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         第５回調布市教育プラン改定作業チーム会議 
 
１．日     時 平成26年９月19日（金）午前10時00分 
 
１．場     所 教育会館３階 301研修室 
 
１．出 席 職 員 教 育 部 長             宇津木 光次郎 
 
          指 導 室 長             村 木 尚 生 
 
          教 育 部 次 長             塩 足   眞 
 
          教 育 総 務 課 長             阿 部   光 
 
          教育総務課施設担当課長  佐 藤 昌 一 
 
          教 育 部 副 参 事 兼            
                       野 澤   薫 
          学 務 課 長 事 務 取 扱            
 
          学 務 課 主 幹             窪 田 秀 文 
 
          学 務 課 長 補 佐             元 木 勇 治 
 
          指導室統括指導主事             秋 國 光 宏 
 
          社 会 教 育 課 長             小 柳   栄 
 
          教 育 相 談 所 長             堀 江 朝 子 
 
          東 部 公 民 館 長             金 子 勝 巳 
 
          北 部 公 民 館 長             新 井 英 人 
 
          図 書 館 長             小 池 信 彦 
 
１．事務局出席者        教育総務課長補佐兼            
                       髙 橋 慎 一 
          教育総務課庶務係長事務取扱 
 
          教育総務課庶務係主事             市 野 貴 子 
 
          教育総務課庶務係主事             吉 野 秀 郷 
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○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  それでは、皆さん、おはようございま

す。第５回目となります調布市教育プラン改定作業チーム会議をただいまから始めます。 

 それでは、進行につきましては、宇津木教育部長、お願いいたします。 

○宇津木教育部長  教育プランの改定に当たってのこの作業チームの会議も、今日、あ

と１回ぐらいあって、その中で、このチームの検討会議としての素案はある程度まとめて、

その上で、教育委員会なりパブコメなりという形で、最終段階に入ってきているという認

識でおります。ですから、今日の会議は、改定作業チームとしてのある程度最終的な取り

まとめに向けた会議になっていくと思いますので、そういった意識の中で確認していただ

きたいと思います。 

 また、これからの教育委員会制度を含めて、事務局の在り方について、各所管のこれま

での取組の取りまとめをやはりこの新しい教育プランに反映させていきたいと思っていま

す。ぜひこれまでの取組の評価結果を踏まえた改善をここに反映させていきたいと思いま

すので、そういった意味での各課の主体的な改善に向けた考え方を出していってほしいと

思います。改めてそこは最終確認に向けてお願いしたいと思っていますので、よろしくお

願いいたします。 

 今後の進め方については、後ほど事務局から確認、報告があると思いますけれども、あ

る程度最終段階に来ているという認識のもと、皆さんの協力をいただきたいと思っていま

すので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程に沿った報告、会議を事務局にお願いいたします。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  それでは、早速資料の説明に入ってい

きたいと思います。 

 まず、お手元の資料10を御覧ください。資料10につきましては、もう一枚、Ａ４の一枚

紙の資料で補足説明をした資料がありますので、それと併せて御説明したいと思っており

ます。 

 まず、前回の会議でお出しした資料８の時点では、主要事業（再編成ver）という形で、

施策が15に対して事業が63という構成であったかと思います。今回の資料10につきまして

は、まずこの左側の主要事業（各課案統合ver）というように一番上のほうに小さく記載が

ありますけれども、こちらは前回の資料８に対して、会議の後に各課から御意見、御提案

いただきました内容、変更案を反映させたものという形になっております。 

 各課からいただきました内容につきましては、下段の枠囲みしてあるところに少し記載
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しておりますけれども、教育総務課では事業28の「校庭芝生化事業の推進」を削除して

「小・中学校施設の整備」に統合しております。 

 それから、学務課は変更なしです。 

 指導室につきましては、「中学生の職場体験学習の推進」と「学校図書館の活用の推

進」と「特別支援教育の推進」と「日本語指導の充実」を、生涯学習のところの施策です

けれども、施策の13へ移動するという内容です。それから、事業32の名称を「地域人材等

を活用した教育活動の推進」に改めるという内容であります。 

 社会教育課からいただいたものにつきましては、事業30でありました、「こどもの家の

充実」を事業29の「通学路の安全確保の推進」に統合し、事業名を「通学路等の安全確保

の推進」に変更しております。それから、事業47でありました「公立学校ＰＴＡ連合会活

動への支援」を事業32の「地域人材を活用した教育活動推進」へ統合しました。指導室の

ほうで出されていました「地域人材等を活用した教育活動の推進」へ名称を変更したもの

です。そして、事業43、「青少年交流館の管理・運営」を「青少年交流事業の推進」へ名

称変更しております。また、事業44の「木島平農村体験事業」を事業13の「宿泊体験事業

の体系化」へ統合し、名称を「宿泊体験事業の充実」へと変更しています。それから、事

業40、「調布っ子夢会議」の名称を「児童・生徒の意見発表の機会の提供」へ変更してい

ます。さらに、事業63の「社会教育施設整備・維持管理・改修」を「社会教育施設の維持

管理及び整備・改修の推進」へ名称変更しております。 

 教育相談所は変更なしです。 

 公民館につきましては、事業51の名称を、「多様な公民館事業の推進」から「地域に根

差した公民館活動の推進」へ変更しました。それから、事業45の「子育て支援のための家

庭教育事業の実施」を事業51、「地域に根差した公民館活動の推進」へ統合しております。 

 図書館と郷土博物館については変更なしです。以上の各課から提出された変更案につい

て、左側の各課案統合verという形で前回の資料８からこちらに反映させ、変更したものと

なります。これによって、個別の施策の数については15でありますが、主要事業の数につ

きましては58ということになったものであります。 

 この左側の主要事業（各課案統合ver）を踏まえまして、さらに右側に再編成verという

形で、事務局におきまして各課から会議の後に出された意見プラス、前回の会議の中で意

見があったものを踏まえまして、事務局としてさらにそれを統合・編成した案が右側の主

要事業（再編成ver）という形になっています。この結果としましては、施策数が15から12



 

- 4 - 

に再編したということと事業数を58から45に再編したという内容になっています。この右

側の事務局で再編成したものの内容につきまして若干説明させていただきます。 

 まず、施策が１つのものに対して事業が１つになっているものがありました。これにつ

きましては、施策に対する事業の内容をもう少し分かりやすくするために、方向性として、

施策に対して事業をどう打ち出していくのかというのを少し分かりやすく市民の方にも伝

わるようにということで、施策１に対して事業１となっているものについては、主要事業

を分類化、増やしたという内容になっています。 

 ただ、これについては私どもも事務局の立場として分類したというのもありまして、内

容としてはちょっと乏しいものもあるかもしれませんので、今日、その辺につきましては

御意見をいただきながら、よりよいものにしていきたいと思っています。 

 初めに、教職員の資質、能力の向上という５番の施策がありますが、これは前回のもの

では事業が一つになっていたということがありますので、教職員研修の推進について、指

導力向上への取組と、それから人権教育に特化してしまったのですが、人権教育に関する

研修の推進という形で、この辺はもう少し分け方があるのかなと思っているのですが、教

職員の資質や能力の向上を図るために、どの骨太の事業があるのかというところで少し分

類したいという内容であります。 

 次に、８番の学校施設整備の推進という施策がありますが、これについても前回の会議

から校庭の芝生化も統合して小・中学校施設の整備というように一本化という形に話とし

てはなったところなのですが、それをさらに分かりやすくということで３つに分けたとい

うところであります。 

 １つは、小・中学校の老朽化、長寿命化の推進、それから避難所機能といいますか、防

災機能の整備促進、それと、それ以外のもの、芝生化ですとか、例えば、今やっている直

結給水化ですとか、施設の環境整備というようなものを一くくりにして、豊かで快適な教

育環境の整備という形で３つぐらいに分けていったらどうだろうかというところでありま

す。 

 一番最後に、15番で社会教育施設の整備の推進ということで、すべての社会教育施設の

維持管理、整備、改修の推進が施策としてはあったのですけれども、これを分類化すると

いうのが事務局としてはどうなのかという意見をもっております。これは主要事業という

よりも、公共施設維持保全計画ですとか、何かほかの計画で担保しながら、淡々と進めら

れるものとして位置付けられるのではないかというような考え方から、事務局としては削
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除という案を作ったところであります。 

 それから、今は１対１の事業の話をしたのですけれども、次に、施策をほかの施策と統

合して、施策体系や施策名称を見直したものがあります。 

 １つ目につきましては、旧の左側のもので、４番の危機管理体制の強化。これは主に食

物アレルギー事故防止に関する取組なのですが、それと９番にありました児童・生徒の安

全確保を統合しまして、これを２番の大きな視点のところの学校環境の中の４番で、安 

全・安心な学校づくりの推進という形で統合したという内容であります。 

 これは、９番にありました児童・生徒の安全確保、これは通学路の安全確保の推進と防

災教育の推進ということなのですが、地域の方と連携してという内容ではあるのですけれ

ども、連携による学校教育の支援という考え方に立ちますと、少し違和感を覚えまして、

４番の危機管理につきましても前回の会議で食物アレルギー事故だけでいいのかというよ

うなお話もありましたので、ここを防災、防犯も含めた総合的な取組というような形で、

前回の会議でシックハウスに対する取組も必要ではないかという御意見もありましたので、

それを含めて、４番の安全・安心な学校づくりの推進というところで、統合、再編したも

のであります。 

 次に、旧の施策７、教育相談の充実というのがありまして、そこに事業名で42番にあり

ました特別支援教育の推進を、２番の学校環境という大きな枠の中の７番、個に応じた支

援及び指導の充実というところに一本化して統合したというところであります。 

 特別支援教育の推進は学校教育の中にあってもいいものかなと思いますし、指導室から

いただいた御意見として、学習支援といったところで生涯学習というところにあってもい

いのかなと思ったのですけれども、大きな意味で学校教育支援の中に入れるのが望ましい

のかなと考えまして、今回、７番に持っていって統合したところであります。 

 それから、旧の施策の12番で家庭教育への支援という施策がありました。これにつきま

しては、ほかに公民館の事業とかが当初３つぐらいあったものなのですが、だんだん削っ

ていただいたりしていく中で、家庭教育セミナーの実施という事業１つになってしまった

というのもありまして、地域も家庭も学校と一緒に連携していくのだという形があります

ので、これも９番の協働の学校づくりの中に統合させていただいたところであります。 

 施策につきましてはおおむねそういった内容で統合させていただいたものでありますが、

それ以外に主な事業をかなり大胆に再編成させていただいたものが最後にあります。 

 主なものといたしましては、施策の13の学習機会の提供・学習活動の支援というところ
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でありますけれども、指導室から、40番から43番の事業でここに入れていただいたのです

が、こちらは生涯学習という枠の中に入れるよりも、またほかに統合したりというほうが

いいかなというところで、おおむねここの内容を統合したり、移動したり、削ったりして

います。 

 44番から48番の図書館のＡ事業、Ｂ事業というのがありますけれども、こちらも前回、

公民館の事業をかなり絞り込んでいったということもありまして、公民館だけがかなり絞

られてしまったというのもあって、体系、事業のバランスをとりたいという意図から40番

に一気に統合したという内容であります。 

 14番につきましても、郷土博物館の事業が51から57と細かく出ていたのですけれども、

この辺も図書館の絞り方と同じような考え方で、まとめられるものは表現としてはまとめ

ていくというところで、44と45に圧縮して統合したという内容であります。 

 細かい事業の編成過程等につきましては、真ん中に編成過程という欄がありますので、

そちらを参照していきながらまた確認していただきたいと思いますが、この結果、施策と

しては12、主要事業が45という内容にはなりましたけれども、先ほどお話したような内容

で幾つか原課でも事業の名称の在り方ですとか、施策に対する事業の太い柱となるものが、

もう１つほかにいい案があるということも多分あろうかと思いますので、今日はその辺の

御意見もいただいていきながら、またよりよいものを作っていければと思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 以上が資料10の説明であります。 

 続きまして、資料11を御覧いただきたいと思います。こちらにつきましては、重点課題

ということで、前回、７つの重点課題を出させていただき、前回の会議で幾つか意見をい

ただいた中で、若干の見直しを図ったという内容であります。視点①から③につきまして

ももう少し整理が必要かと事務局も思っておりますが、まずは今回の案を御説明したいと

思います。 

 前回から変えた点につきましては２点であります。表面の４番、食物アレルギー事故防

止への対応という重点課題があったわけなのですけれども、先ほどの施策体系の再編成と

も絡むのですが、食物アレルギー事故防止への対応だけでない教育委員会全体としての危

機管理について、やはりしっかりと課題認識しながら取り組んでいく必要があるのではな

いかという御意見をいただいておりますので、こちらの重点課題につきましても、危機管

理の取組という形で、緊急時とか防災、防犯、疫病、食物アレルギー、シックハウス、放
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射能といった安全・安心にかかわるリスクマネジメントの総合的な取組ということで、今

回重点課題の変更をさせていただいたものであります。 

 続きまして、裏面に行っていただきまして、７番の最後のところなのですが、こちらは

教育分野におけるＩＣＴの利活用の促進ということで前回御提示させていただいたところ

なのです。こちらにつきましては、学校教育の中では指導室の事業でもＩＣＴを利活用し

ていくというところはあるのですが、前回の会議の中で、重点課題とするというよりも、

この利活用の促進については手段というところもありましたので、今回はこれを削除した

ところです。 

 ただ、前回の会議でも社会教育分野に関する重点課題が余りないというところでありま

したので、本来はこれに代わるようなものが何か御提示できればよかったのかなと思うの

ですが、各課からも特段重点課題というような御意見もなかったので、今回、11の内容と

しては削除という形で御提示させていただくものです。 

 また、今日の会議の中でその辺につきまして何か御意見等をいただければ、さらにそれ

を盛り込むといったことも見通していければと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 資料10、資料11の説明につきましては以上であります。 

○宇津木教育部長  事務局、ありがとうございました。資料10については補足の資料も

含めた内容で今、順次説明をしていただいたのですけれども、今日は、今事務局の説明に

あった資料10の施策体系の最終的な確認、もう１つ、今６つになっていますが、７つの重

点課題と主要事業を含めたいわゆる教育プランの最終確認をしていければと思っています。 

 ４回会議をしてきて、施策については24が今12の数になっている、主要事業についても 

138から今45まで４回の会議で収れんされてきているのかなというところです。教育目標、

基本方針を受けて、個別の施策については12個、かなり収れんされてきているのかな、皆

さんの意見も含めた内容になっているかなという個人的な感想は持っています。 

 ただ、主要事業については、やはり温度差がまだまだあると思います。資料10の右端を

見ていただいたとおり、指導室が23、社会教育が９、こういう事業数だけで見ていいのか

は別なのですけれども、事業のくくりの仕方についてもう一度各課の考え方は少し確認し

ておかなければいけないと思います。施策は今12個になっていますけれども、それにぶら

下げる主要事業の考え方について、温度差があるのは仕方ないと思いますが、やはりもう

一度自分の所管の内容、あるいは横断的な事業も含めて今日確認していければと思います
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ので、よろしくお願いいたします。 

 教育プラン、本市の教育振興基本計画という位置づけになる。分かりやすい内容で進行

管理ができるようなものにもしていきたいし、市民にとっても実際に学校教育と社会教育

がどういう形で事業が進められているのかが教育プランを見る中で確認がとれるようなも

のにしていきたいと思います。我々も点検評価、進行管理がしっかりしやすいものにして

いかなければいけないという形の中で、皆さんの意見を踏まえて重点課題と施策と主要事

業という分け方をしてきていると思いますので、その辺、３つの大きな体系がある中で、

重点課題の進行管理、施策の進行管理、主要事業の進行管理という視点で、やはりこれか

らしっかり評価をしていかなければいけないと思います。そういった視点も含めて、この

体系でいいのかどうか今日もう一度確認をさせていただければと思っています。 

 今、事務局の説明を踏まえた感想も含めて話をしました。まず、全体像、あるいは今日

の進め方のことに対する御意見があれば伺って、今日、時間のない中ですけれども、でき

れば資料10と11をしっかり確認をしていけるといいと思っていますので、施策単位、重点

課題単位で今日この後意見をいただければと思っています。その辺も含めてなのですけれ

ども、これまで４回を含めた感想がまず最初にあれば、皆さんから意見を聞いて、その上

で先へ進められればと思うのですが、どうですか。――なければ、施策単位ぐらいで少し

事業の内容を見ていけるような形でよろしいのか。次長と室長、どうですか。前段でもし

注文があれば。――ないですね。まずは進めさせていただいて、最終的にはまた事務局も

含めた意見交換をしていければと思います。 

 では、資料10をまず見ていただいて、施策展開の１番目の視点、学校教育、徳知体の内

容になりますけれども、ここの分野、施策が３つとなっております。こちらには変更はな

いのですが、事業については14あったものが13、今回さらに収れんされているのですけれ

ども、指導室の学校教育の本当に中心の事業になっている。ここの内容について意見があ

ればと思います。網掛けしているところは統合、再編しているところになりますから、そ

の辺の内容も含めた御意見をいただければと思います。まず、実際には指導室の所管にも

なるので、指導室の感想をいただいた上で、ほかの課の意見もいただければと思います。

統括のほうからどうですか。 

○秋國指導室統括指導主事  ２番目の確かな学力の育成の宿泊体験事業の充実が５番、

教員の資質、能力の向上…… 

○宇津木教育部長  いや、ではないです。№５は事業のほうです。上から５行目、体験
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活動の充実と支援に統合という意味です。宿泊体験、№９は施策のナンバーではなくて主

要事業の№５に統合という意味です。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  徳の豊かな心の育成の５番目に体験活

動の充実と支援とあるのですが、左側の９番の宿泊体験の充実と中学生の職場体験学習の

推進という生涯学習のところにあったものを豊かな心の育成という施策の５番に併せて一

本でここに入れた。 

○宇津木教育部長  という意味です。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  ただ、これは主管課が指導室だけにな

ってしまっています。 

○宇津木教育部長  そうです。社会教育の事業。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  社会教育にも入らないといけないです。 

体験学習とか宿泊体験事業とかがどこに入るべきなのかというところで、社会教育にも入

らなければならないと思うのですが、これは学校教育なのかなと考えたところで、学校教

育であるとすると、学力なのか、体力なのか、徳なのか。一番フィットしそうなのが徳な

のかなとイメージしたので、ちょっと違うということであればお知恵をいただきたいです。 

○宇津木教育部長  学校事業の体験活動という形であれば、徳知体どこかに入れるのだ

という話になれば、なかなか難しいところですね。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  職場体験についてはキャリア教育みた

いなところもあるのかなと思うので、徳でも知でも体でもないかもしれないのですけれど

も、どちらかというと個に応じた指導とか、社会性を身に付けさせるというものなのかな

と思うのですが。この３つの中に入れるとすれば、完全なフィットではないかと思うので

すけれども……。 

○村木指導室長  ただ、理念として押さえておかなければいけないのは、やはり今おっ

しゃったキャリア教育のところだと思うので、ここが一番落ち着くのかなと思います。そ

ういう理念で進めていくことが大事かなと思います。 

○小柳社会教育課長  宿泊体験のほうは、今まで木島平の農村体験事業という事業が１

個あったのです。あれは主催が木島平村なのでカットしたのです。社会教育課として宿泊

体験みたいなものは事業として持っていないという扱いでいいと思います。 

○宇津木教育部長  八ケ岳少年自然の家はどうしますか。 

○小柳社会教育課長  八ケ岳は施設として持っていますけれども、宿泊事業的なものは
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特にやっていません。この体験活動の充実と支援の中に社会教育が入っているというのは

八ケ岳少年自然の家の部分のことですか。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  そういうイメージがあったのですが、

では、そうではないのですね。もともと左側の９番の宿泊体験事業の充実にあった社会教

育課というのは……。 

○小柳社会教育課長  その社会教育課というのは木島平の農村体験事業のことを言って

いたのだけれども、実は木島平村の主催事業なので、調布市には特に入れなくていいかな

と思って、それで、そこは削除ということにしたのです。なので、これは木島平村の農業

体験事業のことをいうのであれば社会教育課は関係ないです。 

○宇津木教育部長  木島平はそれでいいですよね。社会教育施設としての八ケ岳少年自

然の家の運営みたいなものは、当然管理運営はあるのだけれども、あそこの事業はやはり

社会教育事業とする。基本的に保養施設ではないから、その辺の位置付けはこの中ではど

こで受けていくのかな。 

○小柳社会教育課長  後でもお伝えしようかと思ったのですが、社会教育施設の維持管

理とか、整備とか、改修とかは社会教育課がやっていますけれども、確かに公共施設維持

管理計画ができるので、そっちで見てもいいのですが、教育プランの中には入れなくてい

いのかなというのはちょっとまだ考え中なのですけれども、公民館もかなり古くなってい

るので、このままでいいのかという話もあるし、やはり教育委員会としても自発的にそれ

を考えていかなければいけないのかなとも思ったりしています。ですから、施設について

もどこかに入れておいたほうがいいのかどうなのか悩み中です。 

○宇津木教育部長  話は今の社会教育施設の整備の話に飛んでしまうのですけれども、

教育プランの中に施設整備をダイレクトに入れるというよりかは、できれば重点課題みた

いなところで、さっき社会教育を受けているところがないというところで、生涯学習とか

社会教育のこれからの振興の在り方みたいな形で、やはり施設での事業の在り方、事業の

質の向上も含めた形でそういう建物のことも少し横断的に考えていかなければいけない、

そういう受け方もあると思います。プランの中の事業としては難しい。施設整備はもっと

大きな話になってしまう。 

 学校施設は、教育だけではなく、コミュニティーの機能、また避難所の機能もあったり

といういろいろな視点の中で、学校教育を補完するという意味で施設の老朽化対策を重点

課題の６番で出しているので、社会教育は、施設の老朽化もあるけれども、やはりこれか
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ら社会教育行政をどうやって進めていくかという視点も入れながら重点課題として捉える

のがよいと思っている。 

○小柳社会教育課長  それは賛成です。であるならば、重点課題の７番目辺りに入れる

といいかなと思います。 

○宇津木教育部長  大きなくくりの中でこれからの社会教育行政を考えていかなければ

いけない時期になっていると思います。今日的な課題とか、社会的な課題、貧困の問題が

いろいろ出ている中で、社会教育というのは、やはりそういったところでは大きなくくり

の中では関与していかなければいけない部分、困っている子どもたちとか成人の支援とい

うのは当然あるべきと思っているので、ちょっと話が飛んでしまいましたけれども、今、

社会教育課長からもそういう話が出たので、やはり15番は何かで受けていきたいというの

は確かに思っています。 

 今くしくも宿泊体験事業はなかなかまとめ方が難しくて、移動教室の４年生の話ばかり

今までずっと出ていたけれども、それだけではない話の中で、大きなくくりの中で体験活

動の充実、支援という形の中で学校教育は受けていけるのかなと思うのですが、自分は、

社会教育課、木島平村、社会教育施設としての八ケ岳少年自然の家なども、やはり子ども

の宿泊という意味では移動教室に使っているところもあるので、ここに少し絡めてきても

いいのかなという気はするのです。もしくは、10番の施策の中に入れられるのかという話

になるのですけれども、そこもなかなか難しい。 

○小柳社会教育課長  重点課題のほうがいいと思います。 

○宇津木教育部長  施設としては。 

○小柳社会教育課長  はい。あとは、先ほどの生涯学習とのことも考えなければいけな

い時期ですので。 

○宇津木教育部長  了解です。今、自分が気になったのは、右側の５番のところ、指導

室と社会教育課という所管を入れる必要があるのかなというところだったのですが、今の

話だと、入れる必要はないと思います。 

○村木指導室長  私から１番にかかわるところで、２点いいですか。 

２つ気になっているところがあって、１つは主要事業の９番、今、少人数学習指導の推進

という書き方をしているのですが、これは東京都教育委員会が小学校の算数と中学校の数

学、英語に関して具体的なガイドラインを今作成しているのです。単に少人数指導という

ことではなくて、算数、数学については習熟度別学習をしなさい、それから、英語につい
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ては人数を少なくしてコミュニケーションの機会を増やすということなので、少人数指導

・習熟度別指導という言い方をガイドラインの中に定めているので、やはり将来的なこと

を考えたときに、表記とすると少人数指導・習熟度別指導の推進ともっと具体的に書いて

おいたほうがいいのかなと思います。単に少人数学級とか少人数指導ということではなく

て、方法論の問題ですというところを明確に出しておかなければいけないのかなというの

がまず１つです。 

 ２点目は、11番、12番の体力向上への支援というのとオリンピック教育の推進の分類。

同じような考え方でいくと、１番、２番、３番の命の教育活動の推進、生命尊重・人権教

育の推進、道徳の時間の充実、この辺りの分類について、もっと統合できるのではないか

という感覚もあるのではないかと思うのですが、やはりこれは改定して４年間ということ

を考えたときに、社会的な課題とか教育課題を明記しておいたほうがいいと思うのです。

なので、11番、12番については、原則は体力向上ということだと思うのですけれども、そ

の中でオリンピック教育の推進はさらに特化してやっていきますという出し方でいいのか

なと思います。 

 それから、上の３つについては、基本は生命尊重・人権教育の推進だと思うのですが、

調布市の事故を受けて、食物アレルギーとか自然災害とかを含めて、やはり命の教育活動

の推進というのは頭出ししておいたほうがいいのかなと思うので、こういう分類の仕方で

いいのかなと思います。 

 以上です。 

○宇津木教育部長  今、１番の大きな施策の視点の展開の中での話をしていますけれど

も、どうですか。今、指導室長から補足もあって、指導室の個々の主要事業の内容につい

ては、その事業を入れた視点の説明があったので、そういった視点で指導室の事業は多少

キーワード的なものもあれば，トピック的なものもあるし、そうやって見せていかなけれ

ばいけない部分というのは当然こうやって示していくという形で、それはそれでいいと思

うので、そういった視点はほかの主要事業にも絡んでくるところなのかなと思います。 

 では、まずは１番の施策は、ほかの指導室以外のところは特にどうですか。徳知体なか

なか分けづらいところはあります。――とりあえず意見は今のところはなしという形なの

で、また次の施策に順次進ませていただきます。 

 次は２番の、学校教育を支えるという意味での学校環境の施策展開になります。ここは

施策が５つと少し多くなっている内容にはなりますけれども、それぞれに主要事業が14番



 

- 13 - 

から29番まで今位置付けている内容です。ここも左側の網掛けしているところ、右側の網

掛けしているところが少し統合、再編されている部分にはなりますので、特に４番の危機

管理は安全・安心な学校づくりに変えたという先ほどの説明もありましたので、その辺も

含めてもう一回確認していただきたいと思います。ここはいろいろな部署が絡んでくると

思っていますので、このくくりの中について、先ほどの指導室長の視点もありましたけれ

ども、やはり主要事業としての頭出しの内容が適切かどうかというところを各課もう一回

確認していただければと思うのですけれども、ここはどうですか。はい。 

○佐藤教育総務課施設担当課長  それでは、施設の関係で、№８のところで学校施設整

備の推進ということで、今回３本に分けていただいたこの分け方で分かりやすいかなと思

います。学校機能が充実していくという最初の27、維持保全をしていくという28番。29番

の部分がちょっと分かりにくいかなという気がします。防災機能の整備という言い方をし

てしまうと避難所ということにつながらないかなと。防災機能は学校に整備されています

ので、避難所機能の整備というような言い方のほうがよろしいのではないかなと思ってお

ります。そのような印象でございます。 

 施設については以上です。 

○宇津木教育部長  事務局、そこはいいですか。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  施設のことについては重点課題にも載

っている分野で、増級とか減級対応ですか、重点課題でいくと５番のところというのもハ

ード面では大きくあるのかなというのもちょっとあって、それを入れるか入れないかとい

うことなのかなと思うのです。施設というと本当にいろいろな面からの対応が必要になっ

てくる面ではあるかなと思うのですが、この辺が少し重点課題との関連でどう整理したら

いいかなというのはあります。重点課題のほうはどちらかというと横断的なという面も含

めてなので、これはこれでもいいのかなと思っています。 

○宇津木教育部長  個別の主要事業は、今言ったように防災機能ももうちょっとブレー

クダウンするというのも１つの考え方なのかなと思います。 

 今、事務局からもあったけれども、学校施設はやはり今いろいろな多様性を持たせた機

能を持たせなければいけなくなってきているので、そこのとらえ方は本当に難しい。コミ

ュニティーの施設だとも言われてしまうし、防災拠点だとも言われてしまうし、当然子ど

もたちが学ぶ場でもあるし生活する場でもと言われているので、その辺のとらえ方がここ

の27から29に出てきているという気はします。 
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 個人的には27番の豊かで快適なというところが、気になります。豊かとか快適というの

はどうとらえるのか。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  芝生化をイメージしたときに、緑が青

々としているのをイメージして、子どもたちが笑顔で走り回っているというのをイメージ

したのです。 

○宇津木教育部長  快適というのはそこですか。 

○佐藤教育総務課施設担当課長  今後例えばエアコンの話とかいろいろあると思います。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  エアコンもそうなのですけれども、そ

の辺を、これ以外にもくくれるテーマがあれば御指導いただければと思います。 

○佐藤教育総務課施設担当課長  機能を向上していくということと、現状の維持保全し

ていくということ、それから学校機能以外の防災機能といいますか、避難所、大きく分け

てその３つでいいと思います。 

○宇津木教育部長  分かりました。個人的にはこの豊かというのが微妙なニュアンスに

受け取られる可能性があって、説明できるかなというのが感想です。 

 今、学校施設の整備のところから御意見が出ていました。ほか、どうですか。 

○村木指導室長  23番の部活動の充実というところは、指導室の予算組みからすると特

色ある教育活動の中に入れているので、できれば特色の中に入れたいと思っています。 

○宇津木教育部長  事務局、どうですか。部活動を中心に主要事業にするというのもち

ょっとつらいかもしれないです。 

○村木指導室長  特色ある教育活動ということでいいと思います。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  研修のところ、教員の資質、能力の向

上の事業の在り方なのですけれども、現行の教育プランだと、授業力改善推進プランです

とか、ステップアップワークの活用ですとか、授業力だとか指導力だとか、教員の方の能

力を高めるような、あるいは指導に活用できるような事業が入っていたかなと思っている

のですが、そういうものを指導力向上への取組というところで１つ充てたほうがいいかな

ということと、これは人権教育に関する研修の推進と書いたのですが、別に人権教育に特

化した研修だけをやっているわけではないと思うので、この辺をもう少し表現を工夫した

いと思っているのです。 

○村木指導室長  そういった意図を指導力向上への取組の中に含めることはできると思

うので、今の意向だと19番の表記はいいと思うのです。この20番の出し方は表現だと思う
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のですが、上に人権教育の推進とあるので、まさにここは教員の人権感覚に特化して、人

権研修の推進は打ち出して、やはり本市では子ども条例も制定しているし、大人の人権の

意識はしっかりとやっていきますという出し方で上と同じように分けておいたほうがいい

かなと思います。ただ、表記は、人権研修の推進はしっかりやるよというメッセージを出

せればと思っています。 

○宇津木教育部長  今お話が出たように、今後、この主要事業の中の主な取組とか活動

みたいなものの表記をちゃんとしていくことによって、より分かりやすくしておかなけれ

ばいけないというのはあるので、今言った室長の視点みたいなものをこれからもう少しブ

レークダウンして、この中ではどんな取組事例があるのですというのを少し見せていくよ

うな形の中で、最終的には説明をしていかなければいけないと思っています。 

○小柳社会教育課長  重点課題との関係でいいですか。重点課題、資料11の視点が①か

ら③まであるではないですか。視点②で、体系的な施策の位置付けによらない今日的な重

点課題だということで、先ほど部長からも社会教育と生涯教育の関係はプランの中には載

せずに、重点課題というのは分かるのですけれども、そうなると、２番の特別支援教育の

充実と裏面に行った６番の学校施設老朽化・長寿命化への対策というのは、先ほど佐藤さ

んがおっしゃったように、特別支援教育の充実については、こっちの施策のプランの中の

事業番号で24番に特別支援教育の推進というのがあるではないですか。そことかぶるのか

なと思うのです。それと重点課題の６番で学校施設の関係が出ていますけれども、先ほど

も佐藤さんおっしゃった事業番号27、28、29がこちらにも入っているので、そういったこ

とからすると、どっちか外してしまったほうがいいのかな、もしくは重点課題のほうには

あえて挙げなくてもいいのかなと思うのです。 

 だから、こっちにもあって重点課題にもあってというのもあったり、こっちにはなくて

重点課題のほうだけにあるというと分かりづらいかなと思うのですけれども、その辺どう

でしょうか。 

○宇津木教育部長  教育プランの施策、主要事業だけではなかなか拾い切れないような

部分を重点課題で拾っていこうというところがあるのですけれども、今言われたように施

策とか主要事業で受けているものもあれば受けていないものもあるというのは正直当初か

らそういう指摘はあった中で、あえて重点課題として横断的な内容のものを入れていると

ころはあるのですが、今の特別支援教育の重点課題の２番と施設整備の関係、特出しして

いる点は大所高所の話になってくるのですけれども、大きなとらえ方をしているものと主
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要事業という個別の所管で進めていくものという形で今分けている中で、両方載っている

ものもあれば、当然重点課題だけで把握していく管理運営制度的なものもあれば、という

ことについて事務局はどう考えていますか。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  この視点①、②、③が本当にこれでい

いのかというのは当然あって、体系的な施策の位置付けによらないという文言を外すとか

という、無理に位置付けがないものではなくてもいいのかなということではなくて、あっ

てもそれを取って出して重点課題にするのだという意思表明でもいいのかなと思っていま

す。 

 視点の２番については、どちらかというと教育委員会制度改革への対応の理由付けが欲

しいというものもあったのですけれども、あとは、何が大事なのかなと思ったときには、

視点の１番の安全・安心をやはり基本的には考えていく必要があるだろうし、先ほどもお

話がありましたけれども、実際に事業の施策、体系の中であるものについては、そちらで

も確かに点検評価しながら事業の進行管理をしていけるということではあるので、それに

つけてもといいますか、もう少し広い横断的な取組がやはり必要なものもあるだろうと思

います。それについては施策体系の中で進行管理するというよりは、こちらの重点課題の

中で拾い出しして点検評価する必要があるだろうというイメージでこういった視点を設け

たわけなのです。 

 そこで実際には両方かぶってしまうものがあるというところ、特に６番は完全に同じと

ころなので、２番の特別支援については施設整備もあるので、こちらの施策体系でいえば

事業名で24番と27番ですか。そういったところが施策を横断してというところでは、それ

で拾えるのかなというところがあります。 

○宇津木教育部長  自分も感覚的なところはあるのですけれども、個別の話で特別支援

教育は、やはり主要事業は、当然、こんな取組をしましたとか、こんな形で取り組んでい

きますとか、計画を立てて取り組んできましたというような個別の事業の管理をしていく

ようなところが中心になってくると思います。重点課題で特別支援教育を入れたというの

は、やはり配慮の要る子どもが今すごく増えている背景の中で、教育相談所であったり、

指導室であったり、学務課であったりが連携しながらそういう課題に対応していかなけれ

ばいけないという大きな社会的な今日的な背景がある中で、そういったものを重点課題で

受けて、要はそういう背景的なものに対する状況とかを評価していくというか、記述して

いく部分も必要になってくるのかなという意味で、特別支援教育全体計画自体の背景にあ
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るものを、教育プランでも少し受けていく必要があると思っています。今教育を取り巻く

大きな課題になっている分野なのかなと思うのです。それはやはり主要事業だけではちょ

っと受け切れないのかなという思いが個人的にはあります。そういったものをここで説明

したり、横断的な取組に補足を入れたりというのが必要と思っています。 

 教育相談所も教育相談の充実だけでは語り切れないところなのかなという気はしている

ので、そのようなイメージがここにはあるという思いであります。 

 学校施設も、主要事業というのはやはりどちらかというと、こういう計画を立てて、基

本計画事業に合った計画を立てて、これをやりました、やりませんでしたとかというとこ

ろが中心になってしまうのですけれども、先ほど言ったように、学校施設の整備の方針と

いうのは、国が関係していたり、調布市もこれから整備方針を少し出していかなければい

けないような状況の中で、もっと大きな問題として、いろいろなセクションが絡む学校教

育施設をこれからどう更新していくのかというところを重点課題の中で見せていく必要が

あるという思いはあるのです。 

 なかなか難しいのですけれども、主要事業だけでは個別の進行管理で終わってしまう部

分を、重点課題で社会的な背景とか今日的な課題を少し述べていく必要もあるのかなとい

うところの視点が、事務局の説明的なもので、見せたいというのがポイントとしてはあっ

たかなという気はします。 

 そこの切り分けは我々もはっきり意識しないと、主要事業にあるものと、ここにあるも

の、同じものをただ取り組んでいてもしようがないという気は確かにするので、そこの定

義付けははっきりしないと、重点課題は何のために入れているのだというのは確かに重要

な視点だと思いますので、視点①、②、③と今書いてありますけれども、そこを明確にし

ていく必要があるという気はします。 

○小柳社会教育課長  確かに言われてみれば、重点課題の４番だって危機管理のことで

すけれども、事業番号14とか15とか、そこと絡むわけですよね。 

○宇津木教育部長  そうです。個別の話で。 

○小柳社会教育課長  いじめだって、不登校だって、事業名で26番には不登校児童への

支援があるし、当然そうなるわけです。 

○宇津木教育部長  そこだけでは語り尽くせないものを拾い出して、重点課題でしっか

り教育の考え方を出していくという視点が要るのかなと。 

○小柳社会教育課長  どういうものを特出ししたのかというところを視点のところで分
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かりやすく表現したほうがいいと思います。 

○宇津木教育部長  そこはもう一回検討させてください。そこは明確にしていかないと、

市民にとっても、ただ表題だけ出ていても分からないという話になるでしょうから。 

○野澤教育部副参事兼学務課長  施策と主要事業の本数を大分絞ってもらえたので、か

なりすっきりしてきたかなと思うのですけれども、ちょっと細かいところなのですが、も

う一声というところで、主管課の欄の例えば17、18辺り、17のところは、主管課なもので

すから社会教育課を消して学務課、18のところは教育総務課というような、基本的には主

管課１つで、どうしてもやむを得ない、２つ併記しなければいけないような場合に２つの

部署を出すというような形のほうがいいのではないかなと思うのです。内容は当然盛り込

んでいくにしても、そうしないと、例えば14の食物アレルギーのところも散々、指導室と

の連携はどうなっているのだとか、逆に24番の特別支援のところなどは学務課、指導室と

いうような、切りがないと思うので、基本的には１つ、主管課でやっていったほうがいい

のではないかと思います。 

○宇津木教育部長  そうですね。確かに通学路の安全確保も、社会教育課の絡み方とか

見せ方としては難しいところです。 

○小柳社会教育課長  こどもの家の話ですよね。 

○宇津木教育部長  そういったものが入ってくるのは入ってくるけれども、当然すべて

がではないのですが、主管課としては明確化していくという１つの考え方かなと思います。 

 その他はどうですか。今まで出た意見も含めて。――では、ここもとりあえず先へ進ま

せていただく中で、また意見が出ればさかのぼってもいいかなと思いますので、お願いし

ます。 

 では、次は３番、大きな視点、学校・家庭・地域の連携という形の中で、ここは施策が

２つに絞り込まれたという状況になっています。協働の学校づくりと青少年の育成、ここ

は先々の動きも出てきて難しいところがありますけれども、今、こういう仕分けの仕方を

して事務局にまとめていただいていますので、ここはいわゆる学校教育と社会教育が連携

していく、融合していくような部分にもなるので、ここの視点はまた各課の御意見をいた

だければと思いますので、よろしくお願いします。Ａ事業もありますので、その辺も含め

て御意見をいただければと思います。どうですか。事業ではなかなか耳慣れない表記もあ

るのですけれども……。 

○小柳社会教育課長  今、来年度にむけて、社会教育課の事務事業を検討しているとこ
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ろです。その検討結果にもよりますが、もう一度、ここにある施策を再編し直さなければ

いけないのかなと先ほど思ったのです。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  そうすると、ここはペンディングにな

りますか。 

○宇津木教育部長  少し先ほどの重点課題とかを含めながら議論していかなければいけ

ないところかなと思っているので、そこの議論は少し急いでもらっていかないといけない

ですよね。そこは喫緊で、部単位で検討していきたいと思います。 

 その他はどうですか。 

○村木指導室長  31番の名称に、学校経営支援員配置事業の推進と「の推進」という言

葉を入れてほしいというのが１つです。それから、これを説明すると、東京都が考えてい

るのは都事務の配置について、拠点校を置きながら、それ以外の学校の都事務をはがして

いくというのが武蔵村山のモデル事業を通しての取組なのです。だけれども、私はそれは

考えていなくて、学校の中にさまざまな人たちが入るようになってきたので、その調整役

を副校長だけにゆだねるのは非常に厳しい状況で、何とか学校の中に経営支援部というの

を作って、管理職の支援、あるいは教員の外部とのさまざまな調整の一端を担えるような

人を配置していきたいという思いがあります。なので、東京都が考えているのとは違う、

都事務の人材の整備ということではなくて、新たに調整役としての支援員を入れていくと

いう考えで位置付けているものです。 

 以上です。 

○宇津木教育部長  これは教育センターとはどう絡んでくるのですか。教育会館の５階

の経営研究室とは役割分担が明確になるのですか。 

○村木指導室長  そこは整理していかなければいけないかなと思いますけれども、基本

的には今の支援体制とは少し違う形を考えていかなければいけない。 

○宇津木教育部長  ちょっと新しいワードなのです。31と――33はひっくるめた話にな

っているのでしょうけれども、ここはやはりちゃんと整理しておかないといけないのかな

という気はするのです。多少、教育センターとかもこの辺から絡めていく必要が出てくる

のかなと。学校アセスメントというのも、意外とどのように受け取られるのかなというの

はあるのです。 

○村木指導室長  今まで使っている学校評価でもいいのですけれども、それだと従来の

体制のことだけになってしまうので、やはり点検評価的な要素を入れながら、もっと広い
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意味で学校を見ていくという意味で、あえてアセスメントにしてしまったのですが、文言

の意味は学校評価と変わらないのです。 

○宇津木教育部長  その他、各課は個々の事業出しは大丈夫ですか。――また時間の関

係もあるので、最後、４番の生涯学習の関係の施策展開、こちらも施策の展開は３つから

２つに集約して，ここは事業が若干、社会教育分野に特化しているので、その辺の内容も

含めて、社会教育課なり図書館、公民館から御意見をいただきたいと思います。どうです

か。 

○小池図書館長  読書の推進ということにまとめていくということが適当なのかなと思

っているので、40番に集約していくことは、こういう形でいいのかなと思います。 

 ４番、生涯学習というところをどうとらえるかですけれども、社会教育計画の議論をす

る中で、やはり１つあるのは、障害のある方の学習という、生涯学習というか社会教育も

含めてだと思うのですが、その視点を今回の場合、これだと43のところに出されている文

言があるのです。もう少し生涯にわたってというところが自治体としてあるのだと思うの

で、社会教育課が所管で１つありますけれども、もう少し、それこそ先ほどの重点のとこ

ろの１つとして忘れてはいけない、あるいは個別に見ていかなければいけないものとして

あるのかなと思っているところです。 

 いろいろな障害があるので、フィジカルな部分ももちろんあるし、メンタル的な部分な

ど、いろいろあるかと思うのですけれども、それこそ、それぞれの個々に応じた視点を、

事業としてというよりは、どっちかというと横断的な部分でとらえる言葉が必要なのかな

と感じたところです。 

 それから、先ほどもありました社会教育施設整備の推進のところをどのようにして出し

ていくかということについては、先ほどあった重点課題的なこととして出していくことも

必要なのかなと思っているところです。図書館については、読書の推進というところ、そ

れから市民の学習の支援ということが重要なのかなと思います。 

 あと市民や社会教育団体等の活動の支援というところがあるわけですけれども、例えば

図書館であれば、読書会だとか自主的にサークル活動をしているところへの支援というこ

とがあるのかなと思いますし、公民館は、それこそこれが主要な話なのだと思うので，こ

ういうことが１つあるといいのかなと思います。 

○宇津木教育部長  図書館は今回、事業をかなり収れんしたところがあるので…… 

○小池図書館長  子どもの読書活動の推進というのを前面に出していますので、これで
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いけばそれが消えたように見えますけれども、やはり子どものときから生涯にわたって読

書をし続ける、それをどうしていくのですかみたいな話をとらえないと、子どもの読書だ

けの話にしてしまうのも実はつらい話なのかなと考えています。 

○宇津木教育部長  これまで、今回もそうですけれども、事業ごとに細かく点検評価し

て、Ｂ評価も多かったという中で、こういう形でまとめてしまうと多少見えづらくなって

くるという懸念があります。そこも気にはなるのだけれども、ハンディキャップとかも含

めて、いろいろな意味で注目を集める内容ではあるので、学習支援という意味では、図書

館もかなり力を入れなければいけないので、その辺の課題はあるのかなと思ってはいます。

公民館もそうでしたね。事業をかなり収れんしているので。 

○金子東部公民館長  今回の新しいほうでいうと43番のところ、社会教育課が主管とい

うことで、具体の事業を出すことが適当なのか、もうちょっと広くとらえたほうがいいの

か、そこが分からないのです。 

○小柳社会教育課長  障害のある児童・生徒等の自立活動支援、これは遊ｉｎｇとか、

のびのびサークルとか、杉の木青年教室、その辺のことなのです。前回、そこをまとめた

のです。 

○宇津木教育部長  社会教育課だけここで事業を特出しして、そこに図書館とか公民館

の取組は見えなくなってしまっているというのはあります。 

○金子東部公民館長  今回の点検評価ではＣ評価にしている障害のあるお子さんがいる

お母さんが出席する社会教育事業とか、例えば講演会に参加するなどありますよね。そう

いう話なのですけれども、それは事業ではない。正直言いまして、事業というよりは考え

方なので、ということは当たり前に持っていましょうという話なのですよね。 

○宇津木教育部長  今、一応、一通り１から４番まで各所管で振り返ってもらって、幾

つか補足で話が出てきて、見直しも含めた提案もあったので、この後もう一回、全体確認

をしていかなければいけないかなとは思うのですけれども、施策については１回締めさせ

てもらって、重点課題も御意見を再度確認しておきたいと思うのです。 

 重点課題については、先ほど視点の整理も含めて、もう一回、今１から６ある内容につ

いては、具体的な内容について確認をしていかなければいけないと思います。７番につい

ては今空欄になっていて、先ほどからも意見が出ているところですが、社会教育という表

現については、生涯学習・社会教育と言っていったほうがいいのかなという気が個人的に

しています。 
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○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  施策展開の視点のところですか。 

○宇津木教育部長  視点というか施策のほうの４番もそうですね。今、生涯学習という

出し方をしているのですけれども、今、生涯学習と社会教育は別物的な感じで議論がされ

ているのですが、別物ではなくて同じだという意味で生涯学習・社会教育と言っておいた

ほうがいいのかなと思います。個人的な感想ではあります。生涯学習・社会教育と全体を

言ってしまうというのも１つの考え方なのかなと。 

 重点課題も生涯学習・社会教育の今後の振興についてとか、そのような視点で１点盛り

込んでいきたい。そこの中にはやはり施設の話が出たり、事業の話、先ほど言ったように

社会的な困難を抱えている人たちに対する学習の機会というのは横断的に出てくるのかな

と思います。それが公民館であり、図書館であり、社会教育事業なのかなと思っているの

で、そういった意味での施設の活用であったり団体との連携とか、そういったものを大き

な重点課題としては頭出ししたいと思っているのです。 

○小池図書館長  3.11のときに、公民館事業について特に注目されたのが、コミュニテ

ィー機能があるのだということですよね。特に東北の場合は、公民館に人がだんだん集ま

っていった。そこで例えば村祭りにしろ何にしろ、そういう共同作業することがあったと

いうところを今見直して、また次に備えましょうというような話が展開されているのです。

学校はもちろん拠点になるし、学校を通じたそういう地域のコミュニティーもあるのです

けれども、学校を離れた人たちや流入してきたり移動してくる人たちが集まる場として例

えばお祭りだとか、そういうことが注目されているので、そういうところを出していけれ

ばいいかなと、それは図書館であっても同じです。 

○宇津木教育部長  そうですね。やはり生涯にわたって学ぶとか学習するというのはあ

るのだが、今、館長がおっしゃったとおり、社会教育に求められているものは成人教育か

ら時代が変わってきたのかなと思います。 

 やはり3.11を受けた後の地域の関係、きずなとかコミュニティーといったものに対する

公民館のかかわり方とか図書館のかかわり方は問われているし、それ以上に、今困ってい

る大人とか子どもの話も、子どもの貧困と出ているけれども、そこは社会教育的な課題な

のかなと個人的には思っているので、そういったものも含めて教育課題として出していき

たい。そういった課題がある中で、これからの社会教育振興、社会教育行政をどうしてい

くかというところを重点課題として出せるといいと思います。 

 その中には施設の運営における質的な向上というのも考えないといけないと思うのです。
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利用者の問題とかがあるし、設備の老朽化の問題もあるから、そういった施設運営の在り

方もこの中で横断的に議論していくという出し方をして、個別の事業ではそういったとこ

ろはなかなか触れられないところなのかなと思っていますので、そんな思いを７番につい

ては入れていきたいと思いつつ、１から７までについて、また皆さんの意見もいただけれ

ばと思います。 

 ここは事務局も背景とかその辺を入れるのは大変かなと思いつつ、大事な視点なので、

横ぐしを入れるような視点とか、今日的な課題とか社会的な課題をここで見ていくという

視点は、学校教育、社会教育ともに必要なのかなと思います。 

○小池図書館長  危機管理というところで幾つかいわゆるリスクという形であるのだと

思うのですが、今回の教育委員会制度の改革というか、制度改正が行われる１つの理由は、

いじめ問題に端を発したと。法律の解釈、概要みたいなのを見ていると、国が直接関与す

るみたいなことがありましたよね。例えば、自治体のほうがうまくいっていないと文部科

学大臣がどんと出てくる、ああいう事態をやりますというような話があるようですけれど

も、それも自治体側からすれば一種の危機管理なのかなと。そういうのはどのようにとら

えるものなのでしょうか。 

 危機管理といったときに、いろいろな危機があるのだけれども、子どもの命だとかなん

とかにかかわることですよねと言ってしまえばそうなのでしょうが、組織として、自治体

としてどうなのですか、あるいは教育委員会としてどうなのですかというのも一種の危機

管理なのかなと思うのですが、そういうのはこういうのに入るのか。そこがよく分からな

い。もちろん、制度改革への対応はしなければいけないのだけれども、そもそも何でこの

制度改革をするのでしたっけという話です。全国いろいろな教育委員会の実態があってこ

ういう話になったというのはあるのかなと思います。本質的な話ではないと思うのですけ

れども、済みません、そこがいま一つ分からない。 

○宇津木教育部長  事務局、どうですか。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  １番の教育委員会制度改革というのは、

組織とか機構といいますか、ここにも書いてあるように、端を発したのはいじめ事件など

があったときに、教育委員会が例えば記者会見に出てこないとか、対応が遅いとか、教育

委員会はそもそも必要なのかというような話があって、非常勤の委員がいるのですけれど

も、緊急時には対応できなくて、結局、首長が結構前面に出てきていたということがあり

ました。 
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 教育行政と市政があって、緊急時にもう少し弾力的にというか、迅速に対応できないの

かというところから始まって、今、教育委員会には委員長と教育長がそれぞれいる中で、

どちらが責任者なのかというところも分かりにくいということから、委員長を廃止して教

育長に一本化するということですとか、あとは首長と教育委員会の連携をもう少し深める、

首長のかかわりをもっと深めていくというようなところで、総合教育会議というのを設置

して教育行政の大綱を協議するとか、そういった形の制度機構改革が内容にはなるのです

けれども、確かに危機管理というところに対応する制度改革というところもあるので、４

番のほうともかかわりはあるのかなと今伺っていて思ったところなのです。 

 どちらかというと、調布市の場合はそういうのも含めて、４番のほうは教育委員会全体

として、特に児童・生徒、あるいは図書館とか社会教育施設だったら市民の方との事業が

あると思うので、建物のリスク管理みたいなものはもちろんあると思うのですけれども、

そういった総合的なという形なのかなと思います。本当に広げると、かなり広くなってい

くので、どこまでこの中に盛り込んで見ていくかというのはもちろんあるのですけれども、

いずれにしてもリスク管理というのは日常的に必要なことだと思うので、網羅的に入れて

いくしかないのかなと思っています。 

○宇津木教育部長  一義的には、こっちの危機管理は教育委員会の話でいいですよね。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  そうですね。 

○宇津木教育部長  ただ、大きな話は当然あるので、ボトムアップというわけではない

のでしょうけれども、そこはやはり教育委員会制度改革を発展的に見直すという形で国か

ら法律改正が出てきたので、我々もそれをどう運用していくか。執行機関としての役割は

大きく変わらないのかなというところはありつつ、でも、首長の関与が強まるのは事実な

ので、そこはこれから制度改革自体は内部で組織、条例等の改正も含めて考えていかなけ

ればいけない、その中で明らかにしていかなければいけないと思います。 

 難しいですよね。要は、危機管理自体は総合防災安全課が対策本部を設置して動くよう

なところもあるので、そことの関係というのも当然出てくるので、整理するのは結構大変

だろうと思います。そういった視点はちょっと整理をさせていただかなければいけない分

野なのかなと思います。 

 いかがでしょうか。――では、全体のまとめまで入る前に、意見がなければ、この後、

室長、次長からも意見を伺いつつ、それを踏まえた事務局のこれからの考え方を整理して

いかなければいけないかなと思います。冒頭言いましたけれども、今日の議論である程度
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最終的なものを作って、これからはチームの議論というよりは、もうちょっと大きなとこ

ろでの議論に変えていかなければいけないというところが出てくると思っていますので、

そういった形を含めて、今日の会議をまとめていければと思いますので、よろしくお願い

します。 

 では、最初、次長からよろしいですか。 

○塩足教育部次長  大分煮詰まってきたと思います。１つは、教育プランというのは教

育振興基本計画、国の法律から来ていて、それに参酌するみたいなことになっているのだ

けれども、どういう性格の計画なのかという辺りをもう一回こういう整理をした後に考え

てみるというのは必要なのかと思います。そこが整理できると、計画事業として置くのか

主要事業として置くのか、どういうものを出していくべきなのかというのがもう少し性格

付けがはっきりするのかな。もう一回、この計画はどういう性格の計画なのだというのを

見る必要があるのかなと感じています。 

 それと、24施策から12施策まで収れんしていっているけれども、それぞれ所管で見てみ

て、今まで３つあったのが１つになっているとか、２つだったのが１つになっているとか

というところで、どういう理由で、どう足し算してしまったのとか、くっついたのという

のをもう一回言葉にしてみてください。ほかの人に通じる理由なのかどうかという作業も

必要なのかなという気がします。 

 あとは、事業数が減ったように見えているけれども、廃止した事業はないわけで、格下

げしたか寄せて集めたか、そういう状態なので、その辺りもそれがふさわしいのかどうか

というのをもう一回従前と比べてみてやる必要があると思います。今、すごく減った気に

なっているけれども、事業数自身は減っていないはずというか、廃止がないので、それが

どのように仕分けられているのかというのをもう一回見たほうがいいのではないか。そこ

がクリアできてばっちりみたいな感じかなという印象を持っています。 

 それから、今日議論が出たけれども、社会教育のところの施策と事務量と今後というと

ころで、なかなか今結論を出しにくい部分をどうするかというのは重要なファクターにな

ってくるのかなという気がします。 

 １個は、宇宙船ではないけれども、分離しやすいように、あらかじめいつでもぽこんと

取れるようにしてしまうなどというのもあるのかもしれないけれども、そこまで煮詰まっ

た話になるかどうか。あるいは、ぽこんと取った後、そこが何もなくなるのか、ちゃんと

カバーできるようになっているというように少し補充しておくのか、そういう工夫も必要
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になってくるのかなという印象を持っています。 

 以上です。 

○宇津木教育部長  ありがとうございます。 

 では、室長、全体も含めてお願いします。 

○村木指導室長  今、次長のお話と重なる部分はあるのですが、やはりここにきて改定

作業をする意味というのは、方向性をしっかりと確認していくことなのだろうと思うので

す。そういった意味では、今お話があった、調布市においては社会教育部門と生涯学習部

門とのかつての議論をしたところが、今にして思うとどうかというところがあると思うの

で、そこはやはり時間をかけて再度整理、あるいは協議していく必要があるのかなと感じ

ています。 

 それから、方向性を定めながら、それぞれの主要事業が具体的な取組になっているかど

うかをもう一回考えていかなければいけないのかなと思います。今、文言整理で全体的な

バランスを考えていますけれども、方向性を定めたときに、それぞれの具体的な取組にな

っているだろうかというところですよね。そういった視点でやっていけば、いいものがで

きるのではないかと思っています。 

 最後に１つ、私、言い忘れたのですが、教育相談所と指導室の関係の中で、今まで教育

相談所のスクールカウンセラー業務は都費と市費、教育相談所でやっていましたが、本来

ならば指導室でやらなければいけない、教育長から下りてきている事業なので、都費、市

費を含めて、指導主事が管理しながら進めていかなければいけないものだと思っています

ので、来年度は教育相談所から指導室のほうに移管したいというのが１つ。 

 それから逆に、今、指導主事のほうでやっている特別支援教育にかかわる巡回指導とい

うのがあるのですが、こちらは就学相談と重なる部分があるので、巡回指導については逆

に教育相談所のほうに移管したいというところを来年度の取り扱い、事務事業を交換する

ような形にしていかなければいけないかなと思っています。 

 そういう意味では、先ほど野澤副参事から話がありましたけれども、資料10の右側の主

要事業のところで、本来ならば主管課は１つなのでしょうが、24の特別支援教育の推進に

ついては指導室と教育相談所、それから26の不登校児童・生徒等への支援については指導

室主管ということでいいのかなと思っています。 

 そういった大きな動きの中で、これまでやっていた事業の在り方もちょっと見直さなけ

ればいけないかなと思っています。 
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 以上です。 

○宇津木教育部長  ありがとうございます。 

 今、室長と次長から最初にあったのだけれども、各課長どうですか。全体として、何か

ありますか。どうぞ。 

○堀江教育相談所長  主要事業の都教員との関係等も含めて適正化というか、来年度に

向けて、今、室長がおっしゃったとおり進めていけるといいかなと思っています。 

 その意味でも、施策№７なのですけれども、事業の名前をとてもうまく付けていただい

たと思っています。教育相談の充実というだけでなく、特別支援教育を含めるという意味

で、個に応じた支援及び指導の充実というところが、適切なネーミングを付けていただい

たと感謝しております。 

 以上です。 

○宇津木教育部長  ありがとうございました。 

 ほかは。――では、事務局、今後の全体の進め方と今日の意見を踏まえた今後の展開を

説明してください。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  今日、御説明したところで、おおむね

青少年の育成について、今後の動向を注視したいと思いますけれども、それ以外の分野で、

今日のこの時間の段階では特段大きな変更案というのはなかったのかなと思いますが、ま

た職場に戻ったりする中で、それぞれ御検討もあるでしょうから、また私どものほうで期

限を付けさせていただく中で、今日の議論プラスアルファの御意見をいただきたいと思っ

ています。 

 そういった意味では、次回は最終的な案という形で確認していきたいと思います。次長

からもお話がありましたとおり、始めたところからこの間で、施策ですとか事業の体系を

かなり変えながらここまで来ているところがありますので、今お示ししている施策とか、

特に事業の中身みたいなところについては、私どものほうでもどういったものが中身にな

っていって、それぞれの施策と施策展開の視点と、それが基本方針とか教育目標に連動し

てきちんと体系付けができるのかというところを次回は最終案の中でお示ししていきたい

と思っています。 

 今後、その案を固めた暁には、学校教育関係とか社会教育関係の方々、団体等に意見を

いただいていくような機会を設けたいと思っています。そういった作業を進めて、最終案

作りをしていきながら、パブリックコメントというような手続きも必要になってきますし、
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教育委員会にも説明が必要になってきますので、そういった流れの中で、皆さんにも御協

力いただきたいと思っています。 

 次回、10月９日木曜日の10時から開催したいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 事務局からは以上でございます。 

○宇津木教育部長  では、今、事務局の説明があったように、期限を切って各課に呼び

掛けますので、次回は最終案という形の中で、これまでの改定の内容がまとまったような

形で分かりやすい資料が出てくると思います。それに向けて、今日の議論の意見を各課、

もう一回持ち帰っていただいて確認していただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 最終の内容に向けて、この１、２週間で仕上げという形になると思います。懸案事項も

ありますが、それはまた別途、抜き出して取り組みますので、皆さんの協力をお願いした

いと思います。今日はどうもありがとうございました。 

 


