平成２ ７年 第４回 東 村山市 総合 教育会 議 会議録
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○会議 事件 は次の と おりで ある 。
１

開会

２

挨拶

３

議題
「 東村 山市教 育 施策の 大綱 （案） 」 のパブ リッ クコメ ン トにつ
いて

４

平 成２ ８年度 の 総合教 育会 議につ い て

５

閉会
午前９ 時０ ０分

○渡部 市長

開会

皆様 、 おはよ うご ざいま す 。

定 刻に なり まし たので 、た だい まよ り平成 ２７ 年度 第４ 回東村 山市
総合教 育会 議を開 催 させて いた だきま す 。
教 育委 員の 皆様 には、 教育 委員 会開 催前の 大変 早い 時間 帯に、 お忙
しい中 、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 。
そ れで は、 議題 に入り ます 前に 、本 日の会 議に おき ます 配付資 料の
確認を 事務 局から さ せてい ただ きます の で、お 願い いたし ま す。
企 画政 策課長 。
○安保 企画 政策 課長

改め まし て、 おは ようご ざい ます 。事 務局で ござ

１

います 。
配 付資 料の確 認 をさせ てい ただき ま す。
ま ず、 事前 配付 させて いた だき まし た資料 とい たし まし ては、 次第
がござ いま す。
そ れか ら、 資料 １、「 東村 山市 教育 施策の 大綱 （案 ）に 関する パブ
リック コメ ントで 寄 せられ たご 意見」 。
そ れか ら、そ の 内容を 反映 いたし ま した教 育施 策の大 綱 （案） 。
そ れか ら、平 成 ２８年 度年 間スケ ジ ュール がご ざいま す 。
以 上、 ４つで ご ざいま す。
次 に、 本日 新た に配付 させ てい ただ きまし た資 料と いた しまし ては 、
席次表 、そ れか ら、 「平成 ２７ 年 度 第３ 回東村 山市 総合 教育 会議会 議
録」が ござ います 。
合 計６ 点配 付さ せてい ただ いた とこ ろでご ざい ます 。も し不足 がご
ざいま した ら、事 務 局まで お願 いいた し ます。
な お、 会議 録に つきま して は、 ホー ムペー ジ及 び情 報コ ーナー で公
開して まい る予定 で ござい ます 。
事 務局 からは 以 上です 。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ます。

配 付漏 れはご ざ いませ んで しょう か 。よろ しい ですか 。
そ れで は、 本日 の傍聴 人に つい てお 諮りを させ てい ただ きたい と思
います が、 本日 の審 議内容 につ いて は、 事前に 通知 をさ せて いただ い
ており ます よう に、 これま で議 論さ せて いただ きま した 教育 施策の 大
綱（案 ）に つい てが メイン の議 題と なり ます。 特段 の非 公開 情報は あ
りませ んの で、 傍聴 人の入 場を 許可 いた したい と思 いま すが 、ご異 議
ござい ませ んでし ょ うか。
（
○渡部 市長

異 議な し

）

ご 異議 がござ いま せん ので 、傍聴 の希 望者 が来 た場合 には 、

入場を させ る形 をと りたい と思 いま すが 、これ もご 異議 ござ いませ ん
でしょ うか 。
（
○渡部 市長

異 議な し

）

あり が とうご ざい ます。

そ れで は、 傍聴 を許可 いた した いと 思いま すの で、 事務 局より 傍聴
者数の 報告 と入場 を お願い いた します 。
○安保 企画 政策 課長

現在 まで に１ ７名 の傍聴 の方 がい らっ しゃい ます 。
２

そ れで は、入 場 させて いた だきま す 。
○渡部 市長

○渡部 市長

それ で は、暫 時休 憩いた し ます。
午前

９時 ０３分

休憩

午前

９時 ０５分

再開

それ で は、会 議を 再開い た しま す 。

こ こで 傍聴 され る方々 にお 願い をさ せてい ただ きま す。 傍聴し てい
ただく に当 たり まし ては、 お手 元に お配 りをさ せて いた だい ており ま
す「傍 聴者 の方 へ」 の内容 を遵 守し てい ただき ます よう 、よ ろしく お
願い申 し上 げます 。
そ れで は、早 速 会議に 入ら せてい た だきま す。
改 めて 、皆 様、 おはよ うご ざい ます 。昨日 から ２月 です が、 今 年 初
めての 総合 教育 会議 という こと で、 改め て新年 のご 挨拶 を申 し上げ た
いと思 いま す。皆 さ ん、明 けま してお め でとう ござ います 。
旧 年中 は、 教育 委員の 皆様 には 、教 育行政 の推 進に 当た りまし て、
本 当に ご苦 労、 ご尽 力いた だき まし たこ とに改 めて 敬意 と感 謝を申 し
上げさ せて いただ き ます。
また、一昨日行われました心豊かな子供の成長を願う「市民の集
い」に は各 教育 委員 の皆様 にも ご参 加を いただ きま して 、今 回は、 昨
年のい じめ 撲滅 に続 きまし て、 いじ めの きっか けに なっ たり 、子供 た
ちが犯 罪に 巻き 込ま れるき っか けに なり がちな 、イ ン タ ーネ ットに 関
するル ール を中 学生 自身が 各学 校で 議論 して、 作っ て い ただ き、さ ら
には、 生徒 会サ ミッ トで東 村山 全体 の統 一ルー ル、 共通 ルー ルとい う
ものを 定め ると いう ことで 、私 がコ ーデ ィネー ター 役で 、シ ン ポジ ウ
ム形式 で発 表をし て いただ きま した。
ま た、 シン ポジ ウムに 先立 って は、 税に関 する 作文 で市 長賞を おと
りにな った 方、 また 、人権 作文 コン クー ルで東 京都 の奨 励賞 をとら れ
た方の 作文 、そ れか ら、２ 部で は、 二中 の三味 線部 、四 中の 箏曲部 と
秋津東 小学 校の ダン スクラ ブ― ―こ れは 有志と いう こと です が―― の
パフォ ーマ ンス もご 披露い ただ いて 、大 変すば らし い内 容で 、中学 生
が真剣 にイ ンタ ーネ ットと のつ き合 い方 を考え てい ただ いた という こ
とで、 一定 の成果 が あった と思 ってお り ます。
３

こ うし たこ とを さらに 進め なが ら、 インタ ーネ ット は 便 利なも のな
ので、 子供 たち が上 手に活 用し てい ただ ければ いい かな と思 わせて い
ただい たと ころで ご ざいま す。
そ れで は、 今日 の会議 でご ざい ます が、前 回の 第３ 回総 合教育 会議
で東村 山市 教育 施策 の大綱 （案 ）に つい て、一 定の 取り まと めをさ せ
ていた だい て、 その 間、パ ブリ ック コメ ントを させ てい ただ きまし た。
本 日は その 内容 につい てご 確認 いた だきな がら 、一 部パ ブリッ クコ
メント に沿 って 、内 容の訂 正、 修正 を事 務方で した 部分 もあ ります の
で、そ れら を含 めて 、本日 は大 綱に つい て最終 的な 固め をさ せてい た
だきた いと 思っ てお ります ので 、活 発な ご議論 をい ただ きま すよう に
よろし くお 願いを 申 し上げ ます 。
そ れで は、早 速 次第に 沿っ て進め て まいり たい と思い ま す。
議 題、 「東 村山 市教育 施策 の大 綱（ 案）の パブ リッ クコ メント につ
いて」 でご ざいま す 。
た だい ま申 し上 げたよ うに 、１ ２月 ７日の 第３ 回の 総合 教育会 議に
おきまして、第２回の会議の中で出た意見を反映した内容の大綱
（案） に対 し、皆 様 からご 意見 をいた だ きまし た。
前 回の 会議 では 、大綱 にシ チズ ンシ ップ教 育に つい ての 内容を 盛り
込むこ とや 、子 供た ちの人 権教 育の 推進 の中に 全生 園に つい て触れ る
こ とな どを 決定 し、 それら の内 容を 反映 した大 綱（ 案） に対 しパブ リ
ックコ メン トを実 施 するこ とで 集約さ せ ていた だき ました 。
本 日は 、実 施し たパブ リッ クコ メン トでお 寄せ いた だき ました ご意
見につ いて ご確 認を いただ きな がら 、大 綱を最 終的 に固 めて まいり た
いと考 えて おりま す 。
そ れで は、 資料 １、「 東村 山市 教育 施策の 大綱 （案 ）に 関する パブ
リック コメ ント で寄 せられ たご 意見 」に ついて 、事 務局 のほ うから 簡
潔に説 明を お願い し ます。
企 画政 策課長 。
○安保 企画 政策 課長

それ では 、資 料に 沿って 説明 をさ せて いただ きま

す。大 変失 礼な が ら 、着座 にて ご説明 申 し上げ ます 。
資 料１ 、「 東村 山市教 育施 策の 大綱 （案） に関 する パブ リック コメ
ントで 寄せ られた ご 意見」 をご らんく だ さい。
ま ず１ ペー ジ目 をごら んい ただ けれ ばと思 いま す。 パブ リック コメ
ントの 結果 につ いて まとめ させ てい ただ いてお りま すが 、意 見募集 期
４

間は、 平成 ２７ 年１ ２月１ ５日 から 平成 ２８年 １月 ９日 まで で募集 さ
せてい ただ きまし た 。
こ ちら につ きま しては 、東 村山 市パ ブリッ クコ メン トの 実施に 関す
る指針 によ りま して 、年末 年始 の１ ２月 ２９日 から １月 ３日 はカウ ン
トせず に、 ２０日 間 を確保 した とこ ろ で ござい ます 。
結 果と いた しま しては 、こ ちら の報 告の４ にあ りま すと おり、 意見
回収箱 への 提出 が９ 件、電 子申 請に よる 提出が ２件 、フ ァク スによ る
提出が ４件 の計 １５ 件。項 目ご とに ばら します と、 ５１ 件の 意見が 出
された とこ ろでご ざ います 。
パ ブリ ック コメ ントに つき まし ては 、市の 考え 方を 付し て、本 日、
資料と して お配り さ せてい ただ いてお り ます。
次 のペ ージ から まとめ てお りま すの で、ご 覧 い ただ けれ ばと思 いま
す。
な お、 時間 の関 係上、 それ ぞれ の読 み上げ は割 愛さ せて いただ きま
すが、 分野 別、 項目 別にま とめ させ てい ただき ます と、 ２３ 点ほど の
論点に なっ たとこ ろ でござ いま す。そ れ を紹介 させ ていた だ きます 。
ま ず、 パブ リッ クコメ ント の実 施期 間に関 する もの 。平 和な市 の実
現に関 する もの 。民 主主義 に関 する もの 。東京 都の 事業 に関 するも の。
男女平 等な 市の 表現 に関す るも の。 困難 を抱え た子 供た ちへ の視点 に
関する もの 。子 ども 観に関 する もの 。教 育目標 ・理 念に 関す るもの 。
生 き い きで きる 教育 に関す るも の。 子供 一人一 人に 応じ た支 援の充 実
に関す るも の。 施設 の老朽 化に 関す るも の。教 職員 の教 育体 制に関 す
るもの 。教 育の 資質 ・能力 に関 する もの 。学校 以外 での 教育 に関す る
もの。 子ど も た ちの 一人一 人の 「生 きる 力」を 育成 する とい う表現 に
関する もの 。平 和教 育 への 取り 組み に関 するも の。 人権 教育 の充実 に
関する もの 。オ リン ピック ・パ ラリ ンピ ック教 育の 推進 に関 するも の。
アレル ギー に対 して の事故 防止 に関 する もの。 少人 数で 学べ る環境 づ
くりに 関す るも の。 人権教 育・ 特別 支援 教育の 充実 に関 する もの。 シ
チズン シッ プ教 育と いう表 現に 関す るも の。ス クー ルソ ーシ ャルワ ー
カーの 配置 に関す る もの。
雑 駁で はご ざい ますが 、以 上２ ３点 ほどの 論点 にな った ところ でご
ざいま す。
こ ちら のい ただ い たご 意見 につ きま しては 、順 次市 の考 え方と いう
ことで 加え させ てい ただい てい ると ころ でござ いま すが 、今 回、こ ち
５

らのパブリックコメントでいただきましたご意見を反映して、大綱
（案） の修 正を行 っ た結果 、大 きく３ 点 ござい ます 。
ま ず１ 点目 とい たしま して 、こ ちら の大綱 （案 ）の ほう をご覧 いた
だけれ ばと 思いま す 。
○渡部 市長

資料 ２ です。

○安保 企画 政策課 長

教育 施策 の大綱 （ 案）を ごら んくだ さ い。

１ 点目 とい たし まして 、１ ペー ジ目 になり ます 。１ 番、 趣旨と 、３
番、期 間の 間に ２番 の教育 理念 とい うも のを加 えた とこ ろで ござい ま
す。
資 料で は２ペ ー ジ目で す。
こ ちら につ きま しては 、東 村山 市教 育委員 会で 毎年 作成 してお りま
す教育 目標 及び 基本 方針の 部分 を教 育理 念とし て反 映さ せて いただ い
たとこ ろで ござい ま す。
ま た、 パブ リッ クコメ ント で自 尊感 情につ いて の言 及が ござい まし
たので 、教 育理 念の １行目 に、 「子 供た ちが、 自他 を尊 重し 」とい う
言葉で 自尊 感情 とい うもの を表 明さ せて いただ いた とこ ろで ござい ま
す。
２点目でございます。４ページ目と５ページ目になります。「地
域・社会との連携の推進」の表現から、「市民・地域との協働の推
進」の 表 現 に変更 さ せてい ただ きまし た 。
続 きま して 、３ 点目で ござ いま す。 同じく ５ペ ージ 目で ござい ます 。
（２） 教員 の資 質・ 能力を 高め るの ３項 目めで ござ いま す。 服務に 関
する研 修の 充実 の説 明分の とこ ろに ござ います が、 読み 上げ ますと 、
修正後 は、 「学 校に おける 個人 の管 理を 徹底し 外部 への 流失 を防止 す
る等」 とい うこ とで 、当初 は「 外部 への 流失等 を防 止す るた め」と い
う表現 にな って おり ました が、 「外 部へ の流失 を防 止す る等 」とい う
表現に 変更 させて い ただい たと ころで ご ざいま す。
以 上、 ３点を 反 映させ てい ただい た ところ でご ざいま す 。
ほ かの 部分 につ きまし ては 、原 則と して、 従来 の大 綱（ 案）の まま
という こと でさせ て いただ いて おりま す 。
な お、 市の 考え 方につ きま して は、 こちら の資 料１ のほ うにか えせ
ていた だき たい と考 えてお りま す。 こち らの件 につ きま して は、後 日
ホーム ペー ジ上で 公 開をさ せて いただ く 予定と なっ ており ま す。
事 務局 からは 以 上でご ざい ます。
６

○渡部 市長

た だい まご説 明を かい つま んで事 務局 のほ うか らして いた

だきま した が、 パブ リック コメ ント で多 くのご 意見 がい ただ けまし た。
５１件 とい うこと で ござい ます 。
そ こで 、一 番か なめと 言っ ては 何な んでし ょう が、 教育 目標、 教育
理念が 大綱 にう たわ れてな いと いう ご意 見があ って 、事 務局 と私の ほ
うで協 議を させ てい ただい たと ころ 、こ れまで うた って いた 「みん な
が楽し く学 び、 豊か な心を はぐ くむ まち 」とい うの は、 総合 計画で 教
育関係 でう たっ てい る一つ の目 標で はあ るんで すが 、こ れは 教育施 策
推進上 の目 標と いう ことな ので 、教 育理 念とし ては 、現 状、 教育委 員
会で定 めて いる もの をその まま こち らに 移させ てい ただ いて 、市長 部
局 もあ わせ て、 こう いう教 育理 念の もと に、こ うい う人 間を つくっ て
いこう 、育 てて いこ うとい うこ とを 改め て 記載 をさ せて いた だいた 中
に、特 に、 「自 尊感 情」と いう 文言 を入 れるべ きだ とい うパ ブリッ ク
コメン トで 寄せ られ た意見 もあ りま した ので、 「自 他を 尊重 し」と い
うのを あえ てつけ 加 えたと いう 内容で あ ります 。
そ のほ かに つい てもご 指摘 をい ただ いて、 修正 を一 部さ せてい ただ
いてい ると ころで ご ざいま す。
こ れら につ いて 、皆様 のほ うか らご 意見等 がご ざい まし たら、 また
議論さ せて いただ き たいと 思い ますが 、 いかが でし ょうか 。
結 構こ うい う文 言を入 れる べき だと か、あ るい は、 特に 、今回 新た
に、前 回も 受け た「 シチズ ンシ ップ 教育 」と い う表 現に つい て、そ れ
よりも 日本 語で 「主 権者教 育」 にす べき だとい うご 意見 も多 数寄せ ら
れては いま すが 、前 回ここ で議 論し たと きに、 主権 者教 育の 概念よ り
も幅広 い概 念と して シチズ ンシ ップ のほ うがい いで はな いか という こ
とで一 応ま とめ させ ていた だい たと いう ことで 、そ こに つい ては変 更
は特に して ござい ま せん。
い かが でしょ う か。
町 田委 員。
○町田 委員

意 見と いうわ けで はな いん ですが 、私 とし ては 、パブ リッ

クコメ ント をも らう 、もら わな いと いう ところ で、 そこ まで は要ら な
いのか なと 本当 はそ のとき 思っ たん です が、実 際に こう やっ てご意 見
をいた だく と、 我々 はわか って いる 中で 施策を つく って いた ような と
ころな ので 、や っぱ りそう じゃ ない とこ ろでの 意見 とい うの はとて も
よかっ たと 思って お ります 。
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そ して 、ま た、 今回、 教育 理念 に入 れてい ただ いた とい うこと です
が、最 初の 話に 戻っ ちゃい ます が、 今ま で大綱 の位 置づ けと いうと こ
ろで、 我々 が方 針な り何な りを 見て いる ところ でこ れが 出て くると 、
それが 入っ てい るよ うな、 頭で 読ん でし まいま すが 、こ うや ってパ ブ
リック コメ ント で改 めて第 三者 から 見た ら、市 民の 方々 から 意見を い
ただい て、 それ があ ったの かな と思 いま した。 今回 の修 正は よかっ た
のかな と思 います 。
以 上で す。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ました 。

ほか に。
當 摩 委員 。
○ 當 摩 委員

こ こま で、今 年度 これ でま とめる とい うこ とで 、４回 目な

んです が、 手順 を踏 みなが ら、 一つ 一つ 丁寧に 積み 重ね てい ただけ た
なとい う気 持ち をま ず持っ て、 うれ しい なとい う気 持ち をお 伝えし た
いと思 いま す。
今 、町 田委 員も おっし ゃい まし たが 、私も この パブ リッ クコメ ント
を読ま せて いた だい て、市 民の 方々 がと ても広 範囲 にわ たっ て、さ ま
ざまな 分野 で、 ご自 身が、 ここ に関 して は私は すご い強 い意 見 を持 っ
ている よと 、と ても 熱い思 いを 寄せ てい ただけ たと いう こと はとて も
すばら しい ことだ と 思いま す。
今 回、 それ を機 に、大 綱の 中で も修 正を加 える こと はこ のぐら いで
よろし いの かな と思 うので すが 、こ のパ ブリッ クコ メン トに 寄せて い
ただい てい るお 気持 ちを、 実際 にこ こか ら起こ して いく 施策 等でど の
ように お気 持ち を反 映して いく かと いう ことに 、こ うし たパ ブリッ ク
コメン トを 設け ると いうこ との 理念 もま た活か して いく こと もかか っ
ている ので はない か と思い ます 。
で すか ら、 言葉 にする とい うこ とだ けでは なく て、 お気 持ちを 大切
に集め てい くと いう ところ で、 この パブ リック コメ ント は特 に貴重 で
あった なと いう 気持 ちがい たし てお りま すので 、次 年度 から も実際 に
理念を 活か して、 私 たちも 一緒 に考え て いけれ ばと 思って お ります 。
以 上で ござい ま す。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ました 。

い かが でし ょう 。最後 では 何な んで すが、 今日 、一 応大 綱をこ れで
決定を した いと 思い ますの で、 委員 さん からお 一言 ずつ もし 何かあ れ
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ば、言 って いただ き たいと 思い ます。
吉 村委 員さん 。
○吉村 委員

私 は 少 し違う 意見 であ りま して、 ２０ 日間 にわ たって いた

にもか かわ らず 、意 見を出 され た人 が１ ５人し かい ない のか 。少な い
かなと 思っ たんで す 。
論 点ご との 意見 で５１ 件っ て多 いよ うに思 いま すが 、そ んなに 多く
なくて 、ま た、 その 内容も 、我 々が 大変 な努力 をし て、 かな りいい も
のがで きて いる もの につい ても 、賛 同と か同意 の意 見が 非常 に少な い
と私は 思っ て、そ れ も疑問 に思 いまし た 。
す いま せん 。パ ブリッ クコ メン トに ついて の一 般的 な常 識がな いか
らこう いう ことを 申 し上げ るの かもし れ ません が、 率直な 感 想です 。
○渡部 市 長

今 、市 では、 大き な計 画を 作る と きと か新 規の 条例を 策定

すると きに 、お おむ ねパブ リッ クコ メン トを２ ０日 間程 度や るのが 庁
内ルー ルに なっ てい るんで すが 、案 件に よって は、 １件 もご 意見が な
い案件 も結 構あ った り、あ と、 どち らか という と、 基本 、反 論的な ご
意 見 が 押し なべて 多 いんだ なと いう印 象 を受け ます 。
た だ、 少し でも さまざ まな ご意 見を 聞いて 、我 々も 指摘 を受け たと
ころで 、な るほ どな と思う とこ ろに つい ては、 でき るだ け柔 軟に対 応
するス タン スで 臨ま せてい ただ いて いる という こと で、 ぜひ ご意見 を
いただ けれ ばと思 っ ており ます 。あり が とうご ざい ま す。
○吉村 委員

先 ほど も冒頭 申し 上げ たと 思うん です が、 お寄 せいた だい

た意見 に関 して はと てもあ りが たい とい う話は して いる とい うこと は、
強調し てお きたい と 思いま す。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ました 。

小 関先 生、よ ろ しいで しょ うか。
○小関 委員

ま ず、 理念を 明確 に出 して いただ いた とい うこ とがと ても

よかっ たな と思 いま す。私 は、 教育 とい うのは 、社 会に 貢献 する、 社
会の一 員と して の人 間を育 てる とい うこ ともと ても 大事 だと 思って い
ますが 、ま ず一 人一 人の自 己実 現、 一人 一人の 子供 、一 人一 人の人 間
の幸せ とい うこと を 考えな くて はいけ な いなと 思っ ていま す 。
そ うい う点 で、 この理 念が しっ かり 出され てお りま すの で、こ れは 、
この後 、教 育施 策全 体を俯 瞰し てい くと きのよ りど ころ にな るなと 思
いまし て、 本当に よ かった なと 思いま す 。
そ れか ら、 シチ ズンシ ップ 教育 なん ですが 、シ チズ ンシ ップ教 育の
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表現に つい てと いう 論点で まと めて いた だいて おり ます が、 シチズ ン
シップ につ いて は、 主権者 教育 をし っか り踏ま えた もの であ るとい う
ことを 、こ れか ら学 校教育 の中 でも 打ち 出して いか なき ゃい けない ん
じゃな いか 。全然 別 物だと いう ような こ とでは ない わけで す よね。
お とと い、 税に ついて 中学 生が 作文 で話を して いま した が、あ あい
ったこ とも 社会 参加 の道で あっ て、 そう したこ とを しっ かり と広く 育
てなが ら、 一人 一人 主権者 とし て、 有権 者とし てと いう こと もある と
思いま すが 、社 会に 参画し てい くと いう 力を育 てて いく んだ と思う ん
です。
そ うい う点 で、 表現に つい てと いう ご意見 はい ただ いて います が、
学校現 場で 考え 方を もう一 度し っか り確 認して 、そ して 、進 めてい く
と。そ れが 大事か な と思い ます 。
そ れか ら、 ほか に幾つ かの 、平 和教 育であ ると か貧 困に ついて とい
うよう なこ とも 書か れてい ます が 、 持続 可能な 社会 をつ くる 教育と い
うこと も環 境教 育を 通して とい うこ とを うたっ てい って 、今 、世界 で
問題に なっ てい る貧 困とか 人権 侵害 とか いった こと に対 して も、持 続
可能な 社会 を進 める ために とい うこ とで 取り上 げら れて いる わけで す。
そ うし たこ とも 重視し てい く必 要が あるし 、ま た、 この 中には それ
がしっ かり 盛り 込ま れてい るわ けで 、こ うした こと を学 校現 場でも も
う一度 確認 しなが ら 進めて いく 必要が あ るなと 思い ました 。
ま とま らなく て 申しわ けあ りませ ん 。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ます。

最 後に 、教育 長 、何か ご意 見あ れ ば 。
○森教 育長

実 は、 先週、 近隣 ７市 の教 育長会 とい うの がご ざいま して 、

そこで 各市 の大 綱の 状況が どの 程度 にな ってい るの かと いう ことを 報
告し合 った んで すが 、時間 的に も、 本市 の場合 には 、４ 回が っちり と
お話し 合い をす ると いうこ とで 、回 数的 にもか なり 多い ほう かなと 思
いまし たし 、内 容的 にも、 ２市 が紙 １枚 の大綱 、そ れ以 外の ところ は
数枚の 冊子 にな って いると いう とこ ろで すが、 本市 の場 合は 、厚過 ぎ
ず、薄 過ぎ ず、ち ょ うど手 ごろ なとこ ろ で。
自 画自 賛で 申し わけな いで すが 、立 派な大 綱だ った んじ ゃない かな
と思っ てお ります 。 そん な 状況 がまず ご ざいま した 。
そ れか ら、 いろ いろパ ブリ ック コメ ントで ご意 見を いた だいた 中で 、
先ほど 小関 先生 がお っしゃ いま した が、 教育理 念と いう こと を入れ て
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いった らよ かった か なと思 って います 。
順 番と して 、市 の総合 計画 があ って 、大綱 があ って 、教 育目標 とい
う並び にな って いる と思う んで すが 、実 は、今 年の 場合 は大 綱が少 し
遅れ気 味 だ った とい うこと もあ って 、教 育委員 会の 教育 目標 のほう が
先にで きて しまっ た んです 。
で すか ら、 今回 はこん な形 で仮 に決 まって も、 来年 以降 はまた 教育
目標の ほう もそ れに 沿った 形で 進め て、 部 分的 には 改善 する ところ も
出てく るか なとは 思 ってい るわ けです 。
い ずれ にし まし ても、 教育 目標 とい うのは 、具 体的 に、 学校教 育、
あるい は、 社会 教育 でどう いう ふう に進 めてい くの かと いう 具体策 を
結構記 され てい る部 分が多 いと 思い ます が、大 綱は 、そ の上 の社会 も
含めた 全体 の大 きい 枠の中 で捉 えて いる という 意味 では 、余 り細か い
ところ まで かか わっ ていく のは どう なの かなと いう こと も感 じてい る
ところ です 。
先 ほど もあ りま した、 自尊 感情 につ いての 表現 とい う意 味では 、一
貫して 、学 校、 地域 、行政 とい う形 で、 まとめ た形 で表 現さ れてい る
んです が、 「自 尊感 情」と いう 単語 その ものは 出て きま せん が、意 味
合いと して は同 じ意 味合い を持 って いる という こと でご 理解 いただ け
ればい いか なと思 っ ている とこ ろでご ざ います 。
以 上で す。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい まし た。 過去３ 回か なり 熱心 にご討 議を

いただ いて 、パ ブリ ックコ メン トを 踏ま えて、 教育 理念 等を 盛り込 ん
だり、 一部 文言 の修 正、訂 正を させ てい ただい て、 今日 お示 しした 教
育施策 の大 綱で 決定 という こと でよ ろし ければ 、今 日 決 定さ せてい た
だきた いと 思いま す が、よ ろし いでし ょ うか。
（
○渡部 市 長

異 議な し

）

特 にご 異議が ござ いま せん ので、 本日 お示 しし ました 東村

山市教 育施 策の 大綱 （案） をも ちま して 、本市 の教 育施 策の 大綱に 決
定をさ せて いただ き たいと 思い ます。
そ の後 のス ケジ ュール につ いて 、事 務局か らご 説明 をお 願いい たし
たいと 思い ます。
企 画政 策課長 。
○安保 企画 政策 課長

それ では 、今 後の スケジ ュー ルに つい て事務 局よ

り説明 させ ていた だ きます 。
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本 日、 ただ いま 決定を いた だい た教 育大綱 につ きま して は、市 長、
教育長 、並 びに 事務 局で最 終確 認を させ ていた だい た後 、市 報での お
知らせ やホ ームペ ー ジでの 公開 を予定 し て おり ます 。
教 育委 員の 皆様 へは、 ３月 の教 育委 員会に 間に 合え ば、 そこで 配付
させて いた だく予 定 でござ いま す。
あ わ せ て、 この 先３月 の 市 議会 が始 まりま すが 、 市 議会 に対し ても
ご報告 をさ せてい た だく予 定で ござい ま す。
以 上で ござい ま す。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ます 。そ ういう スケ ジュ ール で今後 進め

させて いた だきま す ので、 ご承 知おき く ださい 。
引 き続 きま して 、次に 、平 成２ ８年 度の総 合教 育会 議に ついて でご
ざいま す。 これ につ きまし て、 来年 どう いう形 で進 めて いく か、資 料
３でお 示し して おり ますが 、改 めて 事務 局のほ うか ら説 明を させま す
ので、 よろ しくお 願 いしま す。
企 画政 策課長 。
○安保 企画 政策 課長

それ では 、ご 説明 をさせ てい ただ きま す。こ ちら

の平成 ２８ 年度 東村 山市総 合教 育会 議年 間スケ ジュ ール に沿 って説 明
をさせ てい ただき ま す。
２ ８年 度の 総合 教育会 議に つき まし ては、 本年 度と 同じ く、４ 回程
度の開 催を 予定 させ ていた だき たい と考 えてお りま す。 第１ 回で２ ８
年度の 総合 教育 会議 の中で 扱う 内容 等を 委員の 皆様 でご 議論 いただ き
たいと 考え ており ま す。
ま た、 ただ いま 決定い ただ きま した 教育大 綱の 進捗 管理 につい てど
のよう に行 って いく かにつ いて も、 議論 の対象 とな れば と思 ってお り
ます。
ま た、 委員 の皆 様へは 、２ ８年 度総 合教育 会議 で取 り扱 う内容 等に
ついて のご 意見 を、 第１回 の開 催前 まで にまた お伺 いを させ ていた だ
きたい と考 えてお り ます。
ま た、 以降 、２ 回目、 ３回 目、 ４回 目と、 教育 の諸 課題 につい ても 、
今年度 と同 様、 引き 続きご 議論 いた だけ ればあ りが たい なと 思って い
るとこ ろで ござい ま す。
雑 駁で はござ い ますが 、説 明は以 上 でござ いま す。
○渡部 市長

来 年度 の年間 スケ ジュ ール という こと で、 先ほ ど教育 長か

らお話 があ りま した ように 、他 市で は年 に１回 とか ２回 の自 治体も 多
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いよう です が、 当市 は 今年 ４回 開か せて いただ いて いる ので 、来年 、
大綱策 定と いう 大き い任務 はな いん です が、四 半期 に１ 回ほ ど意見 交
換、情 報交 換を 教育 委員の 皆さ んと 私で させて いた だく のが よろし い
のでは ない かと いう ことで 、今 、事 務局 のほう から お示 しし たよう な
形で、 年４ 回会 議を 開かせ てい ただ きた いと考 えて おり ます が、い か
がでし ょう か。
當 摩委 員。
○當摩 委員

市 長が おっし ゃっ てく ださ いまし たよ うに 、本 年度は ４回

という 、そ のく らい かなと いう こと で、 比較的 慌た だし い中 だった ん
ですが 、大 変充 実 し たご助 言を いただ き ました 。
実 は、 来年 度、 ４回と いう か、 これ は私の 意見 なん です が、テ ーマ
をまず 出し ます でし ょう。 それ ぞれ の委 員がそ れぞ れ自 分の 立場と か
体験と かを 持ち 寄ら せてい ただ いて 話す という こと のた めに 、少し 課
題 を凝 縮さ せ て 、そ して、 自分 の考 えを まとめ ると いう こと の中で は、
私の考 えと して は、 ３回と いう 形で させ ていた だき なが ら、 例えば 、
１回ご との 時間 的な ことも もう 少し かけ ていた だけ るこ とが １回に つ
いてあ りま した ら、 慌ただ しく ない 中で 、少し ゆっ くり とい うこと の
中で… …。
も ちろ ん、 これ は平成 ２８ 年 度 だけ で終わ るこ とで はな く、２ ９年
といっ た形 で継 続し ていく こと だと 認識 してお りま すの で。 そうし た
流れを つく って みる ことが いか がか なと いう気 持ち を、 私は 持って お
ります 。
そ れぞ れの 物事 って、 ある 意味 、必 要に応 じて 、も ちろ ん、３ 回じ
ゃなく て、 この こと は早急 に相 談し なけ ればい けな い、 考え ないと い
けない とい うよ うな ことが ある 折り に、 こうし て開 催を ご決 断いた だ
くにし ても 、定 例的 なもの は、 私が 考え るのは 、充 実し た３ 回とい う
形で参 加さ せて いた だくと 、自 分と して は何か 少し 考え を深 めて臨 め
るかな とい う気持 ち を持っ てお りま す 。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ます。

非 常に 熟し た中 での議 論を する には 年に４ 回は 多過 ぎる かなと いう
ことで 、３ 回程 度で じっく り考 える 、各 委員さ んも 考え る時 間があ っ
たほう がよ ろし いの ではな いか とい う當 摩委員 のご 発言 でし たが、 皆
さんい かが でしょ う か。
町 田委 員、ど う ぞ。
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○町田 委員

今 のご 意見に 対し てと いう ことじ ゃな いで すが 、その 中で 、

臨時も あり とい う話 があっ たの で、 必要 であれ ば、 この 間に １つ、 ２
つ入る こと もあ るだ ろうし 、そ うじ ゃな ければ 、３ つと いう のは… …。
「臨時 」と いう 言葉 がいい なと 思っ たの で、必 要で あれ ば開 催する と
いうの でも いいの か なと思 いま した。
○渡部 市長

先生 、 どうぞ 。

○吉村 委員

私 は、 こうい うス ケジ ュー ル案は 、事 務局 がお 出しに なっ

たのに 準拠 する べき だと考 えて いま す。 事務局 とい うの は、 市長さ ん
のご都 合で ある とか 、市の 事情 であ ると か、職 員の 皆さ んの コンデ ィ
ション とか 、い ろん なこと をご 理解 なさ れた上 でこ のス ケジ ュール を
お出し にな られ るの であっ て、 これ に我 々委員 は合 わせ てい くのが 筋
論では ない だろう か と思っ てお ります 。
○渡部 市長

あり が とうご ざい ます。

小 関委 員はい か がでし ょう か。
○小関 委 員

先 ほど の當摩 委員 のお 話の 考えを 深め る時 間っ て本当 にそ

うだな と思 って いた んです 。そ れだ と、 宿題を いた だい て、 じっく り
と自分 の考 えを 深め る時間 にで きる なと 思った んで すが 、今 の吉村 先
生のお 話を 伺っ て、 準拠す べき では ない かと、 なる ほど なと 思いま し
た。
私 は、 大綱 を作 る時 の ４回 とい うの は本当 に必 要だ と思 ったん です
が、年 間で 動い てい くのは ３回 程度 でい いかな と思 って おり ました 。
思って おり まし たが 、事務 局が その よう にしっ かり お考 えい ただい て、
来年度 案を お立 てに なった とい うこ とを 踏まえ れば 、２ ８年 度につ い
てはこ の事 務 局案 で 進めて いっ ていい の かなと 思い ます。
○渡部 市長

教 育長 はいか がで すか 。事 務方は 少な いほ うが 逆に本 当は

いいの かも しれな い んです が。 よろし い ですか 。
そ うし まし たら 、今日 の時 点 で は年 間スケ ジュ ール とし ては事 務局
案を了 承し てい ただ いて、 今日 の５ 月の 第１回 目ま でに 、２ ８年度 の
総合教 育会 議で どん なこと を議 論す べき かを、 今、 ２月 です から、 ３
カ月ほ どま だお 時間 があり ます ので 、そ こはよ くお 考え をい ただい て、
その上 で、 また 第１ 回で、 来年 度、 余り テーマ を絞 り切 れな いよう で
したら 、回 数を 減ら すとか いっ たこ とは 臨機 応 変に ある 程度 させて い
ただき たい と思 いま すが、 おお むね 今日 はこう いう 形で 来年 度のス ケ
ジュー ルを 想定 して おいて いた だけ れば ありが たい かな と思 ってお り
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ます。
い ずれ にし ても 、１回 目の 時 に 、こ れはた しか 當摩 委員 からの ご意
見だっ たと 思う んで すが、 せっ かく 教育 委員の 皆さ んと 市長 が同じ テ
ーブル に 着 いて 話し 合う場 、し かも 、そ れが公 の場 とい うか 、公開 の
場でさ れる 意義 が非 常にあ るの で、 お互 い課題 とな るこ とを いろい ろ、
教育だ けで 完結 しな い事柄 もか なり いろ んな面 で出 てき てい るとい う
ことな ので 、ま た来 年度に 向け ては 、具 体的な 課題 につ いて も少し 議
論がで きれ ばな と思 ってお りま すの で、 よろし くお 願い した いと思 い
ます。
あ りが とう ござ います 。時 間的 には きょう は早 いん です が、特 に皆
さんの ほう から 議題 がなけ れば 、こ れで 終了さ せて いた だき たいと 思
います が、 事務局 の ほうか ら何 か事務 連 絡、報 告は ありま す か。
○東企 画政 策課 主査

事務 局で ござ いま す。１ 点事 務連 絡が ござい ます 。

次回の 総合 教育 会議 につき まし ては 、先 ほどの お話 にあ りま したと お
り、平 成２ ８年 度５ 月を予 定し てお りま す。日 時、 場所 等に ついて は
まだ決 まっ てお りま せんが 、決 まり 次第 、ホー ムペ ージ 、市 報等で お
知らせ をす る予定 で ござい ます 。
以 上で ござい ま す。
○渡部 市長

あ りが とうご ざい ます 。今 月の２ ２日 から 東村 山市議 会３

月定例 会が 開催 をさ れます 。２ ８年 度の 予算等 、重 要な 案件 をご審 議
いただ くこ とに なり ますが 、当 然、 今日 お決め いた だき まし た教育 施
策の大 綱に つき まし ても、 議員 の皆 様か らも多 数ご 意見 、ご 指摘が あ
るので はな いか なと 思って おり ます ので 、また 次回 のと きに はそう い
ったこ とに つい ても ご報告 でき るよ うに させて いた だき たい と考え て
おりま す。
い ずれ にし まし ても、 先ほ ど来 お話 があり まし たが 、非 常に短 期 間
のうち に都 合４ 回会 議を開 かせ てい ただ きまし て、 本日 、大 綱の決 定
をいた だき まし て、 改めて 委員 各位 に感 謝を申 し上 げ、 本日 の第４ 回
総合教 育会 議を閉 会 とさせ てい ただき た いと思 いま す。
本 当に お世話 に なりま した 。あり が とうご ざい ます。
午前９ 時５ ０分
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閉会

