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平成２７年第１回東村山市総合教育会議会議録 

 

〇平成２７年８月４日（火）東村山市役所本庁舎６会第２委員会室に

招集した。 

〇出席委員は、下記のとおりである。（６名） 

 渡部 尚、町田 豊、當摩 彰子、吉村 正、小関 、森 純 

〇関係職員の出席者は次のとおりである。 

教育部長 曽 我 伸 清 経営政策部次長 清 遠 弘 幸 

教育部次長 肥 沼 卓 磨 企画政策課長 安 保 雅 利 

教育部次長 青 木 由美子 企画政策課主査 東 要 介 

庶務課長 清 水 高 志    

庶務係長 仁 科 雅 晴    

〇本会の書記は次のとおりである。 

  企画政策課 主査 東 要介 

〇会議事件は次のとおりである。 

 １ 開会 

２ 東村山市総合教育会議傍聴の定め（案）について 

３ 挨拶 

４ 総合教育会議について 

５ 議題 

  「東村山市総合教育会議運営に関する要領（案）」について 

  「東村山市教育施策の大綱（案）」について 

６ 教育の諸課題について 

７ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○渡部市長 皆さん、おはようございます。本日は、大変お忙しい中、

また、大変暑い中、お集まりをいただきまして、まことにありがとう

ございます。 

  定刻になりましたので、ただいまから、平成２７年度第１回総合教

育会議を、開催をさせていただきます。 

  ご案内のとおり、教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正

によりまして、本年４月から施行され、総合教育会議につきましては、

地方公共団体の長が招集するというふうに規定をされておりますので、

議事の進行につきましては、僭越ではありますが、私が務めさせてい
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ただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

  まず、最初に、本日の会議における配布資料の確認をさせていただ

きたいと思いますので、事務局であります企画政策課長より配布資料

の確認をお願いします。 

○安保企画政策課長 それでは、改めまして、おはようございます。事

務局であります企画政策課長の安保と申します。よろしくお願いいた

します。 

  それでは、配布資料の確認をさせていただきます。本日、机上にご

配布させていただいた資料につきましては、まず、会議の次第。それ

から、資料１といたしまして、東村山市総合教育会議の傍聴に関する

定め（案）。資料２といたしましては、総合教育会議について。資料

３といたしまして、東村山市総合教育会議運営に関する要領（案）。

こちらが３枚でございます。それから、資料４につきましては、東村

山市教育施策の大綱の作成について。こちらが２枚ございます。それ

から、資料５につきましては、「基本目標２ みんなが楽しく学び、

豊かな心を育むまち」とありますが、こちらは東村山市総合計画のほ

うの抜粋でございます。こちらが６枚でございます。それから、資料

６です。平成２７年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針。

こちらが２枚。それから、同じく資料６として、平成２７年度東村山

市教育委員会主要施策９の取り組み。こちらが７枚ございます。 

  以上でございます。 

○渡部市長 はい。もし後ほど漏れ等がありましたらお申し出をいただ

ければというふうに思います。 

  それでは、次第に沿って進めさせていただきますが、総合教育会議

につきましては、基本的には公開ということになってございますので、

会議に入る前に、傍聴に関する定めについて協議をさせていただいて、

傍聴者にその後、入っていただいた後に、会議を進めさせていただき

たいと思いますので、まずは、東村山市総合教育会議の傍聴に関する

定めについて、ご協議をお願いしたいと思います。 

  最初に、事務局より説明をさせますので、よろしくお願いします。 

○安保企画政策課長 

  それでは、資料１をご覧ください。東村山市総合教育会議の傍聴に

関する定め（案）でございます。順に説明をさせていただきます。 

  第１の目的でございます。当会議の傍聴に関しまして必要な事項を
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定めるものとさせていただいております。 

  第２の傍聴者の決定等になりますが、第１項で、定員は１０人以内

となっておりますが、会議を開催する会場の規模によりまして、１０

人を超える傍聴が可能とこの会議の中で定められた場合には、１０人

を超える傍聴が可能とさせていただいております。 

  ちなみに、本日も１０名以上の傍聴希望者が既にいらっしゃってい

るところでございます。 

  第２項で、会議を傍聴しようとする者は、受付において自己の住

所・氏名を記入しなければならないとさせていただいております。 

 本日、既にそのような形を取らせていただいておりまして、傍聴希望

者の皆様に、必要事項を記入した上で、控室に入っていただいており

ます。 

  また、第３項で、定員を超える場合には先着順とすることができる

旨定めさせていただいております。 

  第３で、傍聴できない者として、２項目記載させていただいており

ます。例えば、危険物を所持している者、酒気を帯びている者、その

他審議を妨害し又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

は傍聴できないという表に記載をさせていただいておりますので、詳

しくはこちらの資料にかえさせていただきます。 

  第４の傍聴者の遵守事項につきましては、こちら（１）から（５）

まで５項目にわたり記載をさせていただきました。会議開催中は静粛

に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しな

いこと、会議の秩序を乱し、又は審議の妨害になるような行為はしな

いことを定めさせていただいているものでございます。 

  それから、撮影、録音等につきましては、会議場においてはしては

ならないということで定めさせていただいております。ただし、会長

の許可を得た場合については、この限りではないとさせていただいて

おります。 

  また、会議場内での無線使用の機器の使用は不可能とさせていただ

いております。 

  第５でございます。秩序の維持とございますが、会長は、傍聴者に

対しまして、会議の円滑な運営を図るため、傍聴者に必要な指示をす

ることができる旨、また、（２）で、その指示に従わない傍聴者を退

場させることができる旨を定めさせていただいております。 
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  ご説明は以上になります。よろしくご協議のほどお願いいたします。 

○渡部市長 東村山市総合教育会議の傍聴に関する定めにつきまして、

今、事務局のほうからご説明申し上げましたが、教育委員さんたちか

ら何かご質問、ご意見等はございますでしょうか。特段よろしいでし

ょうか。 

（  なし  ） 

○渡部市長 それでは、ただいまお示しさせていただきました資料１、

東村山市総合教育会議の傍聴に関する定め（案）になっておりますが、

これについて、本日の決定事項として取り扱いをさせていただきたい

と存じますので、（案）の部分については削除をお願いしたいと思い

ます。 

  一応、傍聴に関する定めにつきましては、傍聴人の定数については

１０人以内とするとございます。ただし、１０人を超える傍聴が可能

と教育会議が認めるときは、この限りでないということになってござ

います。 

  本日既に傍聴希望者１３名ということですが、５０人ぐらい来ても

大丈夫なように今日は準備をされたそうですので、十分席はあるので、

希望者全員傍聴を認めたいと思いますが、よろしゅうございますでし

ょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 はい、ありがとうございます。 

  それでは、東村山市総合教育会議傍聴の定めに従いまして、傍聴人

の入場を許可いたします。休憩します。 

 

午前 ９時０９分 休憩 

 

午前 ９時１１分 再開 

 

○渡部市長 傍聴人の皆さん、おはようございます。 

  総合教育会議の会議に先立ちまして、総合教育会議の傍聴に関する

定めについて、先ほど協議をし、決定をさせていただきましたので、

会議に先立ちまして、傍聴者の遵守事項について、私のほうから申し

上げさせていただきます。 

  傍聴者は、次の事項を守らなければならない。 
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  （１）会議開催中は静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法に

より公然と賛否を表明してはならない。 

  （２）会議の秩序を乱し、又は審議の妨害になるような行為をして

はならない。 

  （３）会場内で食事及び喫煙をしてはならない。 

  （４）会場内で写真撮影、録画及び録音をしてはならない。ただし、

事前に会長、私が会長を務めさせていただきますが、の許可を得た場

合は、この限りでない。 

  （５）会場内で携帯電話等の無線機器を使用してはならない。 

  以上、傍聴に関する定めをただいま決定させていただきましたので、

恐縮ですが、傍聴者の皆様には、ただいま申し上げた遵守事項をお守

りいただきますよう、よろしくお願いを申し上げるところであります。 

  それでは、再開をし、早速、本日の会議を開催させていただきます。 

  初めに、次第に基づきまして、挨拶をさせていただきます。 

  最初に私から、そして、きょう初めてなので、順次全員の方にご挨

拶、一言ずつお願いをしたいと思っております。 

  改めて、皆様、おはようございます。座ったままで恐縮ですが、東

村山市長の渡部尚でございます。 

  教育委員の皆様には、大変お忙しい中、第１回総合教育会議にご出

席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

  また、日ごろから、本市の教育のみならず、市政全般にわたりまし

て格別のご協力を賜り、厚く御礼を申し上げる次第であります。 

  本会議は、ご案内のとおり、去る４月１日に地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴いま

して、市長、首長と教育委員会との連携強化等を図ることを目的に設

置することとなりました。 

  今回の制度改革では、教育委員会は引き続き執行機関として位置づ

けられておりますが、教育委員長と教育長を一本化した新教育長の設

置や、総合教育会議の新設、教育に関する大綱の策定を通じ、首長と

教育委員会のさらなる連携強化など、抜本的な見直しが図られたとこ

ろでございます。 

  その上で、このような会議の開催によりまして、これまで以上に連

携して教育行政を推進していく貴重な機会と捉えまして、有効に活用

してまいりたいというふうに考えておりますので、教育委員の皆様の
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活発なるご議論をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

  私からは以上でございます。 

  それでは、順次、町田教育委員長からご挨拶をお願いいたします。 

○町田委員長 皆さん、おはようございます。ただいまご紹介いただき

ました、本市教育委員長の町田でございます。 

  今、市長からのお話もありましたが、新制度になるということで、

委員長職あと何カ月というか、ほんの少しなのですが、この体制で行

うのはあと何回あるかというところだと思いますが、委員長として一

生懸命頑張らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  そして、何よりも、この会議、誰のため、それはやはり市民のため、

そして、子どもたちのため、そういったような実際のところに何か役

立つものにしていきたいというふうに思っております。ぜひこれから

も皆さんのご協力よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○渡部市長 はい、ありがとうございました。 

  続きまして、當摩委員長職務代理にお願いいたします。 

○當摩委員 教育委員の當摩彰子でございます。 

  この制度、本当にいろいろな意味で、どうやったらいいのかなって

いう、日本全国が模索しているのではないかなと思うのですが、より

有意義に、東村山市にとって役に立つようなものに育てていければと

てもすばらしいなと思っておりますので、力をかけられるところ、一

生懸命やってみたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  引き続きまして、それでは、吉村委員、お願いいたします。 

○吉村委員 吉村です。よろしくお願いいたします。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  引き続きまして、小関委員、お願いいたします。 

○小関委員 小関です。改めてこの責の重さを感じているところです。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡部市長 よろしくお願いします。 

  それでは、最後に、森教育長、お願いいたします。 

○森教育長 教育長の森でございます。よろしくお願いしたいと思いま
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す。 

  今までも、この総合教育会議が決まる前の状態でも、教育委員会で

は委員同士、率直な意見を交換しておりましたし、何か課題が発生し

た場合には、市長に必ず早目に報告をすることということで、十分機

能はしていたというつもりでおりますが、総合教育会議が法的に定ま

ったということで、傍聴の方にお聞きいただきながら、こういう形で

全員の委員と市長がそろって対話をするというのはそれなりに意味が

あると思っておりますので、今後ともぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  次第書にはないのですが、初めてなので、事務局もちょっと自己紹

介を、最初、市長部局から、その後、教育部局のほうでちょっとご挨

拶をお願いしたいと思います。 

○清遠経営政策部次長 おはようございます。経営政策部総合調整担当

次長の清遠と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○安保企画政策課長 おはようございます。事務局をやっております経

営政策部企画政策課長の安保と申します。よろしくお願いいたします。  

○東企画政策課主査 おはようございます。事務局をやっております経

営政策部企画政策課主査の東と申します。よろしくお願いいたします。  

○曽我教育部長 教育部長の曽我でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○肥沼教育部次長 おはようございます。教育部生涯担当次長の肥沼と

申します。よろしくお願いいたします。 

○青木教育部次長 教育部学校教育担当次長の青木でございます。よろ

しくお願いします。 

○清水庶務課長 教育部庶務課長の清水でございます。よろしくお願い

いたします。 

○仁科庶務係長 教育部庶務課庶務係長の仁科と申します。よろしくお

願いいたします。 

○渡部市長 はい、ありがとうございます。 

  会議については、事務局については企画政策課が会議の招集等の事

務は受け持っていただきますが、実際の教育の中身については教育部

サイドで恐らく説明、答弁等を行っていただきますので、基本的には
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この顔ぶれで事務方は出席します。 

  ただ、必要に応じて、他の必要部局の管理職を出席させる場合もあ

るということでご理解いただければと思っております。 

  それでは、議題に入る前に、まず、ちょっとおさらい的になります

が、総合教育会議とはどのようなものかということについて、もう一

度認識をこの場で共有させていただきたいと思いますので、まず、事

務局のほうから法的な位置づけ等について説明をお願いしたいと思い

ます。 

○安保企画政策課長 はい。それでは、座って説明させていただきます。 

  資料２をご覧ください。地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の改正が先般行われまして、平成２７年４月１日に施行されたところ

でございます。こちらの法律の第１条の４、第１項におきまして総合

教育会議の設置が規定されたところでございます。 

  教育に関する予算の編成、執行や条例提案など重要な権限を有して

おります地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地

域の教育の課題やあるべく姿を共有し、一層民意を反映した教育行政

を図るということでされておるところでございます。 

  ２番の「総合教育会議」の設置の部分をごらんください。総合教育

会議は、市長が招集し、原則公開となっております。 

  構成員は、市長と教育委員会でありまして、必要に応じ関係者また

は学識経験者を有する者から意見を聞くことは可能となっております。  

  続きまして、協議、調整事項についてでございます。総合教育会議

は、地方公共団体の長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議、

調整の場でありまして、合意した方針のもとに、それぞれが所管する

事務を執行することとなります。 

  こちらの地方教育行政の組織及び運営に関する法律における調整と

は、教育委員会の権限に属する事務につきまして、地方公共団体の長

の権限に有する事務との調和を図ることを意味する。 

  協議とは、調整を要しない場合も含め、自由な意見交換として幅広

く行われるものを意味するものでございます。 

  総合教育会議におきまして調整が行われた場合とは、地方公共団体

の長及び教育委員会が合意した場合でありまして、双方が合意した事

項につきましては、互いにその結果を尊重しなければならないとなっ

ております。 
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  なお、協議、調整事項につきましては、一つ目は教育施策の大綱の

策定、二つ目といたしましては、教育条件整備など重点的に講ずべき

施策、三つ目といたしましては、児童・生徒の生命・身体の保護など、

緊急の場合に講ずべき措置ということになっているところでございま

す。 

  説明は以上です。 

○渡部市長 はい。説明がございましたが、何かご質問等はございます

でしょうか。よろしいですか。 

（  なし  ） 

○渡部市長 教育委員会はあくまでも教育の執行機関ということでござ

いますので、ただ、住民によって直接選挙で選ばれた首長と、首長自

身が予算編成をする責任を有していますので、密接にそこは関連をし

ていかないと、よりよい教育行政はできないだろうということがあろ

うかと思います。 

  今まで公式、正式にこういう会議、協議体がなかったこと自体が不

思議といえば不思議ですが、ただ、どこまで、どういう議論をするの

かというのは、私も正直、非常に戸惑いもあるのも事実ですが、また

いろいろと皆様からご意見をいただきながらよりよい運営に努めてい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  それでは、議題のほうに入らせていただきます。 

  まず、議題については、そもそも、この総合教育会議の運営に関す

る要領等がまだ整備されておりませんので、まずは、東村山市総合教

育会議運営に関する要領を定めてまいりたいと思いますので、原案に

ついては事務局のほうで取りまとめをいたしておりますので、事務局

より説明をお願いします。 

○安保企画政策課長 それでは、資料３をご覧ください。東村山市総合

教育会議運営に関する要領（案）でございます。 

  こちらにつきましては、先ほど傍聴に関する定めにつきましてはご

決定いただいたところでございますが、それ以外の総合教育会議運営

に関しますもろもろの規定につきまして、（案）という形でご提示を

させていただくものでございます。順を追って説明をさせていただき

ます。 

  まず、第１条といたしまして、（趣旨）でございます。この要領に

つきましては、総合教育会議の運営に関し必要な事項を定めるもので
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ございます。 

  第２条（所掌事項）でございます。こちらの会議につきましては、

次に掲げる事項についての協議及びこれらに関する構成員の事務の調

整を行うこととしまして、まず、大綱の策定について、それから、教

育を行うための諸条件の整備、その他地域の実情に応じた教育学術及

び文化の振興を図るため重点的講ずべき施策、児童、生徒等の生命又

は身体に現に被害が生じた場合などの緊急の場合に講ずべき措置につ

いてという内容になります。こちらにつきましては、本文以下、

（１）、（２）ということで整理をさせていただいているところでご

ざいます。 

  第３条（組織）でございます。こちらの会議につきましては、市長

と教育委員会をもって構成するものでございます。会長は市長がご担

当され、会務を総括するものとされております。 

  第４条（会議）でございます。教育会議は、市長が招集いたします。

議事進行は、会長、つまり、市長が行うところでございます。第３項

におきまして、教育委員会からも市長に対し協議すべき具体的事項を

示して、教育会議の招集を求めることができるとしております。第４

項につきましては、議事日程につきまして、事前に構成員に日時、場

所等について通知するというような内容でございます。 

  次のページへまいります。第５条（意見聴取）でございます。先ほ

どご説明差し上げました第２条の協議に当たりまして、必要があると

きは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、意見を聴く旨を

定めさせていただいたところでございます。 

  第６条（関係職員の出席）でございます。必要に応じて説明のため

関係職員を出席させることができるとしております。 

  第７条（会議の公開）でございます。教育会議、こちらの会議につ

きましては公開が原則でございますが、個人の秘密を保つため必要が

あると認めるとき、あるいは、会議の公正が害されるおそれがあると

認めるときなど、その他公益上必要があると認めるときは非公開とさ

せていただく場合がございます。 

  第８条（議事録）でございます。議事録の作製について定めており

ますが、こちらの会議の終了後、遅滞なく会議の議事録を作成しまし

て、これを公表する予定でございます。 

  議事録の掲げる事項につきましては、第２項に掲げるとおりでござ
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います。開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時、出席者の氏

名、議題及び議事の大要、その他教育会議において必要と認めた事項、

こちらに掲げてあるとおりでございます。 

  この議事録につきましては、市長及び教育長が署名しなければなら

ないこととさせていただいたところでございます。 

  第９条、（調整結果の尊重）でございます。当会議におきまして、

構成員の事務の調整が行われた事項につきましては、当該構成員は、

その調整の結果を尊重しなければならないことを定めました。 

  第１０条でございます。事務局でございますが、経営政策部企画政

策課に置かせていただきます。 

  第１１条（委任）でございますが、こちらに規定したもののほか、

会議の運営に関する必要事項につきましては、別に定めるとさせてい

ただいたところでございます。 

  説明は以上でございます。ご協議のほどよろしくお願いいたします。 

○渡部市長 ただいま説明が終わりましたが、本会議の運営に関する要

領につきまして今、事務局から案を示させていただきましたが、何か

ご質問、ご意見がございましたら。不明な点があれば何なりと。よろ

しいでしょうか。 

（  なし  ） 

○渡部市長 教育委員会と首長という同等の執行機関同士の会議体とい

うことなので、本日の会議で運営に関する要領については、本会議決

定事項という形にさせていただきたいというふうに思いますが、いか

がでしょうか。 

  市長が決めたとか、教育委員会が決めたということはできないので、

一応、この会議で決めたということで了承いただければ。 

  では、今後はこの運営に関する要領に基づいて会議を進めさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございまし

た。 

  それでは、次の議案でございます、東村山市教育施策の大綱（案）

についてでございます。 

  大綱をこの総合教育会議で策定するということが法律で定められて

いて、最大の本協議会の任務が大綱の策定ということで、大綱につい

ては今年度中に策定して、来年４月から運用していくということが、

これもまた決まっているところでございます。 
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  ただ、大綱の中身については各自治体に委ねられているところでご

ざいまして、これからどういう大綱をつくるか検討していくところで

ございます。 

  ただ、これまでも教育行政に関する大綱、教育施策の大綱というも

のはありませんが、市長部局のほうでは総合計画という教育行政も組

み込んだ形の最上位の市の行政計画を持っておりますし、教育委員会

のほうも毎年度、教育目標及び基本方針というのを定めていて、取り

扱いとしてちょっと教育施策の大綱というのはどういうふうに全体の

中で位置づけていくかというのは微妙なところもあるのですが、先ほ

ど申し上げたように、法で定めてつくることが義務づけられていると

ころから、皆さんのご意見をいただきながら大綱づくりをこれから進

めていきたいと思っております。 

  今申し上げたように、関連諸計画がありますので、まずその辺につ

いて実務的にこれらを考慮していく必要がありますことから、施策の

方向性や主要な施策等については、実際に教育行政を担っております

教育部所管のほうから、先生方へもちろんご案内のことではあります

が、再度説明をさせていただいて、その後、少し時間を取って議論で

きればというふうに思っております。 

  それでは、教育部の庶務課長のほうから説明をお願いしたいと思い

ます。 

○清水庶務課長 教育部庶務課長の清水でございます。大変恐縮ですが、

座って説明させていただきたいと思います。 

  資料は４のほうになります。今回の地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の一部改正により、地方公共団体の長、当市でいえば市長

になりますが、市長に大綱の策定を義務づけられたところでございま

す。 

  また、大綱は総合教育会議において協議するものとなっております。 

  大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的

な施策について、その目標や、施策の根本となる方針を定めるもので

あり、詳細な施策について策定することを求めているものではござい

ません。 

  また、法律上の効力ですが、第１条の４、第８項により、地方公共

団体の長及び教育委員会の双方に尊重義務があることになります。 

  その結果、地方公共団体の長と教育委員会は、策定した大綱のもと、
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それぞれの事務を管理、執行していくことになるものでございます。

そのため、地方公共団体としての教育施策に関する方向性が明確化さ

れていきます。 

  それでは、次のページをご覧ください。市長も申し上げておりまし

たが、こちらは大綱の考え方で、市長と協議をした結果、東村山市第

４次総合計画と、平成２７年度東村山市教育委員会の教育目標及び基

本方針を踏まえて作成いたしました。 

  東村山市第４次総合計画は資料５、平成２７年度東村山市教育委員

会の教育目標及び基本方針は資料６として添付させていただいており

ます。 

  まず、構成ですが、最初に施策の方向性を掲げまして、その後に主

要施策を、さらに、その下に主要施策を達成するための取組を事業と

してこれからお示ししていきたいと考えております。 

  施策の方向性ですが、東村山市第４次総合計画を基本としておりま

す。東村山市第４次総合計画の基本目標では、「みんなが楽しく学び、

豊かな心を育むまち」を設定した上で、生きる力を育む学校教育を充

実する、健やかで豊かな心を持つ青少年を育成する、生涯にわたる文

化・学習活動を充実する、この３つを施策大綱として、目標を掲げて

ございます。 

  この三つに、教育環境及び特別支援教育に関する施策である、子供

が安心して意欲的に学べる質の高い教育環境を推進する、子供一人一

人に応じた支援を充実するを加え、５つの大きな施策としてお示しし

てございます。 

  その下の主要施策では、東村山市教育委員会の教育目標及び基本方

針の東村山市教育委員会主要施策９の取組を掲げてございます。 

  ９つとは、「学びの基礎を徹底し、個々の乗りを最大限に伸ばす。

豊かな人間性を培い、規範意識を高める。社会の変化に対応できる力

を高める。体を鍛える。健康・安全に生活する力を培う。教員の資

質・能力を高める。質の高い教育環境を整える。家庭の教育力向上を

図る。地域・社会の教育力向上を図る。」の９つです。 

  これら９つと、東村山市第４次総合計画の施策の部分、青少年育成

環境の充実、市民文化・生涯学習の支援・充実、スポーツ活動の振興、

歴史・伝統文化の保護・振興を主要施策としてお示ししてございます。 

  大綱の期間ですが、第４次総合計画の前期基本計画の期間は、平成
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２３年度から平成２７年度までの５年間を一つの区切りとしておりま

す。そのため、教育をめぐる社会状況の変化などを踏まえ、今後策定

される第４次総合計画後期基本計画と整合性を図りながら、必要な改

訂について総合教育会議で適宜検討を行うこととします。 

  私からの説明は以上となります。 

○渡部市長 はい、事務局の説明が終わりました。 

  教育施策の大綱の考え方、骨子について今、事務局のほうからお示

しさせていただきましたが、先ほど冒頭、私のほうから申し上げまし

たが、総合計画、既に策定されている市の総合計画があります。それ

から、毎年度、教育委員会で定めている教育目標及び基本方針があり

ますので、これらをミックスするような形にはなりますが、考え方を

事務局のほうで取りまとめていただいたものです。 

  この件について、これから皆様からご意見を頂戴したいと思います

が、いかがでしょうか。 

  どうぞ、町田教育委員長。 

○町田委員長 この大綱の考え方、今お話しいただきましたが、本当に、

国で定めたからやらなければいけないという、そういうちょっと後ろ

向きな考えではいけないのかなと思うのですが。 

  ただ、今の立場からしますと、ちゃんと両方を見て、教育に関して、

これすら二つあることも、そもそも一本でまとめたほうが皆さんわか

るだろうと思うところを、３本立てにするというのは、とても、位置

が。 

  むしろ、本当であれば、市民にとっては、誰にでもわかるものとい

うのであれば、二つあったものを一つにして、それがみんなに示せる

ほうがいいのかなと思うところを、こっちを両方残した中で、また大

綱としてつくるというのは。 

  今、市長のお話にありましたとおり、混ぜて似たようなものをつく

るというのは、時間をかけてやるにしては、何か無駄なので、もう少

し何かこの大綱の位置というものを、定めるというほどでもないと思

いますが、もう少しよく考えたほうがいいのかなというふうに、最初

として私は思います。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  ほかにございますか。 

  率直に言って、自治体によっては、総合計画の教育編をそのまま大
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綱と称しているところもあるというか、そういうふうに考えるという

自治体もあるようではありますが、確かに、町田教育委員長がご指摘

のように、二つも三つもつくる必要があるのかと言われると、非常に

つらいところがあるかなと思います。 

  いかがでしょうか、ほかの委員さん。 

  當摩委員さん、何かございますか。 

○當摩委員 実は、今、現行の総合計画の審議委員を務めさせていただ

きまして、これができる過程に身を置いた人間といたしましては、今、

町田委員長がおっしゃったご意見は本当にもっともだと思います。 

  とても内容的には、みんなでもんでもんで、一生懸命出したものな

のですが、また、毎年、教育委員会でも教育目標というのも定めてい

るわけですが、この際ですから、今、私も町田委員長がおっしゃられ

たことに非常に共感を覚えるのですが、大綱として、国が「やりなさ

いよね」って言っている以上、やらないというわけにはいかないとい

うことももちろん、後ろ向きになることは絶対避けたいという気持ち

がございますので、市民に向けて一番わかりやすい形を、本当のエッ

センスの部分でお示しするというのも一つの方法かなと思います。 

  そういたしますと、例えば、今、資料を頂戴した中で見ても、もし

かすると、文言をまとめて、もっとわかりやすい形のものが生まれて

いくという作業もできるかなと。具体的に「じゃあやってごらん」と

言われれば、今、ここの部分をこうやっていじるということは、ちょ

っとすぐには思いつかないのですが、今年度の中に、来年度に向けて

策定するときにそうした手続があると、とても位置づけが生きるかな

と思います。 

  すみません、何かちょっと抽象的な言い方で申しわけないですが、

そんな気持ちでございます。 

○渡部市長 ほかにいかがでしょうか。 

  小関委員さん、何か大綱についてご意見ございますでしょうか。 

○小関委員 今、町田委員長、それから、當摩職務代理がおっしゃった

のとほとんど同じですが、基本的に「みんなが楽しく学び、豊かな心

を育む」という、非常に大きな方向が出ているんですね。 

  「みんなが」というのは、子どもだったり、それから、青少年、そ

れから、生涯学習ということで、市民全体ということですよね。その

中でほとんど網羅されているのではないか。 
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  「豊かな心を育む」という、その前に「学ぶ」ということがあるの

で、これが東村山市が向かっていく教育の方向ですよということが確

認できれば、今お話があったように、既に出ていることを幾つか整理

するというようなことで、ほとんど東村山市の教育というのはこれで

すというふうに言えるのではないかと私は思っています。 

  以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  吉村委員、何かご意見あれば。 

○吉村委員 確かに、東村山というのは、大綱というのはほぼでき上が

っているものだと思ったんですよ。また何でつくらなければならない

のかという疑問があって。だから、今のように、きちんとそれぞれの

部局でおつくりになったものを整理して、見出しみたいな形でポンと

出しておけば、それでいいのかなというふうに思っております。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  執行者になっちゃうので聞きづらいですが、教育長も何かご意見あ

れば。 

○森教育長 先ほど事務局のほうから説明があったとおりで、基本、総

合計画、基本目標の内容と、それから、教育委員会の教育目標をすり

合わせた形でつくり上げていけばいいのかなと思っています。 

  ただ、教育委員会の９の取り組みというのは、総合計画を踏まえて

つくっているはずですので、それをもう少し凝縮したような形で、市

民にわかりやすい形のものがつくれればいいと思っています。 

  大綱については特別こういう形でつくりなさいという規定はなかっ

たと思いますので、極端な話、Ａ４、１枚でもいいし、分厚い電話帳

のようなものをつくっても、それは構わないということなのですが、

余り厚いと市民の方にわかりづらくなるだろうと思いますので。 

  私自身は、例えば、資料４にあるような大綱の考え方、２枚目のほ

うですね、これにちょっと肉づけをしたような形で、簡単に表現して、

余り具体的な細かいことにまで触れないものでいいのではないかと感

じております。 

○渡部市長 はい、ありがとうございます。今、最後教育長にまとめて

いただいた感じがします。 

  確かに、今まで当市の場合は、総合計画できちんと教育についても

記載があり、かつ、それに基づいて、今、教育長からもお話がありま
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したが、毎年度教育委員会の基本目標と方針が立てられていますので、

特段、市長部局と教育委員会で齟齬があるわけではないので、新たに

大綱をつくるというのは、ちょっと違和感を感じざるを得ないところ

もないわけではないですが。 

  ただ、国の法律に基づかざるを得ませんので、今お話がありました

ように、総合計画の「みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち」と

いう基本目標が総合計画の中にありますので、それを目標ということ

でいいのではないかと、小関委員からもそういうご指摘もありました

ので、それに基づいて、施策の方向性については一応この５方向ぐら

いでこれから肉づけをするというような方向性でよろしければ、そん

な形で進めさせていただくということでよろしいでしょうかね。 

  今、何人かの方からご意見があったのは、やはり、市民の皆さんに

わかりやすいほうがいいのではないかというお話がありましたので、

その辺も踏まえて、事務局でもう少し、どういう形に整理をしたほう

がいいのか検討をしていただきたいと思います。 

  ほかに大綱についてご意見、特にこれは盛り込むべきだというよう

なことがあれば、ご指摘いただければと思いますが、いかがですか。

よろしいですか。 

（  なし  ） 

○渡部市長 それでは、大綱につきましては、本日のところは、ご提示

をさせていただいた案をもとに、多少肉づけをしながら、より市民の

皆さんにわかりやすいというか、共有できるというか、「東村山市の

教育というのはこうだ」ということを市民の皆さんとも共有できるよ

うな、わかりやすいフレーズにしていただくというような形で整理を

少ししていただいて、次回また検討をさせていただきたいというふう

に思いますが、いかがでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 はい、ありがとうございます。 

  そうしましたら、そういう形で、次回以降、継続して協議をしてま

いりますので、清水課長、よろしくお願いします。 

○清水庶務課長 ありがとうございました。 

○渡部市長 議題としては以上ですが、最後、６点目に、教育の諸課題

ということで協議をさせていただきたいというふうに思っております。  

  ７月４日付で今日の招集通知に、大綱以外で、大綱に盛り込むほど
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のものではないけれども、少し、せっかく教育委員さんと市長が協議

をするのであれば、何か継続して意見交換するような議題というか、

テーマがあればお出しいただきたいということでお願いをさせていた

だいています。 

  これについては、當摩委員さんから事前に文書で、こういうことを

少し総合教育会議で議論したらいかがでしょうかということでご提案

がありましたので、これについてご説明をお願いできればと思います。 

○當摩委員 はい。これ、市長とせっかく教育委員たちがこうして皆様

に公開で聞いていただける場でお話をさせていただけるということ、

非常にいいことだなという思いを根底に持ちまして、私といたしまし

ては、先ほどもちょっと言わせていただきましたように、現行の総合

計画の策定に携わらせていただいた一人として、今のスローガンです

ね、「人と人、人と緑が響き合い、笑顔あふれる東村山」というもの、

この言葉の中で、たしか市長が、ぜひ「笑顔」という言葉を入れてほ

しいというお言葉があって、委員たちが一生懸命、どんな形がいいの

かねといって、「笑顔あふれる東村山」ということでこのスローガン

をまとめた記憶がございます。 

  改めまして、１回目に際しまして、市長に、「笑顔あふれる東村

山」というのを教育という分野で具現化するために、ちょっと抽象的

な表現になってしまうのですが、生涯学習にはさまざまなステージが

あると思うのです。 

  幼児から学校に行って、青少年、健全育成、この中にありましたよ

うに、携わりながら、そして、大人になって、本当に生涯学習で、こ

のまちでそれらしい老後の時代を送るという、一つの人間の流れの中

のイメージとして、市長部局と教育委員会でさらなる「こんなところ

コラボレーションというのがあると、より笑顔があふれるまちになる

よね」というようなことで、大変申しわけないですが、市長から、こ

んなことってあるかなというようなお話を一、二伺えると、これから

の会議がとても、私たちも、私も楽しみになるなと思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡部市長 ほかに何かございますでしょうか。 

  今、當摩委員から、まずは、せっかく皆さんお忙しい中にもかかわ

らず、教育委員さんと首長が同じテーブルを囲んで話をするので、ま

ずは市長のほうから、「笑顔あふれる東村山」を具現化するために、
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教育について何を考えているのか、その意見を聞かせていただいた上

でということだったのですが、私のほうで発言させていただいてよろ

しいでしょうか。 

  せっかくそういうご指名でありますので、会長ですが、では発言を

させていただいて、ありがとうございます。 

  言うまでもないですが、教育はとても大事なことだと思っていまし

て、特に昨年、市制施行５０周年の節目を迎えまして、できるだけ私

としては、次代を担う子どもたちに東村山のまちの成り立ち、歴史等

を知っていただき、さまざまな行事、イベントに参加をしていただい

て、そのことで東村山市に対する郷土意識を醸成して、将来、東村山

市を離れることがあったとしても、やはり地域の中で育ったことが将

来にわたって生きる力の源になればいいな、そんな思いで、教育長を

初め、曽我部長には大変ご苦労いただいて、各学校長の皆さんには毎

回のようにいろんな諸行事に子どもたちに参加をお願いしています。 

  議会のほうで行った事業としては、子ども議会というのがありまし

たし、あと、夏休み中でしたが、八国山芸術祭という、文科系のサー

ビス、中高生の発表の場みたいなものをつくらせていただきました。 

  それからあと、通常、５０周年のときに、冊子を大体どこも作りま

す。それを式典等に参加された来賓の方とか、いろんな団体等にお配

りをするのですが、うちはもうそういう市勢要覧的なものを作るのは

やめようと。 

  今回は「ひがしむらやまふぁん・ファン・ブック」という、子ども

たち向け、小学校の４、５年生ぐらいをちょっとターゲットにした、

東村山の歴史と、地域的な、どういう特徴があるか、みたいなものを

記載して、今度、それに自分の将来の目標みたいなものを書き込める

ような、そういうノートブックを作製して、昨年、全ての児童・生徒

に配布をさせていただきました。 

  あと、記念のＤＶＤも、小学校の低学年ないし、むしろ未就学児を

主体にして、東村山市にどんな宝があるのかということを紹介するよ

うなものをつくらせていただきました。 

  先ほど冒頭申し上げたように、私としては、子どもたちが将来、東

村山で育ってよかった、あるいは、東村山で学んでよかった、いろん

な大人の方、学校、友達の中で育って本当によかったなと思えるよう

な東村山づくりをしていきたいというふうに常々思って、その中で、
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やはり教育というのは大きな比重を占めていると思っています。 

  ただ、近年、教育の現場で、教育だけで解決できないことが非常に

増えてきて、どうしても福祉的な手当等がないとなかなか難しい部分

があるなということがあろうかと思います。 

  一つは、ことしの４月から、教育委員会制度の改革と、あわせてと

いうわけではないですが、４月から生活困窮者の自立支援について、

全国一斉で取り組みが始まっています。 

  当市では、必須事業のほかに、任意事業で、子どもたちの教育支援、

特に経済的にかなり困窮している生活保護受給世帯であるとか、これ

から少し枠を広げて、就学援助を受けておられる、特に母子、父子と

いったご家庭のお子さんの居場所づくりと教育支援をやりつつあると

ころです。 

  それともう一つは、近年、非常に顕著になっている、発達障害のお

子さんが、増加しているわけではないと思いますが、顕在化が非常に

著しくなって、授業等が成り立たないというような現状もあって、現

場の先生方も大変ご苦労されていらっしゃるところもあると思います

が。 

  そこについては、やはり未就学の幼児段階から就学時までやはり一

貫した窓口をきちんと設けた中で、そのお子さんに応じた、できるだ

け早期に発見して早期に対応しながら情報を共有して、保育園、幼稚

園から小学校、中学校に円滑に成長過程に応じた支援ができるような

取り組みを少しでもやっていきたいということで、今、幼児相談室と

教育相談室の一元化ということを進めさせていただいています。 

  これも最終的には教育委員会に設置をされる窓口になりますが、当

然、今までの教育的な視点だけではなくて、どうしても福祉的な視点

での、寄り添ってというような、そういう姿勢が必要になってくるで

あろうというふうに考えています。 

  今回、私は、４月の市長選挙で掲げさせていただいている中で、今

申し上げたこと以外で、不登校の削減を何とか少しでも、当市は若干、

他市に比べると率としては高い傾向があるので、不登校対策を、これ

も教育だけでとどまることはもしかするとできない課題なので、この

辺についてどういう取り組みをしていくかということがあろうかと思

います。 

  あと、教育の中身について言うと、教育委員会のほうで既に行って
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いただいている東村山市版学習ドリル等もより充実して、基礎学力を

やはり上げて、学ぶ喜び、勉強ができる喜びをできるだけ多くの子ど

もたちが味わって、勉強することの喜びとか達成感ですね、それをド

リル等、繰り返すことでしっかり身につけていくということが、これ

からやはり大事じゃないかなと思います。 

  それからあと、なかなかこれは財政的な問題もありますが、小学生

の英語教育を少しでも充実をさせていくというのは、今後、いわゆる

人口減少社会の中で、地域間競争が非常に激しく、今、どこに住めば

一番いいかということにだんだん時代の趨勢が移っている中で、やは

り子育て環境や教育環境を整えて、アッパーというか、きちんとある

程度しっかりできる子についてはさらに伸ばしていくような、そうい

う取り組みがやはり必要で、大体お金のある自治体がやっているのは、

英語教育と、あと、ＩＣＴを使った教育にかなり力を入れ始めていま

すので、そこで少し、伸びる子についてはどんどん伸ばせるような教

育環境を、これはかなりお金がかかる話になるので、どこまでできる

かわかりませんが、そういったことができればいいかなということで、

そういうことを公約には掲げさせていただいています。 

  これは当然、市長が教育は執行機関でありませんので、教育委員会

の皆様にいろいろと考えていただいた中で、最終的に予算をつけるか

つけないかの判断は私のほうで、最終的には議会がお認めいただける

かどうかということになりますが、こういったことを少しこの４年間

は進めていければなというふうに考えております。 

  そのほか、文化・スポーツということでいうと、オリンピック・パ

ラリンピックのキャンプ地の誘致ということを公約にも掲げさせてい

ただいていますし、生涯学習計画の着実な推進ということ。 

  それから、先ほど申し上げた、５０周年記念事業として行いました

が、八国山芸術祭をできれば、毎年は難しいとしたら、ビエンナーレ

かトリエンナーレで２年ないし３年を機に、特に文科系の子どもたち

が発表する場を少しつくってあげられて、そこにうまく大人の皆さん

とかもコラボレーションできるとさらにいいのかなということを掲げ

させていただいています。 

  それと、これは公約に掲げたことではありませんが、毎月タウンミ

ーティングをやっている中で、昨年度から、市のＰＴＡ連合会にお願

いして、保護者の方々とのタウンミーティングを昨年度と今年度、既
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にやらせていただいていまして、その中では学校施設とか、クラブ活

動の備品とか、そういうことについての要求、要望もものすごく多い

です。 

  それでは当然、予算の問題が端的に出てくる問題ですが、ぜひ教育

委員会の委員の皆さんにまた意見交換させていただきたいと思ってい

るのは、多くの保護者から実は、二学期制についてさまざまなご指摘

をいただいています。 

  これについては、まさに学期制の問題というのは教育委員会の専権

事項でありますので、これまで私から特段申し上げることはなかった

のですが、中学生の保護者の方からすると「受験等で不利ではない

か」というようなご意見があったり、あるいは、小学生の保護者の方

でしたが、「夏休み前に成績をいただいて、どこを修正すればいいの

かというような指摘があったほうが、夏休みを有効に活用ができる」

というようなご意見とか、さまざまあってですね。 

  二学期制を導入した意義は当然あって、どうしても長年の歴史があ

るわけですが、今後も二学期制を堅持されるのか、あるいは、よりよ

い違う方式を考えられるのかということについては、少し、これは問

題提起ということで、教育委員会の皆さんにまたご検討いただけると

ありがたいかなというふうに考えています。 

  ちょっと長くなりましたが、以上、問題提起を含め、私の今考えて

いる教育行政で、展開を考えていただきたい、あるいは、考えたいと

思っている内容について申し上げさせていただきました。もし何かあ

りましたら、ぜひ今後も意見交換をさせていただければありがたいと

思っております。よろしいでしょうか。 

  ほかに皆さんのほうから何か、今後継続して、こういったことにつ

いては総合教育会議の場で意見交換をしていったらよろしいのではな

いかと思われるような事項についてあれば、お願いしたいと思います。  

○町田委員長 今、市長のお話を聞いても、これからの方向性というの

を決められるなと思ったのですが、今回、自分でこの会議にと思って

いた部分は市長のお話があったのですが、不登校の問題というのがあ

りました。私もそのことについて、ここで皆さんにお話しする課題に

してもらえればと思ったのですが。 

  やはり不登校、そしてまた、いじめの問題も一緒ですが、やはり学

校内でというか、学校の努力によってなくなるものではなくて、やは
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り生活の実態、そういったところまで、あと、そういうことによって、

家庭の環境ですか、その辺が本当は大きいところだと思います。 

  そういったところでは、もちろん学校ではいろいろな取り組みをし

ていくのは当然ですが、でも、それをやっているだけでは本当に上辺

だけで、本質的なところは変わらないのかなと思ったので、これはぜ

ひ、その辺の部分も含めてお話ができればいいなと、課題として一つ

考えてきたところがあります。 

○渡部市長 ありがとうございます。 

  どうぞ。 

○吉村委員 市長をよいしょするわけではないですが、市長は教育に関

しても非常に詳しくて、とても心強い気持ちがいたしました。 

  一つ考えましたのは、今まで教育委員会というのは、小学校、中学

校、その子どもたちのことを真剣に考えておったのですが、入り口と

出口といいますか、わかりやすく言うと、幼稚園、保育所から小学校

に入る、それから、中学生が高校に行く、この辺の吟味、検討が十分

ではなかったと思いますね。そういうところが、タウンミーティング

で、多くの保護者の方から、二学期制がいいのかどうか、三学期制が

どうなのかという質問になったのかと思われます。 

  そういうことを我々は真摯に受けとめさせていただいて、連携とい

いますか、幼稚園と小学校、中学校と高校の連携なんかもこれから考

えさせてもらわなければいけないかなというふうに思いました。 

  もう１点、「笑顔あふれる東村山」というのはとても好きな言葉で

すが、私は、子どもたちにもう一つ大事なのは、笑顔と汗だと思って

いるのです。笑顔だけだと何かちょっとやわいかなと。笑顔もとても

好きなのですが。だから、現場に行かせて、いろんなものを見て、足

で学習する、それが終わった後の笑顔につながっていくという教育が

これから必要なのかな。 

  ただ笑顔、笑顔の、ちょっと汗という部分も、決してこれはスポー

ツをたくさんやれという意味ではなくて、現場実習・体系学習という

のも、この東村山は非常にいい環境を持っているわけですから、引き

続き大事にしていったらどうかなというふうに思いました。 

  以上です。 

○渡部市長 何かございますか。 

○小関委員 私は比較的長いこと学校現場にいまして、本当に、いわゆ
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る教育施策というのが充実しているというのを実感してきたんですね。

本当に子どものためにいろんなことを考えていただいて、子どもたち

のために動いてくださる教育委員会というようなことを本当に実感し

てきました。 

  施策についても、そういう点では、ここでこういう言い方はおかし

いのかもしれませんが、お金がない中でかなりできることをやってい

る、ソフト面での充実というのは本当に図られてきたなと思うんです

ね。そういう点で、お金があればなと思うところが幾つかあったとい

うことを申し上げておきたいこととですね。 

  もう一つは、今、いじめの問題とか、不登校の話もありましたが、

それから、体験も私は本当にそう思っているんですが、安全と防災と

いうことについては待ったなしのところがあると思いますね。そのこ

とについては、やはり子どもたち自身が安心できるというような、そ

ういう安全教育、防災教育を、やはり地域ぐるみで、学校だけではな

くというようなことが進むといいなと思っております。 

  以上です。 

○渡部市長 教育長、ご発言しますか。 

○森教育長 はい。先ほど、市長のほうから、マニフェストに掲げられ

たものから、今こうあったらいいなというようなお話をいただいたの

ですが、大方は教育委員会事務局のほうでもある程度の方向性を持っ

て検討しているという実態がございます。 

  例えば、発達障害の幼児相談から教育相談の一元化の問題も、昨日

も各所管の、関係者を集めて会議を行い、今後の方向性を確認してい

ったということも進めておりますし、不登校の削減につきましては、

スクールソーシャルワーカーを入れて９月以降、具体的に活動してい

く予定でおります。 

  それから、ドリルの充実についてもやっておりますし、八国山につ

いても社会教育課長が熱心に、次回どうするかということで検討いた

だいている。また、二学期制についても、検討委員会を設置する予定

ということがございます。 

  したがいまして、ある程度それぞれ動いているのですが、ちょっと

難しいというのでしょうか、工夫が必要かなというのが、小学生の英

語教育の充実ですね。これを、予算がどれぐらいいただけるのかにも

よるのですが、青木次長も何か策を考えているとも伺っております。 
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  あるいは、オリンピックの誘致というのも、相手があることですか

ら、その辺がどの程度進められるのかなというようなところで、今、

考えているところでございます。 

  いずれにいたしましても、今、市長のほうから出されたような、あ

るいは、各委員から出されたような事柄はいずれも大変重要な内容だ

と思いますので、その幾つかを今後、大綱の作製に向けて、内容を精

査していくのと並行して、検討が進められたらいいなと思っておりま

す。 

○渡部市長 予定していた時間がそろそろまいりますので、いろいろと

皆さんから積極的にご発言いただいたところで中断するようなことで

恐縮ですが。 

  オリンピック・パラリンピックの誘致の関係は、教育委員会という

より、全庁的に取り組む話なので、また、吉村委員にもいろいろご指

導いただいて、よろしくお願いしたいと思います。 

  特段なければ、今いろいろちょっと話題としては出ましたが、その

中で、もう一度次回、事前にちょっとすみませんが、教育長と私のほ

うで調整させていただいて、協議事項をもう少し整理しないと、限ら

れた時間であれもこれも全部は議論を尽くせないので、その辺につい

てちょっとまた大綱作成とあわせて進めたいと思います。 

  あと、もし教育部のほうで途中経過等、報告できるようなことがあ

れば、また、教育委員会と市長部局両方にまたがるような話について

は、途中経過を報告いただけるとありがたいかな、そのように思いま

す。よろしくお願いします。 

  それでは、以上で本日の総合教育会議は終了させていただきたいと

思います。皆様、本当にお忙しい中、短時間に密度の濃いご議論をい

ただきまして、まことにありがとうございました。 

  それでは、最後に、事務局のほうから連絡事項をお願いいたします。 

○東企画政策課主査 では、事務局から１点、次回の会議日程を申し上

げます。 

  次回の第２回東村山市総合教育会議は、１０月５日、月曜日、時間

は９時から１０時２０分、場所は、いきいきプラザ３階マルチメディ

アホールを予定しております。 

  以上となります。 

○渡部市長 そういうことで、また２カ月後ということになりますが、
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どうぞよろしくお願いします。 

  大変暑い日が続いておりますので、委員の皆様、ご自愛いただいて、

また次回よろしくお願いしたいと思います。 

  ありがとうございました。 

午前１０時２２分閉会 




