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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１回和光市総合教育会議を開会

します。本日、平成２９年度第１回目の会議では、和光市立中学校の通学区域変更の進

捗状況について、新学習指導要領に対応した英語教育についての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、和光市立中学校の通学区域変更の進捗状況についてを議題とします。

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 昨年１２月２２日の総合教育会議において承認された、和光市立中学校の

配置規模に関する基本方針に従い通学区域の変更をいたしますが、現在の経過状況につ

いて担当課より説明をさせていただきます。石川次長、お願いいたします。

○石川次長 ４月２０日に第１回通学区域変更調査会を開催しました。調査会の委員長

に自治会連合会会長の浪間貞様、副委員長に自治会連合会副会長の木田亮様を選出した

後に、諮問に対する協議を行いました。委員の方からの主なご意見としましては、「大

和中学校が定員オーバーになるのか。」というご質問に対しましては、「空き教室はあ

るが、１５～１８学級の適正規模にしたい。」というご回答をさせていただいておりま

す。次に、「中学校は３校以上増やさないのか。」というご質問に対しましては、「３

校体制を維持するが、今後のまちづくりの推進の中で人口増が見込まれる場合、駅北口

に新設校を検討する。」というご回答をさせていただいております。それから、「南一

丁目地区が、なぜ第二中学校に行かなければならないのか。」というご質問に対しまし

ては、「第二中学校に２学級増やしたいこと、第三中学校の学級数を現状維持させたい

こと、一部選択制で第二中学校を選択している家庭が多いことが理由で入れさせていた

だいた。」というご回答をさせていただいております。次に、「和光高校に中高一貫校

をということについてはその後どうなっているのか。」というご質問に対しましては、

「県には話しているが、正式な回答はない。」というご回答をさせていただいておりま

す。最後に、「今回の通学区域変更は暫定的なもので、中高一貫校が実現された場合は、
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また通学区域を変更するのか。」というご質問に対しましては、「外環の西側を第二中

学校、東側を大和中学校とすることに今後も変更はない。」というご回答をさせていた

だいております。主な質問に関しては以上です。この後につきましては、５月２９日（

月）に第２回和光市立通学区域変更調査会を開催する予定です。以上です。

○松本市長 ありがとうございました。教育委員さんにご意見を伺う前に少し確認です

が、和光高校に中高一貫校をという質問があったのですか。

○石川次長 はい、ありました。

○松本市長 市として県に要望しているのは、あくまでも和光国際高校に中高一貫校を

と朝霞区市長会として提出してあります。第２回会議の際もそういったコメントがあっ

たということを、議題の流れによってはお伝えしたほうが良いかもしれません。それで

は、只今のご説明について、教育委員さんからご意見を伺いたいと思います。

○森田委員長 これにつきましては、教育委員会の中で協議して現在の通学区域変更は

自治会との兼ね合いというか、合意形成していくことが非常に大変だったのですが、そ

こを大事にしながらこの方針でということは合意しましたか。

○山下委員 南一丁目というところは、こちらだけ南地区が第三中学校だけ離れるとい

うことで反対される方が多いのでしょうか。それとも自治会として分断してしまうとい

う根強いご意見がある場所なのでしょうか。

○松本市長 今のご質問については、当日の雰囲気としてはいかがでしたか。

○石川次長 委員の方からは、初めになぜ第二中学校区域に入ったのかというご質問に

対してお答えしましたが、それを地域に持ち帰って地域の方々から様々なご意見を集め

てきますというところで当日は終わっています。

○松本市長 そうすると、第２回の際にその持ち帰られたところも俎上に載せながら出

していくというイメージですね。

○石川次長 はい、そうなります。

○松本市長 元々二軒新田は人口が少ないところで、新興住宅が人口の大半を占めてい

ますので、その辺の方がどう考えるかですね。

○戸部教育長 実態としては、選択制で第二中学校を選択しているお子さんがこの二軒

新田は結構いらっしゃいます。そういった状況もございますので、自治会長が持ち帰っ

ていただいて、何らかの反応はあると思います。

○松本市長 実際に割合としては半分半分くらいまでありますか。

○石川次長 割合は半分まではいきませんが、平成２９年度当初ですと、対象地域の学

齢児童は２２名いましたが、第三中学校から第二中学校を選択した児童は８名います。

○松本市長 ３分の１強が敢えて選択しているという状況だということですね。理由は

特に分かりませんか。

○石川次長 それぞれの家庭の理由は分かりませんが、小学校が和光市立ではなく都内

の小学校に就学していたお子さんたちが、中学校では第二中学校を選択しているという

委員の発言がありました。

○松本市長 要するに大泉の小学校に通っていたお子さんが結構いらっしゃるというこ

とですね。都内の小学校は選べても、中学校には進学できないですからね。

○冨澤委員 通学距離は従前とそれほど変わりがないと前回お伺いしていたので、その
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点は良いと思いました。

○松本市長 そうですね、確か通学距離的に大幅に増えない範囲で配慮してこの区域に

なっているというイメージです。

○石川次長 実際に改正を予定している地域のうち一番遠方から歩いてみましたが、か

かる時間はおよそ３０分で距離にすると２．５ｋｍくらいです。その地域が大和中学校

まで通うとすると２５分で、２．２ｋｍくらいなので、それほど変わらないと考えてい

ます。

○山下委員 前にもお話いただいて大丈夫ということだったと思いますが、確認させて

いただきます。２．５ｋｍという距離に関しましては、いわゆる文部科学省が考える学

区ですよね。中学生としての通学距離としては適正の範囲内ですか。確か４ｋｍとおっ

しゃっていた気がします。

○石川次長 文部科学省の基準内には入っております。

○松本市長 和光市の場合は小学校も中学校も隅から隅まで行っても大丈夫くらいのス

ケール感です。ただ道路網の関係で、そこまで長い距離は通わせられないだけかもしれ

ません。

○山下委員 外環西側が第二中学校で、北口を整備した際に道路整備も行われるかと思

いますが、通学路が長くなりますから歩道を整備していただけたらと思います。保育園

に通う際もバギーが通ると人がすれ違えず、北口の道路は子ども達が怖い思いをしてい

たということを聞いております。道が怖かったから駅の中を通りたかったとも言ってい

ました。子どもは広がって歩いたりもしますので、そのあたり是非ともご配慮いただけ

たらと思います。

○山田委員 距離というよりも、通学路の安全性というものが重要だと思います。変更

した箇所の通学する主なルートをしっかり検証していくことが大事だと思います。それ

と、同じ小学校が第二中学校と大和中学校に分かれてしまうことは他の小学校でもある

ことですが、分かれることによって心情的にどうかという意見はあるのかと感じました。

○松本市長 通学路に関しては、中学校は指定の通学路というものは無いですが、標準

的に無いものですよね。

○石川次長 一応指定はしています。

○松本市長 その指定の通学路を今回改めて変更になるときに検証した上で、手当てす

べきところを手当てするというのが、市長部局としての考えです。変更がある程度でき

そうだという段階で、具体的な手を入れるべき箇所というのを改めて共有して予算化す

るのが必要だと思います。

○石川次長 今の通学路についてですが、基本の路線として２本考えています。一つが、

上之郷地域から来る場合に、国道２９８号を歩いてきて駅北側に出るコースで、もう一

つが上谷津通りを抜けてきて新倉ガードをくぐるコースです。駅北側に出るコースの方

が距離的には近くなります。

○松本市長 ガードをくぐるコースの場合、おそらく安全性の問題で指摘があるかもし

れないので、その辺をどうクリアするかというのは考えなければならないと思っていま

す。監視カメラ等方法を具体的に検討する必要があるかもしれません。

○教育部長 現時点でのガード下は暗いという市民からの声があります。監視カメラや
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もう少し明るいライト等の工夫が必要だと考えています。

○松本市長 駅前通りが自転車等非常に交通量が激しいので、その辺を全員通すかが課

題だと思います。北口の区画整理においては、歩道整備をかなり重点的に行っていきま

すので、北口はむしろどちらかというと人口の変動によって大幅に駅北口の人口が増え

ることの影響の方が将来的には大きいと思います。ただ、タイムスパン的にはしばらく

先の話になりますので、それは別途検討が必要だと思います。和光市立中学校の通学区

域変更の進捗状況について、他にご発言はありませんか。それでは、本議題は終了し、

次に進みます。

次に、新学習指導要領に対応した英語教育についてを議題とします。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 それでは、新学習指導要領に対応した英語教育についてご説明させてい

ただきます。資料３と本日お配りした資料「“これだけは押えておきたい”教科書制度

の概要」の２つを参照してください。聖徳太子にするか厩度皇子（うまやどのみこ）に

するかが、話題となった新学習指導要領は、小学校は平成３２年度から、中学校が平成

３３年度から実施となります。本年度から、県では、教育課程説明会が実施され、各学

校も準備に入ります。今回は、２０３０年とその先の社会の在り方を見据えて、そこで

生きていく資質・能力を育てる教育課程が、改訂のコンセプトであります。資料３にあ

りますように、グローバル社会に対応できる人材の育成が基本です。グローバル化は、

経済の格差、教育の格差、そして職につけない若者を生み出しているという現状もある

ので、２０３０年の社会に向けた役割を果たすことが、今回の学習指導要領改訂に大き

く求められています。それでは、資料３で新学習指導要領に対応した英語教育というこ

とで説明をさせていただきます。今回の主な改正点は、小学校３・４年生で「外国語活

動」を週１時間入れます。現行は週０時間です。それから、小学校５・６年生で「外国

語科」いわゆる国語や算数と同様の扱いとなりますが、こちらを週２時間入れます。現

在も外国語活動ということで、小学校５・６年生は週１時間実施しておりますが、こち

らが１時間増える形になります。実際に平成３２年度から小学校５・６年生は外国語科

ということで週２時間英語の勉強をきちんと受けることになるわけですが、それなりの

条件整備が必要になります。中学校につきましては、現行も週４時間ですが、時間は変

えずに授業は原則として英語で展開する形になります。原則という言葉は付いています

けれど、基本的には中学生の外国語の授業については、英語で実施していただきたいと

いうのが今回の大きな改訂のポイントでもあります。それに伴い、英単語の関係ですが、

小学校５年生から中学校３年生まで合わせると、約２，５００程度の単語を学習するよ

うになるということで、こちらは現行の単語の２倍以上ということで、完全にできれば

かなり英語の能力が上がるということです。また、小学校・中学校・高等学校として一

貫した学びを重視した学習指導要領の改訂となっていくということです。それから、英

語を重視するのはもちろんのこと、国語教育との連携を図り、日本語の特徴や言語の豊

かさに気付く指導を充実していくことが謳われています。これらについて、小学校が平

成３２年度、中学校が平成３３年度から実施予定になっています。資料３の改正点の下

に記載されているものは、授業のイメージとして小学校３・４年生は、外国語活動とい

うことで週１時間は活動が中心の授業になります。聞いたり話したりということで、現
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在小学校５・６年生が行っているような授業になると思います。現在は学級担任とＡＬ

Ｔで授業が展開されていますが、同じような形で授業が実施されていくと思います。小

学校５・６年生については、週２時間ということで、学級担任とＡＬＴ、専科教員（い

わゆる英語教員）で授業が展開される、あるいは学級担任と専科教員といった形も考え

られます。内容については、聞く・話す・読む・書く力を育成するということで、現在

は聞いたり話したりという外国語活動が中心ですが、そこに読む・書くということで文

法的なことも入ってくる形になります。ＡＬＴはそういった指導ができないため、小学

校の学級担任は英語科の免許を持っていませんので、専科教員の授業が必要になってく

るという背景があります。中学校については、週４時間ということで大幅な変更はあり

ませんが、原則として英語で授業していただきたいので、そのためには何らかの手立て

が必要ということで、ＡＬＴはもちろんのこと、タブレットを活用したＥラーニング等

の使用を想定されます。資料３下方の「グローバル社会に対応できる人材の育成」の部

分記載されている「中学校卒業時に英検３級程度の英語力の習得」を今回の学習指導要

領の改訂で目指していますが、現在中学校３年生で英検３級程度の力を持った生徒は、

３５％程度だそうです。これを１００％まで持っていかなければならないですから、か

なりの労力が必要になっていくと感じます。英語教育に特化した説明をさせていただき

ましたが、今後教育課程の編成にあたり、多種多様な取組が展開されると思います。他

にも、地図帳は現在小学校４年生で配布されていますが、こちらが小学校３年生から配

布になります。それから、みなさんご存知のようにマスコミ等でもニュースになってい

ますが、プログラミング教育の導入、中学校では部活動の持続可能な在り方の検討が課

題になっています。本市では生徒数が多いということで大変恵まれた環境にありますが、

全国的に見ていくと、中学校の部活動が存続できない状況にあります。現に、本県の高

等学校の部活動においても、特に野球などは複数の学校が合同で試合に出るというよう

な状況にあるので、今後中学校はそういったことも検討しなければならないということ

で、本市としても外国語教育充実と共に、新学習指導要領に対応した環境条件整備とい

うものを推進していかなければならないと思います。資料「“これだけは押えておきた

い”教科書制度の概要」についてですが、教科書については１年目が著作・編集、２年

目が検定、３年目が採択、４年目で使用というサイクルで教科書が現在は無償で給与さ

れております。「教科書の検定・採択の周期（予定）」に記載されている平成２９年現

在、小学校の現行学習指導要領の教科書について文部科学省は検定を行っております。

道徳については平成２９年度は「採択」になります。そして、平成３０年度に現行の学

習指導要領に基づく教科書を採択しなければならず、本年度採択した道徳の教科書は平

成３０年度に使用していく形になります。道徳については、平成３２年度は斜線で記載

されていますが、こちらは平成３０年度に次期学習指導要領の教科書の検定が行われ、

平成３１年度に採択が行われますので、平成３２年度から新しい教科書が使用開始され

ます。本年度採択される教科書については、平成３０年度、３１年度に、現行の学習指

導要領に基づく教科書は現在検定されて、来年度採択されて平成３１年度一年間だけ使

用する教科書が配布されます。中学校については、現在道徳の教科書が検定されており、

平成３０年度に採択をして、平成３１年度から使用開始されます。次期学習指導要領に

ついては、平成３１年度に教科書の検定を行い、平成３２年度に採択されて、平成３３



6

年度から使用開始になるので、中学校の教科書についても平成３２年度一年間だけ使用

して、平成３３年度から新しい物が配布されます。教育委員会としても平成２９年度か

ら３２年度の四年間にわたって採択事務をしなければならず、この作業はとても面倒で、

検定中は教科書発行者との接触禁止期間ということで、現行の学習指導要領に基づく教

科書が現在検定されていますが、どんなものが作られるかは昔なら電話で問い合わせれ

ば分かりましたが、全く分からない状態にあります。過去の状況からいけば一年しか使

用しないので、おそらく分厚いものは出てこないだろうと想定されますが、あくまでも

想定の範囲内であって、どのような形で出てくるのかは分かりません。どこの教育委員

会としても内容が分からないのと、採択事務をしなければならないということで、この

採択事務についても効率を求めるために、省略をして良いと思われる部分がありますが、

それは出来ないだろうということで、おそらく平成２９年度から３２年度までは教育委

員会としては、一年の全般が採択事務に振り回されることが予想されます。同時に一番

大変なのは、平成３１年度で小学校は次期学習指導要領に基づく道徳を含んだ教科書の

採択を行い、中学校の現行学習指導要領に基づく教科書の採択ということで、小学校中

学校合わせて採択をしなければならないということで、教科書の数が膨大になります。

教育委員会として皆さんそれぞれに教科書の概要を知っていただいて、本年度も道徳を

含めた現行学習指導要領に基づく教科書の展示会を和光市でも６月に実施する予定です

けれども、機会があれば是非見学して、教科書に興味を持っていただければと思いこの

資料を提供させていただきました。採択に関わって翌年から子ども達の教科書について

は無償給与されますが、教員の教科書については有償ですので、それなりの整備をしな

ければなりません。以上です。

○松本市長 ありがとうございました。只今のご説明について、教育委員さんからご意

見を伺いたいと思います。

○山下委員 英語教育についてですが、こちらは色々なところで議論されてきていると

思います。小学校５・６年の専科教員を配置するということで、人数は足りているのか

ということと、中学校以上の免状を持っている先生が小学校に入るということに関して

言うと、「小学校英語」という免許は改正されて出てくるのかということが気になりま

す。ＡＬＴについても、ネイティブの人を全国全ての小学校で配置するとなると、とり

あえず英語ネイティブなら誰でも良いという状況が発生するのではないかということで、

その辺も懸念されると思うので、数の保障とＡＬＴの質の問題、現行同じ４時間でこれ

だけの内容を時間を増やさずに可能なのかということです。英語で授業を行うのは専科

教員だと思いますが、英語授業は大学の授業でも大変なことになっています。英語で子

どもに理解させる時の内容の問題として、日本語で説明すれば分かるものを、英語で説

明するということは、日本人で英語ネイティブでない人が行うので、かなりまどろっこ

しい状態になっており、実際に実力がつくという以前に逆に内容が薄くなってしまう可

能性があって、２時間２時間というバランスを全て英語で教えるということが本当に望

ましいのか、文法も日本語で説明してから英語で説明するとか、もしくは補習時間を取

るのであれば分かりますが、現行の４時間の中で全てを英語で、しかも英語ネイティブ

ではない専科教員が行うとなると、それが出来る実力のある教員を養成しきれるのか不

安に思っています。その辺については文部科学省はどう考えているのかということと、
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そちらの確保に向けて和光市はどう考えているのか教えていただきたいです。

○戸部教育長 英語の授業については「原則」と言っておりますので、全てがそのよう

にいくわけではないと思います。ただ、文科省が狙っているのは、小学校５年生から中

学校３年生の５年間で２，５００程度の単語を覚えさせるといっております。

○石川次長 専科教員についてですが、新しい小学校の免許取得は英語科を必修にして

いく大学も出ております。それは全てではありませんので、どれくらい単位を取った者

が小学校の免許を取得できるかは分かりかねます。オールイングリッシュの件について

は、現行の中学校の教員は質的には可能です。子ども達については、英語科の教員に言

わせると中学校１年生の段階で６：４くらいで日本語多目で、段々とオールイングリッ

シュに変えていくと子ども達も耳が慣れるので、かなり鍛えこむ必要がありますが、中

学校３年生でオールイングリッシュが可能になると聞いております。

○松本市長 少し補足させていただくと、過渡期の問題と過渡期を終えたときの課題が

あって、過渡期の段階では英語の教育を受けていない小学校の教諭・教員免許保持者を

どう対処するかというのは、市と教育委員会が話し合って研修体制を考えていく必要が

あると考えています。将来的には英語の教育をする前提で小学校の先生が段々増えてい

くと解決されていくと思います。役所も予算を考えなければなりませんが、過渡期の対

処というのを教育長とも調整しながらどう乗り切っていくかというのを含めて考える必

要があると思います。私も中学校授業を拝見していて、現在でも実際には定型的なとこ

ろは日本語では言わず英語で言っているところは昔と比べるとずいぶん増えています。

そんなに複雑な内容の説明を英語でするというよりは、レッツ・プラクティス的な授業

中になるべく英語を使って行いましょうというレベルの話だと言われていますので、そ

こは今後対応されていくと思っています。

○山田委員 英語力のある先生が教えた子ども達が必ずしも成績が良いとは限らず、苦

手な先生の方が自分達が努力して一緒に学んでいくので分かりやすく、逆に英語力があ

る先生よりも成績が良いというデータが出ています。小学校の先生方も子ども達と一緒

に成長していくような形もあると思います。

○松本市長 少なくとも新しい学習指導要領というのは、小学校が平成３２年度、中学

校が平成３３年度からとまだ時間がありますので、その間に研修体制をしっかりと組ん

でいく必要があると思っています。あと、先生は出入りが市内外でありますので、もし

かしたら県にも要請しなければならないと思うのは、全県的にその辺の足並みを揃えて

研修をしていかないと、その研修にお金をかけた自治体と何もしない自治体で損得が出

てきて、先生の質も維持できないので、教育委員会の会議でもその辺の話は出てくると

思います。市長同士の話し合いの中でもそういったところを調整する中で、今の英語を

教えることに関して教育を受けていない小学校の先生の対応というのは、山田委員が仰

るようにご自身が苦労して習得する中での体験を踏まえて、子ども達に良い教育ができ

ることは非常に良いことだと思いますので、その辺も検討する必要があると思います。

○森田委員 これから小学校５・６年生から成績がきちんと評価されていくとなると、

中学校卒業時に英検３級程度の英語力の習得が現在は３５％から１００％目標にするに

は、相当内容が変わるしレベルもぐっと上がることになると思います。４０人学級でい

っぺんに教えて間に合うのか、コミュニケーションを深めていくということがあるので、
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他の算数等の格差が予想されるかもしれないと思っています。数学も少人数学級でレベ

ル分けして授業を行っていますが、あまり格差を開かないで公立の教育としてきちんと

ある程度のレベルを維持していくという時に、学級の人数や成果に合わせた柔軟な対応

がもしかしたら発生するかもしれないことも考えておかなければならないと思います。

それから、タブレットに関しては英語に限らずだとは思いますが、下新倉小学校ではタ

ブレットが用意してありますが、これがどの学校でも使えるように学校間の環境の格差

というものを解消しなければならないと思います。整備を一気に行うのは難しいので、

段階を追ってということになると思いますので、小学校が平成３２年度、中学校が平成

３３年度を目指して、Ｅラーニングに対応できる環境整備については準備を始めていか

なければならいと思います。

○松本市長 現在、算数は専科教員も導入して底上げの効果は出ていると認識していま

す。今後実際に英語の教育が始まってその対処をしていくと思います。予算との兼ね合

いもあるので、どこに重点的に配分していくかという話になると思います。タブレット

の整備状況については石川次長が分かる範囲でご説明をお願いします。

○石川次長 タブレットにつきましては、下新倉小学校以外も各校４０台配置してあり

ます。中学校につきましては、今年の夏に３校とも各校４０台配置を予定しております。

○松本市長 学校間の格差は、中学校についてはないということですね。

○森田委員 格差がないとはいえ各校４０台で生徒数が違っているので、何をもって格

差がないのかというところでの検討を是非していただきたいです。

○松本市長 例えば佐賀のある自治体で、タブレット徹底的に入れてあまり成果が上が

っていない事例も出ているので、量的な整備もさることながら、実際にタブレットを入

れたことによってどういった効果が出たかというのを、しっかり検証していかなければ

ならないと思います。導入してまだ日が浅いですが、検証はできている状態ですか。

○石川次長 現在検証しているところです。特にタブレットの活用については、県の教

育委員会が推奨している反転学習というものがあり、家庭で基礎的な学習を学んで、そ

れを学校でタブレットなどを活用しながらより深めていくような方法を現在広めている

最中です。こういった新しい教育方法が進んでいくと更に効果が高まると考えています。

○冨澤委員 小学校３・４年生で１時間、小学校５・６年生で１時間増えるということ

ですが、そうすると全体的に一週間の授業時間が増えるのですか。それとも他の科目を

何か減らすのですか。

○教育長 小学校については増えますが、中学校については変わりません。小学校につ

いてはそれをどのように増やすかというのが現在課題になっています。枠組みの中では

入りきらない部分がありますので、学校としては現行のものを無くしたくない活動もあ

りますから、その辺は現在調整しているところです。ただ、文科省が打ち出してきたの

は、毎日１５分横の帯で実施しても、１５分を３回実施しても一時間と認めるという柔

軟な対応はしていますが、果たしてそれが現場でうまくいくかどうかというのはまた課

題があると思います。

○冨澤委員 段々大変になっているという印象ですね。

○松本市長 授業時間の確保については、夏休みの短縮等これまでも色々工夫してきて

いますので、その辺りは調整を図っていただくものだと思っています。新学習指導要領
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に対応した英語教育について、他にご発言はありませんか。それでは、本議題は終了し、

次に進みます。

事前にお知らせしている議事としてはこれで終了ということになりますが、その他と

して本日お配りした資料「和光市コミュニティ・スクール（学校運営協議会）」と「各

圏域での自助・互助を強化する地区社協設立・地域コーディネーター設置」に基づいて、

いくつか議論をしていただきたい論点があります。まずは、コミュニティ・スクールの

現状についてご説明をお願いします。

○石川次長 和光市コミュニティ・スクールにつきまして現状を申し上げます。本市の

コミュニティスクールの指定状況ですが、平成２９年４月１日現在で指定校は白子小学

校と新倉小学校の２校です。指定日は共に平成２９年４月１日です。指定期間は平成３

２年３月３１日までということで３年間となっております。どちらの学校も委員は１２

名になります。第１回の運営協議会が白子小学校が平成２９年３月１３日、新倉小学校

が平成２９年３月１６日に開催され、その日に学校経営方針が委員によって承認されま

した。開催回数は、白子小学校が第１回を含めて６回、新倉小学校は５回を計画してい

ます。第１回の会議録につきましてはそれぞれの学校のホームページに掲載されていま

すので、後ほどご覧いただければと思います。「地域とともに歩む学校 本校はコミュ

ニティ・スクールです」というロゴの横断幕をそれぞれの学校に設置させていただきま

した。平成３０年度以降のコミュニティ・スクールの指定についてですが、現在小学校

７校、中学校３校に指定を予定しています。これで、白子小学校・新倉小学校含め市内

小学校９校、中学校３校全校を指定する方向で検討しております。ただ、各学校の状況

がございますので、場合によっては平成３１年度以降の指定も検討しております。導入

までのスケジュールですが、７月に既に指定された２校から校長に対して導入経過を平

成３０年度予定校に報告します。９月に教職員向けに説明を行い、１２月までに保護者、

地域への説明会を終えて、２月の定例教育委員会で指定し、３月に第１回学校運営協議

会を開催できればというスケジュールを現在事務局では考えております。埼玉県の状況

といたしましては、平成２９年度中に昨年度４市９校のコミュニティ・スクールが１７

市１００校程度を予定しており、平成３０年度に向けて更に増えていく方向だと聞いて

おります。以上です。

○松本市長 コミュニティ・スクールの推進については、今ご説明申し上げたとおり平

成３０年度には基本的には全市展開ができるのではないかという想定の元に現在準備を

しているということです。

続けてコミュニティ・スクールの推進に関連がある「各圏域での自助・互助を強化す

る地区社協設立・地域コーディネーター設置」について、保健福祉部長から説明をお願

いします。

○保健福祉部長 まず、準中学校区ですが、和光市駅の線路の北側が北エリア、南側の

第３中学校域が南エリア、第２中学校域が中央エリアといったところが長寿あんしんプ

ランんや福祉計画では圏域としており、地区社会福祉協議会はその中の小学校区を単位

として組織されています。自治会も民生委員も老人クラブも一体となって、自治会に加

盟していない方であっても、オール市民・オール地域を誇りをもって取りまとめていく

組織になります。その中で、中央エリアの本町小学校と第三小学校で地区社協が立ち上
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がっております。先ほど石川次長のご説明があったとおり、白子小学校と新倉小学校が

今回コミュニティ・スクールを指定しましたが、次の予定として下新倉小学校区と、北

原小学校区が準備会を立ち上げており進めているところです。今回私どもも地域交流の

中で、地区社協設立により目指す地域の姿として、地域の絆、具体的には地域住民の交

流文化で色々な制度であった各団体を超えたオール地域の市民ということ、くらしの安

全と安心や教育との連携、メインとしては非常時への備えとして地域における自助力・

互助力の強化を図って、避難計画を作成していくということで現在始まったところです。

今月・来月あたりからは地域事業が始まりますので、是非私どもや市長の提案としても、

地区社協と学校運営協議会の連携を模索できないかというところで本日説明をさせてい

ただきました。以上になります。

○松本市長 地域包括ケアの典型で、日常の生活圏域ごとに地域の人の輪を作って、特

に地区社協の施策で一番の目標にしているのは、何らかの形で地域と全ての人が関わり

を持ち、それを取り持つセンターが地区社協であるというイメージで展開しています。

一方で学校運営協議会というのは一つの地域の人脈の中で主だった人に役員をしていた

だいていて、まさに主体となって学校の支えを担っていくのがコミュニティ・スクール

と理解していますが、この両者がある程度一体制をもって、地域の一番の柱になること

が重要だと思っています。在り方についてはまだ方向性としてこういったものを目指し

ていますというところまでしかありませんが、是非この場でも議論したいと思うのが、

一点目がコミュニティ・スクールの学校運営協議会が地区社協と主体的に関わっていく

ような形に流れとして持って行ければということです。二点目が地区社協というせっか

く小学校区ごとにかたまりが出来ていくわけでありますので、それがコミュニティ・ス

クールという一番地域との大きな接点で、学校と地区社協の連携というのを今後はかっ

ていく方向性というのをこの場でも認識として共有するための議論ができればというこ

とで、今回ご提案させていただきました。

○山下委員 コミュニティ・スクールの運営委員の中には、地区社協の関係者も入って

おり、こういった役職というものはどうしても被ってしまうことが多くありますが、メ

ンバーの重複についての確認は既に進んでいるのでしょうか。

○松本市長 たまたま両方がある地区がまだありませんので、この段階で話をさせてい

ただこうという事があって、例えば白子小学校区で学校運営協議会があってコミュニテ

ィ・スクールがありますが、今後そこで地区社協を立ち上げる際に、学校運営協議会と

して地区社協に関わっていただく形のオーソライズがいただきたいです。もちろんその

ために学校運営協議会の方が無理やりやらされるんですかということになれば、主体的

に入っていただく必要はありますが、そういったところを是非お願いしたいです。一方

本町地区では、コミュニティ・スクールはこれから立ち上げていきますので、立ち上げ

の際に地区社協に関わったところからある程度委員を出していただいて、自然な形で地

区社協とコミュニティ・スクールの運営協議会が一体性を持っていく形にすることよっ

て、学校と地域の関わりが格段に強くなるだろうという仕掛けをしていきたいというこ

とで、この段階ではまだですが、これからそこが作られるということでご提案しており

ます。

○保健福祉部長 コミュニティ・スクールの件で文科省と議論した際に、貧困問題や教
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員が多重問題の世帯に対応する中で、学校が地域とのつながりにおいて今までと違った

感覚を作っていかなければならないというのがコミュニティ・スクールだと思います。

地区社協というのはまさに、子ども問題や貧困問題等の全てを、共助・公助といった役

所が作ったプランを自助・互助といった地域の人に実施してもらう役割を示しながら重

なっていきます。最終的には教育委員会が運営協議会にどんな基本方針を設けて、例え

ば校長にどんな意見を述べるかなど、和光市流に作るのではないかと思うのですが、そ

こに地区社協で委員を務めている方が参画していけば良いと思います。今後イメージ的

に第三小学校地域だと、高齢者との交流スペースを作って、地区社協との連携・運営拠

点を置くことが可能なので、そういった方々が学校と関わるというのが非常に効果的だ

と保健福祉部として考えております。

○松本市長 ここまで市長部局から割と一方的に申し上げましたが、教育委員会サイド

として公の場で議論するのは初めてということになりますので、是非ともご意見をいた

だきながらすり合わせをしたいと思います。

○森田委員 保健福祉部長は地域の困っている方を地域の中で、そこに小学校の子ども

達のことも地区社協と一緒にと思っておられると思いますが、実際にコミュニティ・ス

クールのことで動いていく時に、どこで一緒に行っていくのかもう少しイメージが出来

れば良いと思います。そのエリアの中に困っている子どもがいても、個人情報の共有は

沢山ハードルがあると思います。現在第三小学校で「おやじの会」という会があり、自

主的に防災やお祭りを小学校の校庭で行っていたりして、第三小学校の地区社協とは別

で活動しています。こちらは自然に生まれてきた市民の力なので、そこと地区社協が非

常時の備えには合体していくと、コミュニティ・スクールはまだ立ち上がっていません

が現場では動き始めているところがあると思います。これを制度に落とし込んでいく時

に、どの辺を頭に描きながら周りに働きかけていくというイメージがはっきりすると良

いと思います。

○保健福祉部長 こちらもよく市長と相談しますが、共助・公助が介入しなければなら

ないという主義に則ったプロレベルが関わるというのは今までと変わらないスタンスで

あると思います。もう一つは予防前置主義ではないですが、そういったところを作らな

いとかも重要なので、お祭りとか高齢者と小学生の交流の希薄化についても重要ですが、

もっと踏み込んで、複雑多様化する学校問題もありますので、そういったところに関し

ても「おやじの会」と地区社協が別になっているとおっしゃっていましたが、地区社協

はオール地域なので、そういった会議があると声掛けをします。コミュニティ・スクー

ルが一緒にと言ってきたら、地域問題に役所の役割で行うものと、地域で解決するもの

を話し合っていくことが重要であると考えています。それで地域課題を解決するような

地区社協のあり方が、コミュニティ・スクールと繋がっていくことで地域事業になると

思います。防災も本来は同じことで、「おやじの会」との繋がりも現在の地区社協の参

画には無いですから、そこを仕掛けていく時に、地域福祉計画の推進や評価会議、活動

計画の推進の評価会議があるので、その辺に地区社協の代表の方に例えば教育委員会に

投げかけられた課題を少し落とし込むということを行っていくと、組織的に回ると思い

ます。地域課題というのは行政の効力範囲も見えない部分もあります。そこをこちらで

仕掛けて、地区社協に次期事業計画で来年度の計画を立ててもらう方法があります。
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○森田委員 そちらを一緒に考えていくような仕掛け方を考えていただきたいです。

○松本市長 コミュニティ・スクールの協議会の役員が、具体的に地区社協に関わって

いく中で、地区社協の色々な集まりで学校運営協議会としての学校の関わりの中での課

題を地区社協に投げかけて、各団体の方が入っている地区社協の人からフィードバック

ができないかということが生まれてくると、学校には応援団になるところが大きいと思

います。例えば、本町小学校はまだコミュニティ・スクールにはなっていませんが、あ

いさつ運動は地区社協として関わっていただいています。あいさつ運動だけではなく、

色々な学校の活動に地区社協が関わってくる中で、当然学校運営協議会も地区社協に関

わっていけば、そこで連携が図れて、学校運営協議会から地区に投げる課題がフィード

バックがあるという形が生まれてくると、今まで学校の運営はＰＴＡや保護者が主体で

非常にアクティブな地域の方々は関わってくれましたが、よりそこの関係が密接かつ組

織的になるという期待をするわけです。一方でそこに関わることによって、その方の地

域との関わりを濃密にしていけると思うので、まさに地区社協は地域に関わらない人を

一人も作らないというのが非常に大きな課題だと思います。自治会と地区社協の違いを

よく聞かれますが、自治会はあくまでも任意の団体で入っても入らなくても良いので基

本は会員が主体です。地区社協はそうではなく、地域全員が構成員という緩やかな組織

ですので、そこに必ず接点を持っていくのが課題だと思っています。

○山田委員 先ほど市長がおっしゃったように、全員が関わっていくというときに、全

員に目を向けていくことが大切だと思います。貧困家庭の子どもや障害者にまだ十分な

理解が得られていないと思うので、そういった人たちに対しても地域の姿としてこうあ

るべきだという考え方を地区社協で広めていただいて、皆が安心してごく普通に暮らせ

る地域づくりを目指してもらえたらと思います。

○保健福祉部長 教育委員会と市役所の連携でアスナル教室というものを行っています

が、校長のＯＢといったところから自立支援を行っています。こちらが将来的にはもう

少しレベルが高いところで、地区社協のような団体とコミュニティ・スクールが組んで、

貧困問題の支援として例えば子ども食堂や学習支援を地域で行えるということが重要で、

現在はやる気のあるＮＰＯ団体が行っている活動はありますが、オール地域みたいなも

のはないので、それを小学校単位で行えるというのも、山田委員が仰ったこととは少し

違いますが一つの方法だと思います。

○戸部教育長 白子小学校と新倉小学校はコミュニティ・スクールが出来ていますが、

説明会の際に特に学校は防災の関係が弱いから、学校運営協議会が中心となって地域の

人も一緒にひっくるめて防災についてそれぞれの学校としての仕組みをきちんと立ち上

げるようお願いをしました。先ほど市長がおっしゃったように、本町小学校の地区社協

は、あいさつ運動に出ていたので、私はあの姿を拝見して小学校区で地区社協が設立す

るので、例えばですが、運動会の出し物の中に地区社協の玉入れを行う等の活動を学校

と地区社協が連携して出来るのではないかと思いました。そういった活動を普段から行

うことによって、高齢者ばかりでなく、その地域に住んでいて違う学校に通っていたと

しても玉入れに参加できるといったことが地域全体で関わりができると、自助・互助が

強化されるのではないかと思います。

○保健福祉部長 特に人口流動が高い和光市だからこそ、短期であってもシステムがで
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きれば自治会とはまた違った良さがあると思います。

○松本市長 それをきっかけに地域で顔が繋がれば、自治会にも加入してくれるかもし

れません。

○教育部長 先般松戸市で通学途中の事件がありましたが、そういった点でも通学路に

交通指導員に立っていただいていますが、他の要因でも通学路は危険が潜んでいますの

で、地区社協にお手伝いをいただいたり、コミュニティ・スクールとの接点がかなり色

々あるので連携をしていけると思います。

○松本市長 学校運営協議会や学校から地域に依頼するチャンネルとしては自治会がメ

インだったと思いますが、自治会にもあまり依頼しすぎると重くなってしまうので、色

々な頼み方ができると思います。もちろん自治会は地域活動の中核ですから、自治会な

くしては何も進まないですけれど、あまりに何でも自治会に頼り過ぎたのではないかと

いう中で言うと、色々なチャンネルを持てる期待はできると思います。

○森田委員 地域福祉コーディネーターというのは、一つ一つの地区社協に配置するの

ではなくて、日常生活圏域ごとに一人配置ということですが、オール地域は自治会と違

うと先ほどおっしゃっていました。なかなか地域の活動に出ない人たちや、移動が多い

人たちに参加を促すのはすごく労力がいる仕事ですし、現在自治会長が担っており、地

区社協との構成メンバーともかなり重なっているということは確かにあるとは思います

が、違いがはっきり分かるようにしないと、自治会に出ない人は地区社協に出ないとい

うことになりがちだと思います。こういったことをカバーしたりアドバイスするのが地

域福祉コーディネーターですか。基本的に何をされている方なのですか。

○保健福祉部長 基本的に、地区社協の取りまとめや作業を行っていただき、和光市の

介護保険事業に地域支援事業というものがあって、その中からいわゆるコミュニティ・

ソーシャルワーカーを社協に３名配置しております。本町小学校や第三小学校を手伝っ

たりしています。現在中学校区に１名ずつなので、今後は地区社協ができる中でその人

数の拡大を図っていきたいのですが、行政や地区社協の部分の連携を行っていくなど、

今後色々な活動で例えば開かずの扉の家の高齢者もいますので、そういったところに地

区社協も混合して、災害時孤立支援計画の作成も行ってもらう予定です。そういったと

きの課題があった場合に対応してもらったり、拠点ごとに事務所ができたときに設置し

ていきたいと思っています。

○森田委員 こちらは人数が段々増えていく形で地区社協ごとにコーディネーターを設

置するのですか。

○保健福祉部長 基本的には増えていく形になります。まずは中学校区の中で何人必要

か検証します。現在お給料をもらってコーディネーターの仕事をしていますので、地区

社協ができたらそこに専用の担当を配置した場合は、事務局の運営経費でボランタリテ

ィに行う人も今後必要だと思います。

○松本市長 地域との接点で良くあるのが、自治会は入っていないけれども育成会には

入っているというご家庭は育成会というピンポイントで地域と繋がっています。地区社

協のネットワークの中で言うと、その中で絡めとることが出来ます。そこにも入ってい

なくても、老人会やＮＰＯだけ入っている人もいるでしょうし、ＮＰＯと地区社協に関

わりがあれば、それは地域と繋がっていると言えます。先ほど発言のあった「開かずの
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扉」の話ではないですが、地域とどの接点もない人をいかにあぶり出して、特に命に関

わる防災について接点を作っていくのがミッションだと思っています。ただ、それはマ

イナス面から見たミッションなので、あくまで地域の人の輪を作るための何でも入る入

れ物のような物が地区社協になりますので、そこが学校と効率的に繋がるには、コミュ

ニティ・スクールの学校運営協議会が一番適切で、その接点を使って学校の先生たちも

関わり合いが持てます。もちろん、ＰＴＡも関わるので、還元されていけば学校の組織

の強化にも繋がっていくという期待もしております。

色々意見がありましたが、まだ発言のない方は一言ずついただければと思います。

○大島副市長 最近思っているのが、行政の領域と民間の領域がファジーになってきて、

重なる部分が非常に多くなっていると感じておりまして、その中でどうやってうまく役

割分担を行っていくかというのが、まさに取組の一歩だと思います。そういったことを

生かすことによって行政負担も減り、地域もうまく回るようになると思いますので、是

非これに限らず色々な分野で領域を超えたファジーな部分も出てきていますので、どう

取り出していくかがこれからの行政の役目だと思います。

○河野次長 英語教育についてですが、ネイティブランゲージ、母国語という言葉をご

存知だと思いますが、私達日本人は日本語を話しますが、大体６歳で言語が頭の中で形

成されるようです。小学校３・４・５・６年生ですと母国語がある程度成熟した後の英

語教育ということなので、資料３に記載されているグローバル社会に対応できる人材の

育成の中の「使える英語」を積極的に身につけるという項目がありますが、母国語を習

得する年齢を超えた時期から英語を積極的に身に付けるには、それなりの投資が必要だ

と思います。先ほど市長が「レッツ・プラクティス」とおっしゃったように、プラクテ

ィスがかなり必要になってくると思うので、今後はその辺を頭に入れて英語教育を推進

していきたいと考えております。

○企画部長 コミュニティ・スクールは小学校区単位で、地区社協は市の先進的な考え

の地域包括ケアシステムの一つの基盤となる単位ということで、それも小学校区単位で

設置するので、何らかの関わりや繋がりがあると良いと思います。現在企画部では公共

施設の総合管理を行っていまして、これから４０年５０年市の施設をどのように維持す

るかということで考えていますが、その基本的な考えがやはり小学校区というものがあ

りますので、コミュニティ・スクールと地区社協との関係も何らかの形で良い繋がりが

出来れば良いと考えております。

○市民環境部長 コミュニティ・スクールと地区社協についてですが、立場的には自治

会連合会をどうぞよろしくお願いしますと申し上げたいところですが、昨年度３月まで

所属していた都市計画の観点からいきますと、鉄道の北側については現在長期未着手も

ありますので、都市計画サイドで着手をしています。人口推計も行っていますが、今後

色々な規制が外れていく中で、５年後１０年後となれば駅に段々大きな建物が建ってい

くことも想定されますので、ただ単の人口推計ではなく、都市計画サイドとこの辺の話

は密接に行っていただきたいと率直に感じました。

○子どもあんしん部長 英語の完全ネイティブについては、段々とオールイングリッシ

ュに変更していくという段階的な実施がやはり現実的なのだろうな、と思いました。ま

た、タブレット学習についても、学習する上では、人の目でフォローしなければならな
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いところがあるだろうという気がしますので、効果の評価というのは大事だと思います。

○松本市長 地区社協の良いところは、色々な地域の活動している人、あるいは地域の

個人皆が来て議論が出来るところだと思います。そこから活力が生まれてくれば良いと

思います。本日は多岐に渡る議題を議論いただきましたが、まず一点目の通学区域につ

いては着々と議論が進むと思っておりますので、是非その中で地域の声を踏まえた結論

に至れば良いと思います。二点目の学習指導要領の特に英語教育については、先ほど研

修の話にも言及しましたが、市として対応すべきところが中長期的観点と短期的な観点

がありますので、予算確保一つ取っても難問だと思いますが、是非実施していきたい事

項です。グローバル社会で生きる人とそうではない人がいて、そうではない人は英語は

必要ないと言う人もいますが、実際は物事の知識を広めていく中では、外国の文献も現

在はタブレットがあれば自動翻訳で読むことができて、少し英語の知識があると世界が

広がるという意味でいうと、皆が平等に情報に接して情報弱者にならないためには、英

語教育というのは非常に重要だと思いますので、力を入れていきたいと考えています。

最後にコミュニティ・スクールと地区社協についてですが、本日は結論というところま

では至りませんでしたが、両方が関わりを持って地域を作り学校を支えていくところの

重要性については、認識は共有できたと思いますので、今後両方の施策の推進の中で関

わり合いについてより明確にしていきたいと思います。

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。以上をもちまして平成

２９年度第１回和光市総合教育会議を閉会します。ありがとうございました。

以上


