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         第７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10月23日（木）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  
 
          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 長 補 佐  風 間 雄二郎  
 
          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  
 
          西 部 公 民 館 長  御 前 智 則  
 
          北 部 公 民 館 長             新 井 英 人  
 
          図 書 館 長             小 池 信 彦  
 
          郷 土 博 物 館 長  高 野 千 尋  
 
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、第７回目教育プランの改定

作業チーム会議を始めたいと思います。 

それでは、会長の宇津木部長に進行をお願いいたします。 

○宇津木教育部長  前回、６回までは大体月１ペースで開催をしてきた教育プランの改

定作業チーム、いよいよ今回、７回目です。前回、10月９日の結果を受けて事務局のほう

で素案のたたき台を作成しました。いよいよ素案の形の中で明日以降、前回のスケジュー

ルでもお話ししていますけれども、教育委員にこの素案の内容を説明していきます。教育

委員の意見を受けて、最終的に素案の形にまとめないといけないなと思っています。その

上で来週には、予定では校長会、ＰＴＡ連合会、社会教育委員、それから、市長部局の政

策企画課にも出していくような形の素案にしていかないといけないと思っています。政策

企画課のほうも、基本計画のタウンミーティングが来週の31日。金曜日、土曜日、それか

ら週明けて実施をされます。特に30日と１日は教育会館で実施をするという。ここでタウ

ンミーティングを行いますので、そういったものも含めて参考に聞いていきたいと思いつ

つ、今日はそれに向けた教育プランの素案の最終の会議という形の位置付けになりますの

で、今日この後、事務局から素案の説明を受けますが、まだまだ決まっていないところも

含めて確認をしっかりしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今後のスケジュールについては、そういう形の取組になりますので積極的な意見ととも

に、今日、明日ぐらいで各課のある程度チェックを通さないといけないという状況のこと

は、認識をしていただきたいと思います。来週早々には素案として出していかなければい

けないという状況だと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 では、早速、事務局から説明をお願いいたします。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  それでは、お手元の資料15、教育プラ

ン改定素案を開いていただきたいと思います。 

 初めに、目次があります。第１章では、今回の教育プランの改定に当たっての基本的な

考え方を１節から５節まで述べていまして、２章では、この改定プランの計画の性格です

とか、期間を述べています。３章では、プランの大本となっております調布市教育委員会

の教育目標・基本方針を確認しています。４章では、プランを進めていく上での７つの重

点取組という形で、前回までは７つの重点課題というような言い方をして、この間、各課

のほうにも重点課題の主な取組をシートで出していただいておりましたけれども、ちょっ

と課題と言ってしまうと課題だけが浮き彫りになって、その対策をどうするかというとこ
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ろも出てきますので、課題を受けて、それを取り組んでいくのだということで７つの重点

取組という形に変更しています。全体的な施策体系とは別に、章立てをして説明をしてい

くというものです。５章のほうでは、施策の展開というところで全体の調布市教育プラン

の施策、事業の体系とともに、個別の施策について説明をしています。６章がプランの進

行管理というようなところで、この素案全体を取りまとめていくというところであります。 

 それでは、ちょっと第１章のほうから順次、御説明をさせていただきたいと思います。 

 初めに、２ページをお開きください。調布市教育プランの改定に当たってというところ

であります。 

 第１節に調布市教育プランとはという形で、平成18年12月の教育基本法の改正以降、調

布市の10年後の目指すべき教育の姿を示し、その10年後の目指す姿を見据えながら５年間、

施策、事業を進めていくこと、そして、平成22年３月に調布市教育プランを策定したとい

うところから始まって、時点修正を一度、調布市の基本構想・基本計画の策定に併せて平

成25年の３月に修正しているということを、初めにここで記載をしております。 

 そして、今回の改定の目的について第２節のほうに記載をしまして、今回の改定の内容、

一番後段のところですけれども、調布市教育プランの基本目標や基本方針を継承しつつ、

こうした社会の変化及び国や都の動向、市特有の状況などを反映させ、直面する多様な課

題に対応することで、時代に即した計画とすることを目的としているという改定の目的を、

ここで述べています。ちょっとその下に改定の概要図というのを、今後そこに入れていく

という予定にしております。 

 それから右側の３ページでありますけれども、３節、改定の経過という形で下に今回の

改定の作業ですとか、流れというのを簡単な形で図示化したものを掲載して、基本的には

この改定作業チームの中で改定を行いながら教育委員会定例会、いわゆる合議体の教育委

員会に報告、協議をして、最終的にはその他学校関係者、社会教育関係者等に意見を伺っ

て、パブリックコメントで市民の意見を聞き、最終案として取りまとめていくという流れ

をそこに記載しています。 

 続いて４ページをお願いします。４ページでは、今回の改定の方針ということで、改定

に当たっての考慮すべきことを記載しておりまして、基本的には一番上段の文章にありま

すとおり、改定に当たっては現行の教育目標と基本方針を継承するものとしながら、その

下に示した４つの項目について考慮して今回の改定をしていくということで、１点目は社

会経済情勢の変化、それから市特有の課題への対応ということを重視すると述べています。 
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 それから、２点目は国や都の動向です。これは国や都の教育振興基本計画も、この間、

改正になっているので、その内容も参酌していくとしています。 

 それから、３点目は市の基本計画、今時点修正の作業を並行して行っておりますけれど

も、そことの整合を図って記載をしています。 

 それから４番目は、見やすく・分かりやすい構成へ再編と記載しています。ここが一番、

内容的に今回の教育プランで踏まえている点といいますか、これまでの点検・評価におい

ても、なかなか施策や事業が多岐にわたっていて分かりにくいというような御意見もあり

ましたので、施策の体系、それから構成を見直すというところで、市民への説明責任を向

上させていくというところを重視したというところであります。 

 次に５ページ、第５節、改定の概要であります。そこに記載しておりますように、改定

の方針で示した４つの事項を踏まえて下記の点を改定しました。 

 １つ目は７つの重点取組の設定ということで、調布市の教育を取り巻く社会状況の変化

及び国や都の動向、市特有の状況など直面する多様な要因を考慮し、調布市教育委員会が

４年間に重点的に取り組んでいく取組を②に掲げた施策体系とは別に取り出しをして、そ

こを総合的に見ていきますということを設定するということです。 

 それから、２つ目は施策体系の見直しと主要事業の厳選ということで、今回、現行の教

育プランが教育目標を達成するための理念的な基本方針の下に多様な施策を位置付けてい

たというところであったのですけれども、そこを今回の改定版では施策、事業の体系を分

かりやすくするという形で一回、分野別に施策展開の視点というフィルターを設けて体系

を整理しておこうということで、もう皆さん御承知のとおり学校教育と学校環境と、それ

から学校、家庭、地域の連携。それから生涯学習・社会教育という形で４つの施策展開の

視点を設けて施策体系を整理し、そこに個別施策と主要事業を位置付けて、全体としては

現行のプランが24施策、主要事業が138あったものを、新たな教育プランでは12施策44事業

という形で再編を図ったというところであります。 

 次のページを御覧いただいて、今ちょっと御説明した内容を図で示すと、上のほうが現

行の教育プランで、これでいきますと今基本方針が５つあって、ここに24の施策があって、

その下に138の事業がそれぞれぶら下がっていると。これで見てしまうととてもシンプルで

分かりやすい内容に見えるのですが、本当はもっと重層的になっているというところを、

もう少しここは改善をして見せていきたいと思うのですが、それを下のように施策展開の

視点という形で施策を４分野に分けて、施策の体系を整理し、施策を分野別に分けること
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で分かりやすくしたというところで、今までのものとは違うのだというところをもう少し

見せていきたいなと思っています。 

 以上が第１章というところで、雑駁な説明で申し訳ないのですけれども、取りまとめた

ところです。――会長、どうしましょう。とりあえず１章ごとに皆さんから御意見いただ

いたほうがよろしいのかなと思いますけれども、では進行、お願いします。 

○宇津木教育部長  では、章ごとにまずは意見をいただきながら、あとは全体でという

形で進めていきたいと思います。 

 では、最初に今説明のあった第１章、教育プランの改定です。今回の策定に当たっての

経緯、概要等について御意見があれば承りたいと思います。ある意味この辺はシンプルに

内容を説明し、ただ、改定とは言いつつ大きく変わっているというところの中で、形や見

え方が大きく変わっているけれども、中身はどういったところで変わっているのかという

ところをうまく見せていかないと、何か大幅な改定をしてしまったようなイメージを与え

たり、あるいは中身は余り変わってないというような印象を与えてしまうというのもある

ので、その辺がちょっと難しいなというところはあります。 

 そんな中で大きなポイントは、やはり７つの重点取組を出したというところが一番大き

いのかなと思います。施策の見直しと主要事業の厳選というのは、ある意味でまたシャッ

フルをしたというようなところもあるので、この後、施策の説明はありますけれども、中

身自体は大きく変わってないというところは当然あるのかなと思います。教育事業、それ

ほど大きく教育行政を変えられるという話ではない中で、ちょっと見せ方が大分変わって

いる。そこはシンプルに、かつ分かりやすくということを強調していく必要があるのかな

と思います。そこは１点、これまでの点検・評価で、やはり重複している事業があるとか、

施策が分かりにくいというような指摘を受けていたところを理由にしていければなと思っ

ています。 

 ページごと、どうですかね。２ページ、３ページ、４ページ、５ページ、６ページです

けれども、まだちょっと図が入ったり、少し構成図も補足説明を入れていくという話にな

りますが、大きくはこういったイメージで説明をしていけるのかなと思います。 

○小柳社会教育課長  ここの文言でちょっと、２ページの改定の目的の上から４行目の

「格差の再生産」とか、これはどういう意味ですか。「格差の再生産・固定化」って何か。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  これは国の教育振興基本計画に記載が

あって、要は経済格差が近年拡大しつつある中で、それに伴って教育格差といいますか、
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それが生じてきているというものです。 

○小柳社会教育課長  貧困家庭とか、そういう話ですか？ 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  そうです。貧困の連鎖ではないですけ

れども、教育格差がいったん生まれてしまうと次世代にわたってずっと格差が固定化して、

そこから立ち直らないというものです。 

○宇津木教育部長  背景で、やはり国がこの言葉を使っているのです。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  子どもの貧困というところの背景にな

っていると国の計画のほうで言っているところなのです。それで格差の再生産・固定化と

言っているのです。 

○宇津木教育部長  個人的には自分もちょっと違和感があるのですが、事務局がそうい

う話をしたので、国のほうは我が国を取り巻く危機的状況という形の中で、そういう視点

で格差の再生産・固定化と言って、経済格差が進行すると教育格差が生まれて、教育格差

は再生産・固定化されていると。世代から世代、それによって一人一人の意欲が減退し、

社会の不安定化をもたらしているというようなことを述べているのです。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  だから今、教育が必要なのだと。学校

教育だけではなくて、新しいそういう時代を見据えた社会教育、生涯学習事業の新しい展

開をちゃんとしていきますよと述べているのです。 

○宇津木教育部長  この言葉をもし使うのだったら国の第２期教育振興基本計画とか、

第３次東京都教育ビジョンを、ちょっと注釈で欄外に入れたほうがいいかもしれないです

ね。それがこういうことを書いているのですよというのがちょっとあると、いいかもしれ

ないですね。 

第２次教育振興基本計画って何とか、第３次東京都教育ビジョンって何というのを、ち

ょっと注釈で欄外に入れておくと意味が出てくるかなと思います。そこで、どのような視

点で物を言っているのかというのを入れることによって。 

○小池図書館長  やはり部長がさっき読み上げたところをそのまま持ってきてしまえば、

小柳さんが言う疑問というのは少し薄れると思います。もちろん参酌したというのだから

どこかに資料として付けるべきだと思うけど、変につまみ食いみたいにしてしまうと意味

が通りにくくなってしまうのではないでしょうか。今の再生産の話って教育との関係が入

ってくれば、もう流れが分かるのではないかなと思うのです。そのまま取ってしまえばい

いのではないですかね。 
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○宇津木教育部長  どういう視点で入れてきたかというのが分かるようにしてあげない

と、ちょっと背景としては不足してしまうかなと思います。言葉でこうやって書いていく

と分からないので、図で幾つかの、そういう背景の状況があるのですよというのを何か図

のイメージで出して、引用しているのだなというのが分かるようにできるといいなと思い

ます。 

 教育で何か受けていく話と、またちょっと違うだろうなというのもあるので、まさに第

２次教育振興基本計画は少子高齢化とか、グローバル化とか、雇用環境の変容とか、地域

社会、家族の変容、格差の再生産・固定化、地球規模の課題への対応というのを大きな背

景に挙げているのです。教育振興基本計画の４つの基本的方向性とか出ているので、そう

いったところも受けているのだというのが分かればいいなと思います。見せ方かなと思い

ますので。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  はい。 

○小柳社会教育課長  例えばそういうものを、時にこういうものを書くときに国の流れ

とか、都の流れというのを頭出しをして、それで今後の市というのを持ってくるようなの

もあるではないですか。 

○宇津木教育部長  改定の方針のところで国や都の動向と出ているので，ちょっとその

辺を注釈で少し入れられると、そこの内容を踏まえているというような話にはなるのかな

と思います。全部は説明できないので。 

○小柳社会教育課長  まあ、そうですね。 

○宇津木教育部長  やはり国と都と市では違う。それは市の実情という話が今度出てく

るので。 

○小柳社会教育課長  分かりました。 

○宇津木教育部長  よろしいですか。 

この辺の文章については、ちょっと言葉が分かりにくいところがもしあれば、今このペ

ージの単位で言っていただければなと思います。 

 では、まずは先へ進めさせていただきたいなと思います。また全体の中で質問があれば

受けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○小柳社会教育課長  １点、今日的な課題と言うではないですか。前に、かつての基本

計画のときは今日的な課題って結構出ていましたけど、最近、それを言わないと、一回、

前、何かのときに言われたのですけど、それをまた言うのですか。今、今日的な課題って
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言わない。政策企画課に言われた気がする。 

○宇津木教育部長  言わないの？ 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  では、何て言うの。 

○宇津木教育部長  どういう視点なのだろう。 

○小柳社会教育課長  最近、言っていればいいのですけど。 

○宇津木教育部長  一般的には言っているのでは。使っている。今日的課題とか、社会

的課題と言っているのだけど、それは具体的に何というのはちゃんと説明しないといけな

いとは思います。 

○小池図書館長  確かに今お話があったように今日的課題とか、現代的とか何かぽんと

出してしまうと、具体的に何なのというのはぼやかされてしまうので、あるのであれば具

体的に今日的課題の中身を書いてほしいですね。 

○宇津木教育部長  そうですね。 

○塩足教育部次長  ここのところずっと今日的とか、現下のなんていうのをずっと使っ

ている感じがするね。 

○小柳社会教育課長  使っていますね。 

○宇津木教育部長  特に自分はそんな違和感は、ただ、それは何なのかというのは確か

に当然聞かれる。 

○小池図書館長  一応このプランで言えば、今日的課題というのをどこに書いているの

と言われたら、今日の資料で言えば10ページ以降に載せてあります。設定した背景みたい

なところがありますので、このプランにおいて今日的課題というのはここに入っています

よという話だと思うのです。 

○宇津木教育部長  ちょっと統一感は取っていかないといけないかもしれない。いろい

ろな使い方をしてしまうと、現下とか、今日とか、社会とかいっぱい言われてしまうと、

整合性が取れなくなってきますね。 

 では、第２章のほうに、また事務局からの説明に移らせていただきます。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  第２章、教育プラン改定版の位置付け、

期間のところで、８ページ、記載のとおりでありまして、計画の性格・役割については、

この計画は教育基本法第17条第２項に基づく、地方公共団体における教育の振興のための

施策に関する基本的な計画だと述べています。これは国の計画を参酌して定めていますけ

れども、そういった位置付けであるということと、ちょっとここで前のプランにもあった
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のですけど、市の計画と教育基本法とか上位法とのかかわり、位置付けですとか、そうい

った図をこの中に設けて、計画の性格、位置付けのもう少し分かりやすい内容を入れてい

きたいと思っています。 

 その下には計画の期間ということで、もう少し詳しく最初に出している資料のような形

で少しきちんと表記をしていきたいと思います。今のプランが平成22年度から10年間を見

据えているので、ちょっと年度が違うのですけど、それを調布市の基本構想・基本計画の

計画期間に今回は合わせて、平成27年度から34年度までの８年間ですか。全体の目標期間

といいますか。８年後、そこまでを見据えながら今回は施策とか事業、取り組むべきもの

としては４年間のものとして表していくという形で、下にある市の基本計画と合わせた計

画としていくというように改めるという内容であります。 

 ２章については以上です。 

○宇津木教育部長  ちょっと２章のほうも、この計画期間のほうの図は改めていって、

そこをちゃんと直していく中で、今回の改定のプランがどういう形の位置付けになるかを、

ちゃんと見据えていくという内容のページになります。 

○塩足教育部次長  １章と２章を分けているねらいは何なのですか。１章と２章、重複

感が少しあると思うのですが。 

○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。 

○塩足教育部次長  １章の１節の教育プランとはというところと…… 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  性格というのは一緒ですね。 

○塩足教育部次長  わざわざ分け書きするのかどうか。ちょっと項目数が多くて頭が重

くなるのは嫌な感じもあるのだけど、１と２、どっちかにまとめられるのではないかな。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  １のほうは１章の１を包含できるので、

期間のほうだけ１章の中に盛り込んでしまってという。 

○塩足教育部次長  それでもいいのかなという感じもしなくはない。性格・役割、プラ

ンとはという言葉で何か。 

○小柳社会教育課長  そうですね。せっかく１章の２節、３節は改定の目的とか経過と

言ってくれているから、その流れで改定の位置付けというのがあってもいいかもしれない

ですね。 

○塩足教育部次長  そう。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  期間を改定の概要の中に入れられると
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思うので、ちょっとここは整理していく方向にしたいと思います。 

○宇津木教育部長  ほかにどうですか。――では、ここも特になければ、続いて第３章

のほうの説明をお願いします。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  第３章のところですけれども、これも

教育プランとの関係を少し書いたほうがいいかなと思い記述しています。 

３章にありますのは、もう皆さんもおなじみだと思うのですけど、いわゆる教育目標と

基本方針で、この教育目標や基本方針を実現するプランとしていく上で、ここでは改めて

確認していくという内容であります。 

○宇津木教育部長  これはもう既存の内容ですから、そのまま教育目標と基本方針。背

景、施策の方向性。基本方針でも施策の方向性が定義されているので、それをそのままこ

こに移して載せているというものです。教育目標・基本方針を実現する教育プランという

意味で、ここにちょっと同じものを載せているという形ですので、内容についてどうこう

ともう言えないのですけど、これが毎年度変わるので、今は昨年作ったもの、26年度バー

ジョンになっていますけど、この12月にはまた新たになるので、最終版ではまたちょっと

変わってしまうかなという内容です。でも大きく変わらないので、背景とかを毎年確認を

していきましょうというのが教育目標・基本方針の内容確認になっていますけれども、こ

の辺が今後の総合教育会議の関係で首長が入って一緒に話すとなると、ちょっと内容が変

わってくる可能性はあるかと思っています。 

○塩足教育部次長  そこで１点、計画論的にちょっとややこしい話になるなというのは、

上位の目標とかを毎年いじっていて、下位の施策、計画が動かないという。 

○宇津木教育部長  動かないというわけではないですよね。毎年、見直しはできるとい

う。 

○塩足教育部次長  目標を実現するための計画を作ると言っていて、その目標が動くの

に、それに対応しない。 

○宇津木教育部長  目標を大きく動かされてしまったら、もう本当に何にもならない。

毎年の基本方針とかの背景は、それは教育プランにも反映させていかなければいけない話

なので、進行管理の中では当然見直しを随時していくという形にはなる。 

○塩足教育部次長  上位概念が改定されているのに下位が改定されないで、進行管理、

運用だけでやるというのは……。 

○宇津木教育部長  今回、そこを切り離したのですよね。一応。 
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○塩足教育部次長  その辺のところをはっきりしておかないといけないと思います。 

○宇津木教育部長  そこは前の、今回の改定の位置付けのところで、今までは基本方針

にぶら下げて施策があったけど、いったん切り離して、教育目標は教育目標、教育プラン

は教育プランという形にはなっているので、そこの説明をしっかりまたしないといけない。

それはさっきの６ページの話になるので、６ページのところの話をどう受けてこれから取

り組んでいくか。ただ、教育目標は大きく変わるものではないと説明してきていますから。 

○塩足教育部次長  併せてちょっと自分はその説明の言葉を余り持ち得ていないのだけ

ど、パブコメだとかの対象なのですが。基本構想がある、基本計画があるというときに、

教育プランはパブコメの対象だけど、教育目標改定はパブコメの対象でない。だけどやっ

ているというところの説明も、うまい言葉を私は持ち得ないのだけど、この辺がちょっと

構造的にややこしいなと思っているのだけど、何かありますか？ 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  特にないです。教育目標って見直して

はいけないのではないかと思うのです。 

○塩足教育部次長  そうなるよね。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  だから見直していないのですけど、確

認だけしていると。確認作業をしているだけでもう10年以上、多分全然変わっていないの

です。その中の知徳体が徳知体になったとかくらいですね。 

○塩足教育部次長  10ページに載っている目標の部分は変わっていない？ 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  変わっていない。 

○塩足教育部次長  11ページの基本方針がちょこちょこ表現が変わって。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  いや、変わっていないです。 

○塩足教育部次長  四角囲いのところを変えていない？ 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  その下の中身のところは変わってます。 

○阿部教育総務課長  教育委員会で確認をしていただくのが、毎年毎年、方針の背景の

ところは、そのとき、そのときに違うのではないかというところで、これまで背景のとこ

ろを確認していただいていました。 

○塩足教育部次長  目標と基本方針は変わらない。それの説明書きである背景が変わる。

それは何でか。目標を変えているわけではないと。 

○阿部教育総務課長  目標は変えていない。目標と方針は変わっていない。 

○塩足教育部次長  説明書き、注意書きを変えている。 
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○阿部教育総務課長  背景を見直しというか。そのとき、そのときに、見直しという。 

○宇津木教育部長  それによっては、考え方としては基本方針が変わってもおかしくは

ないのでは。 

○阿部教育総務課長  方針が変わってもおかしくはないです。 

ただ、実態としてはこの方針は変えないという中で、方針に合った背景の部分をある程

度各課で、今どういう状況なのですかというのを挙げてもらってやったので、実際に方針

は変わらない。 

○塩足教育部次長  でも今まで外形的には、決定という言い方で毎年改定していた。 

○阿部教育総務課長  だから東京都教育委員会の教育目標なんていうのは、もう平成13

年ぐらいから一切変わっていない。ずっと同じです。 

○宇津木教育部長  実際は確認しているけど、変えられないというのは、正直なところ

あるかもしれない。ただ、ちょっとそこが難しいところなのですね。 

○阿部教育総務課長  次長が言われたように大本の目標が変わってしまうと、多分それ

にぶら下がってくると目標を達成するために施策があるので、そこは変えざるを得ないと

思います。 

○宇津木教育部長  学校教育も、これが基本だからね。そういう意味では、本来なかな

か変えられないというのが正直なところ。そこは総合教育会議のスタートのところで、こ

こが議論になる可能性はある。今とりあえず現状は教育目標・基本方針を毎年確認はして

いるけど、定まった教育目標・基本方針を実現するためのプランとして今回教育プランの

改定もしているという形の中で、今までは基本方針にダイレクトに施策をぶら下げて体系

化していたけれども、そうではなくて理念は理念として教育目標と基本方針を位置付けて、

それを実現するために改めて施策を再編していますという形の説明に今回なりますので、

教育プランがダイレクトにつながっているというところは今後はないので、今回の改定で

そこをどこまで説明するかというのはありますけどね。 

○塩足教育部次長  何かスマートに説明しないといけないと思います。 

○宇津木教育部長  そうなのですね。 

○塩足教育部次長  構造というか、実態というか。 

○宇津木教育部長  ただ、ちょっと理念として独立させたというところは正直、今回は

あるなと。 

○塩足教育部次長  直結しなくなった。 
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○宇津木教育部長  直結は、やはり非常に施策も重複感があったし、ダブり感もあるし、

正直この５つの基本方針が施策分類とはちょっと難しい分け方だったなと。 

○阿部教育総務課長  決定ではないですよね。毎回、教育委員会で。 

○塩足教育部次長  確認くらいの。 

○阿部教育総務課長  確認して、このままでいいかどうかということを。 

○塩足教育部次長  背景修正とか。 

○宇津木教育部長  今まで決定と言っているから。 

○塩足教育部次長  そうそう。 

○宇津木教育部長  今回、総合教育会議のところでちょっとその趣旨を変えてしまうの

か。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  かなり昔に遡って調べたのですけど、

かなり昔から毎年やっているのです。でもその後に、平成22年に教育プランを作りなさい

よということになって、教育プランの見直しは、例えば４年に１回、５年に１回という型

ができてしまって、でも同じように教育目標もずっと毎年毎年、決定といってやってきて

しまっているから、そこでちょっと不整合が生じてしまっているということなので、この

機会にもう毎年やらないとか、確認だったら確認の、ちょっと整理してしまったほうがい

いのではないかな。 

○宇津木教育部長  確認というのも何か微妙な意味合いなので、何で確認するのだと。 

○塩足教育部次長  何か一度議決を経たような基本構想は、もうだれも発意しない限り

はずっとそのままだという。そういうのでいいかなと。 

○小柳社会教育課長  そうですね。これは変えないでほしいですね。これを変えてしま

うと、それこそ全部変えなければならなくなってしまいますね。 

○塩足教育部次長  改定理由に即して全部変えていかなければいけない。 

○小柳社会教育課長  ですよね。だから、これはちょっと。 

○宇津木教育部長  変えないとなると、すごい古い教育目標というイメージになるのだ

よね。 

○小柳社会教育課長  それでも何かいいのではないかなと。 

○宇津木教育部長  それは他の自治体だとよくある。うちって少し特殊だよね。本当に

毎年度バージョン。 

○塩足教育部次長  余り細かく書き過ぎてしまうと、そういう必要が出てきてしまう。 
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○宇津木教育部長  そうなのです。少し細か過ぎる。普通、教育目標にあたる部分は、

１ページを使ってこんなにたくさん書いていない。ただ、そこを急に変えるというのもな

かなか正直厳しい話もあるなと思っています。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  総合教育会議で定めた大綱というので

すか。そこと併せてどうするか。 

○宇津木教育部長  というところで見直さざるを得ないかなと思います。 

○塩足教育部次長  逆に言うと、今度大綱になってしまうと市長が代わるたびに変わる

危機があるのですよね。 

○宇津木教育部長  ただ、教育委員会の目標は教育委員会の目標なので、そこは同じも

のを使うか、別のものを作るかという話だと思います。 

とりあえず教育委員会の教育目標と基本方針は毎年確認をしていますよというのを、こ

れを今さらすぐに何かここでという話にはちょっとなりにくいなと思います。総合教育会

議の教育の施策の大綱については、今までどおりでいいよとなれば、今までどおり毎年の

教育目標を、教育委員会で決めてきた内容を総合教育会議でまた議論をするという話でい

いのかなと思っています。 

やはりすべては６ページのところの、教育目標ってどういうもので、施策は何でという、

あの辺の説明が絡んでくる。学校の経営方針というのは何を基に記載されているのですか、

決めているのですかというのを、教育委員会としてはちゃんと位置付けておかないといけ

ないと思います。――よろしいですか。まずはここの教育目標・基本方針は、とりあえず

今の最新のものが載っているという話で、ここは最終版でどういう形で載せていくかとい

うのはちょっと変わっていくのでしようがないと思っています。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  では、第４章のほうに移りたいと思い

ます。15ページ、左側の３つの視点のところ、これは左側に書いてある３つの視点の言葉

がそのまま入っています。 

 ７つの重点取組、前回までは重点課題というように言っていましたけれども、課題を３

つの視点で、重視する課題をとらえて、その課題に対して７つの重点的な取組を右側に示

して、重点的に組織横断的・総合的にといいますか、あるいは今日的・社会的な課題に対

して取り組んでいきますということを示しているわけです。 

 初めに左側の14ページの視点１について、教育委員会の改革に関する課題ということで、

これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部の改正があるということを踏まえ
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て、法改正に伴う例規の改正とか、教育委員会の体制整備への対応。それと、その際に併

せて今後の教育委員会の在り方も再度見直すことを行いながら、教育委員会として市民の

期待にこたえる取組を進めていくという内容であります。 

 視点の２ですけれども、安全・安心に関する課題ということで自然災害、それから犯罪、

あるいはシックハウスとか食物アレルギー等々の調布市の教育現場で起きた重大事案、そ

れから潜在化して発生するいじめ・体罰・不登校、それから学校施設の老朽化など、子ど

もたちが安全・安心に学校生活を送る上で支障を来すような状況を、やはり回避していく

ことが重要ですということを述べています。 

 それから視点の３ですが、これは施策、事業分野が複数横断的に及ぶ課題、あるいはそ

の他今日的・社会的な課題ということで、例としては特別支援教育の充実など、ソフト 

面・ハード面が一体となった取組。あるいは事業を担当する課が多岐にわたるなどの施策

や、事業分野が複数横断的に及ぶ課題、その他子どもの貧困、施設の老朽化など、今日 

的・社会的に教育を取り巻く大きな課題となっている重要な案件については、スピード感

のある総合的な取組が求められているというところで、この課題認識の３つの視点を持っ

て７つの重点取組を、右側の重点取組の構成というところで記載しているということです。 

 ３つの視点のうち１つ目の教育委員会の改革に関する課題から、その視点を持って課題

に対応する取組としては、一番上の１番の教育委員会の改革・改善ということ。その取組

が目指していくものとしては、今日的な教育課題に迅速に対応する教育委員会改革ですと

いうところを示しています。 

 ２番の安心・安全と、分野が多岐にわたるものとか、今日的な課題。視点２と３の課題

に対しては２番から７番の重点取組を掲げて、それぞれ左側の到達目標を目指して、総合

的に取り組んでいきますというのを示しているところであります。 

 ２番の特別支援教育の充実につきましては、特別支援教育全体計画を踏まえつつ、特別

な支援を必要とする児童・生徒の増加傾向をとらえ、障害のある者とない者が可能な限り

同じ場でともに学び合う教育、インクルーシブ教育の実現を目指しますということを示し

ています。 

 それから３番のいじめ・不登校・子どもの貧困対策につきましては、教育委員会、学校、

家庭、地域、社会教育施設などの機関が連携して、いじめ・不登校などの課題について実

態把握や迅速な対応、体制強化に継続して取り組み、未然防止や問題解決を図ります。ま

た、徳知体の調和の取れた成長を促し、社会を生き抜く力をはぐくむことにより子どもの



 

- 16 - 

貧困対策に継続的に取り組むことで、すべての子どもたちが夢と希望を持って成長してい

ける社会の実現を目指しますということを示しています。 

 ４番の学校危機管理の取組は、防災・防犯・疫病・放射能対策、学校における児童・生

徒の危機管理について、調布市で発生したさまざまな事案を教訓に、学校と教育委員会が

一体となって関係機関と連携した対策・体制を充実させるとともに、家庭や地域の方々に

も協力いただきながら、迅速かつ適切に取り組んでいくということを示しています。 

 ５番は児童・生徒数の増減に係る変化への対応ということで、児童・生徒数の適切な把

握は各学校の学級数、規模、区域、施設整備など、地域コミュニティや財政需要ともかか

わる重要な課題だと。よって、市内の宅地開発の動向や文科省の示す基準などさまざまな

増減要因を慎重に調査しつつ、適切な学級・学校規模を想定した対策や計画的な施設整備

に取り組むということを示しています。 

 それから６番の学校施設老朽化・長寿命化への対応と防災機能の整備は、市の学校施設

は８割が築30年で老朽化しているという現状から、建て替えは財政的な負担が大きく、教

育環境の変化や地域の実情なども踏まえながら、長寿命化の選択肢も視野に入れて計画的

に整備していくと。また東日本大震災以降、避難所の機能の充実が求められているので、

その充実を図っていくとしております。 

 ７番の生涯学習・社会教育の振興については、第２期教育振興基本計画では今後の教育

行政の４つの基本的方向性として、社会を生き抜く力の養成、未来への飛躍を実現する人

材の養成、学びのセーフティネットの構築、絆作りと活力あるコミュニティの形成を掲げ

ていると。このような今日的・社会的な動向を踏まえて、市の生涯学習・社会教育につい

て事業展開や施設整備、体制などの在り方についての見直しを検討するということで、そ

れぞれ右側の到達目標を目指しています。 

２番と３番については、子どもたち一人一人を大切にする教育の推進。例えばインクル

ーシブ教育の実現、個に応じた支援、社会を生き抜く力の育成等。それから４番について

は危機管理体制の構築、リスクマネジメントの取組の充実。５番、６番については安全・

安心な学校づくり、計画的・安定的な施設の維持保全。これによって安定的な教育活動を

推進する。７番目については今日的な社会動向に即した社会教育・生涯学習事業を展開し

ていくという到達目標を目指して、総合的に取り組んでいきますという内容であります。 

 16ページにつきましては進行管理ということで、通常行っている施策、事業の点検・評

価と併せながら、この重点取組についても同じようにということではないですけれども、
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総合的に見ながら取組の改善を図っていくということをやっていきますというのをちょっ

と書いていますが、まだ具体的な方法を議論していないので別に定めますとしています。 

 以上が７つの重点取組の内容であります。 

 以上です。 

○宇津木教育部長  ありがとうございます。 

 では、これまで重点課題という形で７つの課題を抽出してきた内容をちょっと形を変え

ていただいて、素案の中でこういう形で表記をしていきたいなと思っています。３つの視

点、７つの重点取組。そして、それぞれの取組の到達目標というのでしょうか。基本的な

成果とまではいかないけれども、基本目標みたいなイメージを、ここでちょっと指し示す

ことで取組の具体性を出せればなと思います。文字を読むのもちょっと大変でというとこ

ろなのですが、こちらについては、この辺、内容も含めてどうですか。この後、施策が出

てくるのですけれども、その施策との関係で今回の改定のポイントにもなってくる章立て

になってきますので、進行管理のところが、これからどう見せていくかというところが大

事なところになるのです。これが具体的にどういう形で取り組まれるのだというところは

進行管理の第３節のところで、パートで受けていかなければいけないところなのですが、

まずは課題出しみたいなところになっているのですけど。 

○小柳社会教育課長  視点１、２、３とあるのですけど、一番最初の６ページでも視点

１、２、３、４とある。何かこっちが施策のほうの視点になるので、14ページのほうは課

題でもいいのかなと。いろいろな視点があっていいのですけど、さっきは４つ視点があっ

て、今度は３つなのかなと思って。単にそう思ってしまうのですけど、視点１が課題１で

もいいのかと思います。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  そうですね。何か取り組むためには課

題がないと、どういう視点を、重要な課題を取り出したのですかというのを見せておいて。 

○宇津木教育部長  意味は分かります。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  またかということですよね。 

○宇津木教育部長  ３つの課題というのは、大きい課題、重点課題。課題と言われると

何か問題が小さくなってしまう気がして。 

○塩足教育部次長  でも、ここに課題と書いています。 

○宇津木教育部長  ７つの重点課題とか言われてしまうと。課題というと、やはり対策

を考えなければいけなくなってしまうし、課題はそれだけなのかという話が出てきてしま
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うので取組にしてもらったというのがあるから、視点は確かにこの計画の中では重複感が

ないように、ただ、なかなか難しい。そこは言葉だけ書いてあると。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  最初は皆さんからいただいたシートか

ら重点課題と、主な取組というのをばーっと書いていく形にしたのですけど、そうすると

何か取組自体が物すごいミニマムに、ミクロ化していってしまうのです。重点だよと言っ

て大きく取り上げている割には、ほかの事業とかの内容と何かちょっと重複して結構トー

ンダウンしてしまったので、もうちょっと余り細かいことは後にして重点さをより強調し

たという表になっております。 

○塩足教育部次長  小柳課長が言ったのは視点という言葉で４つの視点のと３つの視点

のとあるから、どの視点で言っていいか分からなくなってしまうということですよね。 

○小柳社会教育課長  単にそれだけです。 

○宇津木教育部長  ただ、こだわっても、視点という言葉では同じかもしれないけど、

施策展開の柱の視点と、この重点取組を抽出する視点というだけの話なのだよね。 

○小柳社会教育課長  そうなのですけどね。さっき視点は４つあったなんていうように

どこかに頭にあると、あれ、今度もう一個はどこに行ってしまうかなと、そのように取ら

れてしまう。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  確かにそうかな。 

○宇津木教育部長  何か同じ言葉が出てきてしまうということなのだけど、視点と言っ

ても意味は違う。抽出の視点と施策展開の視点。あっちは柱立てだけ。 

○塩足教育部次長  でも、ここはどうなのですか。視点１と書いてあって、実際には教

育委員会の改革に関する課題と言っている。 

○宇津木教育部長  そうですね。 

○塩足教育部次長  改革に関する視点とは言っていない。 

○宇津木教育部長  言っていないです。 

○塩足教育部次長  その辺りの課題感が、やはり見えてくる必要がありますね。 

○宇津木教育部長  ここも微妙に、要は課題と取組というところで出している。対策と。

でも視点と言ってはいけないといっても、同じような言葉を使っても、結局、同じこと。 

○塩足教育部次長  でもここに、左側に施策展開の視点と書いてあるから、こっちは重

点取組の視点とかで分けられるのか。 

○小柳社会教育課長  内容的なところで15ページの子どもの貧困対策。これ、何でしょ



 

- 19 - 

うか。子どもの貧困対策、具体的には学務課のところ？ 

○野澤教育部副参事兼学務課長  そうではなくて、去年以降に大綱が出たのです。福祉

のほうの生活保護中心とした施策と子どもの貧困ということで、行政経営部のほうでも間

に立って全体の連携会議。先週、関係機関の集まる会議があって出てきたのですけど、大

綱で、背景は分からないですけど一番重要課題というのが出てきたのが、学校をプラット

フォームにした内容を打ち上げたのです。要は学校で吸い上げをして連携機関につなげる。

学校としてスクールサポーターなどが何ができるのかとか、そういうのが大綱で出てきた

ので教育委員会、各市にどういう対応をすると。それがとても大きい議論になって、それ

でもちろん子ども生活部の話、福祉のほうも関係してくる。学校プラットフォームという

のが一番メインに来てしまったものですけど、言ってみれば就学援助はもうみんな知って

いるのです。イメージとしては子どもの貧困イコール就学援助になっているのですけど、

どうもそうではない学校指導体制のほうがクローズアップされてきたものですから。 

だからお話ししようと思ったのですけど、この視点３のところで取り上げてもらったの

は非常にいいと思っていて、重点取組の３のところでも出ているので、ここの表現という

のは出してもらって有り難いなと思うのですけど、逆に個別施策のほうに少しその辺の背

景を書き込んでいかないと、実際は新たな対応をするというよりも今それぞれこうやって

いますとか、要保護児童の連絡協議会で対応していますとか、そういう頭出しになると思

うのですけど、それを出してこないと、多分修正基本計画のほうである程度目玉として出

すのではないかと思います。子どもの貧困対策、そことの整合が教育プラン上も必要にな

ってくるというのがありますので、今視点のところ、重点取組のところで言うのかどうか

迷ったのですけど、個別施策のところには少し表現を盛り込んでおかないといけないと思

っています。そこのところを、例えば７ぐらいですかね。こういう施策の辺りなのかな。

ちょっと入れ込んでいかないと、背景に向けて今このようにやっているのだというような

枠組みがないといけないのかなと思います。去年、大綱が出たのです。学校プラットフォ

ームと言っているけど、それはどういうものなのとか、何やっているのと。 

○宇津木教育部長  基本は社会の、そういう格差の是正というところから出てきて、や

はり要は親の貧困の問題。ただ、それが連鎖していると。親が貧困だと子どもも貧困で、

子どもが貧困だと学力に差が出ると。塾に行けないとか、そうするとその世代が親になる

と、やはり貧困になってしまうと。 

具体的な施策は就学援助みたいな経済的な援助。これは別に子どもに対する援助という
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より親に対する援助なのだけど、親に対する援助が教育の中でもあるし、あとは学力の問

題なのだけど、学力は別に貧困に限らず個に応じた対応として生きる力を付けるという意

味では、学力とか、豊かな心とか、健やかな体というのはもう教育施策の中に入っている

ので、あえて貧困対策ではないだろうなと。児童一人一人をちゃんと見ていくのだという

ところで受けているから、そこは充実させていきますよと。貧困に基づいて差を付けると

か、貧困だからこの子に学力を付けさせようという話ではなくて。そういう意味では子ど

もの貧困対策。でも、教育は気づきの部分をどうやってつないでいくか。やはり学校は子

どもにとって生活の場だから、家庭の問題というのは学校である程度気づくという意味で

は、そこの先生たちの目というのかな。そういう見抜く力を付けていかないといけないと

いうのもあるし、あとは社会的にそれをつないでいく受け皿をちゃんと作っていかなけれ

ばいけないという意味で、ソーシャルワーカーとか、スクールカウンセラーとかが配置さ

れているので、そこはちゃんと適切に対応してつないでいくと。 

 一番の問題は、やはり親の貧困をどうするのかと。我々は子どもたちに生きる力、自立

心をちゃんと養っていくというところをちゃんとしていってあげればというところが、そ

こがなかなか教育の中で説明しにくい。経済の活性化を図って働く場、働いたときに非正

規ではなくて、ある程度給料をもらえるような働く場をちゃんと作っておかないと、幾ら

自立心を養ったって、教育力を付けたって、学校を出て働く場がなかったら意味がない。

そのときに働いても格差があったら、結局、自立もなえてしまうし、そういったところで

ある意味で子どもの貧困と言っているけど、やはり親の貧困対策、社会の貧困対策が大事

で、教育はその中で子どもたちの年齢に応じた学力とか体験とかちゃんと積ませて、キャ

リア教育を積ませて自立させるとか、自分たちの居場所をちゃんと考えさせてあげるとい

うのが教育の大事な部分なのかなと。 

それって本来、社会教育とかでもやっているわけで。子どもたちが学校に居場所を作っ

たり、児童青少年の教育のところで居場所作りをしたり、自分がどこかに頼れるような場

を作ってあげようとか、そういったものが自立心になるわけだから、それを事務局は一応、

次の章立てのところでちょっと受けて考えていければなと思っているのです。なかなか施

策の中は、個別の施策を充実させていく中で子どもの貧困対策、やはり対応していきます

よというのが大事な話になるので、それをまとめて次の章のところでちょっと受けていけ

ればなと思っているのですけど。 

○野澤教育部副参事兼学務課長  ちょっと大綱との比というのですか、それが必要かな
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と。私も含めてなのですが、多分子どもの貧困というと金銭面の関係を皆さん認識される

のです。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  そうですよね。 

○野澤教育部副参事兼学務課長  ところが、今回の大綱が、今部長がおっしゃったよう

に、どっちかというと金銭面のところも含めてなのですけど、学習支援とか、居場所の提

供とか、貧困という言葉なのですけど、そういう子どもの支援を広くとらえた大綱が出た

のです。その中で学校は何するのとか、勉強をどうするのとか、居場所をどうするのとか、

そういうものが具体的に４本ぐらいぶら下がっているのです。それがまずメインで出てし

まっているので、その後に当然就学援助とかどうするのというのはあるのですけど、別立

てで柱ができてしまったものですから、それをどうするのと言われたときに説明できるよ

うに作っておかなければいけない。そういうことなのですね。今やっていることを書いて

いくような話。 

○宇津木教育部長  そうですね。 

○堀江教育相談所長  大綱がないと、これにちょっとどのように反映させていいかとい

うのが分からないですよね。 

○野澤教育部副参事兼学務課長  そうなのですね。 

○宇津木教育部長  これはまさに今日的・社会的課題というところが受けている話なの

ですけど。 

○堀江教育相談所長  引用するにしても、大綱があるというだけではちょっと。 

○宇津木教育部長  もともとやっている話なのですよね。ある意味で。ただ、そこは今、

内閣府のほうも力を入れてやっていこうと。今、国の政治も、やはり子どもの人口が減っ

ていく中で、つまずいていっている子どもが増えているという現実から、そこを何とか見

直そうということで力を入れている話。そのため、子どもに視点を当ててきた。将来を担

う子どもたちに視点を当てたというのが、子どもの貧困対策なのかなと。だけど実際には

今までもやっているし、新しい施策が何か出てきているわけではないし、どこまで予算を

付けてくれるのかという話は、正直裏付けは余りないのではないか。 

 やはり民生費の圧縮というのも大きな話にはなってくるので、結局、連鎖をすると民生

費が膨らんでいってしまうから、働ける人は働けるようにしていくという。だからそこは

教育からやっていかないとというような話も出ている。ここで何とかしたいというのが考

え方としてはある。社会保障を充実させれば依存心を高めてしまうから、その辺は自立心
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をもう一回掲げて、セーフティネットとしては充実させるけど、だれでも彼でも救うとい

う話ではないのだと思う。そこは、やはり生涯学習・社会教育のところでちょっと言って

いきたいなというところが正直あるので、子どもの自立心は教育で付けるけど、卒業して

しまったら自立させるのは生涯学習・社会教育でケアしていかないといけない話なのかな

と。豊かな学習とか、豊かな老後というのとはまた違う意味で自立心とか、自立を促すと

いうのも生涯学習行政の大事な視点なので、そこをどう見える化というのが次の章なのだ

けど、それはまだうまく説明し切れてないかなと。 

○塩足教育部次長  ちょっと４章のところ、15ページのところ、７つの重点取組の表現

の中で、２番と３番の語尾は「目指します」になっている。目標系みたいな感じになって

しまうのだけど、７つの重点取組なので、ほかの１番、４番とかにあるように「取り組み

ます」で収まるような表現の工夫をしたほうが良いと思います。 

○宇津木教育部長  結構このページは重要なページなので。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  では、これはいいですか。 

○塩足教育部次長  はい。 

○宇津木教育部長  では、また次の章の説明をお願いします。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  第５章です。第５章からいよいよ今回

のプランの中身、施策、事業の体系、展開というようなところに入っていくのですけれど

も、第１節を説明して、あとは吉野さんのほうがまとめているので、今書けていない部分

のヒントになるようなところも皆さんからいただけたら、この後の作業でまたそれを反映

できるかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 初めの１節のところで調布市の教育を取り巻く現状と課題を少し書いた上で、施策の展

開というところの記述につなげていきたいというところから、調布市特有のというような

ところで３点ほど記載すべきというところで、ちょっと書いてみました。 

 １つ目につきましては、教育人口といいますか、全国的には少子高齢化が進んでいて、

子どもの数は減っているという状況がある中で、今調布市ではいまだ人口自体が増えてい

るということで、調布市の人口推計ではしばらく人口増加が続いて、平成36年の約23万人

をピークに減少に転じると見込まれているという中で、65歳以上の人口が増えていて、一

方、14歳以下は全国的な減少傾向と異なって微増傾向となっていると。 

こうした中、平成26年９月に教育委員会が推計した教育人口推計結果では、小学校が 

５年間で682人・16学級、それから中学校が129人・２学級増加ということが予想されて
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いると。中長期的に見ると減少見込みなのですけれども、短期的には増加傾向にあるとい

うことが言えるというところです。調布市の教育人口の特殊性をここで少し出していくと

いうことを考えています。 

 それから２番の施設老朽化のところにありますけれども、学校施設については高度経済

成長期の人口増加に間に合わせるように建設された施設８割が築年数30年以上経過、あと

数年で８割が築40年以上ということで老朽化が進行しています。近い将来、建て替えも含

めた施設設備が急がれるということを少しここで見せておきたいなというところで、築年

数の建物のパーセンテージとか、もう経過年数がかなり上向いているところの表をちょっ

とここで持ってきているというところです。 

 ３番、学びのセーフティネットについて記述しています。 

 昨今、学校教育を取り巻く課題として、いじめが背景事情として認められる生徒の自殺

事案や、子どもの生命・身体の安全が損なわれるような事案が全国的に発生しています。 

 また、経済格差の進行により教育格差が生まれ、家庭や子どもの貧困問題として社会問

題化しているほか、教育格差の再生産や固定化などにより一人一人の意欲の減退や社会の

不安定化につながるなど、子どもを取り巻く社会経済環境も危機的な状況が深刻化してい

ます。 

 国の教育振興基本計画では、こうした状況は東日本大震災により一層の顕在化、加速化

しているととらえています。 

 一方、調布市では、平成24年度に発生した食物アレルギーによる児童の死亡事故や、担

任教員による児童への暴言事案が発生したことを教訓に、事故や事件を二度と起こさない

再発防止策の取組を行っているほか、いじめや不登校などの課題に対し未然防止や早期発

見の取組、児童・生徒の心のケアのためのスクールカウンセリングの充実を図っています。 

 また、子どもの貧困問題については、学校が子どもたちの生活の場であることから、こ

れまでも徳知体の調和の取れた成長を促す指導や、職場体験事業を始めとするキャリア教

育、防災教育の日の取組により災害に備える力など、一人一人が社会を生き抜く力をはぐ

くむ取組を継続して行っています。 

 こうした学校教育における取組と併せ、こうした今日的な社会状況を的確にとらえた調

布市の社会教育・生涯学習事業のさらなる展開により、「学びのセーフティネット」を構

築し、安心・安全な学習機会を提供、学習環境の確保を行うことで、一人一人が「自立」

し、支え合い、「協働」を通じて、新たな「価値」を創造する「新たな生涯学習社会」を
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構築していく必要があります。 

ちょっと記載をしてみたところでありますので、もう忌憚のない御意見、御指摘、御指

導をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○宇津木教育部長  この章を作ってもらった意図は、やはり重点取組が７つ、課題を受

けて記載しているのですけど、それはこれから教育環境を整備していく中では７つの取組

が大事だという環境整備的なものを出してもらったのですけれども、それの具体は施策で

受けていたり、あるいは施策にはない形で進行管理の中で、これから記述をしていくとい

うところで、それとは別に施策を考えていく上で、調布の特殊性をしっかり見ておかない

といけないというところです。その中では、調布はまだまだ児童が減らないのだと。学校

統合という話はないのだと。では、学校の数をどうするのだ。増やすのか。いや、増やさ

ない。そういったところの問題が具体的にはあるということを、まずは教育人口推計でそ

ういった状況を述べています。 

 それから当然施設の老朽化も全体の中で、やはりこういう数字の話、どのぐらいの棟数

があって、それがどのぐらいの率で古くなっているのだというのを見せたり、あるいは耐

震化が進んでいるのだけれども、プラスまだまだ環境整備はしなければいけない部分もあ

るのですというところ。そういう施設全体の、これから整備方針を作っていくと言ってい

る内容を、ここで少し説明をしていかなければいけないのかなと思っています。どんな状

況があるから学校施設をどのような形で整備をしていくのだというのは、これから方針を

考えていかなければいけない。そういったものを受けるような１つの課題、テーマがある

のかなと思います。 

 学びのセーフティネットは、まさに先ほど言っていた子どもを取り巻く環境とか、子ど

もの貧困の話については、教育としてどういう考え方で取り組んできているのかというの

をここで考えて、それはどういう施策で受けているのかというのをイメージ化していく。

具体的に子どもの貧困はこの施策で、これをやっていくという話ではなくて、調布市の教

育施策、教育行政全体の中では、こういった取組の中でカバーしていきますというのをこ

こで表したいと思っています。 

 そういったものを受けて生涯学習とか社会教育、これからどのような在り方があるのか

なというのを、ここでもう１つ、ちょっと別の次元でまとめていく必要があるのかなと思

います。いわゆる学校での学びの話と、学校を出た後の学び。先ほどの自立心を養うのは
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学校だけど、社会に出てからも自立はさせていかなければいけないというところの中とか、

まさに生涯学習や社会教育の今日的課題って今までも議論になっていたけど、そこは地域

のコミュニティのことや、防災ですよね。実際に災害が起きたときにどういう形で減災し

ていくのかというのを、防災学習や減災学習というのを、生涯学習や社会教育で力を入れ

ていかなければいけないと思っています。そういう絆や地域のコミュニティの活性化とい

うのが課題で出ていたと思うのですけど、そういったところを生涯学習、これからどうい

う形で振興していくのだというのも、１つ大きな話。生涯学習施策の中では見えてこない

部分を、ここで記載をしておきたいと思います。その背景にあるこれからの生涯学習の方

向性や社会教育の方向性というところを記載しておきたいと思います。 

事務局と話をしていたのは、そういう４つのファンダメンタル的な施策の展開をしてい

く上での視点をここで書いて、それを受けて個別の施策。具体がちょっとない中のものも、

ここで受けたいというようなねらいがあったのですけど、そういった思いは御理解をいた

だきつつ、今の現状について、そういった考え方に対する御意見もいただければなと思い

ます。 

 こういう考え方の中で、以下、次の節に出ている個別の施策に取り組んでいるのですよ

というような、そういった前置きというのでしょうか。そういったイメージの節を作った

のですけど。 

○小柳社会教育課長  さっきの７つの重点取組にも課題が３つあったのですよね。また

ここで教育の現状と課題。また課題なのです。さっき課題を出し、またさらに課題となる

ので、この第５章って、できればその前の２章ぐらいでもう調布を取り巻く課題はこんな

感じであると言っておいて、そして７つの重点取組があって、さらに個別の施策体系とい

ったほうが、ここはそもそも大きな課題があるのだというので、ここで出すのではなくて、

もっと前のほうに出したほうが全体の流れとしていいのかなと思っています。課題が確か

にあるので、せっかくここまで本当に課題があるのだったら、もっともっと教育プランを

立てるときに、やはりこういう課題があるからということで先々、次のページにどんどん

進んでいくというように構成したほうがいいと思ったのが１つあります。 

○宇津木教育部長  この辺を自分なりの課題としてとらえるのか。課題とまではいかな

い現状認識というか、状況というところなのか。その辺が非常に難しいなというところは、

正直あったというのがあります。そこをどうこれから整理していくか。７つの重点課題と

いうのでずっと進んできて、そこで抜けてしまったようなところ、施策とのつなぎを何か
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考えないといけないなという部分で今考えていたので。 

○小柳社会教育課長  課題はもう全部、最初に出してしまったほうがいいのではないで

すか。全部の課題を出してしまっておいて、それを重点課題取組の７つと施策のほうで補

う。それを埋めていくのだというような。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  重点取組の場所をどうしようかなとい

うのもあります。あって、先に施策。ここで５章と４章の順番をどうするかなんて、４章

を後ろに持っていくという、一通り全体を、ふろしきをばーっと広げておいて説明してい

って、後で重点的なものはこういった形で抽出して、これはまた別に取り組んだり、見て

いきますよと見せる方法もあるのかなとも思っています。いう。ただ、目玉だというとこ

ろもあって、４章を先に持ってきたというところもあります。 

○小柳社会教育課長  重点取組はこの順番でいいのではないでしょうかんじゃない。や

はり最初に大きいものがあって。重点取組は先でいいと思うのですよね。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  そうすると小柳課長が言ったみたいに

また課題が出てきてしまったというのもあります。課題ではなくというようにすると現状

と背景みたいな形で書くか。 

○宇津木教育部長  課題という言葉が非常に引っ掛かってしまう。常に。課題というと

何か対策を考えないといけなくなってきてしまうので、だからそういう意味で課題ではあ

るのだけど、ずーっと取り組まなければいけない話。本当にどっちかというと教育って、

そういう環境的な問題なのだよね。正直課題となると、やはり人の数とか、お金のことと

か、そっちのほうが本来出てきてしまう話なのだけど。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  では、そこはちょっと整理させてくだ

さい。 

○小池図書館長  今、小柳さんがおっしゃったような感じで、位置としたら課題という

言葉がどうかはあれとして、要するに今、調布市の教育にかかわる背景みたいなところだ

と思うのです。先ほどの第３章のところで背景があって、基本方針があってという話をし

ているところで、そっちにどっちかといえば近い話かなと思うので、位置としては前のほ

うにあったほうがいいのかなと思います。中身の話は置いておいて構成としては。 

 あと、さっき髙橋さんも言われたように重点取組というのを先に出して、個別の話とい

うように合わせれば、４、５というように合わせたほうがいいかなと。今の基本計画自体

も重点というのを出して、個別の施策をばーっと出していくという感じでやって、その構
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成と同じようにしたのかなと最初は思ったのですけど、やはり先に重いものみたいなもの

を出していいのかなという気がします。あと続けていいですか。 

○宇津木教育部長  事務局は何となく今のでいいですか。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  はい。 

○小池図書館長   大きく３つある中で施設の老朽化対策の話で、前段のところでも話が

あったと思うのですけれども、ここは学校の話をしているけれども、公民館、図書館など

の施設も老朽化しているという話を出さないと何か変かなと思うのです。 

あと、学びのセーフティネットのところですけれども、第２次教育振興のところ。国の

ほうの、ここで使っている学びのセーフティネットというのは、どちらかというと生涯学

習っぽい話としてとらえているような気がして、同じ言葉を使って学校教育というか、学

校における子どもの話を持ってきてしまうと、何かごちゃごちゃになるかなという気がし

ました。 

 どうも見ていると、子どもも確かにそういうセーフティネットという意味で対象にもも

ちろんなるけれども、一回社会に出て、あるいは社会に出られなかった成人をどうしてい

くかという話のほうが、どちらかというと今話題として大きいのかなと思います。これを

見ると若者がどうしていくのかという話が今社会的課題で、仕事に就いたのだけど、やは

り仕事についていけなくて引きこもりとまで言わないけど、そういう状態にある人たちが

実はたくさんいて、20代、30代、40代でそういう人たちがいるという話が社会的には問題

になっているということが、どうも学びを支えるセーフティネットというのでは１つ大き

く出ているのかなと思って、何か同じ言葉を使っていると、ちょっとそっちのほうとごっ

ちゃになる気がするのです。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  小池館長が言っているのは教育の機会

の提供とか、学習の場の提供とか、環境整備のような言葉が国の計画だとかに書いてある

のですよね。そこがちょっと生涯学習っぽいほうに、何か国というのは全部が生涯学習み

たいなところに。 

○宇津木教育部長  国は学習機会の確保とか、安全・安心な教育環境の確保とか、学校

管理下の事故を減らすとか、何かそのようなものをトータルで言っていたという感じ。セ

ーフティネットは大人の世界では社会保障みたいになってしまうので、そういう言葉で表

してしまっていいのかというのは確かにあるので、もう一回、整理するとして、余り生涯

学習でセーフティネットという意識はなかったかなと。みんなセーフティネットって結構
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どこでも使ってしまう。今それがよろしくないだろうと思っているので、そういう意味で

自立とか協働という話が、セーフティネットに関連して出てきていると理解しているのだ

けど、やはりセーフティーだけでは解決しないという話。 

○宇津木教育部長  生涯学習のセーフティネットって、学習機会と言ってもちょっと何

かイメージが違う。そういう受け皿ではないだろうと。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  機会って何だろうと。単に場を提供す

るだけではなくて、みんながきちんとした学習を受けられる。社会保障の１点。 

○宇津木教育部長  でもそれって、もう時代が違うというのを少し出して、学校を出ら

れなかった子たちが来る場として社会教育がどうやって使われていくのかというのは、な

かなか難しいところですね。 

○塩足教育部次長  ぱっとネットで見ると、やはり20年から24年は学びのセーフティネ

ットと言うと、高校、大学にもう一回いつでも入れるみたいなことを文科省は言っていて、

もう一個、最近言っているのは、いじめ対策のときに学びのセーフティネットという言葉

を使っているね。 

○小池図書館長  それはどっちかというと学校教育年代というか、世代ですよね。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  今、次長が言っていたやつを見ました

けど、それは児童・生徒の心のケアとかね。 

○宇津木教育部長  生涯学習とか社会教育が逃げ場になっているとは、ちょっと思えな

い。 

○秋國指導室統括指導主事  そもそもセーフティネットって日本語でどういう意味です

か。 

○塩足教育部次長  よく辞書的に説明が出ているのは、サーカスの空中ブランコみたい

のがあるではないですか。あれの下に敷いている網のことで、社会生活におけるいろいろ

な、失業だとか倒産だとかあったときの社会的な安全網。 

○宇津木教育部長  一般的に、特徴的に言ってしまえばセーフティネットって生活保護

制度みたいなもの。 

○小池図書館長  もともとの意味は今次長が言われたような万が一のときの安全、支え

みたいな。 

○宇津木教育部長  そうなると、セーフティネットの定義も必要になってきてしまうと

いう話になる。 
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○塩足教育部次長  最初に３で学びのセーフティネットってタイトルを見たときは、社

会人になっても大学に行き直すとか、青少年期に余り教育を受けられなかったから後でや

るとか、そういうことかなと。だからいきなりいじめとか、自殺とかがなんて思ってびく

っとしたけど、今はそれにも使っているね。 

○宇津木教育部長  そうですね。 

○塩足教育部次長  何をもって学びのセーフティネットにするかというのは、ちょっと。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  調布市教育委員会がセーフティーネッ

トをとらえたらこんな感じという概念で書いてしまって、とらえ方という概念でそれぞれ

あるとすればですよ。 

○宇津木教育部長  今言っているのは、どちらかというと安全・安心とか危機管理の話。 

○塩足教育部次長  危機管理？ 

○宇津木教育部長  ええ。 

○塩足教育部次長  危機管理で出る？セーフティネットという言い方をすると何か……。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  ここの上に書いてある不安要素を取り

除いて、安心に学校生活を送れるとか。それをやっていくことが、今、必要なのではない

でしょうか。 

○塩足教育部次長  学びのセーフティネットと言っているのと、子どもたちの安全・安

心を支えるセーフティネットというのと随分印象が違うのだけど。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  学ぶためには安全・安心が必要なわけ

です。不安なまま過ごせないではないですか。そういう…… 

○塩足教育部次長  そういう安全。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  だから、確かに次長がさっきおっしゃ

っていたような…… 

○塩足教育部次長  社会保障的な話ではないか。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  社会人になってからもう一回、勉強し

直すときに場があったり、機会が保障されていることとは何かちょっと、ここで打ち出し

ていくことは少し違うのかなと。 

○塩足教育部次長  部長は危機管理的を要素を言いたいと。 

○宇津木教育部長  一要素だと思っている。今、危機管理って広い意味になってしまっ

ているので、安全・安心イコールだし。 
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○塩足教育部次長  その危機管理というのは、どういう範疇の危機管理？ 

○宇津木教育部長  そこが難しい。災害だけではなくなってしまったと。子どもの安 

全・安心を含めている話なので、安心して生活できる場みたいになっているので。 

○塩足教育部次長  そういう部分の話ですよね。 

○宇津木教育部長  いじめも入れば、体罰も入る。みんな危機管理になって、それがさ

っき言ったプラットフォームという言葉につながっている。学校がプラットフォームだと

いうのは、学校でそういう危機意識を持てという話につながってきているから。 

○塩足教育部次長  例えば子どものほうに視点を。 

○宇津木教育部長  そうですね。子どものほうに。大人のほうの視点はちょっと異論が

あるのですけど、生涯学習と社会教育って、もうちょっと高度な話をしないといけないの

かなと。 

○秋國指導室統括指導主事  今の話を聞いていて、何でもかんでも学校という発想が普

段からも学校を思うと無理なのではないのというのが。 

○宇津木教育部長  何でもかんでも学校と言っているつもりはみんなないのですけど、

そこがね。 

○秋國指導室統括指導主事  現実、学校へ行くともういろいろお願いしたいという話が

ある。 

○宇津木教育部長  そこに人もお金も入っていないというのが一番の課題になってくる。

プラットフォームだと言っているけど、その裏付けがないので、つなぐと言ったって、で

はどこにつないでいいのだと。つなぐべき人もいないしというのは、確かに課題なのです

よね。だからどうしても理念になってしまう。 

○塩足教育部次長  でも実際統括が言うみたいにプラットフォームだから、そこで何で

もやれという構造になったのではたまらないですよね。 

○宇津木教育部長  それはできないです。 

○塩足教育部次長  家庭以外、ここで見つけられる場所だというぐらいのことで、あと

はつないでいくのだみたいな感じでプラットフォームを受け止めてもらわないと。 

○小池図書館長  学ぶということについてはプラットフォーム、ベースですよね。学校

教育というのは多分どの国だって一緒だと思うから、そういう意味でのプラットフォーム

なのは間違いないと思うけど、でも「学びの」を取ってしまってプラットフォームだけ言

われてしまったら、さっきから言っているように全部一緒くたにやりますでよいのかみた
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いな。 

○塩足教育部次長  でも本当に人によって貧困の連鎖と言ったときに、子どもをどうに

かと言ったら、学校でやればいいだろうみたいな発想になってしまうと困ってしまう。 

○小池図書館長  何か三度の御飯を食べさせるのが学校かみたいになってしまうと。 

○塩足教育部次長  それはあり得るかもしれないけど。 

○小柳社会教育課長 学校で夕飯も食べるとかね。 

○塩足教育部次長  言葉遣い、記述をしっかりしないと。 

○小池図書館長  それは、でも学校施策ではない。 

○宇津木教育部長  セーフティネットという言葉は少し整理しましょう。横文字系はみ

んなそう。結局、何を言っているのか分からない。横文字で言ってしまうと、そのように

言っていますからという話で済んでしまうだけで、実態はちゃんと整理しないと誤解を招

くのは事実です。 

 場所の提案もあったし、内容はもう少し明確にしていかないといけない。言葉の使い方。

課題認識というのも、どこまで課題という言葉を表現するのかも整理をしていきたいと思

っているので、場所を考えながらもう一回、整理をしていきましょう。 

ちょっと時間の関係もあるのでまた御意見は後で全体でいただくとして、次の節をお願

いします。 

○吉野教育総務課庶務係主事  第２節、施策の体系です。これまで「視点」と表記して

いたところを「分野」と言い換えています。まず分野４つ、大きく出して、その分野の中

身について２行程度で説明しました。基本的には今までの会議で出ていた展開の下に書い

てあったスローガンみたいなところを、文章化したものになっています。 

 23ページなのですが、ここで施策体系の全体像を図で表しました。現行プランの施策が

今回改定した場合に、どこの個別施策に入るかという包含関係を示したのですけれども、

本当にこの記述が必要かというところも整理しなければいけないと思うのですが、ここで

は全体のイメージ図を出す予定となっています。第２節はそのような内容になっています。 

 第３節を簡単に説明いたします。皆さんからシートを出していただいて、どのように施

策の説明とか事業の説明を書いていったら分かりやすいのかというのを、ちょっと四苦八

苦しながらで今いるのですけれども、基本的に皆さんから出していただいた個別施策のね

らいについて書かせていただきました。構成としては、背景、主要事業というように記述

をしています。 
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 背景のところで、最初、現状と課題というようにしていたのですけれども、現状と課題

を書くのはなかなか難しいなというところで背景として、この中で簡単に現状、課題、施

策の方向性のようなところを記述しています。今回、視覚的に見やすいようにというとこ

ろもあって、背景にかかわるグラフ、データ等を載せるようにしております。 

 25ページ、主要事業についてなのですが、こちらも皆さんにいろいろ出していただいた

のですが、コンパクトに２～４行ぐらいで、その主要事業で何をするのかというところを、

私のほうでちょっとシートを参考にしながら書かせてもらいました。 

 最初は各主要事業ごとに何をするか、あと主な取組というようにしていたのですけど、

主な取組がかぶる事業もあったりしてボリューム感も合わなかったりするので、見たとき

に分かりづらいかなというところもあり、主要事業の説明を具体例を挙げながら何をする

のかという記述をして、最後に施策全体に係る主な取組を何点か挙げたというような構成

になっています。そのような構成をピックアップした関係もあって、まだしっかりとした

記述をし切れていません。２～４行ぐらいのコンパクトな説明についても、できるだけ担

当のほうで考えてはいるのですが、こういう説明であれば分かりやすいのではないかとい

うような御意見があればいただけると幸いです。 

○宇津木教育部長  今、個別施策の構成の説明を中心にしてもらいましたけど、背景、

どのような図とかグラフを入れるか。主要事業と主な取組の関係は、今言ったように主要

事業を簡単に説明をしながら施策全体の主な取組で受けていくというような。ここではま

だ細かい進行管理まで進めないので、そういった概略を記載するような形で今個別施策を

まとめるという形、大体個別施策が１施策２ページぐらいで、うまく見開きでまとめられ

ればというような感じで事務局のほうは考えてほしい。12の施策がありますが、ここも背

景のところかなというのがあるのですけど、どのような内容を施策の展開の方向性として、

ここで何か記述しておいたほうがいいかなという御意見があれば、いただければ。 

○小池図書館長  まとめていただいた構成は分かりやすいと思うので、これで進めて大

丈夫かなという気はします。 

 １つ目の第２節のところの、現行プランとの比較のところが、今細かく出してできてい

ると思うので、このぐらいでもいいと思うのだけれども、前回の会議でいただいた対照表

というか、表がありますよね。資料13とか、あれを最後に何か資料として、付けていたほ

うが、いいかなというのが１つです。 

 あともう１つ、点検・評価の話と連動させる話が出たと思うので、これだとちょっと点
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検・評価のイメージが付かないので、さっき話した表というか、対照表は、やはり必要な

のかなと。それでもって点検・評価対象事業みたいのが見えるということだと思うので、

ただ、これだけ見るというのだったら、こういう形のほうが分かりやすいのかなと思いま

す。 

○宇津木教育部長  ほかはどうですか。――29ページの安全・安心な学校づくりの施策。

この辺って主要事業は食物アレルギー。30ページに記載してあるのですけど、安全教育と

か防災教育とかあるのですけど、背景なんてどんなものを皆さんイメージされるのか。特

にこういったところが、ちょっと事務局が悩んでいるところがあります。 

○吉野教育総務課庶務係主事  ６の魅力ある学校づくりの推進の背景ですとか、ちょっ

と何を書いたらよいか。 

選択制を実施というのが下の主要事業の記述のレベル感よりちょっと１個、具体的なと

ころに落ちている感はあるのでなかなか、さらに主要事業の主な取組というのを書こうと

すると、ここに書いたような案内も入るとさらに下がる感じになるので、ここはちょっと

記述のレベル感は難しいかなと。 

○塩足教育部次長  実施でいいの？継続みたいな。やるぞという計画を作ったときと、

やり終わって大半がみんな見直し始めたときに見直しを検討するという時期があって、見

直しを堅持していきますとなったほうがいい話でね。計画って主要事業で置くのか。 

○小柳社会教育課長  これ、例えば背景だったら、地域の特性を生かしという取組だっ

たら、多摩川小学校と布田小学校が多摩川に近いとか、深大寺だったら深大寺に近い、お

そば屋があるとか、そのようなことを背景で書くって、そんなのもあると思います。そう

いう学校がその地域に合った教育活動を今やっているということだと、その周辺の資源を

書いてあげれば１つの背景に、例えば若葉小とかだったら実篤記念館があるよとか、何か

そういう周辺地域の社会資源を書いてあげるとか。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  現状の取組。 

○小柳社会教育課長  にもつながってしまうよね。もし背景として何もないのだったら。 

○塩足教育部次長  部活動みたいなもの。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  今こんな取組をしていますよって、主

要事業で今までどおりこういうことをやっていきますよ、もっと推進しますよ、充実して

いきますよみたいなことですよね。 

○宇津木教育部長  魅力があると言っているのだから、もうちょっと魅力的なことを書
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いてほしい。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  でも難しいですよね。余り個別に名前

を出すのも、何かここだけ魅力があって、ほかは魅力がない学校となってしまいそうで。 

○宇津木教育部長  指導室でまとめている冊子がありますよね。特色ある教育活動。 

何かその辺からうまくエッセンスを拾っていくしかないのかな。 

○吉野教育総務課庶務係主事  ちょっと担当のほうで、この主要事業の下の３～４行の

記述も私のほうで、こちらに出していただいたのを見て作ったというところもあるので、

ここの記述の確認と、もし自分で出し切れていないところについては案というか、お知恵

を拝借いただきたいのと、同時に背景についても文章というか、要素としてどういうこと

を書けばいいかというような、こちらもお知恵をいただけたらうれしいですので、この後、

何らかの形で各課に依頼させていただきたいと。 

○宇津木教育部長  ちょっと時間の関係もあるので、いったん個別の意見の聴取は終わ

りにして、全体で最後に話を聞いていきたいと思います。先ほども言ったように明日、教

育委員会の後に教育委員に説明をしていくという形の中で、この後、今言ったようなとこ

ろを少し網羅して、まだ検討中というものは検討中で出さざるを得ないと思っていますけ

ど、でも週末までには確定をさせていきたいと思っていますので、直しが当然ありますけ

ど、まずは素案として出せる形にしていきたい。意見をもらえるようなものにしていきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、これからのこともあるので今日の内容について、全体について御意見いただけれ

ばと思いますので順番に、まず佐藤課長のほうからどうですか。 

○佐藤教育総務課施設担当課長  時間がない中でよくまとめていただいたと思っていま

す。まだまだ私ども協力しないといけない点もいっぱいあると思いますので、御相談しな

がら……。 

○宇津木教育部長  お願いします。――野澤副参事。 

○野澤教育部副参事兼学務課長  個別施策のところは、やはり各課のほうで固まりで出

してもらって、そこからもう落としていくという作業をしていくほうが楽だと思うので、

一回もう投げてしまって、それで出たものという程度で…… 

○宇津木教育部長  ただ、一回投げて戻ってきているので、再度足りないところをまた

戻させてもらうという形でいきたいと思います。 

○野澤教育部副参事兼学務課長  あと子どもの貧困の関係は、ちょうど今政策企画課の
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ほうと、指導室の風間さんのほうで見せ方とか文言とかを整理しているはずなので、参考

にしたほうがいい。 

○宇津木教育部長  元木さん。 

○元木学務課長補佐  ご苦労さまでした。細かいところがありましたらお手伝いします

ので言ってください。 

○宇津木教育部長  では、堀江所長。 

○堀江教育相談所長  本当にお時間ない中で、よくまとめていただいているなと思いま

す。先ほど吉野さんもおっしゃっていた23ページの一覧の表なのですけど、さっき吉野さ

んがおっしゃっていたように現行のプランを書くよりは、ここの右に個別施策にぶら下が

っている主要事業を、ここにぶら下がっているというのを書くのだと分かりやすいのかな

と思いました。 

 以上です。 

○宇津木教育部長  ありがとうございます。統括、お願いします。 

○秋國指導室統括指導主事  途中で小柳課長や小池館長が言っていた全体の構成として、

６ページ、今言った新旧比較で、今のところの大きい構成を考えていると思うのですけど、

小柳課長が言ったように課題という言い方で重複して何回も出てくる重点取組と、さっき

の学びのセーフティネットのところにありましたけど、そういう後半に課題だ、課題だと

いうのではなくて、今これが課題だから、これが重点課題で個別の施策がありますよとい

う見せ方のほうが、そういう印象を少しでもぬぐえるかなと。読んでもらって、認識して

もらってやってもらわないと駄目なので、そういった出し方ができたらいいなと思いまし

た。 

 以上です。 

○宇津木教育部長  では、高野館長。 

○高野郷土博物館長  やはり教育委員会、非常に大変なのだなというのは前触れ的なも

のが、市としてのものも作らなくてはいけないし、教育委員会としても作らなくてはいけ

ないというところで、なるべく個別のものと言いつつも、これを見て、この部分が基本計

画の部分だねというのがよく分かるようなものというのは、やはり一番事務局が苦労して

いるところなのかなと思いました。なかなかその背景まで、我々が出したシートを読み取

るというのはすごく難しいと思うので、この部分、ちょっと書いてほしいというのがあれ

ば、やっている部分が分かるものは……。 
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○宇津木教育部長  では、小池館長のほうから。 

○小池図書館長  いろいろお話ししたので。 

○宇津木教育部長  では、御前館長。 

○御前西部公民館長  公民館のほうは別に、特に問題はないと思います。あとはちょっ

と３館でまた細かいところを修正して。 

○宇津木教育部長  そうですね。今日持ち帰って。――では、金子館長。 

○金子東部公民館課長  先ほど野澤副参事が言われていたように書けないところは再度

また投げていただきたいと思います。 

 以上です。 

○宇津木教育部長  小柳課長。 

○小柳社会教育課長  ちょっと感想ではなくて、もう１個だけ言わなければいけない。

２ページに、第１節の調布市教育プランとはの中の上から３行目の後半から、本市の実情

に応じた教育理念の実現に向けて、教育理念ってどこにもうたっていないので、教育理念

で何をやる。さらに、この実現に10年後の目指すべき姿を示すことも言っていることなの

だけど、10年後の目指すべき姿って何かどこにも書いてないと思うので、こっちの表現を

変えるのか、10年後の目指すべき姿をどこかに入れたほうがいいのか。ちょっとそこを今

思いました。 

○宇津木教育部長  これ、当初のもの。当初の教育プランのから持ってきている。 

○小柳社会教育課長  では、当初のものにはあると。 

○宇津木教育部長  教育理念は、いわゆる基本方針です。理念で、10年後の目指すべき

姿は前の教育プランでは、いわゆる施策になる。今で言う施策が目標というのかな。そう

いう意図で前の教育プランができている。今回もそういう意図で、12の施策がある種、基

本目標となってというイメージで思っているのだけど、そこはちょっと誤解を招かないよ

うに、それは何なのかと言われると。要は教育プラン全体が10年後の姿を示している。個

別に言うと施策になってしまうのですが。 

○塩足教育部次長  数学的にやってしまうと本当にきちっと示さなければいけないのか

もしれないけど、計画論だと将来都市像なんて「笑顔輝く」だから。 

○小柳社会教育課長  だから、そういうのもあってもいいのか。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  今でもある。「かかわり、ぬくもり、

学び合い」。 
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○小柳社会教育課長  ああ、それなの。 

○宇津木教育部長  サブタイトルがあるから。 

○小柳社会教育課長  それが10年後の目指すべき姿？ちょっとそこが気づいたこと。あ

とはもうここまで来たので各課、多分タイトなスケジュールかと思いますけど、教育総務

課に協力していいものを作り上げたいと思います。 

 以上です。 

○宇津木教育部長  では、次長のほう。 

○塩足教育部次長  もう今出尽くしているようで特にはないですけども、あとは四の五

の言っているというよりはやっていくしかないということなので、体力の続く限り頑張っ

て。 

○宇津木教育部長  あと事務局、補足をしてまとめて下さい。 

○阿部教育総務課長  今、部長のほうからもいろいろみなさん協力してという話が話が

あったのですけど、やはり個別施策の部分の背景、なかなかいただいた資料で簡単にある

程度こちらがまとめられるものと、あと恐らく郷土博物館とかの事業が、うちのほうも余

り把握していない部分があったりだとか、社会教育分野はなかなか直接的なものでやり取

りというのはなかったりするので、ちょっと本当に時間がないところでやっていますので、

御協力方、またいろいろ無理なお願いをするかもしれませんけれども、よろしくお願いし

たいと思います。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  もう明日、教育委員会が終わってから

教育委員に説明するという辺りで、できればもう今日から24時間後ぐらいまでには上げて

いきたいと思っているのです。なのでちょっとお願いもしますけれども、それぞれのとこ

ろで意を用いて、今日中ぐらいにいただけると大変有り難いなと。来週から次のステージ

ということで校長会への説明ですとか、ＰＴＡ連合会とか、社会教育委員とか。ちょっと

そういうステージにも入っていくので。 

○宇津木教育部長  セカンドステージに入っていかなければいけない。 

○髙橋教育総務課長補佐兼教育総務課庶務係長  この作業も、もうこの辺で実情として

切り上げたいと思って、あとはもうとりあえずずっと説明していくと。とにかくそのよう

にしていかないと、ちょっと間に合わないのかなと。さっき高野館長も言っていたけれど

も、基本計画との整合というのも何かまだちょっといろいろ変わっていく要素もあるかと

思いますので。 
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それも含めてもう今週末で仕上げていきたいと思っていますので、皆さんの御協力をぜ

ひよろしくお願いいたします。 

それでは、本日の会議を終わります。 

 


