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  四街道市教育振興基本計画策定委員会会議録 

 

日  時      平成２３年８月２３日（火） 午後３時～午後５時 

  

場  所      青少年育成センター２階会議室 

   

出席委員      会          長  坂東 佶司 

          副     会     長  金子 篤正 

          委          員  臼田 たか 

          委          員  高橋 信彦 

          委          員  寺尾  哉 

          委          員  諸根 範代 

          委          員  原名由里子 

          委          員  山﨑 英企 

          委          員  江﨑 俊夫 

          委          員  古川 美之 

          委          員  宮原 隆史 

   

出席職員      教     育    長  木村 俊幸 

          教 育 部 長  實川 佳延 

          教育部参事（政策調整担当）  櫻井 克己 

          教 育 総 務 課 長  森塚 敏郎 

          教 育 総 務 課 主 幹  松尾 秀人 

          教 育 総 務 課 主 査 補  伊藤 智剛 

          教 育 総 務 課 主 査 補  小川 貴幸 

          学 校 教 育 課 長  渡辺 義之 

          社 会 教 育 課 長  久留戸邦彦 

          ス ポ ー ツ 振 興 課 長  加藤 忠典 

          四 街 道 公 民 館 長  佐々木五一 

          図書館長（視聴覚ライブラリー所長）  横山 正彦 

          青少年育成センター所長  三上  勝 

 

傍聴人       １名（男性 名 女性１名） 
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１． 開   会 

 

○教育長より委嘱状交付 

 

２．教育長挨拶 

 

３．委員及び職員紹介 

 

４．正副会長の選出 

 

〇教育長が座長を務め会長・副会長を選出 

○会長は坂東佶司委員、副会長は金子篤正委員に決定 

 

５．会長副会長挨拶 

 

６．議   事 

 

（１）定足数の確認  

○委員１１名中１０名出席 

 

（２）会議の公開及び会議録の作成について 

○会議は原則公開とし、会議録作成については、発言者についての名前を原則記名するというこ

とで決定 

○議事録署名人は、高橋委員に決定 

○傍聴人１名入室 

 

〇坂東会長 それでは、会議をこれから進めさせていただきたいと思います。お手元の資料で進め

させていただきます。アンケート調査結果について事務局から説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局 

〇配布資料説明 

 ○アンケート調査結果報告 

 

〇坂東会長 この報告を今いただいた中で何かご質問等ありましたらご発言いただければと思い

ます。 

 

〇宮原委員 私は、公募で一般市民の中からなので、皆様と違ってよくわからない面があるのです

が、道徳心とか規範意識というのは学ぶものなのですか。 
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〇坂東会長 疑問点ということで、何かお答えいただける委員さんがいらっしゃれば、学校現場の

先生もいらっしゃいますので、よろしければお願いします。 

 

〇高橋委員 基本的には、生活の中で身につけることだと思います。しかし、それと同時に道徳教

育という面もありますので、そういうものを集約して子供たちに示していく、そういうことも必要

であると思います。 

 

〇宮原委員 だれが示していくのですか。 

 

〇高橋委員 それは、学校であれば学校の教師、家であれば親になります。ですから、もちろんふ

だんの生活の中で身につけていくことだと思いますけれども、それと同時に学校教育の中で子供た

ちに示していくことも必要ではないかなというふうに思います。 

 

〇坂東会長 今、宮原委員からありましたけれども、現場の先生が一番おわかりだと思いますけれ

ども。 

 

〇宮原委員 このアンケートを通じて大体流れが出てくるのが、今の道徳心の件、そういうふうな

形の問題ですが、どのくらい問題があるのか聞いてみたいと思います。 

 

〇坂東会長 では、またそれにつきましては今後そういうことで教えていただければと思います

が、ほかに何か。 

 

〇金子委員 金子です。今の話に若干関係するのですけれども、児童生徒の件の中で、小５、中２

の子供たちがいじめのない楽しい生活を送れる学校にしてほしいというのが意外に多く40％、28％

なのです。私自身は、本市においてはそういうひどいいじめとかはないように思っていたわけです

けれども、これを見ると、ひょっとしたらそういう現象が起こっているのか。ちょっと私も認識が

甘かったという気がします。実態はどうなのでしょう。子供たちが望んでいるのは、今現在そうあ

るから望んでいるのか、そのあたりを事務局にどういう状況なのかお聞きしたいと思います。 

 

〇坂東会長 さらに調査した内容の中で、もうちょっと何かあればということでよろしいですか。 

 

〇金子委員 今のアンケートの中で、割と衝撃的な数字でございましたから、どうなのかなと思う

のです。 

 

〇坂東会長 今の金子委員さんのご質問につきまして、事務局にということで、調査の中で何か出

てきていることがあって、そのあたりでちょっとお話を聞きたいということですが、どうでしょう

か。その辺は、何かデータの中でさらにうかがえるものなのですか。 

 

〇事務局伊藤 この結果の報告については、このアンケート結果の数字そのものでございますの
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で、このアンケート調査対象以外の学校の状況というのは今のところ把握しておりません。もしさ

らにどこかの分野で必要があるということであれば、今後の配付資料として提出させていただくこ

とになると思います。 

 

〇坂東会長 また今後フォローするということですね。 

 

〇金子委員 先ほどの道徳的な問題も含めて、そこのところ四街道市はいかがなものかということ

がベースにないと、例えば他市でどうなのかというのがないと、今後の政策を考えるときに私とし

ては今のところ考えられませんので、本当に実態はどうなのかと。例えばいじめで休んでいるとか、

そういうことが多いのかというのを次回で結構ですから、本当のところを聞かせていただければと

私は思います。 

 

〇坂東会長 私も司会をしながら、昔はこういう行政の司会をさせていただいたのですけれども、

今はすっかり大学に浸かってしまいまして、いい意見だなと思うと、すぐそっちに乗ってしまった

りすることがあるのですが、でも今のお話というのは確かにデータが示されている一つのことなの

で、私どもなかなかデータそのものはいろいろ知らないというのもございますので、そういう観点

でこの機会にいろいろ承っておくということは今後を考える意味でもよろしいかなということの

ご発言と受けとめましたので、今後またそういう形で事務局のほうにお問い合わせする機会もある

だろうと思いますし、また委員さんの中にそれぞれジャンルからおいでになられている方もいます

ので、また教員の方もいらっしゃるので、いろいろそのあたりをせっかくのこういう機会ですから

教えていただくのがよろしいのかなと思います。 

 

〇教育部長 今お話が出たいじめ、不登校につきましては、四街道市も含めて全国的に年に１回そ

の年度の調査をしておりますので、次回のときに四街道市の現状ということでお示しをさせていた

だければと思います。 

 

〇坂東会長 ということでございます。この点につきましては、金子委員さん、どうでしょうか。 

 

〇金子委員 では、次回にお願いします。 

 

〇坂東会長 ほかにいかがでございましょうか。 

 

〇江﨑委員 江﨑です。この調査報告書、この質問項目については、何か手本とするものがあった

のでしょうか。 

 

〇坂東会長 江﨑委員のほうからこのアンケート用紙の関係でお手本になったものはあるのかと

のことでございます。 

 

〇事務局松尾 アンケートにつきましては、他市町村の先行しているものを参考にさせていただい
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た上で教育委員会内部で打ち合わせをしまして、どういう質問をしようかということで設問の設定

をいたしました。 

 

〇江﨑委員 そうすると、先ほどの話と関連するのです。他市町村と比較するというのは、そうい

うことも質問によっては可能だということであれば、本市における特徴的なことなども多分わかる

と思うのです。その特徴的なことから課題などもあぶり出されるのではないかと思うのですけれど

も、その辺はいかがでしょうか。 

 

〇事務局松尾 その辺は、設問が全く一緒ということもないと思いますので、委員さんから設問の

なかでほかの市町村の状況をとらえたいものがあれば、うちのほうで他市町村の集計を見ながら資

料を出していきたいと思います。別個に全部比較するというのは、いろんな市町村がございますの

で、かなり難しいかなと思うのですけれども、この部分についてほかの市町村はどうなっているの

かということでご意見をいただければ、資料を出していきたいと思います。 

 

〇坂東会長 それは、テーマに応じてという意味でよろしいですね。 

 

〇事務局松尾 例えば先ほど話題になりましたいじめの問題とか、そういったもので比較してほし

いという形でも結構ですので、その辺の分野を絞っていただければ、比較はしてみたいと思います。 

 

〇江﨑委員 他市町村のこの市とあの市と四街道市、そういう比較というのはなかなか難しいもの

なのですね、それぞれの市町村の特色というものがありますから。この振興計画、市の前に国、あ

るいは県も計画を立てているわけで、その際も必ずアンケート調査をやっているのです。特に、国

は余り比較ができないかもしれないですけれども、県ではやっていますから、それから県では戦略

ビジョンをつくるときにもアンケート調査をやっております。いろんな計画を立てるときには、必

ずアンケート調査をやっておりまして、全県の中での四街道市というのはどうなのか、市の特徴的

なことはどうなのか、そのあたりは恐らくわかると思います。ですから、その辺を糸口にする、そ

ういうことは必要ではないかと思います。意見です。 

 

〇坂東会長 そういう意見ということで、今回はそこまでまだ進んでいませんので、次回というこ

とでお願いします。 

 

〇金子委員 学校の教職員の方も問題だと感じているデータもあれば、四街道に限ってということ

はないのでしょうけれども、一般的にあるのであれば、それぞれの認識が違うので、そういう問題

を中心にするのであれば、それを中心に考えてみましたとか、そういう意味でどのくらいになるか

ということを教えていただければと思います。 

 

〇坂東会長 いろいろ県のデータがあったり、あるいは国のデータがあったりということで、かな

り印象的にでき上がってきております。それを四街道としてどう受けとめていくか、四街道の問題

との兼ね合わせをどうしていくかというところ、最終的にはそこに行くわけですけれども、それを
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考えてみて、今のご意見等を含めて今後また必要に応じて情報収集等をお願いしたいと思います。 

 

〇高橋委員 先ほど宮原委員から道徳の件でありましたけれども、この中では市民の34.8％がそう

考えているということで、私が答える問題ではなかったと思います。それから、気になったところ

は、これは低いのか高いのかわからないのですけれども、このアンケートの中で、心配事や悩みを

だれに相談するかというアンケートの中で、小中とも23％の方がだれにも相談しない、または相談

する相手がいない。これを高いと見るか低いと見るかはそれぞれの考えですけれども、それがちょ

っと私としては気になりました。人間関係といいますか、だれに相談するか、教師に相談するか、

親に相談するかということで、相談する相手がいることが大事だと思いますので、このアンケート

の中でこの数値がちょっと私としては気になりました。 

 

〇宮原委員 私自身、皆さんとこのようにしてこういう場で質問するのを非常に新鮮に受けとめ

て、いろんな疑問がわき起こってくるのでございますけれども、このアンケートの中に保護者につ

いてというのがありますが、その中で先生に協力したい保護者は約７割いるということが出てきま

す。それから、市民についての⑥で学校に協力してみたいことというようなことで、通学路での下

校時の見回り活動というようなことが出ている部分がございますが、現にやっている協力の実態、

どういう協力があるのかということを私は知りたいと思います。その項目がわかりますれば、この

７割のうち、どういうものが出てくるかとか、そういう具体的なものが出てきますので、その辺の

ところ、別にそれに対してアンケートをとるとか、そういうのでなくてもいいのですが、今回とい

うわけではないのですけれども、教えていただければと思います。 

 

〇坂東会長 今の宮原委員さんのお話の中で、保護者等の関係になりますと、ＰＴＡの関係とか、

いろいろ関係する部分が新たに出てくると思います。いろんなところにデータも存在するかなとい

う感じがいたします。 

 

〇教育部長 四街道市では平成21年度から学校支援地域本部事業ということで、保護者の方、地域

の方々に学校を支援していただいております。具体的には通学のときに安全面でご配慮いただいた

り、実際授業の中に入ってきていただいて、授業の面の支援をいただいたり、あるいは本の読み聞

かせ、こういう面でも入ってきていただいています。学校のほうは、地域の方に来ていただくこと

で、開かれた学校づくりが一段とつくられてきていますし、また先ほど来出てきている教職員の多

忙感ですが、教職員が子供たちと向き合う時間を少しでもつくろうということで、市としても重点

的に取り組んでいる施策です。 

 

〇坂東会長 学校支援地域本部事業のご説明がありましたが。 

 

〇宮原委員 どういうものがあるかというのがわかるわけですね。 

 

〇教育部長 一番中心的にやっていただいているのは通学路の安全で、登下校のときに見守り活動

ということでやっていただいております。 
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〇坂東会長 またそれは後ほどいろんな形でその場面で登場することがあろうかと思いますので、

よろしくお願いいたします。当面今のところそういう疑問点が出されたということでご理解いただ

ければと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。どんなことでもよろしいかと思いますけれども、再度委員の皆さんか

らお尋ねできればと思いますので、とりあえずは全体の中のご説明に対する疑問点という形でお出

しいただければと思います。 

 

〇金子委員 今までは大体児童生徒、保護者が出たのですけれども、教職員の意識調査ということ

で、教職員のほとんどの方が随分忙しく感じている。その中で事務量が増えているというのが一番

大きい原因だと思います。もう少し組織的に事務量を減らす工夫をできないものだろうかと。これ

は、教育委員会もそうでしょうし、県の教育委員会も文科省もそうかもしれません。学校でも確か

に減らせるものがあると思うのです。だけれども、今までの慣習でもってなかなかできない。減ら

せる部分もあると思うのですけれども、これは今後我々で政策を語るときにもうちょっと具体的に

分析できるのではないかと思っています。それで、そのことが、先生方が望んでいる子供と向き合

う時間を増やしたいということにつながる。それがまたさっきのいじめの問題とか行動規範を教え

るという問題につながりますので、私はこのポイントは結構大きなポイントだと思うのです。今言

ったように、教育委員会と学校と我々が一緒になって考えなければいけない問題だと思いますの

で、これはぜひ次回以降に。例えば事務量を１割減らすと１時間子供たちと向き合えるわけですよ

ね。ただ単に忙しいからどうしようもないというのではなくて、本当に減らすにはどうしたらいい

かということをみんなで考えるということで、私はこのことを強く感じましたので、今後の議論を

ぜひ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。 

 

〇坂東会長 今のコメントについて何かありますか。特になければ、また今後の検討課題というこ

とになってくるかと思いますが、ほかにいかがでございましょうか。 

 

〇古川委員 意見というか、質問になるのですが、児童のアンケート結果のところの（４）、勉強

が好きかというところで、このアンケートの結果を見て驚いたのですが、小学校５年生では好きと

いう子が７割を占めていましたが、中学校では好きという子が３割強ということで、７割弱の子た

ちが勉強を余り好きではない、または好きではない回答しているのです。小学校５年生から中学の

年代になるまでに７割から３割に減ってしまったという背景、勉強を好きでない理由というところ

まではアンケートでは結果が出ております。内容が理解できないとか、勉強がおもしろくない、興

味がわかないなどが大きな理由なのですが、こうなってしまった背景といいますか、原因をぜひ知

りたいといいますが、これがいじめの問題ですとか、先生方の職場の現状ですとか、そういうもの

の改善にもつながるのではないかなと思いまして、この勉強が好きでない理由、嫌いになってしま

った背景や原因などが分析されていれば教えていただきたいと思います。今回だけではなく、何年

か前にこのようなアンケートをとられている場合には、どういう変化があったのか、こういうこと

ももしわかれば教えていただいて、このアンケートの結果の背景にはどんな原因があるのかという

のもわかると、その形の改善にもつながるのかなというふうに思いますので、ぜひお願いしたいと
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思います。 

 

〇坂東会長 私も大学で社会科の教員を目指す先達を指導しているのですけれども、その中で今小

学校の中で理科離れと同時に社会科離れがどうも進んでいると。社会科嫌いの子供が小学校５年

生、６年生の中でナンバーワンだそうです。昔は考えられなかった事柄なのですけれども、なぜそ

れがそうなっているのかなということで分析してみたのですけれども、どうも学校の中で、昔社会

科だったら、何々をつくるとか、見るとか、話し合うとか、そのような場面の学習が多かったので

すけれども、時間数が減ったことによって、かなり教え込むような内容に社会科は変わってきたの

です。それが子供たちの社会科嫌いの大きな視点だと。そう考えていくと、今子供たちが教科の中

である程度マイナスのブレーキがかかっているというか、マイナスになっているとすれば、恐らく

何か子供たちにそういう満足を与えられるような形での授業形態が少なくなってきているのかな

という感じで私どもは分析しているのです。そうしますと、体験活動とか、自分でもって何かやる

とか、資料を書くとか、あるいは調べるとか、レポートにまとめるとか発表するとか、そのような

作業的な機会をいかに与えていくかというところが今後社会科の場合については突破口になって

いくのかなという感じでもって今私どもはやっているのですけれども、これはあくまでも基準をも

とにして現場の声を聞きながらやっているので、間違いなく社会科の授業が嫌いになっています。

特に小学校の高学年にその傾向があります。今の意欲との関係も考えてみて、何か考えられそうな

こともあるのかなということで今の古川委員さんのお話をお聞きしました。 

 

〇宮原委員 今のお話なのですが、私が小学校のころですが、社会科の授業を学んでいたのですけ

れども、その当時の社会科の先生というのは、社会科の授業をするのに躊躇していたのです。それ

から、歴史についてもです。大人になってからなぜかなと考えてみたのですけれども。通常の三権

分立とか、その程度のことは学んでいたのですけれども、もっと深いことについてですとか何か学

んでいないというか、そういう意識があったのです。それは、多分私の小学校の先生方のせいじゃ

ないかなと私は今思っているのです。そんなこともありますので、研究課題の一つにしていただけ

ればと。 

 

〇坂東会長 一応さまざまな報告をもとにして意見を承りましたが、先生方がいらっしゃいますの

で、何かこの報告について感想でもございましたら教えてもらえればと思いますが、諸根委員、い

がですか。 

 

〇諸根委員 資料等を用意していませんので、私の個人的な見解になるのですけれども、道徳心を

教えることだとか規範意識についてということが先ほどちょっと出てきましたので、少しお話をし

たいと思います。例えば友達が持っている筆箱の中にすてきな消しゴムがあるとします。もし自分

が見たかったら、見せてとまず一声かけるなり、そして相手がいいよと言ってから筆箱をあける、

こんなのはもう常識だと思います。ですが、小学生の段階ではそれができなくて、いきなりたたい

たりたたかれたのというトラブルが発生しているので、どうしたのと聞くと、消しゴムをいきなり

とったということで、それを聞き出すまでも大変なのですが、とったということでもって、そこで

初めて、人の物をさわるときには、まず声をかけて、許可を得てから見るんですよというようなこ
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とを教えていかなければいけない、今そういう現状になっています。例えば今消しゴム一つをとっ

て言ったのですけれども、それが鉛筆であったりノートであったりということで、10年、20年前で

は考えられなかったような当たり前のことが意外と今できていないのだなというのを子供たちを

見て思いました。高学年になっても、子供たちは自分がなぜいらいらしているのかを言葉で伝える

ことができないのです。ですが、この子がいらいらするのは何かしら絶対原因があるわけだという

ことで、ちょっとしつこくどうしてそういうことになったのというのを子供の話も交えながら私た

ちのほうで分析をしていくと、やっぱりその小さな規範にたどり着くことがしばしばでして、それ

をおろそかにしては中学には上げられない。それから、先ほどいじめのない楽しい生活のできる学

校づくりというのは私もえっと思ったのですが、子供がいじめととらえたかどうかということで考

えていくと、ちいさなときでも５年生になってからでも、何か自分の中で納得できないようなこと

があった場合、その子にとってはいじめではなくて心の中に残っているのではないかなというよう

な、これは推理なのですけれども、そんな感じを受けました。この40.3％はかなり大きい数字だと

思います。それから、物がなくなるというようなことは珍しいことではなくて、いけないとわかっ

ているのでしょうけれども、その衝動をとめられないで、友達の物、例えばドリルであったり、あ

かしろ帽子であったり、ちょっと防災ずきんの下に隠してしまったりということがあるのです。そ

れは、ずっと隠れているわけではなくて、探し出すと出てくるのですけれども、そういうことが頻

繁に見られるというのは、昨今そういう現状があるものですから、やはり道徳心とか規範意識とい

うのは教えないといけないのではないかなというのが個人的な意見です。 

 それから、もう一つ、ご質問の中で、これも個人的というか、うちの学校の実態なのですが、地

域の方、市民の方の学校支援の現状ということで、先ほど安全指導について朝のところとか下校の

ことが出ておりましたけれども、読書とかはもちろんのこと、学年によっては自然観察ということ

で、四街道市の自然にはこんなところがありますということで実際に連れていってくださって、こ

の葉っぱでこんなふうに遊べるんですよ、虫はこんなふうにかかわることができるんですよという

具体的な指導であるとか、あとお米をつくって、子供たちが自分たちで田植えをし、収穫したもの

でおもちをつくって食べるとか、ちょっと珍しい折り紙を教えてくださったりというようなことを

クラブ活動でしていたり、昔の遊びということで、特にお年を召した方々がこまや竹馬など、若い

お母さん方やお父さん方にはなじみのない遊びについても教えてくださるというようなことがク

ラブであったり総合という教科であったり、結構協力はいただいています。 

 

〇坂東会長 またいずれいろんなことがあれば教えていただければと思います。今いろいろ学校の

課題が出てまいりましたけれども、ＰＴＡのほうから何かございましたら。 

 

〇原名委員 ちょっと気になったというか、いじめのことです。40.3％をとても大きな数字という

ふうにとられて、ちょっと皆さんびっくりしているようですが、保護者という立場から、私の子供

は今小学校４年生と中学校１年生になるのですが、その子供やその子供の友達関係で、この40.3％

の中にはいじめをしているという意識がないと。要はいじめといたずらと、けんかといじめととい

う境は大人の境なのです、この線を引いている場所が。先生方もそうだと思います。親も、たたか

れた、だれにたたかれたの、もういじめ、親が線をそこで引く。親がいじめをつくり出していたり、

先生がいじめをつくり出していたり、または本人同士ではない友達同士がいじめとしてしまうとい
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う意識で多分この40.3％という数字が出ていると思うのです。だから、本当の意味での真剣に考え

なくてはいけないいじめというのはこの中の何％なのでしょうかという感じはします。なので、こ

の数字だけを見てびっくりするというよりも、もしこの数字でびっくりするのであれば、いじめそ

のものではなく、周りの大人たちがちょっと考えるべき数字なのではないかなと今聞いていまし

た。 

 

〇寺尾委員 いじめに関して言えば、私というか、私たちはいじめがあるものと思って常に生徒に

対応しております。なければないにこしたことはないのですが、その上で話をいたしますと、この

40.3％はいじめがあったということではなく、いじめのない学校になってほしいと。自分が受けて

いなくても、友達が受けていなくても、隣のクラスであったんだよというと、それは嫌だなという

ことになります。それで、原名委員がおっしゃったとおり、本当にいじめという言葉が先行してい

まして、私たちの中でも、例えば何か言われて、２人ぐらいから言われてちょっとした口論になっ

たことがあると思うのですけれども、それをとらえていじめというふうに感じることもあるかと思

うのです。学校という狭い空間ですと、なかなかコミュニケーションをうまくとれなかったという

こともあって悩んでいる人もいますので、昔なら友達とけんかというふうなことで、コミュニケー

ション能力が育っていないというところもありまして、うまく話すことができないようです。その

一つの原因としては、核家族化もあるかと思うのです。今2.6人ということは、夫婦２人と子供が

0.6人ということで、１人いればいいのかなという具合になるわけです。中学校では、部活動の先

輩がいるという形で、いい意味で教えられる立場もありますので、その点はできているなと思って

います。１日24時間ですが、睡眠８時間、学校８時間ですが、場合によっては中学校は７時からは

６時ぐらいまでいますので、長い時間いますので、その中で効果があるようです。 

 

〇坂東会長 中学校２年生というと、このぐらいのデータも出てきているのですか。 

 

〇寺尾委員 これは、いじめがある、なしというアンケートではありませんので、それは別にアン

ケートをとっているかと思います。 

 

〇坂東会長 中学校の場合、学年によってかなり違いますよね。それは、余り意識しなくてよろし

いですか。 

 

〇寺尾委員 だんだんと大人になってくると、これはいじめなのか、あとはそうした食い違いなの

かわかってくると思います。 

 

〇坂東会長 校長先生、どうですか。 

 

〇臼田委員 小学校の低学年なんかを見ていますと、友達の心ない言葉で傷ついたということが多

かったです。そういうのが出ていますので、私はやっぱりこの数値にこだわらず、心を傷つけると

か、思いやりの心がないところが言葉によって、相手のこととか、自分でも使ってしまった言葉に

よって傷ついて、結果としていじめととらえているかなというふうに最近の事例をいろいろ見てい
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ますと思いましたので、多分どの小中学校でもそういうふうなとらえ方をしていくと、数値は結構

上がっていくのではないかなというように思います。言葉も気をつけないといけないなというのは

すごく思います。それと、私はまだ来たばかりなのですけれども、先ほど教育長がおっしゃったよ

うに、四街道全体の実態をとらえて、自然とか地域とか人々の生活とか、そういうものをとらえた

上で教育政策を考えていきたいと思っているのです。というのは、私は大日小なのですけれども、

大日小学校で地域の方に支えられてやっておりますけれども、自分の大日小学校という１校の地域

しか見ていないので、できるだけこういう機会に四街道全体を見通して、本当に四街道としてどん

な特色ある教育を展開できるかというのを自分でよく勉強しなくてはいけないなと今回参加させ

ていただいて考えております。例えば読書とか、何をもって心を豊かにしていくのかなとか、そう

いう長い目で育てていければいいなと思っていますのと、それから学校はいろんな教育活動をやっ

ておりますけれども、先ほどの教える道徳というよりは、子供たちにいろんな体験とか交流とか、

いろんな教育活動を通して子供たちの中に道徳的な心情を育ててほしいなと。子供たちみずから感

じ取ってほしいなと思っていますので、道徳の規範はこういうことだよということも道徳の時間で

やっていますけれども、やはりみずから育てていってほしいし、それから家庭がまず子供たちの人

格形成とか社会性を育てていく場ではあるのですけれども、学校も同じように教育活動を通して道

徳的心情を育てていかなくてはいけないというふうに思っていますので、今後また勉強させていた

だきたいと思います。 

 

〇坂東会長 山﨑委員さん、皆さんに聞こうと思っているのですけれども、何かお気づきになった

点がありましたら。 

 

〇山﨑委員 このアンケートの中にはないのですけれども、以前に小学校で担任の先生が児童に対

するアンケートの中で自分が好きかというアンケートをしまして、数字はちょっと定かには覚えて

いないのですけれども、先生方はちょっとびっくりしていたのです。これはちょっと何とかしなき

ゃという数字だったのです。自分が好きかというアンケートに対して、余り好きではないと。嫌い

まではいかないのですけれども、好きではないの答えが３割ぐらいあったというのがあって、日ご

ろの生活習慣の中で子供たちにどう接していこうかということをお話をされていて、保護者として

もどうしようかねという話をしたところで終わってしまっていたのですけれども、ちょうど年度末

ということもあって、その辺について、先ほどのいじめ、人を思いやる心ですが、自分を思いやる

心がなければ、当然人を思いやる心というのは芽生えてこないものなので、その辺をどう具体的に

していったらいいのかなと思います。 

 

〇寺尾委員 アンケートの結果で気になったことがあったのですが、子供たちからのアンケートの

中で地域の大人に望むことで、特に望むことはないという子供たちが小学生で40％、中学生は90％

です。これは、満足しているから、特にこれ以上望むことがないと考えるべきなのか、それとも特

に地域の大人には何も望まないという意味なのか、その辺の部分がよくわからないので、今後学校

が地域の皆さんとどうかかわっていくかということで、子供たちがどういう意識で望むことがない

というふうに答えているのかについても聞いてみたいなと思っています。 
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〇坂東会長 今いろいろご意見がありました。特に質疑、質問をするということで承っておりまし

たが、それを今後の協議の施策立案の中でどういうふうにとらえていくかということですが。 

 

〇宮原委員 私の感じたことを率直に言いますと、表面的な議論だけでもって議論しているような

感じを受けています。いじめの問題にしろ何かそんなような傾向があるような気がするのです。私

なんかは単純に、昔と違って心の収縮がかなりあるので、それは東日本の震災でもあらわれている

のですけれども、戦後のときの復興はやみ市でも何でも出ていましたが、それができなくなってい

る世の中になっているということも一つあるのだと思いますけれども、ではそれをどうしていくの

かと。やっぱり子供たちに示すのはおおらかさなのです。それは、先生以外にはないのではないか

なというような気がしているのです。さっき筆箱の問題がありましたね。これも所有権の問題なの

ですよ。自分のものかどうかなんていうのは、３歳か４歳ぐらいでもって自分の物かどうかという

ことで、その前の子供にとっては自分の物も人の物もないわけです。遊びでめんこをやったり、と

ったりとられたりしながら自分の物というのが確立してくるのですが、そういう遊びもなくなって

きた現状です。では、いきなりあなたの物、そうではない物を教えることができるかといったら、

僕はできないと思うのです。そこのところをどのようにしていくかということが教育の問題である

と。先生に課せられた問題ではないかなというような気がちょっとしてきたので、口を挟ませてい

ただきました。 

 

〇坂東会長 いろいろ皆さん方は論客家なので、さまざまなご意見等、また角度が違いますし、分

野が違いますから、いろんなお考えがあって、また年代も違いますから、いろいろあるかと思うの

ですけれども、１回目としては、まだ中身に入るということよりも、すごく外堀の話ばかりだった

のですけれども、最後にどなたかこのことについてまだもう一つ何か言いたいことがあるというこ

とであれば、この機会に。 

 

〇高橋委員 四街道市教育振興基本計画ということで、四街道市の教育そのものをどのような方向

性にするかということが我々に課せられたことだと思うのですけれども、どうしてもアンケートそ

のものは、学校関係者も入っていますので、学校教育に関するものがほとんどではないかと思うの

ですが、社会教育、家庭教育も含めて方向性を出していったほうがいいのかなと。確かに教育とい

うとすぐ学校を思いつきますので、学校教育の話になるのですけれども、そういうものなのですけ

れども、社会とのつながりも非常に学校にとっては大切なことではないかと思います。ですから、

そういう社会教育ということも考えてもいいと思うのですけれども、議論していってもいいのでは

ないかと、このように解釈しています。 

 

〇坂東会長 今方向性ということで高橋委員さんのほうからありましたけれども、確かにさまざま

な教育分野のバランスをとってというのはよく言われることなのですけれども、県の教育立県ちば

プランなんかを見せてもらっても、ちょっとバランスがどうしても欠けている。子供というところ

に重点が置かれているのですけれども、そういうことで家庭が出てきたり、地域が出てきたり、そ

ういうスタンスや方向性が示されていったら、ある面では割いているスペースの８割以上が学校関

係のものですよね。そういう面があるかと思いますが、今高橋委員さんのほうからも四街道に見合
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った形での方向性ということを考えていくべきではないかと。もうちょっと子供を軸に考えてもい

いのではないかと。家庭もあるだろうし、社会教育の面もあるだろうと。あるいは、地域との連携

の問題もあるだろうというようなさまざまな観点からとらえていけば、もうちょっと我々自身が、

四街道の教育振興基本計画、このようなものについて一つの方向性が出せるような形で、この資料

を有効に活用しながら進めてまいりたいと思います。時間のほうもかなり経過してきたところでご

ざいますけれども、大体そんな感じで、事務局のほう、何か補足説明はございましたか。一通り皆

さんのご意見を伺いましたけれども、よろしいですか。 

 

〇教育総務課長 ただいま各委員の皆様方から貴重なご意見をいただきました。それぞれ思いはあ

ろうかと思います。このアンケートも、アンケートをとる上においては、活字を見ながら自分たち

がアンケートに関してこれを説明して得た結果というものではございません。端的な活字を見た上

でのアンケートですから、先ほどの40％台の数値自体が高いとか、そういう議論もございますが、

そういった部分ではアンケートする側の考え方によって相当出てきます。だから、これをどうして

いくかという問題はまた別個の問題としてあろうかと思いますが、今の学校の置かれている状況、

地域の関係、社会の状況、そういうものを踏まえながら教育振興基本計画をどう進めていくかとい

うことでございますので、きょうは今まで皆様方の思いをいただきましたが、次回以降にまたそう

いった部分をより具体的にお話し合いをしていただきながら、どのようにしていこうかというご議

論をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇坂東会長 それでは、第２号の議事の事項、アンケート調査結果についてはここまでにさせてい

ただこうと思います。 

 

（３）今後の日程について 

〇坂東会長 続きまして、（３）ですが、今後の日程についてでございます。 

 事務局のほうから説明をお願いします。 

 

〇事務局松尾 それでは、お手元にあります四街道市教育振興基本計画策定委員会会期日程という

ことで、今後の会議の予定をご報告させていただきたいと思います。 

 ごらんのように、会議の全体数、今の予定ではございますが、本日１回目、８月23日を含めまし

て７回目まで、平成24年12月を目途に策定を進めていきたいと思っております。本日１回目の８月

23日の内容につきましては割愛させていただきます。 

 次の会議ですけれども、第２回目として、平成23年10月、時間は同じ３時からということで、こ

の育成センターで行いたいと思っております。内容につきましては、四街道市の教育の将来像につ

いて、どういった将来像が望ましいかという検討をするということで予定させていただいておりま

す。基本的には、こちらが一番要になる部分かと思いますので、その点について第２回目で検討し

ていただければと思います。本日いただきました宿題については、今後ご報告させていただきたい

と思います。 

 第３回目につきましては、また２カ月後になりますが、平成23年12月、ここでは２回目で検討し

ていただきました将来像とか基本理念に基づいて事務局のほうでそれぞれ教育課題の整理等を行
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いまして、それに伴います施策体系、基本理念にぶら下がる大項目とか中項目の整理をしていきた

いと考えております。 

 年が明けまして、平成24年２月につきましては、その施策体系案に基づきまして、今度は施策に

ついて、施すべき計画についてご協議いただければと思っております。 

 第５回目ですが、３月、４月はちょうど年度末、年度初めで大変忙しい時期になりますので、３

カ月ほど置きまして、平成24年５月には計画の素案について取りまとめていきたいと考えておりま

す。 

 第６回目の平成24年８月においては、その素案をまとめたものを案として決定して、教育長へ委

員会としての計画案の提出ということで、一応この会議で本委員会の最終的な仕事は終わってしま

うのですが、この後に、これは事務局サイドの作業になるのですが、市民意見を求めるパブリック

コメントという手続を行います。これにつきましては、計画案を市民の皆様にお示ししまして、い

ろいろご意見をちょうだいするという期間になります。これは、市民参加手続という市の手続上で

決まっております工程でございますので、こちらは４カ月ほどかかるということで、その市民意見

をいただいて、事務局のほうで計画の修正等を加えたもので平成24年12月、今から15カ月後に最終

的な計画ということで、本委員会にもその報告をさせていただくと。ここで実質的に終了という形

を考えております。当然これらにつきましては事務局の案ですので、進行過程において会議の開催

状況を勘案するということは考えております。 

 もう一点ですが、２回目の会議なのですが、平成23年10月に日にちを入れておりませんが、10月

27日、木曜日なのですけれども、この日をセッティングしていただければと考えておりますので、

その辺を含めて会長に調整をお願いしたいと思います。 

 

〇坂東会長 ありがとうございました。今日程についてご説明があったわけですが、来年の12月と

いうところが一つの着地点なのですが、何か質問等がございましたら。もしなければ、おおむねこ

れでいくということでご了解いただければと。 

 

〇金子委員 今の27日というのは、皆さんのご都合はいいのですか。それから、要望なのですけれ

ども、今のお話を聞くと、第２回の将来像について、基本理念について、これが一番大事なところ

ですよね。このやり方は、事前に例えば委員のほうが意見をメモで出して、それを討議するのか、

それとも従来と同様に事務局からの素案をもとにやるのか、このあたりのやり方を決めたほうがよ

ろしいかと思うのです。ここで相当の議論を深めていかないと次の施策体系につながらないと思い

ますので、このやり方を詰めておいていただきたいと思います。 

 

〇坂東会長 提案の仕方ですね。今お話がございましたので、事務局としてはどういうお考えなの

かということのご質問だと思いますので、よろしくお願いします。 

 

〇事務局松尾 委員の皆様に一からつくっていただくというのは大変だと思いますので、各会議ご

とに事務局から素案を示させていただきまして、それについて検討していくという形で進めさせて

いただければと思います。それぞれの会ごとに前もってご意見がある方は、事務局にそのご意見を

いただければ、それを取り込んだ形で進めさせていただければと思います。 
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〇坂東会長 金子委員さん、いかがでしょうか。 

 

〇金子委員 そうすると、この第２回の会議においても事務局で素案をつくって、それまでに委員

のほうで意見があれば、別に特に会長を通さなくても直接言っていいですよと、こういう理解でよ

ろしいでしょうか。 

 

〇坂東会長 とりあえず２回目ということ、当面次回の会議はということで承っておいていいです

か。その先は、皆さんでまた協議の中でどうするかという方法を検討するのか、あるいはこのまま

にしていくのか、今後も今のご提案で。 

 

〇金子委員 ちょっとしつこいようですけれども、将来像と基本理念というのはよく言葉を絡めた

わけですけれども、ここで将来像というのは、いわゆる５年、10年の四街道の教育の骨格の将来像

ということと基本理念はどう違うのか、その辺を教育部はどう考えているのか教えていただきたい

と思います。 

 

〇事務局松尾 この計画につきましては、10年後の教育のあり方、そういう将来像を設定した５年

計画ということで考えておりますので、初年度が25年の将来像になりますから、それから10年後で

すから、平成36年ぐらいの姿はどうあるべきかというところで設定させていただければと思いま

す。これから100年先なのか200年先なのかというのは、いろいろ議論があると思うのですが、一応

国の計画のそういった従来のものを見て基本計画という考え方になっておりますので、そういう考

え方に立っております。 

 

〇金子委員 私の質問は、将来像と基本理念はどう違うのか、その違いと最後にどういう振興計画

になるかを聞きたかったのです。 

 

〇坂東会長 では、将来像についての一つの考え方と基本理念について、その辺について。 

 

〇事務局松尾 将来像というのは、例えば四街道市の総合計画だと、漠然としたイメージが将来像

という考えであって、基本理念といいますのは、例えば教育委員会自体が本当に据えるべき普遍的

な考え方を理念と思うのですが。 

 

〇坂東会長 ある程度具体的なものがあるとわかりやすいのですが。 

 

〇金子委員 ちょっと議論したいのですけれども、例えば県の計画を見ていますと、ちょっと余計

なことなのですが、基本的考えがあって、目指すものがあって、そういった方向なのですよね。今

やろうと思っているのは、施策ではなくて、まさに自分たちで考えた目指し方というのをやろうと

しているのかということをもう一回再確認したかったのです。では、具体的施策ではということな

のですね。 
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〇事務局松尾 ２回目につきましては、具体的施策までは入れないと思いますので、どうあるべき

かという方向性を決めたいと考えております。それに基づいてどういう施策を打っていくかという

ことで、今度は課題の整理とかをしたものをその次の会議でと考えております。 

 

〇金子委員 俗に言えば、どういう子供をつくっていきたいか、四街道としては。こういう考えで

よろしいですか、砕いて言えば。具体的でないと我々も考えにくいですよね。どういう子供であっ

てほしい、どのようにつくりたいというようなものが将来像と基本理念と考えてよろしいでしょう

か。 

 

〇宮原委員 今どういう子供をつくっていくかの基本計画というのは、きょうは学校教育というこ

とですが、社会教育とか青少年育成とか、そういうものすべてですよね。 

 

〇金子委員 その辺を知りたいのですけれども、国や県を見ても、さっき会長がおっしゃられたよ

うに、子供が中心の計画なのですよね、この計画というのは。ですから、もちろん付随して大人が

どうするのかというのは出てくるのですけれども、あくまで子供のかわりに大人か出てくるのでは

なくて、大人もその中に入れてしまうと漠然としますから、私はむしろ子供をどうするか、どうい

う子供にするかということに重点を置いたほうがいいと思います。事務局がどうお考えかわかりま

せんけれども、どういう子供にするかということにしていかないとなりません。余り焦点が大き過

ぎないほうが良いと思います。そこまでの計画ではないのだと。 

 

〇坂東会長 では、もう一回事務局のほうできちんと今の話を整理されて、要するに２つに分けて

次回はたたき台を出しますということですね。ただ、そのときに今のお話を十分踏まえた上でと。

先ほどちょっと誤解されたのは、データ処理されたものの中では学校関係のものが多かったと。そ

れから、県の施策を見ても学校関係が多いかなと。そのようなことを申し上げたので、それは今度

私どもがそれをどういうふうに受けとめるのかという問題ですから、受けとめたときに社会教育と

か、あるいは地域とか、そのような面での広がりというのは我々がつくる方向性であると。 

 

〇金子委員 事務局に聞きたいのですけれども、教育委員会としてはどういう方向を望んでいるの

かなのです。そこのところがはっきりしないと、全般的にやるのか、国だとか県が考えているよう

に、振興計画というのは子供中心なのですよね。そこのところをはっきりさせたほうがいいのでは

ないかと思うのです。議論が拡散すると、スポーツ振興なども出てきますので、結構大変だなと。 

 

〇事務局松尾 これは、教育振興基本計画ですので、学校関係が大きな部分を占めると思いますが、

それが全てではないと考えております。当然社会教育も家庭教育も生涯教育も含めたものになって

いくのではないかと考えておりますけれども、今具体的に出せと言われても、まだ端緒についたば

かりなので、出せる状態ではないのですが、今のところ考えているのはそういうことです。 

 

〇教育長 事務局からいろいろとお答えしていますが、私のほうで考えておりますのは教育として
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は全てです。学校教育だけではありません。社会教育も含めて、あるいは生涯学習、そしてまたス

ポーツも含めて、そういった部分が関係してくると思うのですが、広く教育全般に関しての振興計

画というものを考えております。ただ、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、スポーツ振興基

本計画、これは２カ年で、国のほうは、スポーツ基本法ですか、新たに今までのスポーツ振興法を

改めてスポーツ基本法になって、国も県もこれからつくるということで、それがまだできていない

ので、今年度、来年度といっても、もう実質来年度１年でつくるしかないと思っているのですけれ

ども、そういったスポーツ振興基本計画、こちらもつくる予定になっておりまして、スポーツ分野

については、いわゆる健康教育の部分はそちらに重きを置いて策定していくと考えております。た

だ、繰り返しになりますけれども、学校教育だけの教育振興基本計画ではないということをご理解

いただきたいと思います。 

 

〇坂東会長 では、次回以降はそういう形で。今日ご提案いただいたことにつきまして、日程につ

きまして皆様方のご了解を得られれば、一応これで進めさせていただくという形になろうかと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 

〇教育長 先ほど担当から申し上げましたが、全部で今日を入れて７回です。予算確保の問題があ

りますので、ある程度会議を行った時点で、もう少し回数を多くしてほしいということがもしござ

いましたら、早目に言っていただければ、対応させていただきます。 

 

〇坂東会長 これが上限ぐらいと考えて頑張っていきたいと思いますけれども、内容につきまして

はよろしいですか。 

 

〇金子委員 27日はもう決まったということでよろしいですか。 

 

〇坂東会長 当面27日ということで進めさせていただくということでございますので、ご了解くだ

さい。次回は10月27日、時間は15時ということですので、ご予定のほうをお願いします。いろいろ

とありがとうございました。それでは、最後に全体を通じまして何かご意見、あるいはご質問等あ

りましたらお受けいたします。 

 

                   （発言する者なし） 

 

〇坂東会長 なければ、最後に事務局のほうから連絡事項等がございましたら。 

 

〇教育総務課長 特にございません。 

 

〇坂東会長 特に何もないようですので、事務局へお返しします。 

 

〇教育総務課長 各委員の皆様、ご意見等をいただきましてありがとうございました。これをもち

まして、第１回四街道市教育振興基本計画策定委員会を閉会いたします。 


