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第９回飾区教育振興基本計画策定検討委員会会議録 

日時：平成 30年 11月９日（金） 

午前 10 時 00 分～午前 11時 02 分 

場所：男女平等推進センター 多目的ホール 

委員長：皆様おはようございます。定刻になりましたので、これより第９回飾区教育振

興基本計画策定検討委員会を開催いたします。皆様には大変お忙しい中お集まり

いただきまして、ありがとうございます。本日、皆様の机の上に教育振興基本計

画（案）があるかと思いますが、この基本計画の案を元にいたしまして、この検

討委員会としての承認をしていただき、更にこの計画を報告書として飾区教育

委員会の方に提出する予定でございます。この報告書の提出をもって、本委員会

は終了となるわけでございます。本日は最後の会になりますが、皆様のご協力を

いただきまして、報告書を提出したいと思っております。どうぞよろしくお願い

いたします。それでは、本日も会議につきましては、会議録作成のため、録音を

させていただきますので、ご了承いただきたいと思います。それでは、本日の傍

聴者についてでございますが、傍聴希望の方は何人いらっしゃるでしょうか。 

教育総務課長：本日は傍聴の方はおりません。 

委員長：はい、分かりました。それでは議題に入る前に、事務局より連絡事項がございま

すので、よろしくお願いいたします。 

教育総務課長：それでは連絡事項でございます。まず本日の委員の欠席のご連絡でござい

ます。まず野川委員、それから自治町会連合会代表の本宮委員、それから青少年

育成地区委員会会長連絡協議会代表の大畑委員、体育協会代表の腰塚委員、幼稚

園ＰＴＡ連合会代表の山田委員、中学校ＰＴＡ連合会代表の山田委員、幼稚園長

会代表の矢野委員からご欠席のご連絡をいただいております。まだお見えになっ

ていない山口委員と徳増委員は遅れていらっしゃるかと思います。続きまして資

料の確認をさせていただきます。まず、資料１といたしまして「飾区教育振興

基本計画（素案）に係る意見募集の実施結果について」。続きまして資料２といた

しまして「主な変更箇所一覧（新旧対照表）」。それから資料３といたしまして「

飾区教育振興基本計画（案）」、更に「第８回飾区教育振興基本計画策定検討委

員会会議録」でございます。以上の資料につきましては、事前に郵送させていた

だいております。さらに、机上に、本日の会議の「次第」、「席次表」、資料４とい

たしまして「追加変更箇所一覧（新旧対照表）」。さらに、「飾区教育振興基本計

画の愛称（案）について」を置かせていただいております。資料の過不足等ござ

いましたら、お申しつけいただければと思いますが、いかがでしょうか。よろし

いでしょうか。それでは前回の会議でお配りいたしました、第７回の会議録及び
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事前に郵送いたしました第８回の会議録につきまして、修正等ありましたら本日

の会議終了後に事務局までお申し出いただければと思います。修正後に委員長及

び副委員長以外の委員名を伏せた形でホームページに掲載させていただく予定で

ございます。よろしくお願いいたします。委員長から冒頭お話がありましたとお

り、本日が最後の検討委員会となっております。本日の検討結果を受けまして、

検討委員会として報告書を教育委員会にご提出いただく予定となっております。

恐れ入りますが、議論が終了した段階で、委員会を代表いたしまして、近藤委員

長の方から塩澤教育長に報告書をお渡しいただければと思います。また、本日委

員会終了後に委員の皆様の集合写真を撮らせていただきたいと思います。計画書

などの方に掲載するということはございませんけれども、検討していただいた皆

様の記念ということで、集合写真を撮らせ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。私からは以上でございます。 

委員長：ありがとうございました。ただいまの事務局からのお話について、何か質問等ご

ざいますでしょうか。それでは早速議題に入りたいと思います。はじめに議題１、

飾区教育振興基本計画（案）についてでございます。パブリックコメントの実

施結果、及び前回からの変更点を中心に、説明をお願いいたします。 

教育総務課長：それでは引き続き私の方からご説明をさせていただきます。まず資料１「

飾区教育振興基本計画（素案）に係る意見募集の実施結果について」をご覧下さ

い。こちら先般行いました、計画素案に係る意見募集の実施結果でございます。

まず１としまして、実施の期間が平成 30 年９月 25 日から 10 月 24 日までとなっ

ております。２としまして、実施場所ですが、教育総務課のほか、記載の場所で

意見を受け付けました。意見の総数としましては、全体で 26 件、意見提出の数は

７人となっておりますが、内訳ということで８件となっております。これは同じ

方が２回提出を行っておりまして、そこで合計とのズレが生じております。さら

に、４番、提出されたご意見の取扱いですが、計画に取り入れるものが４件、計

画に盛り込まれていると事務局の方で認識させていただいているものが 10件、計

画には取り入れませんが、今後の参考とするものが 12件となっております。５番

が提出されたご意見の概要とこれに対する教育委員会としての考え方につきまし

て、次ページ以降に掲載しておりますので、資料の方１枚お捲り下さい。こちら

いただいたご意見の内容の、計画の章ごとに振り分けております。さらに、ご意

見の取り扱いですが、右端に◎が付してあるものが計画に取り入れるものという

ことで、計画の記述の変更を伴うものとなっております。○となっているものは、

既に計画の素案にいただいたご意見の主旨が盛り込まれていると事務局が判断し

たものでございます。△は計画に取り入れませんけれども、今後の参考にさせて

いただくということで、○と△としたものについては、今回ご意見等によりまし

て、計画の記述の変更はしておりません。こちら 26 件ありまして、全てご説明す
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ると時間がかかりますので、いくつか選定してご意見の概要と取扱いについてご

説明させていただきたいと思います。まず１ページ目、１番です。こちら第３章

の部分になっておりますが、ご意見の概要としましては、教育大綱の内容を修正

して欲しいというものでございます。こちらにつきましては記載のとおり、教育

大綱については既に定まっているものということで、本計画での修正はできない

のですが、大綱を所管する政策経営部の方に意見をお伝えさせていただくという

ことで、取扱いの方は△にしております。次に２から９まで、こちらは計画素案

の第４章、基本方針１に係る部分のご意見等でございます。この中で２に関して

は、ＬＧＢＴＱに配慮した教育現場を推進して欲しいというものでございまして、

その中でも男女関係ない制服の導入を要望するご意見でした。こちらにつきまし

ては、教育委員会の考え方としまして、現在制服の統一はしておりませんが、人

権教育の一環として、今後は各学校で児童・生徒の心情に寄り添い、配慮してい

くとして、取扱いを△にしております。その他４、８は性的マイノリティに対す

る正しい理解と対応、また性に関わらない個性の尊重を望むご意見をいただいて

おりまして、いずれも人権教育の実施ということで、この主旨は計画素案に盛り

込まれているということで、取扱いは○としております。次に３ページをご覧下

さい。10 につきましては、基本方針２に係るご意見でございます。喫煙防止教室

というのを小学生だけでなく大人にも実施して欲しいというご意見でございます

けれども、こちらにつきましては、大人に対する喫煙防止の取組みに関しては、

健康部というところが所管となって、意識啓発をしていくということで、取扱い

の方は△とさせていただいております。次に 11 から 15 までにつきましては、計

画素案の第４章、基本方針３に係るご意見等でございます。11 に関しては学校に

馴染めない子どもたちへの柔軟な対応のため、公設のフリースクールを設置して

はどうかというご意見でございます。こちらにつきましては、現在公設のフリー

スクール設置予定はございませんけれども、本区では「ふれあいスクール明石」

を設置して、学校復帰を支援しているとして、本計画での取扱いは△としており

ます。次に４ページの 14でございます。高等教育への進学等を支援する飾区独

自の奨学金制度があるとよい、というご意見でございます。こちら現在教育委員

会の方では、高校生等を対象に奨学資金の貸し付け、私立高校や大学等に入学す

る際の、入学資金融資斡旋をする制度がございます。これらの事業につきまして

は、第４章の基本方針３、施策１の取組内容②「連続する学びの充実」における

取組みの一環で実施するものと認識しておりますが、素案での説明文の中では、

ご指摘のとおりこの点の記述がないということで、ご意見の主旨を踏まえて説明

文の記述を変更したものでございます。従いまして、取扱いの方は◎になってお

ります。次に５ページの 16 から 21 まででございます。こちらは計画素案の第４

章、基本方針４に関するご意見等でございまして、16 に関しましては施策（１）
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③課題解決型図書サービスの充実の主な事業として掲げております、読書推進の

機会の提供において「わらべうた」を概要に追加して欲しいというものでした。

こちらに関しては「わらべうた」や「手遊び」については、既におはなし会の中

に取り入れられているものですが、素案での記述というのがなかったということ

で、五感を使った取組みについて、ということで記述を加えたものでございます。

従って◎という形になっております。次に６ページの 20 でございます。乳幼児期

からの豊かな心の育成に資するために、将来にわたる文化・芸術活動の推進を取

組内容に加えて欲しい、また舞台鑑賞事業等を取り入れて欲しい、というご意見

でした。こちらにつきましては、乳幼児期も含めて、文化・芸術活動に触れるこ

とは大切ということで、主な事業等に「文化・芸術活動の推進」を加えるもので

ございます。従いまして、こちらも取扱いを◎としております。なお、舞台鑑賞

事業等につきましては、所管課の方に意見を伝えていきたいと考えております。

21 につきましても文化・芸術活動の推進ということを加えたということで、取扱

いとして◎としております。次に７ページの 22から 26、こちらはなかなか計画の

内容で分類することが難しく、その他とさせていただいておりますが、いずれも

参考意見としての△の取扱いとなっております。資料１の説明は以上でございま

す。続きまして資料２、３、４を合わせてご覧ください。ただいま資料１パブリ

ックコメントのところで取り入れたところも含めまして、前回策定検討委員会で

お示ししました素案からの変更箇所、それからその変更を反映した計画案が資料

３となっております。ただし、こちらの追加変更箇所一覧につきましては、大変

申し訳ございませんが資料３の計画案作成後に、更に誤記の修正や文言精査によ

り、内容変更をかけたものですから、こちらについては今回資料３の方には未反

映であることをご承知おきいただければと思います。それではこちらの方もいく

つか選定してご説明させていただきます。一番左に振りました修正項目の番号で

見ていただければと思いますが、まず変更箇所一覧の１ページ目、№４計画案の

13 ページ、第２章、かつしか教育プラン２０１４の検証と評価というところの、

基礎学力の確実な定着の部分で、平成 30年度の全国学力学習状況調査の結果が出

ましたので、それを反映させたものでございます。以降資料４の追加変更箇所一

覧も含めまして、同様に直近の実績が出たものについては、実績を追加というこ

とで頭に●を付した形での表記をしております。ただいま申し上げた、この直近

の実績を追加したことに伴う変更でございますが、その後、変更後の数値の記載

に誤りが判明したため、追加変更箇所一覧の№１から３ということで再度修正し

ておりまして、大変分かりにくくて申し訳ないのですが、そちらの方が正しい数

値ということでご理解いただければと思います。次に資料２、変更箇所一覧の３

ページ、№９のところをご覧ください。こちらかつしか教育プラン２０１４の検

証と評価の部分でございます。評価を行うにあたり、計画策定に係る意識調査の
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結果を掲載していたところですが、従前、結果の中から評価対象の施策に対して、

肯定的な回答をしている部分のみを掲載していたグラフがございまして、こちら

区議会の方で、それ以外の回答の割合全体も載せるべきとご指摘がありまして、

改めて全ての回答割合の数値を記載したところでございます。以降同様の記載に

なっていたグラフの部分を修正しており、こちらの資料の方では当該項目●をプ

ラスして、グラフの選択肢を全て記載という形での表記としております。なお、

このことによる数値自体の変更はありませんので、これに伴う評価自体は変更し

ておりません。次に、変更箇所一覧の８ページの№37 です。こちらは主に、前回

の当委員会の中でいただいたご意見等による変更でございます。主な事業等の変

更ということで、その中で四角囲みになっている部分については名称の変更とい

うことでございまして、今般表記の方は事業名、あるいは取組名ということで全

て整理をさせていただきまして、それをどうしたい、という形の表記は除いた形

になっております。次に変更箇所一覧の 14ページ、№60をご覧ください。こちら

先程申し上げました、パブリックコメントで高等教育の進学等を支援する飾区

独自の奨学金制度があるとよい、というご意見を反映したもので、保護者に対し

各段階に応じた適切な支援を行いますということで記述を追加しております。さ

らに、17 ページの№71、こちら主な事業等の追加ということで、文化・芸術活動

の充実のところになっております。それから№73 の中ほど、読書推進の機会の提

供の説明文の変更につきましても、パブリックコメントを反映した部分でござい

ます。その他多々ありますが、区議会からのご意見をはじめ、№53 などは運動部

活動の在り方に関する方針の策定に伴う変更等、前回委員会開催時から状況変化

があった部分の記載の追加、さらに全体を通して事務局の方で文章・文言の精査

等を行ったところを、あげさせていただいております。以上、大変雑駁ではござ

いますが、こちらの資料の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長：ありがとうございました。ただいまパブリックコメントの実施結果の内容と、前

回からの変更点について説明をいただきました。大変な資料で、事務局の皆様お

疲れ様でした。ありがとうございました。それではまず、パブリックコメントの

実施結果につきまして、ご質問、ご意見等いただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

委 員：大変お疲れ様でした。大変素晴らしい労作だと思うんですけれども、ちょっと１

点だけ。資料１の 16 で、「わらべうた」を概要に追加して欲しい、ということだ

ったのに、教育委員会としての考え方が、「わらべうた」という言葉は使っていな

いんですが、五感を大切にしたおはなし会というところにその主旨が入っている

ということですか。 

中央図書館長：おはなし会の中では、「わらべうた」とか、あと「手遊び」のようなことを

やっておりまして、その中でやっているということです。表記につきましては、「お
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はなし会」、絵本を中心とした表記をさせていただいておりますので、「わらべう

た」ということを具体的にではなくて、ここで含まれているという考え方です。

それともう１つは、五感というところで、身体全体で感じて、「おはなし会」をや

っているので、そういうところで含まれているというような回答をさせていただ

いています。 

委 員：主旨は分かりましたけれども、ただ五感を大切にした「おはなし会」という言い

方はいかがなものかということです。これは今、おそらく人権関係では使わない

言葉ではないかと思っていますので。例えば身体を使って楽しむ会、とかいうこ

とであれば結構ですけども、五感の障害がある方はたくさんいらっしゃるわけで

すから。五感を使った「おはなし会」の大切さ、とかいう表現は、大変問題があ

ると思います。ですからここは訂正していただいた方がいいのではないか、と思

っています。 

中央図書館長：こちらの方、五感というところを修正させていただきます。 

委員長：大切な指摘でございます。どうぞよろしくお願いいたします。他にいかがでしょ

うか。 

委 員：これは感想というか、社会教育委員の会議の中で出てきたことなのですが、５ペ

ージ目の 17 の、「大人たちが学ぶ場として、生涯学習センターや社会教育館の復

活を望む」という声があったのですけれども、社会教育館がなくなってから、や

はり生涯学習の場であるというか、社会教育の場であるというか、そういう学び

の機会というものに関して、やっぱり若干薄くなったなという意見が、社会教育

委員の中でも出てきています。それに関連して、図書館の在り方というのを今、

提言をまとめているところなのですけれども、図書館がその役割を果たすことが

望まれているのではないか、というような感想が出てきたところで、やはり社会

教育館というのは大切だったな、というのは感じているところです。そのように、

今、既存の色んな場所が社会教育の場として提供されることが望まれているので

はないかな、と思いましたので。意見として一言付け加えさせていただきます。 

委員長：ありがとうございました。これはご意見として受け止めるということで、よろし

いですね。それでは、他にこのパブリックコメントについてはいかがでしょうか。 

委 員：すみません、もう１点。これは個人的な意見なのですけれども、７ページ目で携

帯電話やスマートフォンの持ち込みを受け入れてはどうかというご意見があった

のですけれども、「教育委員会としての考え方」は確かなことで。でも小学校、中

学校においては、地域で小Ｐ連とかの、ひまわり 110 番の充実を皆さん各学校の

ＰＴＡの方が頑張って下さっていると思います。裏口で狭い場所なんかで、やは

り日中いらっしゃるご家庭なんかにお願いをして、きちんとひまわり 110 番の充

実って頑張って下さっていると思いますので、こういうご意見が出た時には、そ

ういう形での返答をしていただけたらいいのではないかな、と思います。 
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委員長：ありがとうございました。これは感想ということで受け止めさせていただいてよ

ろしいですね。ありがとうございました。それでは次に、主な変更箇所一覧につ

きまして、ご協議いただきたいと思いますが。これは前回のこの会議で、皆さん

からいただいたご意見等を反映して、修正したものとなっております。きちんと

修正されているかどうかを含めまして、ご意見等いただければと思いますが、い

かがでしょうか。よろしいですか。それでは今２つの件についてお話いたしまし

たが、２つ通してご意見等よろしいでしょうか。それでは次に移らせていただき

ます。本日配付されました計画の愛称につきまして、事務局の方から説明をお願

いいたします。 

教育総務課長：それでは本日机上の方へ配付させていただきました「飾区教育振興基本

計画の愛称（案）について」をご覧ください。こちら現行の飾区教育振興基本

計画につきましては、保護者、教員、地域の方々に親しんでいただけるように「か

つしか教育プラン２０１４」という愛称をつけております。当委員会におきまし

ても、何度となくこの愛称でご説明、質疑を重ねておりまして、皆様方にはお馴

染みになっているところかと思います。こうしたことから、次期計画におきまし

ても現行プランと同様に、皆様に親しんでもらえる愛称を付けていきたいと考え

ておりまして、本日事務局の方でいくつか愛称の案を出させていただいておりま

すので、この場で皆様のご意見を頂戴したいと考えております。なお、いただい

たご意見につきましては、今後 12 月に開催予定の総合教育会議の方で区長と教育

委員会が本計画案について意見交換する予定となっておりますので、その場で取

り上げさせていただくとともに、計画の教育委員会決定の際にも伝えていきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。それでは愛称案の説明を簡

単にさせていただきます。いずれの案も既に浸透しております「かつしか教育プ

ラン」という名前は残したいというところは共通しておりますけれども、その上

でまずＡ案。こちらは現行プランの踏襲型というところで、「かつしか教育プラン」

の後ろのところに新計画の開始年度の「２０１９」を付したものです。それから

Ｂ案につきましては、こちらもやはり「かつしか教育プラン」の後ろに計画の終

了予定年度の「２０２３」を付したものです。こちらは計画開始２年次目以降、

どうしても年数が経っていきますと、一見計画が古くなってしまったかのような

印象を与えてしまわないか、というところで終わりの年度にしたものでございま

す。それからＣ案につきましては、Ｂ案に似ているところですが、「教育プラン」

の後ろの年度の始めのところに「ｔｏ」を間に入れることで、計画の最終年度に

向けて計画を推進するといった意味を更に付加したという意図がございます。次

にＤ案に関しましては、後ろに計画の期間をそのまま明示したものという形にな

っております。Ｅ案につきましては、現行プランの２期目というところを意図し

て、数字で表したものとなっております。最後にＦ案ですが、現行プランからの
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更なる飛躍を、という意味合いを込めて、「ジャンプアッププラン」という形での

文言を付したものでございます。簡単ですが説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

委員長：ありがとうございました。いかがでしょうか。皆さんの感覚で結構でございます

が。事務局としては一番のおすすめはどれですか。 

教育総務課長：どれもおすすめなんですが、一番オーソドックスなのはやはり現行を踏襲

した２０１９かなというのはありますが、やはり継続的な、今、教育施策として

推進しているものがどれも次期計画案の中では、更に推進・充実という形で行っ

ておりますので、この２期目という意味合いの方は、実態を表しているのかな、

というのが我々事務局の考えです。 

委員長：案で言いますとＥですか。 

教育総務課長：そうですね、２期目というのはＥ案になります。 

委員長：ありがとうございました。それでは事務局の方ではＥ案がおすすめでございます

が、それについて何かご意見等お聞かせいただいた方が早いかなと思いますが、

いかがでしょうか。 

委 員：Ａ案は今まで使っていて、ご説明があったように、やはり３年目、４年目になっ

てくると、置き去りにされた年数みたいな、そんな形のイメージがあったので。

どういう風にするのかな、と考えていたんですけども。Ｂ案、Ｃ案、Ｅ案はいい

と思います。Ｅ案は確かに２として。これから先何十年もこの「かつしか教育プ

ラン」を使っていくんだとすれば、２期目という形でこのＥ案は賛成です。Ｆ案

はちょっとイメージが違うのかな、というようなイメージがありました。 

委員長：ありがとうございました。いかがでしょうか。 

委 員：誰が見てもパッと分かるのは、私はＤ案だと思います。以上です。 

委員長：ありがとうございました。お願いします。 

委 員：全て良いかな、と思うんですが、個人的にはＤ案です。なぜかというと、年度が

その学校にいてこのプランは何年目なんだな、ということがこれを見てすぐ分か

るということで。Ｄ案が良さそうだと思います。 

委 員：やっぱりこういう基本計画は区民の皆さんに分かっていただかなきゃいけないの

で。有効期限というか、それがはっきりした方がいいと思います。だからＤ案な

のですが、ただおっしゃるとおり「かつしか教育プラン」をこれから積み重ねて

いくということであれば、Ｄ案とＥ案を足せばいいんじゃないかと。つまり「か

つしか教育プラン２」で括弧書きでもいいから、その期限といいますか、それを

明示する必要があると思うのですが。タイトルに入れなくていいと思いますけど

も。ですから私はＥ案で、２０１９～２０２３を示す、サブタイトルのように示

すという形でよろしいかと思います。 

委員長：他にいかがでしょうか。それではここで決めるということではなくて、先程事務
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局から説明ありましたように、この後の総合教育会議だとか、また教育委員会で

の検討がございますので、我々の意見を踏まえまして、検討していただくという

ことでお願いしたいと思います。ご協力ありがとうございました。それでは本日

の委員会はこれですべて終了となるわけでございますが、この１年余り皆様方の

ご協力をいただきましたので、折角ですので感想ということで結構です。一言お

話いただければありがたいと思っております。よろしいでしょうか。 

委 員：先程ＬＧＢＴＱ、ですか。最近の言葉みたいですけれども、うちの会長会の方で

ちょっと話が出て、図書館の方でそういった子どもが話をした時に、男の子が女

性の便所には入らないでくれって言われて。障害者も誰でも使えるトイレを使っ

てくれって言われて、その子は何か入りづらいというような話がありまして。そ

れを会長会の方で取り上げましたら、早速電話があって、図書館の方で対応する

という電話があったって喜んでいましたので。報告させていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

委 員：どうもありがとうございました。幼稚園連合会という立場で出させていただいて

いるのですけれども、ちょうど今年は幼稚園教育要領の 10年ぶりの改訂というこ

とで、特に幼小の連携が非常に重要であるとご案内しております。私たちも、今、

各現場で新学習指導要領を実践しなければということで、日々努めているのです

けれども、幼児期の終わりまでに育って欲しい 10 の姿ということで、具体的に、

小学校就学までに大切な 10 の姿というのが指針として出されています。今回、幼

稚園としてではありますが、小学校、中学校等の教育の会議に出させていただい

て、本当に充実した時間を過ごさせていただきました。どうもありがとうござい

ました。 

委 員：全回に渡り、ずっと参加させていただきました。教育プラン２０１４をいただい

た時に、これはどういうものなんだろうな、というのがまずありまして、そこか

らもう５年経ってしまうんだな、という感想が１つ。それとこれを計画する文言

を見てみますと、１つ１つのニュアンスや言葉づかいにも大変気を配られている

んだなということに、大変勉強させていただきました。全てにおいて、事細かに

書くのは大変な中で、こういった皆さんのお考えが、ああいったところに反映さ

れているんだなということで。本当にずっと勉強になりましたので。今後とも参

考にさせていただきたいと思いました。ありがとうございました。 

委員長：ありがとうございました。きっと事務局の皆さんも喜んでいると思います。お願

いいたします。 

委 員：前会長から引継ぎまして、４月から委員となりまして半年。皆様１年以上、本当

にご苦労様だったなという風に思います。今回の教育振興基本計画がこの先実施

されて、子どもたちが本当に楽しい学生生活を送っていただけるように願ってお

ります。以上です。 
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委 員：まだ丸２年は経っていませんけれども、本当に事務局の皆様お疲れ様でした。結

構たくさん意見を言わせていただいてしまって、飾区の教育に携わって、こう

いう会で意見を述べさせていただけることは、すごく幸せなことだなと思ってお

ります。これから先もずっと生涯、飾の子どもたちのために何かやっていけた

らいいなと考えております。よろしくお願いいたします。 

委員長：ありがとうございました。教育委員会、事務局の幹部の方はよろしいですね。お

願いいたします。 

委 員：都立高校の代表としてこの会に参加させていただき、誠にありがとうございまし

た。都立高校は普通科２校、それから職業学科として農業学科、総合学科、商業

学科と、区内の５校の都立高校は非常にバラエティー豊かです。私自身はこの会

に出させていただいて、飾区が学校だけではなくて、地域や家庭と非常に強く

連携して教育を行っていることを実感しました。都立高校として、今ちょっとず

つ連携を強めていくところですけれども、より飾区の教育に貢献していきたい

と思っております。本当に事務局の皆様、ご苦労様でした。ありがとうございま

した。そして今後ともまたよろしくお願いしたいと思います。誠にありがとうご

ざいました。 

委 員：私は今年度からこの委員をさせていただいたき２回しか出てないですが、こうい

うパブリックコメントを見ると、本当に色んな考えの方がいらっしゃるっていう

ことがよく分かって、よく学校の常識は世の中の非常識とかっていうことを言わ

れたりもしますけど、本当にそうだな、という風に自分で、ちょっと恥ずかしい

なと思いながら、パブリックコメントを読ませていただきました。こういうもの

が反映されて、教育プランができあがっているっていうこと自体が、すごく重み

があるものなので、しっかりと学校の中で、区内 24 校の中学校に浸透して、実践

できるようにしっかりやっていきたいなと思います。どうもありがとうございま

した。 

委 員：今のご意見と似ているところがあるのですけれども、やはりこういう形でできあ

がってきたプランというのを、しっかりと小学校の方でも受け止めて、しっかり

と拠り所にしたり、行動指針にするということで、計画を進めるということを、

小学校長会の方でも当事者としてしっかりと周知していきたいと思います。 

委 員：２年間ありがとうございました。普段大学で仕事をしておりまして、今回この委

員会に参加させていただいて、初等教育、中等教育でどのようなことを取り組ん

でいるのかというのが、大変勉強になりました。大学入試も 2020 年から大きく変

わっていくので、入試のための勉強という風にならないように、総合的な生きる

力を育むということで、今後ともぜひ皆さんよろしくお願いしたいですし、私も

頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。 

委 員：ありがとうございました。現役を去って、私は 10年少し経ちますが、今でも少し
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学校に関わっておりますので、飾の教育、行く末をどんなステップで進めてい

くのかな、というのを、他で見ないようなものを見ることができましたので、大

変ありがたかったな、と思っております。そして２つ目は 2014 年の委員も務めさ

せていただいたのですけれども、あの時に決まったのが「かつしかっ子宣言」な

んですね。これは、今の学校で玄関だとか各教室にとか、確実に掲示されて浸透

しつつありますので、あれは財産でありますね。大変私はそういう意味で、この

委員会そのものが、いわゆる先を見据えた大事な委員会であるな、ということが

財産だったなという風に思います。それから３つ目は大変丁寧な進行をしていた

だきましたので、分からないところを分かるまで。語句説明までね、それからま

とめに関しては大変進行も丁寧でありましたので、そのことにも感謝申し上げた

いなという風に思っております。ありがとうございました。 

委 員：１年間お世話になりました。さんざん色々と言いたいことを言わせていただきま

した。事務局の方、それを丁寧に取り上げて下さいまして、本当にありがとうご

ざいます。基本方針２で放課後の、地域で子どもを育てるというところで、学童

保育、それとわくチャレ、それを融合して放課後の子ども総合プランを作ってい

くというところで、きちんとこれが明記されているのが大変嬉しく思いました。

私が懸念して申し上げたことも、学童とわくチャレのすみ分けをどうするのです

か、と質問しましたところ、それはそれぞれ役割を持ってやっていく総合プラン

にしますとおっしゃっていたので、今後の希望なんですけど、江戸川区のすくす

くスクールのように、本当に学童とわくチャレのようなものが合体してやってい

くような、スタッフの方の謝礼もあるのでちょっと問題はあるとは思いますが、

子どもが混乱しないように、その２つが融合して行くような総合プランができて

いくといいかなという風に思っております。ぜひご検討ください。それと後、ス

クールソーシャルワーカーも非常に丁寧に取り上げて下さって、学校現場に浸透

していくように努力すると書いてありましたので、大変嬉しく思いました。飾

区としてできないことかも知れないんですけども、児童相談所が飾区にはない

というのが私はとっても気になっていました。足立区にはあるのですけれども、

やはり今需要と供給で、需要に対して供給が間に合わないという実態があるので、

もしできたら飾区にも児童相談所が欲しいなと思っております。よろしくお願

いします。 

委 員：お疲れ様でした。私のような一般の保護者が小学校ＰＴＡの会長としてこのよう

な素晴らしい委員会に出席させていただいて、とても良い時間を過ごすことがで

きました。子どもたちの教育のために大人が知恵を絞って考えているということ

を、私は保護者の代表として、周りでＰＴＡは色々文句を言ったりする人たちも

多いと思いますけれども、こうやって大人の人たちがいっぱい考えて教育という

のは成り立っているということを、文句を言う大人たちに伝えていきたいと思い
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ます。お疲れ様でした。 

委員長：ありがとうございました。お願いいたします。 

委 員：どうもありがとうございました。大変素晴らしい基本計画ができたなと思ってお

ります。色々な地区の基本計画がありますけれども、ここまできちんと全て書き

込んでいる基本計画はなかなかありませんので、素晴らしいと思っています。特

に素晴らしい点が２つありまして、１つはきちんとデータに基づいて話をしてい

ます。データがものすごく豊富なのですけれども、このデータに基づいて次の企

画が出てきているというところが、皆さんに納得していただける部分ではないか

と。それから２つ目は、とにかく区民の皆さんの方向を向いて書かれているとい

うことが分かります。大変分かりやすい言葉、分かりやすい表現で書かれており

ますし、こういう基本計画では初めて見るのですけれども、用語解説というのが

後ろについておりまして、もしかしたら私がやれと言ったのかも知れませんけど、

これだけの量がたくさん書かれています。これはおそらくこの基本計画だけでは

なくて、自分のお子さんを学校に通わせている保護者の方とか、学校教育に関心

のある方は、この用語解説を読むだけでも結構、飾区はこういうことやってい

るのか、ということがよく分かるので、大変そういう意味では素晴らしいな、と

いう風に思いました。教育というのはやはり保護者の方が一番責任を負うわけで

すけれども、学校・行政・家庭、皆が力を合わせないと子どもたちは育てられな

く、この教育基本計画が単に教育委員会の施策だけじゃなくて、飾区では子ど

もをこういう風に育てていきましょう、というときの、１つの共通した指針にな

るのではないかと思っております。事務局の方は大変だったと思います。またこ

れからも大変だと思います。これだけ書いてしまうとやらないわけにはいきませ

んので。これからもっと大変だと思いますけれども、ぜひこれからも頑張ってい

ただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

副委員長：私がマイクを持つと、お前また何を言うんだ、という風に心配をされたんじゃ

ないかなと思います。私は生涯学習、社会教育に力点を置いてというようなとこ

ろでもありましたので、どうしても少し重心が違うような発言も多かったかも知

れません。その分色々と、お仕事増やしてしまったかな、と思うのですが、何度

も繰り返したように、これが「かつしか教育プラン」であって、「学校教育プラン」

だけでない、ということを、繰り返してきたつもりですけど、それはやはり大事

な、忘れちゃいけないことなのかなと思っていて、最後までそのことを繰り返す

ようなことになったかなという風に思っております。また、非常に個人的な感想

で感慨深いところがありまして、先程ご挨拶下さった委員さんで、私が学生時代

20 代半ばくらいのころに初めてお会いして以来、時々出会って参りましたが、同

じ教育に関心を持ちながら、生き続けている中で、長い時間をまたぎながら、出

会い、同じ目標に向かって努力できたということが非常に嬉しく思います。この
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委員会というのも、今この委員会の期間が終わって、お役御免、ではなくて、多

くの方がここに暮らされて、ここで働いていかれて、そういうことが続いていく、

バトンを渡していくのだなということを、非常に深く感じたところでございます。

本当にたくさんの要求をしまして、事務局の皆様、それから委員会の皆様にもご

心配をおかけいたしましたが、無事に形になってきて、これ以上もう手をつけな

い、というところまでいきそうですので、これを申し上げて感想としたいと思い

ます。ありがとうございました。 

委員長：ありがとうございました。それでは以上をもちまして、検討会の議論を終了した

いと思いますが。事務局の方での連絡事項をお願いいたします。 

教育総務課長：委員の皆様、本当にありがとうございました。それでは冒頭でお話し申し

上げたとおり、検討委員会を代表していただきまして、近藤委員長の方から塩澤

教育長の方に飾区教育振興基本計画の検討報告書の方をお渡しいただけますよ

う、お願いいたします。なお、お渡しいただく際に、委員長の方から一言頂戴で

きればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長：昨年の夏、７月 28 日だと思いますけれども、飾区教育委員会の方から教育振興

基本計画について検討せよ、ということで依頼を受けて、皆様と共に約１年半の

検討を進めて参りました。この度皆様のご協力をいただきまして、教育振興基本

計画の検討結果を報告して、まとめることができました。本日検討が終了しまし

たので、代表いたしまして教育長にお渡しをしたいと思っております。なお、教

育委員会におかれましては、この後この報告書を元にいたしまして、教育振興基

本計画を策定いたしまして、更に飾区の教育施策が総合的に、また計画的に充

実することを委員一同、祈念しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

教育長：どうもありがとうございました。確かに今、報告書を近藤委員長の方から受け取

りました。今、話にもあったように、昨年の７月から、本当に長きにわたり、た

くさん想いをこの中に詰めていただいて、感謝しております。こういうような立

派な計画ができました。今、飾区の学校現場はとてもよく頑張っていて、前の

計画も実現に向けて、本当によくやってくれています。ただ、それに向かってま

だまだやらなければならないことが、それと、飾の教育という面では生涯学習

も含めて、多くの方がこれからの自分の人生を、どうやって豊かにしていこうか、

強い想いを持っています。そういったことをこの委員会の中で、皆さん様々な意

見を出していただいて、計画ができあがりました。ここからが私は大事だと思い

ます。これにどう命を吹き込んで、現場がそれを実践していくか、そのために、

我々事務局がどうしていくか、それがこれから問われていくと思います。この精

神を受けて、飾の学校のため、そして区民のために我々一生懸命やっていきた

いと思います。皆様方もこの委員会に参加したことを機会に、これで終わりでは

なくて、これからも飾の教育を見守っていただき、何かありましたらご意見を
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頂戴したいと思っています。本当にどうもありがとうございました。 

委員長：では、教育総務課長お願いいたします。 

教育総務課長：それでは最後になります。委員の皆様によりご検討いただいてまいりまし

た、飾区教育振興基本計画の策定につきまして、今後のスケジュールをご説明

させていただきます。本委員会で決定いたしました飾区教育振興基本計画の検

討報告書を元に、飾区教育振興基本計画の正案を作成いたしまして、11 月の教

育委員会、12 月の区議会、文教委員会の方にご報告をさせていただきます。その

後、区長と教育委員会で構成いたします総合教育会議の場では、計画案と合わせ

て、今日ご意見いただきました計画の愛称案を含めて、協議をしてまいりたいと

考えております。最終的には１月の教育委員会の議案といたしまして、その中で

正式にご決定をいただき、その後、区の広報誌やホームページ、更に飾区の教

育の方に計画策定の周知を行ってまいります。合わせて計画書及び概要版の印刷

等を行いまして、区民、それからまた教員等へ周知をはかってまいりたいと考え

ております。委員の皆様にも３月頃になろうかと思いますけれども、計画書がで

きあがり次第、こちらの方から送付させていただきたいと考えております。皆様

本当にありがとうございました。私からは以上でございます。 

委員長：それでは皆さん、ありがとうございました。私事になりますけれども、実は私も

こういうような基本計画策定検討委員会の仕事を、いくつかの自治体でさせてい

ただいたところでございます。飾区、今回携わらせていただいて、いくつも驚

いたことがございます。１つは回数の多さですね。９回もやるというのは、他に

ないですね。それこそ皆さん方には毎回来ていただいて、本当に感心しています。

それから驚いたことは、委員数の多さなんですね。今日はちょっと欠席ですが、

30 名ほどいるんです。それから事務局の並ぶ数の多さです。だから本当に、これ

にかける本当に熱い想いが、ここに入っているのだろうなということで、本当に

感心いたしました。また、もっと驚いたことは、資料の多さですね。この資料に

ついては、本当に事務局の皆さんが、きっとぶつくさ言いながら作られたものだ

と思いますけれども、本当にお疲れ様でした。本当に飾区教育委員会事務局に

対して敬意を表したいと思います。またこれからも飾区の教育の充実、発展に

本当に寄与したいと思っています。また委員の皆さんには本当に、先程申し上げ

ましたけれども、１年半にわたりまして検討いただきまして、本当にありがとう

ございました。本当に心から感謝を申し上げたいと思いますと同時に、ここで皆

さんが関わったことは、これがきちっと履行されていくかどうかについての監視

役でもございます。今後も教育に対して温かくぜひ見守っていただければと思っ

ております。それではこれにて飾区教育振興基本計画策定検討委員会を終了さ

せていただきます。本当に長い間ありがとうございました。 

以上 


