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会議録

１ 和光市教育振興基本計画について

○市長

それでは、ただいまから、令和２年度第１回和光市総合教育会議を開会します。

本日の会議では、次第にあります１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、「和光市教育振興基本計画につい

て」を議題とします。

説明の方、よろしくお願いいたします。

○教育長

では、資料３をご覧ください。

和光市では、本年度に和光市教育振興基本計画を策定していきます。

教育振興基本計画は、教育振興に向けた施策を総合的、計画的に進めるための基本計画

であり、平成 18 年に改正された教育基本法第 17 条第１項において、政府が策定して

国会に報告することが定められました。

地方自治体においても同法第２項の規定に基づき、国の計画を参考にしながら、地域

の実態に応じた基本計画を策定することが努力目標となっていますが、すでに 47 都道

府県の全てにおいて策定され、また、全国の市区町村においても策定が推進されていま

す。文部科学省の平成 31 年３月 31 日現在の調査によると 82.7％の策定率となってお

り、和光市においても本計画の策定は重要課題であると捉えています。

この計画を策定すると教育が大きく変わるというわけではなく、日々の教育をどうし

ていくのかを具体的に表すものとして、本計画とともに年度ごとのアクションプランを

策定していきたいと思います。

今回の教育振興基本計画を策定するにあたって重要視していることは和光市の教育大

綱になります。そこで国や県ではなく、和光市の教育大綱をどう具現化していくのかが

重要になります。平成 30 年度から令和３年度の４年間を位置付けられている和光市の

教育大綱の中身を、教育委員会としてしっかりと理解していかなければならないと思っ

ています。

和光市の教育大綱の構成については、基本理念と基本方針の２段階になっています。
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基本理念については、和光市が目標とする教育の方向性を表しています。基本方針に

ついては、教育理念に掲げた教育をどう体現していくのか教育を構成していく学校教育、

社会教育、地域・家庭教育について推進していく方向性と、具体的な内容が教育大綱に

示されています。

そして教育大綱の基本方針、基本理念及び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を具現化していくために３つの取組があります。

１つ目は、「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」

についてです。中身について果たしてこれだけで良いのか、課題だと思っています。例

えば、今回のコロナ禍を受けた時に教育の在り方が大きく変わっていくことが想定され

ています。もし可能であれば、ネット化やクラウド化などを推進して、デジタル時代に

対応した教育内容の改革を盛り込みたいと思います。

２つ目は、「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」につ

いてです。国の社会教育に関する様々な答申を見ると、社会教育を重視していることが

わかります。例えば、コミュニティ・スクールでは学校だけの範疇だけでなく、社会教

育の中でどう捉えていくかという視点が必要とされています。この辺を踏まえて、コミ

ュニティ・スクールを単なる学校教育としてではなく、社会教育の中でどう位置付けし

ていくのか考えていきたいと思います。

３つ目の「福祉、コミュニティ施策との密接な連携による地域・家庭教育の推進」に

ついては、前大綱に比べて大きく変わったと思います。前大綱では都市化の進展や住居

形態多様化などが記載されていましたが、もっと具体的に何をしないといけないかが示

されていますので、これを受けてどうしていくのかが課題だと思います。

私は、基本的に教育大綱に掲げられた基本方針の具現化を図っていくためには、それ

ぞれの方針についての共通認識が重要だと思います。学びの基盤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を教育行政の視点からどう捉えていくかということ

で資料に記載しました。

今年の４月から小学校の学習指導要領が全面実施となり、学習指導要領の改訂は戦後

の日本の教育において、最も大きな改革だと言われています。つまり、学校の在り方、

事業形態などすべてが変わっていかなければなりません。今後変わっていく

Society5.0 の社会にどう対応できる人材を育成していくかという視点で考えたときに、

学びの質の転換ということが大きいと学習指導要領で言われています。それを踏まえて、

確かな学力とは何かを明確に捉えていく必要があります。

「生きる力」は平成 20 年の改訂からずっと続いていますが、次は「生き抜いていく

力」に変えていかなければなりません。そこで、確かな学力を明確に捉えていく必要が

あると私の分析を資料に記載しました。ネット化やクラウド化というものをどう具現化

していくかに併せて現在、GIGA スクール構想を前倒しして進めていますが、実際に今

回のコロナ禍の中でネットでどれくらいの事業ができたのかというと統計では数パーセ

ントです。そういった中で学びに格差が生じてはいけないということが我々の捉え方で

す。

今回の教訓をいかしながら、ネット化をどう推進していくかが重要だと思いますので、

確かな学力を付けていく上でデジタル化の整備を位置付けていきたいと思います。
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子供たちの社会性について、本来子供たちの社会性を育むことについて重要なことは

他の人の気持ちを理解できるかということです。

もう一つは、対人関係やコミュニケーションを上手にできるかです。子供たちがイラ

イラしたり落ち込んだ時に気持ちをコントロールできるかが大切です。こういったソー

シャルスキルを身に着けていくことが重要な課題だと思います今の子供たちの問題行動

の背景について考えると、テレビゲームやパソコンやスマートフォンなどの情報機器の

普及があると思います。

しかし、情報機器は今後更に発展していきます。そういった中で、情報機器を上手く

使っていくスキルが重要となります。今後、社会性をどう培っていくかを本計画に表し

ていきたいと思います。

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について、和光市は、

特徴的なまちだと思います。例えば、昼夜人口の乖離や自営業の減少、サラリーマン

の増加によって、昼間は成年層が地域にいない状況が増えてきています。それに伴い周

辺地域を含めてコミュニティ感覚が薄れてきています。その一つとして、自治会の加入

率の低下があります。

さらに、人口移動の激しさと相まって、地域への愛着・帰属意識の低下などもありま

す。その一つの表れとして、地域行事への参加者数や子供育成会の結集に、苦戦してい

ます。

しかしその一方で、市民の方が関わって色々な NPO 団体を立ち上げたりと地域の方々

が自分たちのスキルを生かした活動を展開されています。地域住民の方々は、自分たち

の住んでいる『まち』を見直していく視点を持っていると思います。そういった方々の

力を学校教育や社会教育にどういかしていくかが重要な課題です。

つまり、人は生かされていることを認識すると意欲が湧きます。地域資源、地域人材

をうまく活用できると地域と学校教育の活性化が図れます。これらが、コミュニティ・

スクールが重視される理由だと思います。地域とどう繋がっていくのかといった施策を

打ち出せるか。また公民館の中でどのように人材育成を図っていくのかといった視点は

外せないと思います。

シビックプライドについては、和光市に対する愛着、誇りをどうしていくのかを考え

ると、住んでよかったまちという意識が高まっていけば必然的に生まれてくるだろうと

思います。つまり、その様な関わりを市民の方々が行政と体現してく機会をどうしてい

くかが社会教育、生涯学習の大きな狙いだと捉えています。さらに、今回午王山遺跡が

国指定となりましたので市民の方々がどう関わっていくのか位置付けていきたいと思い

ます。

次に、福祉、コミュニティ施策との密接な連携による地域・家庭教育の推進について

地域のコミュニティ活動は参加者、担い手が減少しています。和光市のまちの特徴を考

えた時、青年層は昼間は市内にいないため、元気なお年寄りに頑張っていただきたいと

思います。そこで元気なお年寄りとどう繋げていくかを考えると、学校に参加してもら

う活動を想定しています。つまり、コミュニティの希薄化を埋めていく取組みは基本的

にはコミュニティ・スクールを活性化させることだと思います。

地域学校協働活動本部、地域学校協働活動推進委員について法的な根拠をもって位置
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付けがされました。この位置付けられたことをどういかしていくかを考えた時、法に基

づく組織を基にしてやっていかなければならないと思います。ただし、地域学校協働活

動本部を各小学校につくるか、中学校につくるかは課題になっています。今後、コロナ

ウイルスが落ち着きましたら、本部の設置や推進委員の指名などを進めていきたいと思

います。

私は学校を核として地域が活性化していく一番の役割を果たすのは、コミュニティ・

スクールだと思っています。和光市では地区社協が各地に設置されてきましたので、コ

ミュニティ・スクールと連携、協働を進めていきたいと思います。

次に第五次和光市総合振興計画について、担当分野ですが「目標像４ 子どもが自己

肯定感を持ち健やかに育つ」「目標像 10 趣味などを通して充実した時間を過ごせる

」「目標像 12 歴史的文化資源の保護・活用」が位置付けられ、その実現に向けた個

別施策として、目標像４については７施策、目標像 10 については３施策、目標像 12 に

ついては１施策が設けられています。

日本は先進国の中で自己肯定感が低くなっています。例えば、アメリカでは自己肯定

感が 80％くらいあります。しかし、日本はその半分以下です。

では、自己肯定感がないとどうなるのか分析していかなればなりません。今、大きな

課題となっているのは自己肯定感を培える教育だと思いますので施策 4-1 から施策 4-7

について分析させていただきました。

更に目標像 10 趣味などを通して充実した時間を過ごせるについては、まさに人生

100 年時代の中で元気なお年寄りが生涯を全うできることだと思いますので、行政がど

のように支援していけるか生涯学習、社会教育の在り方を明確に打ち出していく必要が

ありますので、施策 10-1 から施策 10-3 まで分析的に資料に記載しました。

次に和光市教育振興基本計画の骨子（案）について、資料の通りに進めていきたいと

思います。

和光市教育振興基本計画策定に係る規則等の整備及びスケジュールについては、資料

の通り教育振興基本計画の策定委員会設置規則、庁内検討委員会設置要綱を作成しまし

た。スケジュールにつきましては、教育総務課長より説明します。

○教育総務課長

私の方からは、「和光市教育振興基本計画策定」の概要とスケジュールについて説明

させていただきます。

まず、はじめに、お手元の資料１「和光市教育振興基本計画について（案）」をご覧

ください。

この、「教育振興基本計画」につきましては、教育基本法第１７条第２項の規定に基

づき、地方公共団体が策定する、教育振興のための施策に関する基本的な計画とされて

います。

本計画は、和光市における教育の基本理念や目指すべき方向性を示し、教育に関する

施策を総合的・体系的にまとめ、それを推進していくことを目的として定め、市の最上

位計画である総合振興計画とも整合性を図りながら策定してまいりたいと考えておりま

す。なお、計画期間は、5 年間といたします。

策定にあたっては、教育委員会、総合教育会議において、皆様から色々とご意見をい
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ただきます。次に検討組織をご覧ください。

和光市教育振興基本計画策定委員会と、和光市教育振興基本計画庁内検討委員会を、

それぞれ規則と要綱で定め、これらの組織体で審議を重ね、意見を集約しながら策定作

業を進めて参りたいと考えております。

次に、スケジュール（案）について説明します。

昨今の新型コロナウィルスの感染拡大状況につきましては、多くの国民の皆さまの努

力によって収束に向かっている状況だと思いますが、第２波の到来なども危惧され、ま

だまだ予断を許さぬ状況だと認識しております。油断はせずに、気を引き締めつつ会議

体の運営を実施して参りたいと考えております。

さて、このスケジュール（案）では、まず、本日、５月２８日の総合教育会議という

ことで、一番上の段で、５月のところが赤く塗られてありますが、これが本日の総合教

育会議になります。本日は、概要とスケジュールをお示しし、このあと、教育長から計

画内容の骨子についてご説明いただくところです。

本日の総合教育会議を皮切りに、第１回の庁内検討委員会、同じく第１回の策定委員

会を開催するとともに、アンケート調査も並行して実施してまいります。第２回の各委

員会で議論を深め、定例教育委員会には報告をしつつ、10 月か 11 月くらいに第２回の

総合教育会議でパブリックコメントの案をお示しして、12 月から１月にかけてパブリ

ックコメントを実施し、そこでいただいた意見を参考に、必要な修正を施した上で、２

月頃に最終案を確定させ、決裁していただく予定です。

そして、３月までには議会にも報告し、来年度の令和３年４月１日から計画の運用を

開始したいと考えております。

○市長

ありがとうございました。

今回のコロナ禍を踏まえて社会全体が変わる中で、和光市教育振興基本計画だけでな

く教育大綱についても手直しをしていく必要があると思いますので、連動して進めてい

きたいと思います。

また、なるべく早い段階で教育大綱の手直しについて方向性を検討していきたいと思

います。実際には教育大綱の期間はあと２年間ありますが、１年前倒しをして変えてい

ければと思っています。

新型コロナウイルスによって社会が変わるというのが前提にありますので、人との接

触機会のリスクについてや、そのリスクを踏まえてどう行動するべきか社会の在り方が

変わっていきます。

また、教育の現場においても国の方で GIGA スクール構想の前倒しがあり、現場も変

わっていくことを踏まえた変更を加えていきたいと思います。

○教育長

３つの領域で考えた時に、基本的には⑴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に盛り込むのが良いと思います。

○市長

私も迷っているのが、⑴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

育の推進で変えていくのか、前段でコロナについて記載するかです。
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○教育長

前段に記載できれば、全て包含できると思います。

○市長

特にコミュニティの在り方について変わっていくと思います。今まで私はなるべく地

域の方々と対面で一堂に会して和気あいあいとしながら地域づくりをしてきました。

都会においては、対面で人と接する機会が少ないので、もう一度復活させていきたい

という観点で進めてきましたが、コロナが落ち着けばまたそうできるかというとそうで

はないと思います。

教育も変わりますし、地域の目指す方向性についてもまだ見えていませんが、今後、

見えてくると思いますのでそういった観点が必要だと思います。

○山下委員

コロナ禍について親として感じたことがあります。GIGA スクール構想について、先

生たちの IT スキルが重要だと感じました。

先生たちが一生懸命にやっていることは分かっていますが、試行錯誤されながら働い

ていることで、保護者間での情報が錯綜しています。

保護者の中には IT に詳しい方も多いので、もう少し保護者にも声をかけていただき

たいと思っています。

しかし、こちらから提案するとクレームとして捉えられてしまいます。保護者から大

きなクレームがこないために支援をしたいのに、この提案自体もクレームとして捉えら

れてしまいもどかしく感じました。

つまり、今まで保護者の中にはオフラインで活躍されていた人とは別に、オンライン

でなら教育や IT についてアドバイスができる人たちが潜在的にいると思います。

保護者会でもオフラインで一堂に会する会議には参加できないが、Zoom などオンラ

インなら参加できる保護者もいると思いますので、複合的な地域参加の形も可能ではな

いでしょうか。

ただその一方で、高齢者の方々が公民館に行かれなくなってしまったということで、

大変だと思います。そこで、高齢者の方々に対して気軽に IT が使えるように教えられ

るような地域のネットワークを作ることが大切だと思います。

○市長

この数か月間、政府の方向性が定まらない中で、最初に５月末まで学校が休校になる

ことが明確になっていれば、それを前提として学校も対応ができました。

しかし、２週間単位くらいで対応が変わっていったため、市としてもその都度対処す

る形になってしまいました。

IT スキルを教えたいという提案は多くありましたが、その時々の中で考えますと現

状仕方無かったと思います。

学校の先生たちも一生懸命考えていろいろされていましたが、やはり教育の専門家で

あって IT の専門家ではないので、どうやって IT を入れていくかについては、保護者の

力を借りるといった方法も、もしかしたらあるのかもしれません。

現在では、各学校に Zoom 等を使ってやり取りをする環境ができていますので、次の

ステージをどうするか、例えば勉強が遅れている生徒に対して、スタディサプリなどコ
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ンテンツを活用して更に先生がスケジュール管理をするなど組合せて対応することも考

えられます。

保護者の IT スキルについて先生に教えたいという意見につきましては、どこまで参

加して一緒に考えてくれるのかといった問題があります。

これまで、現実に地域活動に関わっている人は長い期間をかけて学校の援助をしてく

れています。しかし、そういったことが困難であれば、お願いすることは難しいです。

なぜなら、中途半端に関わって意見を言うだけでは学校側も動くことはできませんの

で、現実に地域活動に関わっている人のように長い期間をかけて一緒に考えていただけ

る人たちを探して、組織化することが恐らく喫緊の課題だと思います。

しっかりと関わって頂ける人を探すことを行政と教育委員会が一緒に考えていかなけ

ればならないと思います。

今回、チャンスだと思うことは、通勤に縛られない働き方がスタンダードになってく

ると、実はスキルはあるけど学校に費やす時間がなかった人が時間や空間に縛られずに

関わることができる時代になると思います。

新しい人材を探すことはここ数か月は難しかったが、今後落ち着いてくると取組んで

いけると思いますし、その中で新たに関わっていける人がでてくると思います。

○教育長

例えば、地域学校協働活動本部を設置すれば、つなぎ役として新たな人材の発見に役

立つと思います。

○山下委員

ありがとうございました。

他にも、自分も役に立てるという気持ちを持てるような取組も大切だと思います。

○村中委員

テレビでもよく言われていますが、新型コロナウイルスはしばらく続くと思います。

今の状態が続くことを覚悟して、進めていくしかないと思います。

○山田委員

今、長期化する新型コロナウイルスについてお話がありましたが、緊急で取り組むべ

き教育活動はあると思いますが、長い目でみていくと段階的に取り組むことも必要だと

思います。

また、休校期間が３か月ほどある中で、課題を学校から頂いて家庭で学習しています

が、家庭間で格差がでている可能性もあります。これからその差を埋めるために、個別

指導やその子に合わせた学習をすることが大切だと思います。

やはり、対面での授業が基本だと思いますので、できる限りその状況を作って頂きそ

の中で ICT を使った授業をこれからの社会に向けて進めて頂きたいと思います。

○牧委員

新型コロナウイルスで親は自由な時間ができました。しかし、それによってモヤモヤ

した気持ちをぶつける場所がなくなりました。

先ほどの人材探しのお話を聞いて、PTA ではお願いをすると実力を発揮してくれる人

はいます。しかし、そこに責任を求めるとやってもらえませんので、親についても育て

ていかないと社会が回っていかないのかなと思います。
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人によってはすごく力を発揮してくれますので、逆に勉強になることもあると思いま

す。

○市長

ありがとうございます。

地域との付き合い方や、地域人材について今までの発想では見つけられない人材もい

ると思います。

また、外出自粛を上手に利用した人とそうでない人がいると思います。上手にストレ

スを発散できないと DV 問題や不登校の問題などがでてくると思いますので、対応して

いく必要があります。

○教育長

市長の言われた通り、校長会でも不登校問題が話題になっています。

今まで不登校気味だった中で頑張って登校していた生徒が、学校が再開した後に登校

できなくなるのではないかと言われています。

そうすると不登校の生徒が増加することが考えられますので、今後この問題は大きな

課題になると思います。

○副市長

和光市教育振興基本計画について 1 年で策定するとのことですが、新型コロナウイル

スが社会で話題になっていて、今後社会が変わると言われています。

今後、どう変わっていくか見えない中でスケジュール感をもって見ていくと、現在策

定してる、第五次和光市総合振興計画にしてもアフターコロナをイメージしていかなけ

ればならないと思います。

先ほど市長が言われたように、教育大綱についても必要な個所は修正する必要がある

と思います。そうすると、和光市教育振興基本計画の上位計画がまた変わる可能性が非

常に高いと思います。

また、国や県についてもアフターコロナの時代をどう捉えるのかといったことも出て

くると思います。基本は 1 年で策定していくスタンスで良いと思いますが、情報収集を

していくことが大切だと思います。的確にアフターコロナの社会を予想していくことは

難しいと思うので、例えば ICT の技術を使ったオンライン授業や、GIGA スクールはあ

る程度特化して進めていくことを検討することが必要だと思います。

○教育長

そうだと思います。今課題となっているのはそこの部分だと思います。

○市長

ありがとうございました。他に何かございますか。

それでは、各部長よりお願いします。

○企画部長

教育振興基本計画の策定に併せて、教育大綱の見直しに関するスケジュールを位置付

けることが必要だと思いますので、早期に総合教育会議で検討する必要があると思いま

す。

○総務部長

ICT 化の推進に伴って、セキュリティ学習を進める視点も重要です。
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しかし、教育のデジタル化は重要ですが、情報セキュリティ面についても十分に配慮

する必要があります。

○市民環境部長

学校と地域の関わりにおいては、コミュニティ・スクールが中心的な役割を果たすと

は思いますが、コミュニティ・スクールと自治会は密接な関わりがある中で、地域連携

の取組の中で自治会活性化についても推進していけるような取り組みになればと思いま

す。

○保健福祉部長

コロナ禍後において ICT の活用は重要な視点でありますが、学校において教師や友達

がいる中で一緒に授業が行われることが基本であり重要なことなので、そうした面を引

き続き中心に据えて計画を策定するべきだと思います。

○子どもあんしん部長

今回の策定の趣旨については理解できました。

第２期子ども・子育て支援事業計画の策定に際しては、教育委員会各課の皆様に協力

をいただき、ありがとうございました。教育振興基本計画の策定にはスピード感をもっ

て臨むことになると思いますが、子どもあんしん部としてもしっかりと協力をさせてい

ただきたいと考えています。

○教育部長

ICT 化を進めるに伴い、デバイス面については授業で利用できる有効なものを検討し

ていきたいと思います。

○教育長

教育振興基本計画の策定にあたり、新たな視点があれば引き続きご意見をください。

○市長

それでは、以上で令和２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


