを

掲載させていただきました。その内容を年間３５回に分けて行っていきます。項目的に

は３５回分ありませんから、要点とすべき内容を年間２、３回ほど増やすことによって、

その地域の実態に即した指導計画を作っていくことができます。そして、評価と評定は

違いますので、評定はどれだけできるかできないかを表しているのですが、評価という

のはどこまで頑張ったかということを評価することで、子どもたちを意欲的にするもの

ですので、その区分けをしっかりすべきと思います。それから、この中に書かれている

内容は宗教に関わる内容について含めているものではございません。あくまで宗教とは

関わりない項目で子どもたちを指導することになります。

○大島副市長 でも、博愛や長幼の序のような話、ほとんど日本の中で動いているのは宗

教観ですよね。それを切り離してしまうと、みんな絵空事になってしまうと思います。

○松本市長 近代でデモクラシー国家が成立していく中で、宗教との分離は、例えばフラ

ンスやイギリスなど、国ごとにいろいろな方法で図ってきたのですが、フランスの市民

教育を見ていると、その峻別が徹底しているんですね。日本の場合には宗教か、それと

も地域の慣習かが曖昧なものが地域の祠などたくさんありました。一方で外国人が入っ

てきたりいろいろな状況があるので、非常に気を遣った表現になっているんですね。そ

れが物足りないかどうかは難しいところです。

○大島副市長 大統領が宣言をする時に聖書に手を置く国と、多神教で宗教が雑多な国と

では考え方が全然違うと思います。

○戸部教育長 日本の教育の中では宗教的な背景を持った私立学校があります。そこはま
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たそこで若干違いますよね。ただ、イギリスのように、国で宗教が定められたにもかか

わらず、現在ではそうではないという歴史を辿った国もありますから、なかなか難しい

と思いますね。

○松本市長 その他ご意見等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。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２９年度第２

回和光市総合教育会議を閉会します。


