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会議録

１ 学校施設としての安全の重要性について

○教育部長

耐震に関する工事はほぼ完了している。今後、随時行っていく工事の計画について

は資料１のとおりである。和光市では公共施設マネジメント実行計画に沿って、公共

施設の整備を進めているが、今般、文部科学省より通知があり、学校教育施設につい

ては個別の施設整備計画を策定することが義務化された。ついては、既存の和光市公

共施設マネジメント実行計画との整合をとりながら、教育委員会として平成３１年度

末までに個別計画を立て、平成３２年度から実行していく。

〇教育総務課長

和光市では、平成２５年１１月に国で策定されたインフラ長寿命化計画に基づき、

インフラの維持管理や更新等を着実に推進する、中間的な取組の方向性を明らかにす

る公共施設等総合管理計画及び公共施設マネジメント実行計画を策定した。和光市公

共施設マネジメント実行計画は平成３３年から第２次計画に移行し、第三小学校の改

修・改築プロジェクト、新倉小学校、白子小学校の建替プロジェクト等の検討も開始

される予定である。一方で、国は今後、教育学校施設整備分については限られた財源

を効率的効果的に活用するため、個別施設計画の策定状況を勘案して事業採択するこ

とを検討している。

そこで、教育委員会では児童生徒の安心安全な施設づくりを第一に考えた学校施設

ごとの個別の長寿命化計画を３１年度までに策定することとする。学校施設の個別施

設計画を策定する上で重要なことは、各学校施設の実態及び今後の維持管理コストを

明らかにすること、課題を把握し実行性のある実行計画とすること、児童生徒の安全

性を最優先に考慮したものとすることである。
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資料１に示した短期的スパンの大規模・小規模工事や修繕も、児童生徒の安心安全

な生活を支えるために欠かせない。また、今年６月１８日に発生した大阪北部地震、

１０月初めの大型台風２４号等のような突発的な災害による被害に対しても迅速な被

害状況調査、改修、撤去作業等の対応を行い、児童生徒の安全安心に対して最大限の

配慮をしていく。説明は以上だが、最後にこの議題の提案者である山田委員にも一言

お願いしたい。

○山田委員

児童生徒が一日の大半を過ごす学校施設というのはやはり安全でなければならない。

本町小以外は全て建築基準法が改正される前に作られている。もちろん耐震補強はし

て、それなりの強度は保たれているが、特にピロティ校舎である白子、新倉小は耐震

の面で不安だと思う。一方で平成３１年度までに学校施設ごとの個別計画を立てるこ

と、また、公共施設マネジメント実行計画も計画的に進められていることを聞き、安

心した。予算の問題もあるが、やはり命の問題が一番大切だと思うので、予算を飛び

越した考え方の中で進めていただきたい。

○市長

安全面に関しては、躯体の耐震化と内部構造部材の耐震化を進めてきているので、

今のところ問題はない。個別計画を立てていく中で安全性や快適性をいかに確保して

いくのか、また進行管理も含めて新たな計画をどう活かしていくのか等、公共施設マ

ネジメント実行計画と調整していくことが今後の課題である。

○市民環境部長

資料２でポイントの上から３つ目に「白子小、新倉小、第五小は長寿命化改修の判

断を第一次実行計画期間に行う。」と記載があり、先の話とも一致しているが、下の

表では白子小、新倉小の第二次実行計画の枠の中に「建替・一部長寿命化の検討」が

落とし込まれている。これは判断は一次で、検討は二次という理解でよいのか。第三

小については一次で検討して二次で工事ということでよいか。

〇教育部長

ご理解のとおり。実行計画を策定した時点ではまだ個別計画の話は出ていないので、

今後、この表と整合を取っていく。

〇山田委員

第一次実行計画の中にある、建替えと一部長寿命化、長寿命化の改修というのはそ

れぞれ違うのか。第二次では建替えの方向性で検討していくということか。

〇教育部長

ご質問の点については今後の方向性として、平成３１年度末までに明確にしていく

部分である。明確にしていくことで補助の対象にもなってくる。

〇山田委員

ピロティ校舎の建て方に問題はないのか。

〇市長

ピロティ校舎に関しては、ピロティ校舎なりの耐震診断をして、ピロティ校舎なり

の耐震補強をしているので、特段ピロティ校舎が弱いという状況にはない。むしろ施

設の耐用年数が６０年なので、最終年度までに延命化なり建替えなりをやっていくと
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いうことが喫緊の課題である。耐用年数期間内で使う分には計算した結果に基づいて

おり、安全性に関する問題はない。

〇山田委員

ピロティ校舎はトイレが中２階にあり、トイレの改修が非常に難しいと聞いている。

〇市長

それはおっしゃる通りである。

○副市長

文科省の施設補助のために個別計画を作ってやっていくということだが、個別計画

で作った施工年次というのは予算的に担保できるのか。せっかく個別計画で決めても、

和光の場合は複合化を図っていくという方針であり、他の施設と関連するので、単体

でやっていくというのは非常に厳しくなると思う。補助も学校施設のみで、複合化さ

れるものについては対象外になることもあり得るので、補助の対象をよく確認してほ

しい。

○市長

補助をもらうための手続きとして必要なので個別計画を立てる、公共施設マネジメ

ント実行計画と整合性を図っていく、そして補助対象について十分確認をするという

こと。

○山下委員

本筋と少しずれてしまうが、今後の改修は、中学校、小学校の適正配置問題と大き

く絡んでくる。中学校に関しては４校目を作らないという判断をし、小学校について

は北側に１校新設ということになったが、例えば、ＣＩハイツのある本町小学校では

児童数確保が難しくなってくる可能性が高い。そうなると改修をするのか、それとも

複合施設化するのか、または補強や建替えをする際に、他の目的での利用可能な建物

にするのかというような議論が大切だと思う。

○市長

今後の児童数の動向はやはり微減の傾向である。地域間の偏在という問題もあり、

まず単純な小学校の増設というのは今後はないと考えている。市内の公共施設の動向

が非常に流動的であり、具体的な方向性が定まっていない状況であるが、特に駅前周

辺に小学校が集中しているので、どこを引き算していくのかということも将来課題に

上がってくるかもしれない。現在、本町小の児童数は２９０人だが、この近隣で同じ

くらいの規模の小学校が人数を理由に廃止したという事例はないので、しばらく時間

はあると考えている。第三小が築６０年の期限が近づいているので、そろそろ一定の

判断をしなければならないと行政としては考えている。仮に第三小を建替えるなら、

どう建替えるのか、複合化にはどういう手法があるのか。建替えた場合、第三小は固

定してしまうので、しっかり教育委員会と協議しながら判断していく。

２ 第五小学校における学童クラブ及びわこうっこクラブの一体的運営について

○子どもあんしん部長

４月に開催された第１回目の本会議の際に、放課後の児童の過ごし方について議論

した。その際、放課後児童健全育成事業である学童クラブと放課後子ども教室である
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わこうっこクラブの現状と課題について説明した。それぞれの目的や趣旨があるが、

放課後に子どもがいて何かをするという点では共通していることから、放課後の子ど

もの安心安全を確保しながら、地域の文化を学ぶ機会というのを、就労世帯であるか

否かを問わず確保できるような仕組みも必要ではないかという観点で、今後検討を進

めていきたいと申し上げた。

学童クラブに関しては年々申込者の増加に伴い、待機児童数も増加傾向にある。今

年度は南エリアの第五小の申込児童数が非常に多かったことから、特に南エリアの学

童の待機児童が大きな課題となっている。来年以降もこの状況で特に低学年の申込者

が増加することになると、学童クラブの受け入れ体制として非常に厳しい。一方でわ

こうっこクラブは平成３２年度に９校全てで実施する予定で整備を進めているが、現

在の実施校は５校で、第五小ではまだ実施していない。

以上の状況を踏まえ、今年度６月に補正予算対応をし、来年度４月から新たに第五

小校内に学童クラブを新設する準備を進めている。その際、学童クラブと一緒にわこ

うっこクラブ事業を一体的に委託するモデル事業を開始することとした。現在、委託

事業者を公募しており、来年度４月に向けて子どもあんしん部と教育委員会事務局で

連携しながら準備をしている。

〇保育施設課長

具体的なイメージについて、資料４の３ページ目「さつきのこ学童クラブ」一体型

運営イメージを見ながら説明する。「さつきのこ学童クラブ」という施設で、放課後

児童健全育成事業である学童クラブと放課後の児童の居場所づくり事業であるわこう

っこクラブの２つの事業を展開する。運営責任者を１名配置し、この責任者が両事業

を指示・監督するとともに、第五小学校や市役所の各所管課との調整・協議をすばや

く行う体制が一体型の運営イメージである。この一体型運営事業は市内で初めての事

業である。また小学校の夏休み等の長期休業期間に午前９時から午後５時まで運営す

るわこうっこクラブも市内初めてでありモデル事業として展開する。さらに保護者の

就労等の事情により、居場所の異なる児童同士も隔てなく関わり合えるようになる。

今年９月１４日に国が策定した新放課後子ども総合プランは、全ての児童の安全安心

な居場所を確保するため一体型を中心とした放課後学童クラブ及び放課後子ども教室

の計画的な整備を進めることを目的としており、この国のプランと和光市子ども・子

育て支援事業計画に基づき整備する。建物については、１１月末までに建設業者を決

定し、３月下旬完成を予定している。運営事業者については現在、第五小学校一体型

放課後対策事業運営業務委託事業者を公募しており、１１月下旬にプロポーザルによ

る当該事業運営業務委託事業者選定委員会にて優先交渉権者を選定し、事業者を決定

の上、３１年４月に事業を開始する予定で準備を進めている。

○山田委員

運営事業者に委託すると、今まで地域で関わってきた方々はこの事業に携わること

はできないのか。

〇教育部長

子どもあんしん部と連携しながら、委託事業者との協定の中で、地域の方たちの参

画について推奨していくことを考えている。
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〇市長

既存の学童保育はこれまで通り存続している状況で、さつきのこ学童クラブが新た

にできる。わこうっこクラブはこれまでなかったところに新しくできる。つまり、既

存のものを押しのけて何かができるわけではないので、これから地域の協力体制を作

っていくというイメージでとらえていただきたい。

〇山下委員

学童とわこうっこを比較するとわこうっこは学童クラブの短縮版というように見受

けられる。学童は所得に応じて一定程度の利用料を負担しており、10,000 円以上の

利用料を負担する家庭もあるが、わこうっこは無料である。そうすると、現在学童を

利用している児童も、高学年になって、例えばおやつだけ食べたら一人で帰るような

場合は、わこうっこクラブの方へ移行してもらうようなイメージになるのか。有料と

無料はどのような点で違いが出てくるのか。これまで在籍保証料のような感覚で学童

クラブの利用料を払ってきた方々はとても多い。私自身も子どもを二人在籍させ、場

合によっては１９時までいられるといういわば保険の形で利用料を支払っていたが、

実際には１９時まで利用することはほとんどなく、１７時には帰宅していた。利用時

間はわこうっこクラブが１７時までで学童クラブが１９時までとなると、どのように

サービスを選択するのか。保護者の送迎の有無で選ぶのか。学童クラブとわこうっこ

クラブで１７時までは全く同じサービスを受けるのなら、１７時以降の時間のために

1 万円以上も払っているのかという議論にはならないのか。料金の仕組みはどうなる

のか。一体型というのは子どもたちの側からするととてもいい制度のように見えるが、

預ける親の側からどのような反応があるのかが心配である。

〇教育部長

今、ご指摘の点をまさにこのモデル事業で検証していく予定である。一体型を始め

ると、学童を利用していた児童でわこうっこへ移行する子どもも出てくることを想定

している。保育ニーズと地域交流のニーズの動向を注視し、学童の保育料の在り方に

ついても検証しながら、今後、この一体型を市内で拡大していくのかどうかの判断も

含め、モデル事業として実施していく。

〇山下委員

おそらく、わこうっこで十分だという高学年のお子さんが出てくれば、学童の申請

をせずにわこうっこクラブを利用するという流れになっていくと思う。

〇市長

今は第五小学校の場合、わこうっこクラブがないので、学童に在籍するか、しない

かという選択肢しかない。今回、第五小学校ではわこうっこクラブができ、選択肢が

増えることになる。さらに、学童クラブの定員が拡大することにもなる。先ほど実証

実験というような趣旨の話も出たが、学童クラブとわこうっこの両方がある、しかも

一体的な運営がなされると、「学童保育のような手厚いものまではいらないけれど、

何らかの見守りがほしい」という軽めのニーズがあるご家庭は一定数あると想定して

いる。またこれは他の学校でも同様である。その場合、今までは学童のお金を払って

いただいていたその一定数の方に、手厚さという面では低減されるけれど、見守りは

きちんとあるというサービスを、料金の発生しない形で提供することができるように
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なる。その状況でどのようにニーズが動くのかを把握することによって、今後の市内

の全ての小学校区における体制も判断できると考えている。これはやってみないと分

からない。実際全くシフトしないかもしれないし、学童に空きがでる可能性もある。

運用を見ながら次の手を打っていきたい。

３ 午王山遺跡の国史跡指定について

〇教育部長

午王山遺跡の国史跡指定について、意見具申を上げるための作業に入った。今後、

国指定にかかるものとして史跡としての価値をきちんと整えていくことになるが、周

辺の基盤整理、区画整理との整合をとりながら、同時に地権者の同意を得ること、補

償を行っていくことが重要になる。教育委員会としては市長部局と連携しながら行っ

ていきたい。

〇生涯学習課長

午王山遺跡は、平成２５年４月に一部市有地となっている範囲を和光市の指定文化

財として指定したもので、平成３０年２月にはこの遺跡から出土した土器など１２１

点が埼玉県の指定有形文化財として指定されている。さらに７月下旬に文化庁の主任

調査官の視察があり、国の史跡として意見具申が相当であるという所見を受けた。８

月下旬に和光市文化財保護委員会において委員の賛同を得たことから、市として午王

山遺跡について国の史跡指定に向けて取り組むこととした。意見具申には地権者の同

意書と総括報告書を添えることとなる。総括報告書にはこれまで行った発掘調査の成

果と歴史的価値を盛り込む。作成にあたり弥生時代の遺跡に詳しい有識者で構成する

専門委員会を設置するため、１２月の補正予算において委員の謝礼等の計上を予定し

ている。並行して地権者へ同意を求めるための説明を行っていく。意見具申自体は２

０１９年７月に行い、その後、国の文化審議会を経て、順調に進んだ場合、２０２０

年２月に国の指定の手続きとなる。国の指定となると、それだけ和光市の貴重な午王

山遺跡が、日本にとって、歴史上、学術上価値が高いものとして認められ、市の内外

を問わず広く知れ渡ることになる。また国の指定後は、和光市のまちづくりを盛り込

んだ活用計画を周辺の区画整理事業と連動したものとして策定し、活用に取り組むこ

とから、和光市にとって新たな観光の拠点にもなると考えている。

〇市長

午王山遺跡の件は教育委員会でも委員の皆様へ説明していただいているので、少し

補足して、まちづくりの観点から話をさせていただく。壁にある市内の地図を使いな

がら説明すると、まず午王山遺跡は和光高校の向かいにあるが、今、東京外環道と一

般国道２５４バイパスの計画がここまできている。さらに市として、北インターから

三園方面を何らかの幹線道路で接続するということについて推進している。国県から

は接続することが相当だろうという話はもらっているが、具体的なルートはまだ表に

は出ていない状況である。あわせて、国道２５４の北インターの周辺の西側について

はすでに和光北インター地区の土地区画整理事業がほぼ完成というところに来ている。

その東側約４０ヘクタールについて土地区画整理事業を進めている。この土地区画整

理事業と、道路の延伸を図るそのちょうど脇に午王山遺跡があるので、市としては、
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この区画整理事業の中で、一つの観光資源、地域の文化資源である午王山遺跡を活か

した賑わいの施設のようなものができないかという考え方がある。もうひとつは、こ

の地域は農業地域、特にアグリパークのあたりが優良農地ということで、農産物を活

かした道の駅のようなものができないかという考え方がある。農協さんや市内の農家

の方々からニーズもあり、産品を活かした何か付加価値の高いものを売ったり、ある

いは体験をしたりする場所、いわゆる六次産業の施設である。午王山の遺跡を活かし

た事業と農業を活かした事業、あるいは市内の地場産業を含めた事業を複合化した拠

点ができないかという考えである。これは確たる像を結んだ形での計画はないが、こ

の午王山遺跡というのは、遺跡としての価値だけではなくて、北部地域の一つの大き

な象徴的な可能性を秘めていると思っている。そういう位置づけで、ぜひとも教育委

員会の委員の方々にも応援していただきたい。

〇山田委員

この緑の部分が土地区画整理事業の地域なのか。

〇市長

緑の部分は市街化調整区域だが、その西側はすでに調整解除している。午王山の遺

跡の事業を核にして和光のまちの一つの象徴的な、文化の象徴でもあり、農業の象徴

でもありというようなものができればと期待している。

〇市民環境部長

午王山の崖線、急傾斜地の斜面のところは都市計画決定をした特別緑地保全地区と

市民緑地が合いまっているが、形状が急傾斜ということで、土砂災害警戒区域・レッ

ドゾーンにも重ねて指定されている。今後、この国指定との絡みの中で、レッドゾー

ンも解消されるのか。

〇教育部長

傾斜地の構造を少し変えて危険度を取り除いて区画整理をしても、国指定に差し支

えがないかという点について、建設部との連携のもと、県の区画整理の担当、和光市

の生涯学習課の担当、それから県の遺跡史跡の担当で文化庁へ赴き、協議する段取り

が決まっている。両者にとって一番良い形でやっていきたい。

〇山田委員

北側の区画整理の中に午王山の部分を含めるということではなく、北側と並行して

午王山の遺跡の部分の整備をしていくという考え方でよろしいか。

〇市長

区画整理の地域と午王山の遺跡地域は隣接しているため、いろんな可能性が考えら

れる。例えば展示の部分は山の下にある区画整理の中に持っていく。崖の部分は盛り

土によりゆるい傾斜地にしたうえで周辺を活用する。また、区画整理に必要となる公

園緑地の整備とも上手くかみ合わせるなど、非常に効率的に効果的なものができると

考える。

〇保健福祉部長

下新倉から新倉の地域、特に午王山の地域は江戸時代に編纂された新編武蔵風土記

稿という歴史的な冊子の中に、新羅の王様が住んでいたという伝説が書かれており、

そういう点でも観光地としてはこれから目立っていけるのかなと思っている。また北
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地区の下水道終末処理場の上には、和光スポーツアイランド「わこスポ」というスポ

ーツの拠点となる施設ができ、また新倉ふるさと民家園も北側にある。うまく観光地

的なものや、住民が親しめるゾーンのようなものができればよいと思う。

〇山下委員

いずれ博物館等が建つ予定があるのか。

〇市長

可能性は検討しなければならないが、まず和光市内に遺跡の出土物を展示する組織

的な場所が残念ながらないので、可能ならば、複合型の施設としてその中に遺跡展示

のものも入れる、それから農業的なものも入れる、そういったことができると非常に

いいと思う。遺跡のものだけを展示している近隣市の状況を見ると、いつ行ってもほ

ぼお客さんがいない状態である。午王山は弥生時代の環濠集落の遺跡では関東周辺で

最大規模のものということで、非常にバリューもある。合わせて複合型で農業、アグ

リ関係の観光なども組み合わせることができるので、集客が見込める。人が呼べるの

であれば展示スペースについても意味があると考える。そういう観点のもとで、正直、

今は博物館をつくるという時代ではないかもしれないが、観光の拠点としての価値を

高めながら、展示もして、そこでお金も稼ぎながら、地域の歴史的な振興も図ること

ができるのではないかと期待している。

〇山下委員

自分の出身である東京都町田市には竪穴式住居があり、遠足スポットになっていた。

３０万以上の人口がある市で、小学校も２０校くらいあるが、全ての小学生が一度は

行くという場所だった。近隣の横浜や稲城市からも来る。そういうイメージがあるの

で、小学生中学生みんなが行く、できれば市内だけでなく、四市からみんなが行く、

もっと言えば埼玉県内からバスで乗りつけて遠足や社会科見学に来てもらえるような

場所になればいいと思う。

〇市長

これまで和光には特段見るべき場所がないという状況だったが、午王山遺跡は価値

が高いことからインバウンドも見込めるような場所に変わるかもしれない。さらに和

光の地理的な位置、交通網的な位置の優位性もあり、羽田、成田からも非常に近いの

で、海外から来られたお客様が、例えば「午後便で帰るんだけど、最後に午前中にも

う一箇所見ていこう」というような観光地として成り立つ可能性もあり、そういう観

点からも整備ができると思っている。ぜひ積極的な位置づけで、先人の残してくれた

遺跡を活かせればよいと思う。もちろん近所の子供たちの遠足も大歓迎である。

〇副市長

今市長の言われたようなイメージで、実際に国道１７号のおかべの道の駅は、出土

した遺跡を展示する施設と一体的に整備し、地場産品を売って、埼玉でも有数な規模

の道の駅になっている。和光では２５４のバイパスができて、川越方面からのアクセ

スも良くなる。さらに外環で千葉までつながっている。２０２０年の中頃には東名ま

でつながる。また道の駅に関しては、ＥＴＣの入り口をつければ高速を降りなくても

立ち寄ることができる制度設計がされており、高速道路ネットワークとつながること

ができるので、非常に広域的な集客が見込め、大きな観光資源になってくると思う。
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４ 平成３０年度埼玉県学力・学習状況調査について

〇教育部長

平成３０年度全国学力学習状況調査結果について、担当課長から和光市、埼玉県、

全国の学力傾向を報告させていただく。

〇学校教育課長

平成３０年度全国及び埼玉県学力学習状況調査の本市の結果概要について説明する。

まず国の学力学習状況調査について、小学校では全ての教科において、全国及び県の

平均正答率を上回る結果となっている。中学校では数学と国語の主に書き物に関する

Ｂ問題で全国及び県の平均正答率を上回ったものの、国語の主に知識に関するＡ問題

と理科においては全国平均を下回る結果となった。質問紙調査の結果を見ると、「自

分にはよいところがある」という質問に肯定的な回答をした児童・生徒が全国や県の

平均を下回っており、自己肯定感の低さが課題として挙がっている。また「算数・数

学や理科の勉強が好きか」という質問に肯定的な回答をした児童・生徒の数も全国や

県の平均を下回っており、魅力ある授業づくりをさらに展開していく必要があると考

える。次に県の学力・学習状況調査について、小学校・中学校ともにほぼ全ての教科

で県の平均正答率を上回る結果となっている。昨年度からの学力の伸びについては、

小学校では、国語、算数ともに県平均と同程度の学力の伸びが見られた。中学校では

１年生の伸びが県平均を下回ったものの、２年、３年では県平均を上回る学力の伸び

が見られた。質問紙調査の結果からは、国の学力・学習状況調査と同様、「自分には

よいところがあると思う」という質問に肯定的な回答をした児童・生徒が県の平均を

下回る学年が多く、自分に自信を持てない児童・生徒が多い傾向が見られた。携帯電

話やスマートフォンに関しては所持率は県平均より高いものの、長時間ゲームやメー

ル等をする児童・生徒の割合が県平均を下回っており、情報モラル教育等の一定の効

果が表れたものと考える。しかし学年が上がるごとに時間が増加する傾向はあった。

〇市長

昨年度の結果を受けて対応したことのうち、今年の結果に表れている特徴はあるか。

〇学校教育課長

昨年度から今年度の学年ごとの伸び率でいうと、各学校で取り組んでいる取組の効

果が一程度は表れている。昨年度課題として挙げられた部分についても、若干解消は

見られる。ただ、やはり継続して課題として捉えなければならない部分もある。

〇教育長

全国学力学習状況テストについては、小学校６年生と中学校３年生の調査なので単

純な比較はできないが、例えば今年の中学校３年生と昨年度の３年生を比較すると、

国語については昨年度の方が良かったので、その科目の指導面に改善が必要だと判断

できる。さらに今年の中学３年生が６年生だったときの平成２７年度に行ったテスト

の結果を見ると、当時から国語については全国平均より低い結果となっており、基本

的な集団の中で国語の力が伸びていないと分かる。理科については当時は国との差が

マイナス０．１だったのですが、今回はマイナス１．１と差が開いてきていることが

分かった。これらから教育指導と環境整備に課題があると考えている。
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埼玉県の学力学習状況調査は個人の伸びを見るということで、今、全国的にも注目

されている内容である。ＩＲＴという試験理念を活用しており、問題は非公開で、前

年度使った問題をアンカー問題として出し、それぞれ分析をしている。問題が難しい

のか、子どもたちができないのかを見て、一人ひとりの伸びを見ていくという調査と

なっている。そのため、全国の調査とは内容が全く異なり、一人ひとりが伸びたかど

うかは一目瞭然であり、実際に子どもたちが伸びたクラスの学習指導の方法について

は、埼玉県のＨＰ等で紹介して推奨している。視力を測るように学力を測定するとい

うイメージの調査となっている。

〇山下委員

個々に課題等があるにしても、概ね和光市の学力は高めで推移しているということ

だが、埼玉県の学力学習状況調査の児童・生徒質問紙調査結果の「学級は落ち着いて

学習する様子でしたか」という項目の、小学校５，６年生、中学校２年生の低さが気

になる。年頃的に反抗期に入るときであり、中２病なんて言葉もあるように学級運営

に先生方も一番苦労される時期であり、またその学年のカラーもあるかと思うが、小

学校４年生から５年生への落ち込みが埼玉県と比べても大きくなっている。特に和光

市の場合は次のページにある「埼玉県や今住んでいる市町村の歴史や自然に関心があ

る」という項目が極端に低くなっている。中学校からの流出が多い、それから高校も

埼玉県内よりも都内へ出てしまう生徒が多いという状況が、こういう項目の結果とし

て出てきているように思う。小学校５，６年生は学級運営とともに、やはり私立に進

学し、市外へ流出していく児童とその学級の中で勉強を頑張ろうという児童との間で

齟齬が見られる時期でもあるので、先生方もとても苦労されると思うが、学力の伸び

にプラスして学級運営のノウハウも蓄積していかないと大変だと思う。

〇教育長

一つは教員の質の向上を考えていかなければならない。そのためには何をしたらよ

いか、具体的な方策を立てて研修等を進めているが、なかなか伸びない。もう一つは

生徒指導をどう進めるのかが大事だと思う。調査結果をそれぞれの学校が活用して分

析をし、学力向上プランの中に活かしているが、その周知徹底に大きな課題がある。

これを見て意外だったは、県平均と特に開きのあった調査項目である。「整理整頓が

できないのか、本を読まないのか、最後まで頑張らないのか、ひどいことばかりだけ

ど、頭がいいなんておかしいじゃないか」と言ったことがある。頭がよければ他の事

はやらなくていいのか。そうではない。やはり学校の中できちんと細かな指導をして

いかないといけない。細かな指導をすればもっと学力も伸びると思う。そのあたりが

和光の大きな課題だと思っている。

〇教育部長

子ども子育て計画に基づき、保育園では徐々に保育士のスキルを上げてきている。

実際に小学生に効果が出てくるのは３年後くらいを見込んでいるが、今後は保育士の

教育を学校に承継していかなくてはならない。また、子ども子育て計画の中には、親

に対する教育、親育ちも入っており、学校の教員のスキルとともに、家庭での教育に

もアドバイスをしていくことができれば、自己肯定感は上がってくると思う。とにか

く自己肯定感はとても重要なところであり、皆さんにもご協力をお願いしたい。
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〇市長

和光市の人口は８万超のうち、毎日約３万２千人が流出していることは和光市の特

性の一つである。生産人口は全体の７割程度の５万６千人とすると、そのうち過半数

が市外に通勤している計算になる。過半数が市外へ通勤しているような保護者のもと

で育った子供たちが埼玉に関心を持つかというと、前提条件として非常に厳しいと思

う。ただそれに甘んじるのではなくて、前提条件が厳しい中で、例えば大人が埼玉に

関心を持っていないという事実を踏まえて、いかに地元や埼玉県に関心を持ってもら

えるよう努力するかということは、学校教育だけでなくて、社会教育の問題であった

り、行政の問題であったりする。先ほどの午王山遺跡も含めて、この調査の結果をも

って学校が頑張っていないという捉え方をするのではなくて、みんなで取り組んでい

くべき問題だと考える。それから、これはあくまで自己評価の指標なので、この評価

をもって、本当に整理整頓ができていないのか、あるいは進んで挨拶ができていない

のかを判断することはできない。全国平均と比べるよりも、昨年度と比べてできるよ

うになったかというところを見て、ぜひ伸ばしていきたいと思う。

５ その他

〇市長 今般、本町で刑事事案が発生した。今回の場合は、報道でも出ているが、和光

市立の中学校には通っていないお子さんの事案であったが、行政的にいうと、和光市

民のお子さんの事案である。和光市役所としてはネウボラとか地域包括ケアという考

え方のもとで、妊娠してから墓場までのトータルの中で市民の皆さんを支援していき

たいというのが大きな将来像である中で、今後、市外の小中学校に通うお子さんのご

家庭に対してどのような関わり方をしたらよいか、皆さんと意見交換をしたい。

〇教育長

いわゆる私立学校に市内からどれくらいの子どもたちが通学しているかということ

で、私立の小学校については０．５～０．８％くらい、私立・国立の中学校へは市内

全ての小学校からそれぞれ進学しており、今年度は３．６３％の子どもが通っている。

これが高いのか低いのかというと私は高いと思っている。たぶん県南エリアの特徴だ

と思う。以前は５％を超えていることもあった。今年度、教育委員会が把握している

私立・国立中学校に入学している中学１年生は７５人である。１年生から３年生まで

で２００人を超える生徒が私立中学校等に通っている計算になる。

〇山田委員

市内の小学校に通っている場合、小学生時代には友達ともつながり、地域ともつな

がり、育っている。そこで子供の関係性があれば、中学校は私立に通っても、地域の

中で何らかのつながりはできてくると思う。毎朝、挨拶運動をしていると、中学校か

ら私立に通い始めたのだろうと思われる生徒さんに会うことがあるが、挨拶をすると

きちんと挨拶を返してくれる。同じ通学時間帯に地元の中学校へ行く大勢の生徒さん

の中で、自分は自転車に乗って駅へ向かっていくのだから、寂しさも感じると思うが、

こうした朝の挨拶でつなげていくことが一つ。また小学校から市外へ通う子どもたち

については、親子ともに幼稚園、保育園のときのつながりしかないため、地域でのつ

ながりがないことに対する寂しさもあるかもしれない。お祭りをはじめとした地域の
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行事でつながっていくこと、後は近所づきあいをしっかりしていくことかと思う。

〇山下委員

私立・国立の小学校に通っている児童であっても、少年団等には参加できる。例え

ば少年団の場合は、親もかなり関与するので、児童だけでなく、親自体も友達ができ

る。さらに少年団は試合もするので、市内の他のエリアの友達とも交流ができる。少

年団やボーイスカウトといった活動は、つながりを得るにはかなり有効だと思う。

また、従来は私立や国立に通いながら地元の学校の学童を利用するには、保育に欠

けるという条件があったが、一体型のわこうっこクラブができれば、そのエリアに住

んでいる児童が私立の学校から帰ってきたときにちょっと寄れる場所として利用でき

るのでないかと思う。私立に通っていると、ちょっとしたときに近くに友達がいない、

今遊びたいのにアポイントメントをとって電車に乗らないと友達に会えないというこ

とで、勢いゲームやインターネットに向かってしまう。一体型の学童を利用し、顔見

知りの友達を得ることができれば、状況は大きく変わると思う。ちょっとしたときに

遊べる友達を得る場として、新しい一体型の学童が使えるのではないかと思う。

〇市長

今、学童保育では私学に通う児童の受け入れが１ケースあり、その児童は学童に溶

け込んでくれている。

〇村中委員

私学の子はどうしても帰りが遅い。ある程度の距離があり、帰宅が遅くなってしま

うので、他の児童と同じようにできない部分がある。

〇市長

確かに帰りは遅いが、和光の場合は幸い、学童の開所時間が１９時までと他所より

長いので、通いやすい体制になっている。今後、積極的に情報提供し、市外の学校に

通っている方でも学童を利用できることをしっかりとお知らせしていく必要がある。

〇教育部長

保育園、幼稚園を卒園するときに、市外の小学校へ行っても、地元の施設に行ける

ことを保護者へうまく承継するのが大切である。もう一点は母子手帳交付の時に、小

・中学校は私立へ行ったとしても、学校に相談できないことがあれば、地元の子育て

世代包括支援センターを利用できることを説明している。子育て世代包括支援センタ

ーから教育支援センターへつなぐシステムがあるので、それをいかにＰＲしていくか

が重要である。さらに私立へ通う子供の名簿は把握していないが、和光市の子どもの

通っている近隣の学校のスクールカウンセラーなどに、和光市の制度を伝えておくこ

とも、今回の事案などでは、予防手段のひとつにはなると思う。

〇村中委員

地元でないだけにむしろ相談のハードルは低いということもある。

〇教育部長

逆にそれはあると思う。

〇保健福祉部長

保健福祉部では現在、地区社会福祉協議会を概ね小学校区単位で５地区、立ち上げ

ている。自治会の加入率が４０数％と低くなっている中で、この地区社協は隣近所の
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お互いの自助・互助の世界を作り、市民全員１００％誰でも入れるものである。困り

ごと、悩みごとがあったらいつでも相談できるような組織的なシステムを作り上げて

いくことが必要だと感じている。

〇子どもあんしん部長

子どもあんしん部長ということで、今回の事案が起こった時点では、市内の保育所

に対し、関係者確保までは外遊びを控えるよう指示を出したのだが、一方で確保され

た関係者自身が子どもあんしん部として守るべき児童という範疇に入っており、とて

も複雑な気持ちだった。おそらくこの子が市民になって、保育園に通っていたとき（

通っていたかどうか分からないが）、あるいは小学校に通っていたとき、和光市とつ

ながっている瞬間において、つながっていた人たちが、この子のなにがしかのターニ

ングポイントを見落としたことはなかっただろうかという自問をしたものだ。事実が

明らかになるに連れ、私立に通う中学生だと分かったが、それなら市内の学校施設と

つながっていない子の居場所はどこだろうかと考えた。小学生まではわこうっこがあ

って、保護者が手続きを取り、つなぐことが可能だが、中学生という年代は親に言わ

れてその場所に行くという年代でもない。親にもなかなか見えない顔、側面を持ち始

める年代でもある。どうやってグリップしていくのかを考えると、「こういう対象の

子が集まる場所です」というものではなくて、「だれでも来ていいです」というよう

な居場所がなければいけないのかなと思う。高校生になるとお小遣いなどもあり、友

達と喫茶店に行っておしゃべりをすることもできるが、中学生ではそこまでの経済的

自由もない、かと言って縛られたあるいは監視の強い空間に行くことには抵抗を感じ

る年代でもあることを考えると、自分の所管している施設の中では、ひとつ児童館と

いうのはあるかなと思う。先ほどのわこうっこが全児童対象であり、誰にでも開かれ

ているように、児童館も対象者を限定する施設ではない。閉館時間が早く、遅い時間

まで開いていないので、中学生や高校生が部活をした後に立ち寄る場所として確立で

きていないが、児童館がいつでもだれでも来ていいような場所になれば、市内の小学

校、中学校に通っていない子供たちが、時々ふと寂しくなるときに行けるような場所

として機能するのかもしれない。

〇山田委員

心の悩みを持った時に気軽に相談できる大人や友人なりが必要である。保護観察の

中でどうしてこの立派な家庭で育ったお子さんがということがあるが、どんな家庭で

あっても犯罪を犯してしまうケースはあり得る。悩みを聞ける場所や、悩みを発信し

たときにしっかり見てあげられる大人の存在が大切だと思う。難しい問題だと感じる。

○市長

ひとつは児童館を含め、子供達を受け止める施設が今の体制でいいのかをもう一度

検討すること。二つ目は相談できる大人という点で、親以外の大人と地域の子供たち

がつながる仕組みにはどのような資源があり、どのように活用していけばよいのかを

考えること。三つ目は小学校就学時に市内の小学校に行く場合には福祉の担当から小

学校の担当につなぎがあって、いろんな課題も含めて申し送りがある一方で、市外の

小学校に行ってしまうと完全に市の手から離れてしまっているため、ネウボラの観点

から考えても大事なのは、特に課題があることが想定されるご家庭やお子さんの事案
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については、進学先を把握しつつ、その後についても積極的につながるような仕組み

も今後検討する必要があるのかもしれないこと。なかなか答えが出る問題ではないが、

今回の事案が市外の学校に通うお子さんの事案だったことを受け、私たちに何ができ

るのかということを、今後も教育委員会の方たちと一緒に考えていきたい。以上で平

成３０年度第２回和光市総合教育会議を閉会する。ありがとうございました。


