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開

会議のてん末 ・概要
会

司会（関口企

皆様、こんに ちは。

画政策課長）

定刻となりま したので 、ただいまか ら平 成 28 年度の第２回 久喜市 総合
教育会議を開 会いたし ます。
会議に先立 ちまして 、ご了解いた だきたい 点が幾つかご ざいます 。
これまでもご 了解いた だいていると ころでご ざいますが、 本会議の 公
開、傍聴、会議 録の作 成及びその公 表、会議 録作成のため の録音に つきま
してご了解を お願いし たいと存じま す。よろ しくお願いい たします 。
続きまして 、会議録 の署名につき ましてお 願いいたしま す。
市長及び市長 が指名す る１名の構成 員が署名 するものとし ておりま す
ので、市長か ら会議録 に署名いただ く 、構成 員の指名をお 願いいた します。

田中市長

それでは 、会議録 の 署名につきま しては 、名簿順にお願 いをして いると
ころで ござい ますので 、 今回は狩野 委員にお 願いしたいと 思います 。

狩野委員

わかりまし た。

司会（関口企

ありがとう ございま す。

画政策課長）

それでは 、今回の 会 議録の署名に つきまし ては、田 中 市長と狩 野 委員に
お願いいたし ます。
なお、会議 録につき ましては、作 成次第、教育委員の皆 様に一度 郵送の
上、ご確認 をいただ き たいと考えて おります ので、ご協 力 を願い い たしま
す。

２

市長あい さつ

司会（関口企

それでは、次 第に基づ き進めさせて いただき ます。

画政策課長）

初めに、田 中市長か らご挨拶をい ただきた いと存じます 。
市長、お願 いいたし ます。

田中市長

皆さん、こ んにちは 。第１回の総 合教育会 議につきまし ては、本 年６月
29 日に実施をして お りまして 、今 回は２回 目の 総合 教育 会議にな ります。
ご出席いただ きまして ありがとうご ざいます 。
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日ごろ本市 の教育行 政の推進につ きまして ご尽力を賜っ ておりま すこ
とに心から感 謝を申し 上げる次第で ございま す。
さて、東 京理科大 学 経営学部につ きまして は、本年３ 月をもっ て 久喜キ
ャンパスから 神楽坂キ ャンパスに全 面移転を した ところ で ございま す。
その跡地につ きまして 、７月に 敷地の約 ４割 と校舎棟や特 別教室棟 など
の建物が本市 へ無償譲 渡されており ます。既 に登記 簿にお きまして も久喜
市の所有とな っており まして、法的にも 久喜 市の財産にな ったとい うとこ
ろでございま す。
この敷地及び 建物でご ざいますけれ ども 、敷 地面積につい てはおお むね
約５万 3,000 平方メー トル、建物の延べ 床面 積は約１ 万 3,500 平方メート
ルでございま す。
建物につき ましては 、この本庁舎と比 較し てみますと 約 1.8 倍の面積に
なるわけでご ざいまし て、実際に校 舎に行き ますと、本当 に広 く、大きい
ということを 改めて感 じる ところで ございま す。
この活用方法 が大事で ございますけ れども 、庁舎内はもと より、市 民の
皆様から 寄せ られたア イデアあるい はパブリ ックコメント 等々で意 見を
求めた ところ でござい ますけれども 、その 結 果、子育て 教育セン タ ーを主
な機能として、教 育部 の事務所や生 涯学習セ ンターなど複 合的な施 設とし
て活用するこ とといた しまして、本 日 、久喜 市議会に対し ましても 、午前
中でございま すが、報 告をしたとこ ろでござ います。
東京理科大学 は高等教 育機関でござ いました ので、そ れに類す る施 設利
用が、跡地の利用 とし て望ましいと いう意見 が大半であっ たように 思いま
す。
さらに、東京理 科大 学から市の教 育行政に 資することを 目的とい たしま
して１ 億円が 寄附をさ れております 。
これも既に久 喜市に振 り込まれて い るところ でございます 。こ の寄 附金
につきまして は、新た に設置をいた しました 東京理科大学 教育振興 基金に
積み立て、久 喜市立小 中学校や久喜 市立図書 館、図書室の 図書の整 備、今
後、理科大 久喜キャ ン パス跡地に整 備を予定 しております 、仮称 で ござい
ますけれども、子 ども 図書館の図書 の整備に 活用してまい りたいと 考えて
おります。
どうぞよろし くお願い を申し上げる 次第でご ざいます 。またご 意見 等も
伺えればと思 っており ます。
さて、本日 のこの会 議では、特に コミュニ ティ・スク ー ルにつき まして、
地域と学校の かかわり に関連する事 項となり ますことから、そ れぞ れの教
育委員さんと しての皆 様のさまざま な立場か ら、このコ ミュニテ ィ・スク
ールに対する 考えをお 伺いしたいと 思ってお りまして、意見交 換を お願い
をしたいと思 っており ます。
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限られた時 間ではご ざいますけれ ども、本 日の会議が 有 意義なも のとな
りますことを お願い申 し上げ、開会に当 たり ましてのご挨 拶とさせ ていた
だきます。
どうぞよろ しくお願 いいたします 。
司会（関口企

ありがとう ございま した。

画政策課長）
３

教育長あ いさつ

司会（関口企

続きまして、 柿沼教育 長からご挨拶 いただき たいと存じま す。

画政策課長）
柿沼教育長

皆様、こん にちは。
先般市長から 平成 28 年度第２回の 久喜市総 合教育会議の 開催のご 案内
をいただき、 本日は教 育委員の皆様 とともに 出席をさせて いただき まし
た。
田中市長にお かれまし ては、日 ごろより 教育 行政 に対する 深い理解 とご
支援をいただ いており ますことに、この 場を 借りまして 心 から感謝 を申し
上げます。
特に 今年は 、長年 の 悲願でありま した空調 設備、エア コンを全 小 中学校
の全教室に設 置をして いただきまし た。まだ 周辺市町では 設置がさ れてい
ないわけです が、い ち 早く設置をし ていただ き、利用す る児童生 徒 はもち
ろん、保護者 や地域の 皆様にも喜ん でいただ いているとこ ろでござ いま
す。
また、急 速な社会 の 変化に対応で きる子 ど もたちを育て るため 、タブレ
ット端末の導 入につき ましても計画 を前倒し し、本年度 中に全校 設 置、全
校導入ができ る見通し となっており ます。
また、英語教 育につき ましても、本 年度 、英 語のアシスタ ントティ ーチ
ャーを２名 増 員してい ただき、過 日 、菖 蒲小 学校で小学校 英語の先 行研究
について の発 表をして いただきまし たが、教 科化に向けた 準備も今 進めて
いるところで ございま す。
これらは、市長の№ １宣言にもあ りますけ れども、先行 きが不透 明、厳
しい時代が予 測される 。今後の日 本を救え る のは、最終 的には教 育 であろ
うというふう に考えま すので、今後 ともよろ しくお願い申 し上げま す。
本日予定さ れており ます協議・調 整事項の １つ目 、２つ 目は、東 京理科
大学久喜キャ ンパス跡 地の活用です が、３ つ 目が コミュニ ティ・ス クール
についてでご ざいます 。
２年間 、コミ ュニティ ･スクールについ てモ デル的に 研究 する学校 とし
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て指定をして おりまし た太東中学校 区の太田 小学校、久 喜東小学 校 、太東
中学校の研究 発表 が、 先週 ございま した。
ご参加いただ いた教育 委員の皆様も いらっし ゃるわけです が、コミ ュニ
ティ・スク ールは今 後 の久喜市の学 校のあり 方、教育の 方向づけ に なるも
のと受けとめ ています 。そういう ことから も 、市長と私 ども教育 委 員会が
課題を考え 、共有す る ことは、大 変意義あ る ものというふ うに考え ており
ます。
結びに、本日の 会議 が久喜市教育 の進路を 見出せる非常 に大きい ものと
なりますこと を期 待し まして、教育委員 会を 代表しての挨 拶とさせ ていた
だきます。ど うぞよろ しくお願いい たします 。
司会（関口企

ありがとう ございま した。

画政策課長）

それでは続き まして 、配布資料の確 認をさせ ていただきま す。事 前 に送
付をさせてい ただいて おりますが、 平成 28 年度の第２回 久喜市総 合教育
会議の次第、資料 １と いたしまして 東京理科 大学久喜キャ ンパス跡 地の活
用計画、資料 ２といた しましてコミ ュニティ ・スクー ル 2016、資 料３と
いたしまして 太東学園 がスタート。
以上、次第 を含めま し て４点でござ いますが 、お手元に ございま す でし
ょうか。
〔「はい」と 言う人あ り〕

司会（関口企

ありがとう ございま す。

画政策課長）
４

協議・調 整事項

（１） 東京理 科大学久 喜キャンパス 跡地の活 用計画につい て

司会（関口企

それでは、次 第の４、 協議・調整事 項に入ら せていただき ます。

画政策課長）

久喜市総合 教育会議 運営要綱第３ 条の規定 によりまして、総 合教 育会議
は市長が招集 し、その 議長となると 定めてお ります。この ようなこ とから、
田中市長に議 長をお願 いいたします 。なお 、議長として会 議を進行 してい
ただきますけ れども 、あわせて協議・調整 に も加わってい ただ きた いと思
います。
それでは、 市長、よ ろしくお願い いたしま す。

田中議長

それでは 、これか ら しばらくの間 、私が 議 長を務めさせ ていただ きます
ので、よろし くお願い を申し上げま す。
まず初めに 、（１）、東京理科大 学久喜キ ャンパス跡地 の活用計 画につ
いてでござい ます。
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資料１を ご 覧いただ きたいと存じ ます。こ の件につきま しては 、企画 政
策課のほうか ら説明を してください 。
山崎企画政策
課課長補佐

それでは、まず（１ ）、東京理科 大学久喜 キ ャンパス跡地 の活用計 画に
つきまして説 明をさせ ていただきま す。恐 れ 入ります。着座にて 説 明をさ
せていただき ます。
まず、こ の当該跡 地 、東京理科 大学久喜 キ ャンパス跡地 の活用に 当たり
ましては、平 成 28 年 ２月より庁内 において 検討を進めて きたとこ ろでご
ざいます。こ の東京理 科大学久喜キ ャンパス 跡地の活用計 画としま して、
全体の基本的 な活用計 画の取りまと めを行い ました。
それでは 、資料１ 、東京理科大学 久喜キャ ンパス跡地の 活用計画 に沿っ
て内容の説明 をしたい と思います。
この当該跡地 の活用に あたりまして は、基 本 的な考え方と して、子 育て
支援並びに教 育の充実 を主軸とした 有効活用 を図ることで、若 い世 代にも
選ばれる魅力 的なまち づくりを推進 す ること としたところ でござい ます。
まず、資料 の１ペー ジ、全体平面 図を ご覧 いただきたい と思いま す。
先ほど市長の 挨拶にも ございました が、当該 跡地の敷地は 約５万
3,000 平方メー トルと 広大な敷地で あります ことから、そ の有効活 用を図
るため、敷 地南側の 約 １万 2,000 平方メート ル部分に、新たに給 食 センタ
ーの建設用地 を確保い たします。
施設の概略 といたし ましては、市 内全小中 学校 34 校の児童 生徒 分とな
ります調理能 力１日１ 万 2,000 食、建築面積 約 4,500 平方メートル の規模
を想定してお ります。
また、この 給食セン ターの建設用 地を確保 することに伴 いまして 、約
160 台分の既存駐 車場 の削減が見込 まれてお ります。そのよう なこ とから、
校舎棟及び特 別教室棟 の活用を行っ た場合に おける来客者 の駐車場 は、敷
地内に約 300 台分を確 保する予定で あります ので、点線部分で 表示 してお
りますＡ棟に つきまし ては解体、撤去しま し て、新たな 駐車場を 整 備いた
します。
次に、建物 の活用で ございます 。施設名に つきましては 、全て仮 称とな
りますが、まずＢ 棟か らＦ棟 につき ま しては 久喜市子育て 教育セン ターと
して、また敷地西 側の 特別教室棟 に つきまし ては久喜市生 涯学 習セ ンター
として活用 す る予定で ございます。
それでは 、図面に よ りまして各棟 について 説明をいたし ます。２ ページ
の校舎棟１階 平面図を ご覧いただき たいと思 います。
まず、右下 、Ｂ棟に な りますけれど も、こ ち らは久喜西児 童館、子 育て
支援センター を設置す る予定でござ います。
この施設は 、久喜 駅西 側地区におけ る児童館 機能と子育て 家庭の保 護者
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とその 子ども を対象に 、親子の交流の場 を提 供する地域子 育て支援 センタ
ー機能を有す る複合施 設として設置 をするも のです。
右上のＣ棟に つきまし ては、飲食 のできる 市 民ラウンジを 設置し 、市民
の皆様に開放 いたしま す。
続きまして 、正面 玄 関のあります Ｄ棟にな ります。こ ちらにつ き まして
は、生涯学 習課と文 化 財保護課の執 務室を設 置する予定で ございま す。次
に、Ｆ棟の 生協跡に な りますけれど も、こ ち らは市民ギャ ラリーを 設置い
たします。こちらに つ きましては 、久喜市 民 の豊かな芸術 文化の発 展を目
指して、文化芸術 鑑賞 の機会と団体 及び個人 の成果を発表 する場と して設
置するもので ございま す。
また、旧学 生食堂は 多目的ホール として市 民の皆様へ開 放いたし ます。
その下の厨房 跡になり ますけれども 、こ ちら につきまして は現在鷲 宮６
丁目地内にご ざいます 久喜市シルバ ー人材セ ンターを移転 設置いた しま
す。
続きまして 、Ｅ棟 に なります。こちらは 旧 大学図書館と なります けれど
も、こちらは教育 委員 会所管の主に 幼児を対 象とした子ど も図書館 を設置
する予定とな ります。
続きまして 、３ペ ー ジ、校舎棟 の２階の 平 面図を ご覧い ただきた いと思
います。
こちらになり ますけれ ども、Ｂ 棟からＦ 棟ま での全ての棟 が教育委 員会
事務局所管と なります 。
まず、図面右 下、Ｂ棟 となりますけ れども、こちらにつき ましては 学務
課、指導課の 執務室の ほか、研修室 、小会議 室等を配置い たします 。
右上のＣ棟の 階段教室 につきまして は、教育 ホールとして 活用いた しま
す。
続きまして 、Ｄ棟 に つきましては 、中会 議 室、教育長 室、教育 総 務課執
務室、大会議 室を設置 いたします。
続きまして 、Ｆ棟 に なりますが 、こちら は Ｆ棟の旧教職 員食堂は 校舎棟
に入る全ての 事務職員 のための職員 厚生室と し、Ｅ棟につきま して は児童
生徒を対象と した子ど も図書館を配 置する予 定でございま す。
続きまして 、４ペー ジ、校舎棟３ 階になり ます。こちら の平面図 を ご覧
いただきたい と思いま す。
３階になりま すが 、Ｂ 棟につきまし ては教育 センター機能 を設 置い たし
ます。
この施設は 、一般的 な 教育センター 機能だけ ではなく、乳幼児期 か ら学
齢期までの子 育てや発 達、教育に 関する相 談 、支援体制 を一元的 に 連携し
て対応するこ とのでき る子育て相談 機能を有 する複合的な 教育セン ター
として設置を する予定 でございます 。
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続きまして 、右上、Ｃ棟の２つの 階段教室 でございます けれども 、こち
らにつきまし ては、い ずれも視聴覚 ホールと して活用いた します。
続きまして 、５ペ ー ジ、特別教 室棟の平 面 図を ご覧 いた だきたい と思い
ます。
こちらにつき ましては 、全て教 育委員会 事務 局所管の生涯 学習セン ター
とする予定で ございま す。
これは、本 市の生涯 学 習の中核を担 う施設と して、市民 の学習や 文 化芸
術活動を支援 するとと もに、人づ くり、地域 づくりを総合 的に推進 するた
めに設置する ものでご ざいます。
図面左側の１ 階になり ますけれども 、こ ちら につきまして は事務室 等の
ほか、講堂、学習ホー ルは一般 貸出 しを予定 しているとこ ろでござ います。
続きまして 、図面右 側、上の２階 の部分に なりますけれ ども、９ 部屋全
てを会議室と しまして 、一般貸出し 用の部屋 とする予定で ございま す。
続きまして 、３階に なりますけれ ども、こ ちらは高齢者 大学、市 民大学、
ゆうゆうプラ ザなど、生涯学習関連 事業での 使用のほか、会議室、音楽室
を予定してい るところ でございます 。
以上が主な 施設の配 置の説明とな ります。
この活用計画 につきま しては、基本 的な全体 計画でござい ますけれ ど
も、今後それぞれ の施 設の機能を各 所管部署 において検討 していく 過程に
おきまして、施設の名 称のほか、各 棟、各部 屋の配置につ いても変 更が生
じる場合がご ざいます ので、あらか じめご了 承いただきた いと思い ます。
続きまして 、図面 か ら外れる ので すけれど も、今後の 全体のス ケ ジュー
ルの説明させ ていただ きたいと思 い ます。
まず、この 理科大の 跡 地の改修工事 等につき ましては、全体とし て 工期
を３期に分け て施工す る予定でござ います。
まず、先 行して 、教 育委員会の事 務局とし て一部供用開 始する部 分が第
１期工事とな ります 。今年度につき ましては 、一部供用 開始のた め の設計
業務を平 成 28 年 10 月から平成 29 年３ 月ま で実施を いた します。
そして、改 修工事を 来年度、平 成 29 年６ 月から 11 月まで 行い まして、
教育委員会事 務局の移 転 につきまし ては、平 成 29 年 12 月ごろを予 定して
いるところで ございま す。
次に、第 ２期工事 と いたしまして 、先ほ ど 申し上げまし たＡ棟の 解体撤
去工事とその 外構工事 を行う予定で ございま す。これら第２期 工事 につき
ましては、そ の設計を 今年度、平 成 29 年１ 月から７月ま で行いま して、
工事につきま しては平 成 29 年度に実施 をす る予定でござ います。
次に、第３ 期の工事 となりますが 、特別教 室棟の改修工 事、それ と校舎
棟、Ｂ 、Ｃ 、Ｄ 、Ｅ 、Ｆ棟、５ つの建物 の改 修工事を予定 している ところ
でございます 。
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これらの工事 につきま しては設計を 平成 29 年度に行い、 特別教室 棟の
改修工事は平 成 30 年 度に行いまし て、生涯 学習センター としての 供用開
始につきまし ては平 成 31 年４月を目 指し ているところ でござい ます。
また、校 舎棟の改 修工 事でございま すが 、こ ちらは平 成 30 年度か ら 31 年
度にかけて実 施しまし て、平成 32 年４ 月の 供用開始を目 指して現 在取り
組んでいると ころでご ざいます。
（１）につ いては以 上になります 。
田中議長

今概略の説 明がござ いました。
今の説明の 総事業費 はどの位です か 。

関口企画政策

およそ８ 億 8,000 万円ほどです。

課長
田中議長

ただいま申 し上げま した８億 8,000 万円ですけれども、それ ぞれ の用途
について説明 がありま したけれど も 、詳細 設 計等々で、これから 変 わるこ
とも予 想され ます。
また、この 活用でど う かということ も、パ ブ リックコメン トで市民 から
もご意見いた だき、今 日議会でこれ を示した わけでござい ますので 、11 月
議会が １週間 後に始ま りますけれど も、その 中でもいろい ろなご意 見が出
てくると思い ます。し たがって、ただいま 申 し上げました ８億 8,000 万円
の予算ですけ れども、概略というこ とで 今日 はご理解いた だければ と思い
ます。
そして 、給食セン タ ーの施設につ きまして は、この中 には一切 入 ってお
りません。これにプ ラ スしての建設 資金とい うことになり ますので 、よろ
しくお願い申 し上げた いと 存じます 。
東京理科大 学から 、無償でいただ いたわけ でございます けれども 、その
後、活用に つきまし て いろいろと調 整をして まいりました 中で、都 市計画
法上、 いかに 大学が恵 まれた環境で あるかと いうことを強 く感じま した。
というのが基 本的に年 齢が 10 代後半か ら 20 代の人が大学 に集まる 。しか
も決まった人 であると いうことです 。
ところが、 ただいま のご説明でご 理解いた だけたと存じ ますけれ ども、
赤ちゃんから 高齢者ま で不特定多数 の人が毎 日利用する施 設という こと
になりますの で、まず は防災上のこ とが都市 計画 法 上問題 となりま す。
例えば 、窓 を広くと ら ないと、火 事にな っ て 煙の 逃げ場が ないとい うこ
とでございま して、そ のための改修 が思った 以上にお金が かかると いうこ
とで、８ 億 8,000 万円の試算になっ ておりま す。
例えば大学 生が使う ということは 、もう 限 定された図書 、専門 の ものを
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扱うわけでご ざいます 。
したがって大 学図書館 に行きますと 、高 いと ころに階段に 上ってい って
取るようなこ ともあり ますけれども、今 回の 子ども図書館 というこ とでご
ざいますので 、極端 な 話、本を 普 通に背表 紙 だけが見える ように 展 示した
のでは子 ども は取らな い わけであり ます。
したがっ て表 紙を見せ るという展示 になるわ けであります けれども 、例
えば同じ図書 館でも、子 どもたちが 使うため の図書館と大 学生が使 う研究
の図書館とは 全く違う ということも ありまし て、これから具体 的な 設計に
入ってまいり ますけれ ども、その 過程 で 、い ろいろ なこと を聞きな がらお
話を進めてい きたいと 思います。
また 、Ｂ 棟に設置 予 定の児童館に つきまし ては、従来 から久喜 市 におい
ては吉羽地区 に１カ所 、それから 鷲宮地区 に １カ所 ござい ますが 、児童館
の設置につい ては、特 に久喜の西側 への設置 についての 要 望は過去 の議会
でもたびたび ございま して、そ う いったも の を含めて、この中で 解 決がで
きればと思っ ておりま す。
ただ、久喜市の 西口 あるいはほか の鉄道 駅 からちょっと 離れてお ります
ので、ここ に至るア ク セスをどうす るのかと いうことは 、今日の 議 会の説
明でも、このアク セス については十 分検討を しなければい けないと いうこ
ともお話をさ せていた だいた ところ でござい ます。
久喜市は 、市民大 学 あるいは高齢 者大学 、いろいろ課題 がござい ますけ
れども、非 常に盛ん だ ということも ございま すので、こ の地図で い う一番
下、特別教 室棟、ここ を生涯学習セ ンターと して使用する というこ と を予
定しておりま す。
ここは、ほと んど 使用 していなかっ たようで す 。
新品そのまま のような 状態でして、 これは本 当にびっくり するぐら い 、
いい環境とい うことが 言えるかと存 じます。
図面の 中央 にある Ａ 棟、ここを 解 体・撤去 する わけでご ざいまし て、こ
の赤で点々と なってお りますけれど も、現在 そこに建物が 建ってい るとい
うことでござ いますが 、ここを 解体・撤去 し て 224 台の車を置く、また全
体では 300 台分の駐車 場 を確保する という予 定になってお ります。
また、この周辺 は時 折大雨によっ て道路が 冠水をすると いうよう なこと
がございまし た。市が 無償譲渡を受 けた以外 の ６割を占め る 部分に 流通が
入ってくるわ けでござ いますけれど も、こち らにつきまし ては従来 の約
1.6 倍の遊水機 能 を持 つ調整池をつ くるとい うことでござ います。
ただいまお 示しをし ましたこの活 用計画、全体の平面図 も含めて ですけ
れども、これ らにつき ましては、 12 月に 入 って、地元の 清久地区 の皆さ
んに対しての 説明会も 予定をしてお るわけで ございます。
私から 補足を させてい ただきました 。
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それでは、ただいま の活用計画に つきまし て、ご質問、ご 意見が ありま
したらお伺い したいと 存じます。
榎本委員さ ん 、どう ぞ。
榎本委員

この計画で 、給食セ ンターが一括 で久喜市 内の小中 34 校分 をこ こで賄
うとなった場 合、ほか の現在活動し ている菖 蒲の給食セン ターとか の今後
の活用方法 。それと 今 、菖蒲の支 所にある 教 育委員会がこ ちらのほ うに移
転するという ことで 、そういった跡 地という か、そうい う計画と い うのは
いかがな ので しょうか 。

田中議長

給食センタ ーのほう は、今後 進 めてまい り ますけれども 、予定 ど おり 進
めても 、ま だ数年か か るわけでござ いますが 、菖蒲のセ ンターは 比 較的新
しいものです から、そ の跡地を仮に このとお りいった場合 、どう す るのか
というのは ま だ課題と して残ってお りまして 、まだそこまで議 論が 入って
おりません。
一部栗橋地 区 の小学 校２校が自校 方式とい うの でしょう か、その ほか久
喜については 全面委託 でございます し、合併 後も いろいろ 異なった 方法で
やってまいり ました 。同じ市内の学 校、児 童 生徒が違った 方法でい つまで
もというわけ にはいき ませんので、これ を機 会に私として は整備を したい
と思っており ます。た だ、今日まで いろいろ なご意見が、特に栗橋 地区に
おいてはござ いますの で、丁寧に説明を して いかなければ いけない と思っ
ております。
ただ、今回 つくる給 食センターに つきまし ては、本当に 近代的な 、衛生
状態もよいも のをもち ろんつくるわ けでござ いますので、 いろいろ ご心
配、あるい は懸念が あ る方につきま しては十 分現地を見て いただい て、ご
理解いただけ るよう努 めてまいりた いと考え て おり ます。
ほかにいか がでしょ うか。よろし いでしょ うか。
〔「はい」と 言う人あ り〕

田中議長

それでは 、今後 い ろ いろな お話が あろうか と思いますけ れども 、その都
度ご意見等々 も承りた いと思ってお りますの で、よろしくお願 いを 申し上
げます。

４

協議・調 整事項

田中議長

（２） 久喜市 東京理科 大学教育 振興 基金につ いて

それでは、（ ２）の東 京理科大学教 育振興基 金についてお 願いしま す。
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山崎企画政策
課課長補佐

続きまして 、（２）、久喜市東京 理科大学 教育振興基金 について 説明を
させていただ きます 。恐れ入ります 。着座 に て説明をさせ ていただ きたい
と思います。
こちらにつ きまして は、特に資 料等の用 意 はございませ んので 、口頭で
の説明とさせ ていただ きたいと思い ます。
この基金に つきまし ては、先ほ ども挨拶 に ありましたと おり、市 の教育
行政の推進 に 資すると いうことを目 的としま して、東京理科大 学か ら 今年
７月に１億円 が寄附さ れたところで ございま す。そ のよ うなこと か ら、こ
の寄附金を管 理しまし て、有効活用を図 るた めに設置した 基金でご ざいま
す。
この基金の 活用方法 でございます けれども 、この基金の原資 であ ります
東京理科大学 からの寄 附金でござい ますが、市の教育行政 の推進に 資する
という寄附金 の趣旨に 基づきまして 、市の 教 育に係る事業 において 、広く
公平に、かつ形と して 残るものの整 備に活用 してまいりた いという 考えか
ら、市の小 中学校の 図 書の充実です とか整備 に関する事業 、また 市 立図書
館・図書室の 図書の充 実、整備に関 する事業 、さらに東京 理科大学 久喜キ
ャンパス跡地 に整備を 予定しており ます（仮 称）子ども図 書館、こ ちらの
図書の整備に 関する事 業、こういったも のに 充当すること を予定し ており
ます。
続きまして 、予算 の 関係になりま すけれど も、この基 金を活用 し ました
図書の整備に 関する事 業の予算措置 につきま しては、教育部で 行う ことを
予定している ところで ございます。
最後に、基金の活 用 期間としまし ては、基 本的には基金 の残高を 全て使
い切るまでの 期間とい うことで考え ていると ころでござい ますけれ ど も、
来年、平成 29 年度か らおおむ ね 10 年程度 の期間を目安 として活 用してま
いりたいと考 えている ところでござ います。
教育振興基 金につき ましての説明 は以上と なります。

田中議長

ただいま振 興基金に ついての説明 がござい ました。おお むね 10 年間、
１年間に 約 1,000 万円程度を一つの 目安とし て、主に図書 の整 備を 中心と
してこれを活 用してい くという説明 でござい ました。
これにつき まして 、何かございま すか。教 育委員会から は何かあ ります
か、この件に ついて。 よろしいでし ょうか。
〔「はい」と 言う人あ り〕

４

協議・調 整事項

田中議長

（３）コミュ ニティ・ スクールにつ いて（意 見交換）

それでは 、続い て（ ３）のコ ミュニテ ィ・スクールにつ いてに参 ります。
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コミュニテ ィ・スク ールにつきま しては、もう皆様ご案 内のとお り 、全
国的に実施の 方向で動 いているわけ でござい ます。埼玉県 につきま して
は、全体とし てはまだ 少ないという 状況でご ざいますけれ ども、新 座市、
深谷市、川口 市、そし て久喜市、こ の４つの 都市 にとどま っている ところ
でございます。ど ちら かというと西 高東低の ような状況で ございま すけれ
ども、埼玉県 は慎重で あるというよ うなこと かと思います 。
このことに つきまし て、過日 、太東学 園 で これに向けて の報告会 がござ
いました。
この教育委員 の中で 、この間の太東 学園のほ うに参加され た方は 、鹿児
島委員さんと 坪井委員 さんの お二人 ようです が、そのこ とも含め て 、はじ
めに鹿児島委 員さんの ほうから コミ ュニティ・スクー ルについ てと いうこ
とでご意見を お願いい たします。
鹿児島委員

今、市長さ んからお 話ありました けれども 、先週金曜日 ですか、教育委
員会委嘱後の コミュニ ティ・ス クール研 究発 表会 に坪井委 員さんと 一緒 に
参加したので すけれど も、大変参考 になりま した。
アミーゴでや ったの で すけれども、かなり多 くの数が、 200 名を越 える
方が参加して いまして 、地域の方も、私の存 じ上げている 、活躍し ている
方がたくさん 来ていま して、これは非常 に影 響力があるな というふ うに思
いました。
よかったの は、先進 的に取り組ま れたこと で有名な三鷹 市の元教 育長さ
んがいるので す。こ の 方は、コミュ ニティ・スクールのパ イオニア 的な指
導者ですけれ ども、こ の人 から大変 温かいご 指導をいただ いて、非 常に充
実した発表会 だったな と思います。
文科省のほう は、広 め たいのが見え 見えなの で、やたら 持ち上げ て いま
したけれども 、この 貝 ノ瀬先生は非 常に温か い、よく理 解できる よ うなご
指導でよかっ たなと思 います。柿 沼教育長 の 指導のもと 、久喜市 が 埼玉で
取り組んでい る９校の うちの３校に 入ってい るということ で、大変 誇らし
く、喜ぶべき ことだ な と思いました 。
コミュニテ ィ・スク ールは、平 成 16 年に 法律が改正さ れて、保 護者や
地域住民が学 校運営に 参画する学校 運営協議 会制度ができ たわけで すけ
れども、今までは 教職 員の任用に関 して教育 委員会に意見 を述べる ことが
できると、こ れは人事 条項 があった の です。
これがあった ので 、現 場も教育委員 会も全国 的にちょっと 足踏みし てい
たということ もあった わけですけれ ども、現 在 、文科省 が教職員 の 任用に
関する意見に 関しては 柔軟な運用を 確保する 仕組みを検討 中という こと
です。
そういうのも あるのか もしれないけ ども 、広 がりを見せて き たと思 いま
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す。
いずれにし ても、こ の間の発表会 を聞いて いて、非常 に社会の 変 化が激
しいものです から、子 どもを取り巻 く教育環 境も変わって いるし 、やっぱ
り地域と一体 となって 子どもの健全 育成をや っていかなけ れば、も うしよ
うがないのだ と 感じま した 。これ は、も う避 けて通れない のだとい うふう
なことを、私 はそうい う時期に来て いるのだ なと感じまし た。
よく文科省が 言うとこ ろのコミュニ ティ・ス クールは、地域とと も にあ
る学校づくり のツール だと 、うま いことを 言 っていました けれども 、そう
いうことも理 解できま した。
今後 、市 内全体 に 広 げていくわけ ですけれ ども、ちょ っと３点 に ついて
簡単に、私の 感じてい ることを言い ますと、１つ 目は 、教 職員はも とより、
地域住民の多 くの方に コミュニティ ・スクー ルについて理 解を深め るこ
と、こ れが大 事だと思 うの です。
教員でもわか っていな い人がたくさ んいます 。今日 は午 前中、加須 市の
退職校長会の 役員会に 出席したので すが 、加 須市でもこれ が話題に なって
いて、そう いう こと は やっていい の かとか 、非常に問題が ある ので はない
かという、そういう 意 見 がたくさん 出され 、そうじゃない よと私 は 言った
のですけれど も、元校 長さんでもそ うい う意 見が多かった のです。
そこで、そういう 理 解を深めるこ と、そ れ には太東学園 とか三鷹 市の事
例で示された 学校支援 型、これが 学校でや っ た学校モニタ ー、こ れ は久喜
市ではどこで もやって いますから、この 取り 組みが私はや っぱり効 果的だ
なと思いまし た。
いろいろな や り方があ るけ れども、 この学校 応援団組織を 活発に行 っ
て、それで このコミ ュ ニティ・ス クールを 進 めていく のが いいのか なと思
います 。
日常的に地域 住民が学 校に出入りし ますから 、学校や 教職員の こと をよ
く知ってもら うことが できます。だから 、こ の方たちに学 校運営協 議会の
制度をよく理 解しても らって、ＰＴＡや 地域 にさらに広め ていくと いうの
が効果的なの かなと 思 います 。学校 支援型の コミュニティ・スクー ル、こ
れを進めるの がいいの かなと 思いま す 。発表 にあったよう なやり方 です
ね。それでも、地域差 がありますか ら、学校 によっておの ずから違 ってく
ると思 います 。
２つ目は 、学校運 営 協議会がうま く機能す るかどうか 、これは や っぱり
管理職である 校長先生 とか教頭先生 です。こ のことは教育 長が よく 把握し
ていると思う のですけ ども、校長に よって理 解が違うと思 います 。
全員が 太東学 園の３人 の校長先生方 のように 理 解していれ ばいいけ れ
ども、そうで はないと 思います。理 解が違っ てくると 思い ます 。
そうすると、 やっぱり 管理職 も理解 を深める ことが大事か なと 思い ま
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す。特に校長 のリーダ ーシップです ね。
この間発表し た３人の リーダーシッ プはすご いですけれど も、こう いう
ふうな ものに ついて 理 解を図っても らう 必要 があると思い ます 。
それから、教 頭先生が 担当者になる ことが多 いと思うの で す。でも 、教
頭も忙しいで しょう 。多忙ですから 、地域 コ ーディネータ ー となる 教員を
養成すること も積極的 な参画を促す 工夫が求 められると 思 います 。地域コ
ーディネータ ーとなる 教員の養成と か、い わ ゆる教職員の 参加意欲 、教職
員にも理解し てもらう 必要があると 思います 。
あと、今 日の資料 や いただいた資 料の中に もありました けれども 、文科
省が行ってい るコミュ ニティ・ス クール導 入 促進事業とい う ことで 、交流
事業が出てい まして、その中で文科 省 が広め るために いろ いろ なこ とをや
っているよう で、この ような事業は 教育長の 指導で 既に進 めている のでし
ょうけど、これ広 める ときにそうい うのをう まく利用すれ ばいいの かなと
思います 。
３つ目です。こ の貝 ノ瀬先生が久 喜市は小 中一貫教育を 基盤にし てコミ
ュニテ ィ・スクール に 取り組んでお り、こ れ は王道をいっ ていると いう話
をしている の です。
だから、非常に正 攻法 でやっている のだとい うお褒めの 言 葉だと思 う の
ですけども、その際、その先生の指 導の中で 、小中一貫と 小中連携 は違う
という話が あ りました 。まさにそう だと思う のです。
だから、小 中一貫と 小 中連携を混同 している 人もいるじゃ ないかと 。と
にかく一緒に 行事をや ればいいんだ と思って いる方もいる かもしれ ない。
小中連携をや れば、小 中一貫が深ま ったよう な錯覚に陥る 人もかな りいる
のでは ないの か。
その貝ノ瀬先 生の指導 にあったよう に、基 本 的には９年間 のカリキ ュラ
ムをどうつく るか、そ してその共有 化をどう 図るかが 要に なるわけ ですか
ら、そこのと ころを教 育委員会が指 導して、指導課が指導 して、し っかり
やってもらう 必要があ るのかなと、 こういう ふうに思いま した。
それから、今日いた だいた資料の 中にも、長野県の例で 、一般教 育で地
域学習の充実 というの がありました 。
これも９年間 地域につ いて学ぶとい うような 、総合な どの授業 もや って
いるところも あると思 う のだけども、そ のよ うに位置 づけ るのも一 つの方
法かなと感じ ました。
いずれにして も、発表 会、非常によ かったな と思っており ます。
以上です。
田中議長

ありがとう ございま した。 200 名を超えた の ですか。
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鹿児島委員

そうですね 。

田中議長

では、そ れぞれご 意 見を伺った後 、全体 の 意見交換に行 きたいと 思いま
すが、坪井委 員さん、 どうぞ。

坪井委員

先日鹿児島 先生と一 緒に研修発表 会のほう に出させてい ただきま して、
コミュニティ・スク ー ルのことにつ いて 、い ろいろとお聞 きしたこ とが大
変参考になり ました。
今もお話があ りました とおり、法 律によっ て 追加条文が改 正され 、既に
12 年ほど経過して い るわけですけ れども、 全国的に見て も、まだ コミュ
ニティ・スク ールが数 少ない、埼玉 県におい ても９校で、大変低い 状況が
ある中で、久喜市と し ては３校が 今 年コミュ ニティ・ス クールと し て指定
され、事業が 始まった わけでありま すけれど も、そういう 点を考え ますと、
大変先進的な ことだと 思っておりま す。
ただ、現 状、今ま で の状況を考え ますと 、地域の人たち や保護者 も、学
校のことは学 校や先生 に任せておけ ばいい の だという、そうい う考 え方が
根強くありま して、加 えまして最近 の携帯や ゲーム機、スマホの 普 及に伴
いまして、親 子でスマ ホやゲームに 熱中する ようになりま した。
特に運動会な んかを見 ておりまして も、 運動 会を やってい るけ れど も、
親がスマホで 競技のほ うには余り関 心を示さ ないで、自分の 子 ども が出る
となると、カメラを 持 って駆けて い って写真 を撮って まわ り、子 ど もが終
わると、また席に 戻っ て携帯やらス マホに熱 中していると いうよう な状況
が見られてお り、ほ か の 子どもたち への関心 も非常に薄い し、親 同 士で話
すことも少な いように 思われます。
また、学 校の先生 方 も今のところ 授業やそ の準備に精い っぱいで 、こう
いう新しいコ ミュニテ ィ・スク ールとい う仕 組みへの取り 組みには まだち
ょっと抵抗感 があるの かなという感 じを受け ております。
コミュニテ ィ・スク ールは、今も お話 にあ りましたとお り、学校 運営協
議会が設置さ れまして 、運営基本 方針の承 認 や運営につい ての意見 、ある
いは教職員の 任用に関 しての意見を 述べるこ とができるよ うになっ たわ
けですけれど も、まだ 具体的なやり 方なり方 法なんか模索 中のよう な状態
に感じており ます。
地域とともに ある学校 へ転換するこ とになる わけですけれ ども 、こ れか
らこのコミュ ニティ・スクールを円 滑に進め 、地域とと もにある 学 校をつ
くるためには 、学校 と 地域の連携が 重要であ り、できる だけ多く の 人にか
かわっていた だきなが ら、今現在 、学校 や地 域で抱えてい る課題に ついて
話し合いを多 く持ちな がら、具体的 な目標を 決めて、地域 のみんな で、地
域の子ども た ちを幸せ に育てていく という機 運を高めるこ とが必要 では
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ないかという ことを感 じました。
以上です。
田中議長

ありがとう ございま した。
では、榎本 委員さん 、いかがでし ょうか。

榎本委員

コミュニテ ィ・ス ク ールですけれ ども、一 応久喜の３校 が 取り組 む とい
うことで、いろいろ 資 料とかも見さ せていた だいた のです けども 、携わっ
ている人たち が学校の 教員の方、また地 域と いう余りにも 漠然とし た表現
でいて、よ くよく考 え てみると、子どもた ち の親、保護 者という の が、な
かなかこうい うのは参 画できないの かなとい う、この組織図的 に見 させて
いただきます と 感じま す 。
ＰＴＡとは書 いてあり ますけれども 、ＰＴ Ａ が、これが ほぼほぼ 役 員さ
んの塊になっ てしまう のではないか なと 思い ます 。
一番肝心な 子 どもの親 というのがど こに存在 するのかなと いうもの が
すごく心配で ございま す。
共働きがど うしても 多いこの時代 ですので 、実際 に親と子ど もと のコミ
ュニケーショ ンという のが薄いとは 思う ので すけれども、その 辺を しっか
り見据えて 、親と 子 ど もが離れない ようなコ ミュニティ・ス クー ル を建設
していただけ ればと 思 います 。
時間のある 人という のは、どっちかと いう と現役リタイ ア組で 時 間があ
って、逆に もてあま し ちゃっている ような感 じの方が、どこにそ の パワー
をというと、聞こ えの いい教育にみ んなこぞ ってくるのが 昨今でご ざいま
す。
そこに集まっ てきて 、言い方申しわ けない の ですけども 、昭和の 教 育を
受けた方が平 成のゆと りの 子どもた ちをどう やって上手に やってい ける
のかという 、その辺 の ジェネレーシ ョンギャ ップというか 、その 辺 のバラ
ンスもとって いただか ないと、家に 帰って、核家族で育っ ている 子 どもが、
学校で習って きたって 、 「誰に教わ ったんだ いって。 」「70 と か のおじ
いさん、おば あさんと 。 」という話 になりま す。
そういう時代 が難しい のと、あと は中学生 に なると、当 然受験と い うの
がメイン 中の メインで すから、結 局何が楽 し いって、学 校で勉強 が できる
子が一番楽し いわけで す。勉強する 場所です から、究極の 話は。
そういうよう な 仲良し で横で手をつ ないでい くような教育 というの も、
申しわけない けれども 、小学校で終 わりでし ょう。
中学校だった ら少しそ ういう競争の 世界も違 って見るコミ ュニティ と
して捉えてい ただけれ ばと考えてお ります。
すごく聞こえ はいい の ですけれども 、平 均的 に金太郎 飴み たいな 子 ども
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ができちゃう ような気 がして、ちょ っと怖い かなと思いま した。
後は、コミ ュニティ・ス クールの 目的、目 標とその方法 を見間違 えない
ようにしない と いけな い。最終的 な着地点 ま でいかない 。一生懸 命 やって
いる自分たち に酔いし れちゃって、 答えまで いかない。
例えば会議を たくさん やるとか 、それこ そそ ういう業界で は有名な 人の
話について、その本人 は満足するけ れども、実際は 子ども の話なの で、だ
からなるべく 外部の地 域の人といっ ても、か なりボリュー ムのある 地域の
人たち の話を 聞いて 、コミュニティ・スク ー ルを成立して いただけ ればな
と、陰ながら 応援 して まいりたいと 思います 。
以上でござ います。
田中議長

どうもあり がとうご ざいました。
狩野 委員さ ん、いか がでしょうか 。

狩野委員

本年度から 地域と保 護者、また学校が 連携 しての小中一 貫教育と して太
東学園がスタ ートした けれども、今学校に 通 っている 子ど もたちと か、ま
たその保護者 がどのよ うに感じてい るのかと いうのは結構 わからな い部
分はあるけれ ども、先 日太東中に通 っている 保護者と話す 機会があ った の
で、どのよ うな感じ か 聞いてみた の ですが 、数検とか漢 検 を取り入 れてく
れたり、地 域の交流 な どがあって 、いいと 思 いますという ような声 を聞き
ました。
一部ですが 、そうい う 声を聞くと 、協議会 委 員の方々が 子 どもたち のた
めに真剣に考 えて、い い方向に進ん でいるの ではないかな というふ うに思
っています。
また、参考 資料の中 で、コミュニ ティ・ス クールの学校 で行われ た熟議
のテーマとい う中で、坪井先生とち ょっと重 複してしまう 部分があ るけれ
ども、携帯電 話の取り 扱いについて というの がちょっと気 になりま して、
私も中学生の 子どもが いるのですが 、携帯 電 話、結構み んな友達 が 持って
いて、うちの 子は持た せていないで す。
というのは 、やっぱ り トラブルとか 、いろ い ろそういう原 因にもな る の
で持たせてい ないわけ ですけれども 、その 辺 を熟議してい ただいて 、いじ
めやトラブル の回避に つながるよう になって いけばいい の ではない かな
と思っていま す。
今後課題等 もあると 思う のですが 、その地 域、家庭、学 校が連携 して、
すばらしい学 校もあり ますし、子どもた ちの ためになる取 り組みに なって
くれればいい のではな いかなと思っ ています 。
以上です。

- 17 -

田中議長

ありがとう ございま した。
ただいま４ 名の教育 委員さんのご 意見を伺 った ところ で すが、柿 沼教育
長いかがでし ょうか。

柿沼教育長

ご意見あり がとうご ざいます。
今急激に社 会が変化 して、これ からの時 代 を考えたとき に、こ れ を救え
るのは教育だ という話 をよく聞いて 、私も事 実そう思いま す。
そういうこと で、もう 本当に小学校 から英語 が教科になる というの も目
前ですが、プ ログラミ ング教育も導 入しよう と。道徳も教 科化にな ると。
そういう いろ いろな こ とが入ってき て、ある いは本来家庭 で今まで やって
きたものを 学 校が背負 うと。だか ら、学 校が 今 いろいろな ものを背 負う役
割がどんどん 増えてい るわけですが、一 方で 教員の多忙化 という の も大変
問題になって いて、休 みがない、遅くまで 学 校で仕事をせ ざるを得 ないと
いう、そうい う状況も あります。
だけども、国のほう は 教職員定数の 改善はで きないと。もう減ら す 方向
だという財務 省の 新聞 報道 がござい ましたけ れども、そ ういう中 で 、これ
を転換、こ れを救っ て いけるのはコ ミュニテ ィ・スクー ルかなと い うのが
私の最初の考 えです。
そういうこ とで、太 東中学校区３ 校で２年 間研究委嘱し て、研 究 してい
ただいて、この前発 表 ということに なったわ けですが、先ほど鹿 児 島先生
からお話あり ましたけ れども、これまで は人 事に関する意 見の 申し 出があ
るので、なか なか導入 できない。
しかし 十数年 たっ て 、実際はそれで 問題にな ったというこ とが今ま でも
ないというこ とで、こ れはそんなに 問題では ないのかなと いうのが 大体 そ
のように 広ま ってきて 、一方で校 長先生に と っては、学 校運営を 進 めるの
に地域の承認 を得ない とできないと いうこと 、これも大きな課 題だ ったけ
れども、こ れもそう い う問題はほと んどない ということで 、今こ れ から大
きく進む のだ ろうなと 思っているの ですが、私は校長会で 先生方に 話して
いるのは、ぜひ校長 先 生がこういう 子どもを 育てたいとか 、こう い う力を
つけたいと か 、こう い う学校をつく りたいと いうときに 、自分の ブ レーン
になる地域の 方を学校 運営協議会で 考えたら どうだと。
それから困 ったとき の相談役、例 えばこう いう苦情が来 て困った なと。
例えばある中 学校で 、自転車の乗り 方が悪い とか、よく お叱りを 受 けます
けれども、あ れもなか なか学校で一 生懸命指 導しても、地 域に 出る と、な
かなか今度は 子ども見 られないので、そ れは やっぱり地域 として役 割を担
ってほしいよ と、そ う いうような困 ったとき の相談役、あるいは 地 域の情
報を、いろい ろな情報 を校長先生に 入れても らえる学校運 営協議会 とか、
そういう いろ いろな 校 長の立場で考 えていけ ば、そんなに難し く考 えるよ
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りはメリット が多いと いう話を 今し ていると ころですが、 29 年 度 に今の
ところ全ての 学校で導 入できるよう に準備を していただい ています が、一
番大事なこと は、学校 運営協議会の 委員の方 をどのように するかと いうこ
とがそれは大 事なこと かなというふ うに思っ ています。
先ほどお話あ ったよう に、やっ ぱり多種 多様 な方が入って いただい たほ
うがいいだろ うし、ま た いろいろな 役職があ る人だけじゃ なくて 、子ども
に対して真剣 に考えて いただく方も 入ってい ただいたほう がいいだ ろう
し、親の考 え をきちん と話せる方も お願いし たいなと。
そういうこと から、今 準備を進めて いただい ていますので 、これ か らい
ろいろな困難 なことも ありますけれ ども、前 へ進んでいけ る のでは ないか
なというふう に思って おります。
コミュニテ ィ・ス ク ールは、簡 単に言う と 学校運営協議 会をつく ればコ
ミュニティ・スクー ル ですけど、学校運営 協 議会ができた からコミ ュニテ
ィ・スクール だと、ど うしてもやっ ぱり形骸 化して しまう ので、本 当の意
味でのコミュ ニティ・スクールとい うのは何 なのかという のを、も う少し
私どもも詰め ていって 、示していき たいと思 って いるとこ ろです。
以上でござ います。
田中議長

今５ 人の教 育委員 会 の皆さんにご 意見を伺 ったわけでご ざいます 。コミ
ュニティ・スクール 、学校運営協議 会を設置 している学校 というこ とです
が、何か私自 身の受け とめ方から見 ると、ち ょっと一般の 方々は、何か難
しいことをや っている ような、あるいは 難し いことを言わ なければ いけな
いような、そんな協 議 会みたいなこ とで、ち ょっと誤解し ている点 がある
ように思 いま す。
もともとを考 えれば、日本が、明治 新政府が きちっとでき て、その 後日
本の今のそう いう仕組 みができたと いうのと 、あるいは第二次 世 界 大戦後
に、日本の 国力が 乏し かったという ことがあ ったからだこ そだとい うふう
に思います。改めて教 育の重要性を 、このコ ミュニティ・スクール をどう
するのかとい うことを 議論するとき に、我が 国が 行ってい る教育の 重要性
を歴史から見 ても、大 事なことをや っていく の だというこ とを改め て認識
をする のだと 、しなけ ればいけない なという ふうに思って います。
特に鹿児島 先生のお 話に出た学校 応援団、私はスタート はそれで いい と
思ってい ます 。どう も 教職員の任用 をどうす るとか、学 校の校長 の 基本方
針を承認する のが仕事 だとかという と、それ だけで も頭痛 くなって 嫌に な
ってしまう と いう人が 、このメンバーに 選ば れた人からそ んな発言 も聞い
ております。
ただ学校を応 援すると いうのは 、久喜に おい てもずっと昔 からこの こと
は当たり前の こととし て地域の人が やってき ましたし、学校が その 地域の
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中心的な役割 を担って きたというの は、今も 昔もこれから も変わら ないわ
けであります 。学校 を 応援していく のだ と 。子ども たちを 健全育成 に導く
ための一つの ツールが この学校運営 協議会の 設置 で あ り 、コ ミ ュ ニ テ ィ ・
スクールだと いうこと を理解しても らうこと を、これからもＰ ＴＡ の 保護
者の方や、あるい は 学 校の先生方に も求めて いかなければ ならない と思っ
ています。
教職員の任 用に関し て、柔軟な 意見とい う のか、来て いるとい う お話を
承って、ちょ っとその 点については ほっとし ているわけで ございま す。
今回コミュニ ティ・ス クールについ て、「 無 理であると 」「でき っ こな
いよ」と言っ ている方 がいます。そ ういう人 は真面目な人 です。こ のとお
り突き詰めて 考えちゃ うから、
「学 校の運営 について 校長 が決めた やつは、
逆らうなんか とんでも ないよ 」とか 、まして や 「教職員の 任用に関 して、
反対だとか賛 成なんて わからんよ、ふだ ん一 緒にいるわけ じゃ ない のだか
ら」みたいな 言い方を する方もおら れました 。
ただ、今 回のい の 一 番に太東学園 の地域を 認定した、選んだと い う こと
は、やっぱり すごいな と 私は思いま した 。
やっぱり太田 小学校 、古い伝統の地 域から新 しく いろいろ な 人が区 画整
理が終わって 、いろ い ろな 人が出て きた。で も、シンボ ルで、中 心 的役割
を担っている 、昔か ら のあそこにお 住まいの 方、お孫 さ んとか 曾 孫 も行っ
ている。
あるいは東小 学校のほ うに、ど ちらかと いう と新しく開け てきた地 域の
方々、そこ に一部の 下 早見地区の子 どもたち が通っている 。それ が 太東中
学校という中 での コミ ュニティ・スクール 、モデルケース としては 本当に
一番いい場所 を選んだ のではないか なという ふうに思って おります 。
これから市 内の全て の小学校、中学校に コ ミ ュニティ・スクー ル を設置
していくと。そん な方 針がこのたび 教育長か ら 改めて示さ れたわけ でござ
います。
簡単なことで はありま せんけれども 、ゆっく りやればいい と思う の で
す。余り急が ないでい いと思う のだ けれども 、ただコミュ ニティ・スクー
ルは、何だ 、こんな も んだった のだ というよ うな、変に 誤解する 、曲解す
る、楽に考え ちゃうよ うなことがあ ってはい けないなと思 う のです 。
やっぱりそれ は学校の 教職員の方も 含めて 、ＰＴＡの 保護 者の 方が おっ
しゃるような ことも含 めて、繰り返 し 、繰り 返しコミュニ ティ・ス クール
の持つ教育の 大切さと いうことを、繰り 返し 私はやってい かなけれ ばなら
ないと思って おります 。それがで きれば 、久 喜市ではもと もと教育 に対し
て熱心な人が 集まって おりますので、心 配す ることはない だろうと 思って
おります。
まだ始まっ たばかり と申しましょ うか、コ ミュニティ・スクー ル につい
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てはこれから と 考えて おり ますので、ど うぞ よろしくお願 いを申し 上げま
す。
一通り皆様 方にご意 見をいただき ましたけ れども、これもち ょっ と発言
したいという ことがあ れば、どうぞ 。いかが でしょうか。よろしい ですか。
〔「はい」と 言う人あ り〕
田中議長

それでは、コミュニ ティ・スクー ルにつき まして、各委 員さんの ご意見
を承ったとこ ろであり ます。今後 ともこの コ ミュニティ・スクー ル につき
ましては、改 めてご意 見を承りたい というふ うに思ってお ります。
それでは、 今日予定 した（３）に ついては 全て終了いた しました 。

（４）その他
田中議長

次に（４）そ の他でご ざいます。
まず 次回以降 のテーマ でございます けれども 、次のテー マ につい て 、何
かご意見はご ざいます でしょうか。
〔「なし」と 言う人あ り〕

田中議長

一つの案と して、コ ミュニティ・スクール など、地域と 学校のか かわり
をテーマとし て今後意 見交換してい くという こともあろう かと思い ます
が、事務局は 何かあり ますか。

山崎企画政策
課課長補佐

市長と教育 委員の皆 さんでこうい った意見 交換をする場 というこ とで
開催している 総合教育 会議ですけれ ども、例 えばですが 、青少年 の 健全育
成、こういっ た部分で すとか、ある いは市の ほうで、要保 護児童に 対する
支援、児童虐 待等につ いての取り組 み等もや っているとこ ろでござ いま
す。
また、昨今 いじめ等 の 問題というの も報道等 でもございま すので 、どれ
がということ ではない のですけれど も、そう いったところ をテーマ として
今後進めてい っていた だいてはどう かという ことで、事務局と して は案と
して提案をさ せていた だきたいと思 います。

田中議長

ただいま事務 局から、青少年の健全 育成とか 、あるいは要 保護児童 、虐
待とか 、いろいろ 新聞 等をにぎわす 事件がこ のところ報道 されてお ります
けれども、そういっ た ものはどうだ という提 案でありまし たけれど も、い
かがでしょう か。
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〔「結構です 」と言う 人あり〕
田中議長

よろしいで すか。
それでは 、次回に つ きましては青 少年の健 全育成、あ るいは要 保 護児童
に対する支援 等々につ いてのことに ついて意 見交換す ると いうこと にさ
せていただき たいと存 じます。
ほかに委員 の皆様方 から何か質問 はござい ますか 。
はい、 坪井 委員さん どうぞ。

坪井委員

今避難の 子 どもが不 登校になって いる問題 がテレビなど で大変話 題に
なっておりま すので、久喜市の不登 校問題が どういう状況 になって いるか
について説明 をいただ いて 、話し合 ってみて はどうかと思 います 。

田中議長

では、次回、市内の 不登校の関係 で意見交 換と申しまし ょうか、データ
も集めていた だいて、 説明をお願い します。
ほかにいか がでしょ うか。 よろし い ですか 。
〔「はい」と 言う 人あ り〕

関口企画政策

そうすると 、３つと いうことでよ ろしいで すか。

課長
田中議長

今、後か ら１つ 案 が 出ましたので 、要保 護 児童と、そ れから不 登 校、こ
の２つでいか がですか 。

関口企画政策

かしこまり ました。

課長
鹿児島委員

青少年健全 育成にも かかわります 。

田中議長

どちらにも かかわり ます。テーマ としては 要保護児童に 対する支 援と、
それからただ いまの不 登校の問題で すね。
その他とし て他に事 務局から何か あります か。

山崎企画政策

事務局から よろしい でしょうか。

課課長補佐

総合教育会 議の今後 のスケジュー ルのこと を一つお知ら せさせて いた
だきたいと思 います。
総合教育会議 につ きま しては、児 童の生命 で すとか、あ るいは身 体 の保
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護、こういっ た観点か ら緊急に開催 する用件 、こういった ものがな い場合、
今年度につき ましては 、本日の会議 が最後の 会議となりま す。
来年度につ きまして は、当面の 予定でご ざ いますけれど も、ま た ５月下
旬から６月ぐ らいにか けまして、第１回 目の 会議のほうを 開催させ ていた
だきたいと考 えており ます。また 、開催 の際 には改めて皆 様にご案 内をさ
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。
事務局から は以上に なります。
田中議長

年に２回の 協議とし ているわけで ございま す。ほ かの自治体 のこ の会議
の実施状況で すが、２ 回もしくは３ 回 と聞い ています 。

関口企画政策

その 位のよ うです。

課長
田中議長

大体この程 度が多い ようでござい ます。ま た状況を見な がらこの 会議を
進めてまいり ますけれ ども、今年度 はこれで 終了と。次回 につきま しては、
６月ごろとい うことで ご理解をお願 いしたい と思います。
ほかにない ようでご ざいます。それでは 、以上をもちま して議長 の任を
解かせていた だきます 。
司会にお返 しします 。

司会（関口企

ありがとう ございま した。

画政策課長）
５

閉

会

司会（関口企
画政策課長）

次回の会議で ございま すけれども 、要保 護 児 童の関係、また不登 校 の関
係、こちらに つきまし て協議・調整 を実施し たいと思って おります 。
日程につき ましては 、先ほど申し上げ まし たとおり来年 の５月末 から６
月を予定 して おります ので、時期が 参りまし たら改めて調 整いたし まし
て、ご連絡を 差し上げ ますので、よ ろしくお 願いいたしま す。
それでは、 以上をも ちまして、平 成 28 年 度第２回久喜 市総合教 育会議
を終了とさせ ていただ きます。
大変お疲れ さまでご ざいました。
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会議のてん末 ・概要に 相違ないこと を証明す るためにここ に署名す る。（注）
平成２８年１ ２月 １６ 日

久喜市長

田中

暄二

久喜市教育委員

狩野

和也

（注）特に署 名等を要 しない審議会 等につい ては、事務局 名を記入 する。
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