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平成27年７月野田市教育委員会臨時会会議録 

◇日  時 平成27年７月29日（水）午後１時30分開会 午後２時00分閉会 

◇場  所 野田市役所 ５階 512会議室 

◇出 席 者 東條三枝子教育長 高橋 保教育委員 伊藤 稔教育委員 永瀬 大教育委員 

◇説明職員 釜田正雄・生涯学習部長（兼）社会教育課長 杉山一男・生涯学習部次長（兼）

教育総務課長 横島司・社会体育課長 上原定夫・青少年課長 相島一美・文化

センター長 寺田幸生・興風図書館長 長谷川昌男・学校教育部長 桑原辰夫・

学校教育部次長（兼）指導課長 長妻美孝・参事（兼）学校教育課長 

 

◇書  記 松田 隆・教育総務課長補佐 

 

◇付議事件 

   （１） 大綱素案について 
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◎東條教育長 

それでは、本日の会議は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条７項の規定に

より公開で行います。 

それでは平成27年７月教育委員会臨時会を開会いたします。 

本日傍聴希望者の方がお一人いらしています。これを許可いたしましたのでこれをご報

告いたします。 

それでは会議を始めます。本日の会議録署名委員を伊藤委員にお願い致します。 

本日は、会議録承認の件はございませんので議案の審議に入ります。 

議案第１号を議題といたします。 

（書記議題朗読） 

◎東條教育長 

事務局から説明をお願いいたします。 

教育総務課長。 

◎杉山教育総務課長 

議案第１号についてご説明申し上げます。 

まず、説明の順番でございますが、大綱案本編の説明をさせていただく前に今回の法改

正により初めて定めることとされた大綱の概要について地教行法等などと関連づけながら

ご説明をし、質問を頂戴し次に当初の大綱案についてご説明しご審議をいただきそして最

後に今後の予定等についてご説明申し上げる形としたいと考えておりますがいかがでござ

いましょうか。 

◎全委員 

（異議なし） 

◎杉山教育総務課長 

それでは、ご承諾いただきましたので、まず、大綱の概要についてご説明を申し上げま

す。 

お配りいたしました大綱案の概要についてと添付資料を認容しながらのご説明をさせて

いただきます。まず、大綱策定の時期でございますが地方公共団体の長に大綱の策定を義

務付けるこよにより地域住民の意向のより一層の反映と地方公共団体における教育、学術

及び文化の振興に関する施策の総合的な推進を図ることを目的としております。 

策定者は、市長が策定すると定められております。資料１の地教行法第１条第１項をご

覧ください。資料の１になります。こちらに地教行法の大綱の策定等について列挙してご

ざいましてその一番上の欄、地方公共団体の長は策定するとされております。大綱を策定

する際に参考する事項につきましては、同じく地教行法では、教育基本法第17条第１項に

規定する基本的な方針、国の教育振興基本計画を参酌し、その地域の実情に応じて策定す

るものとされ文部科学省初等中等局長通知において、これは資料２にございます。２ペー

ジめの③をご覧ください。ここにおいてより具体的にそれが示され国の第２期教育振興基

本計画の主に第１号第２部のうちの成果目標の部分が大綱策定の際に参酌すべき主たる対

象とされています。国の計画につきましては資料５こちらの２枚目赤字で１から８の部分

が成果目標となっておりますのでご覧頂けたらと思います。ただし、野田市におきまして

は第１回目の総合教育会議においてご決定をいただいたとおり野田市行政改革大綱に示さ

れた考え方に基づき教育行政の政治的中立性、継続性及び安定性を確保するため教育委員

会が策定する基本方針に沿って大綱を策定することとしております。資料３、こちらに野

田市行政改革大綱の抜粋を提出してございます。なお、野田市の基本方針は、国の教育振
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興基本計画の内容がほぼ網羅されており野田市において教育振興基本計画は策定しないこ

ととしております。記載する事項と致しましては、文部科学省初等中等局長通知によると

地方公共団体の教育、学術及び文化の施策に関する総合的な施策についてその目標や施策

の根本となる方針を定めるものとしており、詳細な施策を策定するようはないとされてお

ります。資料２、２枚目一番上①をご覧ください。大綱の策定等の手続は地教行法第１条

の３第２項により大綱を定め、または変更しようとするときは、総合教育会議において協

議するとされております。法律上の効果は、地教行法第１条の４第８項により総合教育会

議において協議、調整のついた事項については、市長と教育委員会のそれぞれが尊重義務

を負うとされています。また、公表につきましては、地教行法第１条の第３第３項により

大綱を定めまたは変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならないとされていま

す。大綱が対象とする期間は、文部科学省初等中等通知によると４年から５年とされてお

ります。資料２の２枚目、④をご覧ください。こちらに大綱の対象とする期間が示されて

おります。以上が大綱の概要の説明でございます。 

◎東條教育長 

それでは、確認をいたしますけれども、今日の説明は大綱の概要について、２つめが大

綱案について、最後に今後の予定、この３つの柱でございまして、今は１つ目の大綱の概

要についての説明がございました。それぞれについてご質問をお受けいたしまして、最後

にまとめてということで行いたいと思いますので大綱の概要について地教行法の関連を含

めて説明がありましたのでこれについてのご質問がありますでしょうか。 

永瀬委員。 

◎永瀬委員 

   ④の対象期間が４から５年程度という期間とされている事なんですが、ちょっと大まか

という感じなので他の自治体の定めた長さは、他にこう変わった例があるかどうか教えて

ください。 

◎東條教育長 

   教育総務課長 

◎杉山教育総務課長 

   色々な例がございまして、短いところでは２年、長いところでは１０年というのがござ

います。その他３年、４年、５年、６年、８年というような決め方でございます。これは

どうしてこういうことになったかと申し上げますと上位計画、総合計画若しくは教育振興

基本計画を基にして作った場合にその残りの期間をそれに当てはめて作ろうとしたという

ことでこういう期間の定めになっております。それが他の自治体の例でございます。 

◎東條教育長 

   ただいま、対象期間についてご質問がございました。その他、大綱の概要ということで 

  ご質問がありますか。 

   高橋委員 

◎高橋委員 

   文科省の方で１つの例と考えていいのでしょうか。４年から５年というように例示して

いるんですが、この４年から５年というこの例示された期間というのは、何か理由がある

んでしょうか。あれば教えてください。 

◎東條教育長 

   教育総務課長 
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◎杉山教育総務課長 

   資料２をご覧いただいて２ページの④でございます。大綱が対象とする期間については

は法律で定められてはいないが、地方公共団体の長の任期が４年であることや国の教育振興

基本計画の対象期間が５年であることに鑑み４年から５年程度を想定しているものであると

いうのが国の示した考えでございます。 

◎高橋委員 

   ありがとうございました。 

◎東條教育長 

   それ以外にいかがでしょうか。 

   では、続いて野田市の大綱案について説明をお願い致します。 

   教育総務課長 

◎杉山教育総務課長 

   野田市の大綱案についてご説明申し上げます。構成は第１章大綱の策定について、第２ 

  章野田市教育大綱の本編となります。それから付表として体系図の構成となっております。

第１章大綱策定の趣旨、大綱の名称、大綱策定の考え方、実施期間、大綱の見直しなど大

綱の推進という内容で記載させていただいております。それでは、それぞれの考え方につ

いて順にご説明申し上げます。大綱策定の趣旨については、法に基づき野田市の教育、学

術及び文化の振興に関する総合的な施策の目標を定めるという表現にいたします。記載の

内容と致しましては、第１章の１大綱の策定の趣旨とこのとおりにさせていただいており

ます。大綱の名称につきましては、法定の名称はなく、他市の事例などを参考にした結果、

野田市教育大綱としたいと考えております。記載の内容は、大綱の名称のとおりでござい

ます。ここに書いてございますが、他市の例でございますと教育大綱、教育の振興に関す

る施策の大綱、教育の施策の大綱、教育に関する大綱など色々各自治体によっては決め方

が異なっております。ただ、圧倒的に多かったのは、教育大綱というものです。野田市に

おいてもシンプルで分かりやすい野田市教育大綱という名称にしたいという考えでござい

ます。大綱策定の考え方につきましては、第１回目の総合教育会議でお決めいただいたと

おり野田市行政改革大綱に示された考え方に基づき教育行政の政治的中立性継続性及び安

定性を確保するため教育委員会の策定した基本方針により策定することになります。大綱

は市の教育学術及び文化の振興に関する総合的な施策についてその目標や施策の根本とな

る方針や目標を定めるものであり詳細な施策について策定することは求められてはおりま

せん。教育委員会が昨年度策定した２７年度の基本方針の目標１から３の部分が野田市の

教育学術及び文化の振興に関する総合的な施策の目標に合致すると考えられることからこ

の目標１から３をもって大綱としたいと考えております。記載の内容は大綱案３野田市教

育大綱策定の考え方のとおりでございます。続きまして、実施期間でございます。実施期

間につきましては５年間としたいと考えております。これは、私ども野田市の場合ですと

総合計画、現在の総合計画は２７年度で終わります。ですからその後の総合計画28年度か

ら15年間ということになりますので上位計画である総合計画の残存期間を持って教育大綱

の期間とすることは非常に困難であること、野田市の教育基本方針は、あくまで単年度の

もので定めておりますのでこれを期間が合致することができないことそれから先ほど申し

上げたように文科省の通知によると４年から５年ということですのでその長い方をとりま

して５年とさせていただこうと考えております。大綱の見直しにつきましては、毎年総合

教育会議において協議、調整を行い状況に応じて適宜見直していくものとするものとする

記載にしたいと考えております。大綱の記載につきましては、大綱に定めた目標を達成す
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るために引き続き毎年野田市教育委員会基本方針を定め目標達成のための施策を実施する

こととしその取り組み状況については毎年実施している点検及び評価を活用し、その評価

の結果を施策の執行に反映することとします。記載内容といたしましては、大綱案４野田

市教育大綱の実施期間を大綱の見直し等について６大綱の推進についてのとおりでござい

ます。以上が第１章の記載内容となります。続きまして第２章大綱本文となりますが、大

綱の上位計画は野田市総合計画になります。総合計画の基本計画の基本目標３が教育文化

の部分に該当することからその部分を大綱の前文におきます。そして基本方針で定めた目

標１から３を大綱の目標とすることとしその取り組み内容がわかるように各目標の下に重

点施策を列挙することといたしました。資料の５をご覧ください。毎年ご決定いただいて

いる基本方針の概要版でございますが、これの黄色い部分これが目標でございます。それ

からだ円で囲まれている部分が今回の重点施策に該当するものでございます。それから付

表として添付しました体系図でございますが、野田市の総合計画それから野田市の教育委

員会基本方針それから国の教育振興基本計画と教育大綱との関連性が分かるように作成さ

せていただきました。教育大綱は総合計画の下位に位置する計画でございます。今回の策

定に際して大綱は野田市教育委員会基本方針に沿って定めることとしております。ですの

で今回は、矢印がこのような形になりますが次回からにつきましては、大綱に基づき教育

委員会の基本方針を定めることとなると思いますのであるいは矢印が逆になるのかもしれ

ません。それは今後またご相談させていただくような形になろうかと思いますが今回はこ

の教育委員会基本方針に沿って教育大綱は定めるということになりますのでよろしくお願

いしたいと思います。以上でご説明を終わります。 

◎東條教育長 

   今２つめの野田市教育大綱の案につきまして説明がございましたのでこれについての質

問をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

  伊藤委員 

◎伊藤委員 

   先ほど、今年度平成27年度は今の総合計画の中で矢印が上向きということで基本方針ど

おり大綱が決められるということでわかりましたけども、来年度以後、総合計画の予定と

野田市の大綱との関係というのはどういう関係になってくるか教えてください。 

◎東條教育長 

   教育総務課長 

◎杉山教育総務課長 

   今回の大綱案の前文に今現在の総合計画の教育文化に関する目標はここに掲げさせてい

ただいております。これは、27年度で終わる総合計画の内容でございます。ですので、今

年度今策定中でございますので28年度から新しい総合計画そこの教育文化の目標に関する

部分をここに今度は掲げさせていただきたいと考えています。以上でございます。 

◎伊藤委員 

   どうもありがとうございます。 

◎東條教育長 

   他にいかがでしょうか。 

   飯田委員 

◎飯田委員 

   項番号の大綱の見直し等についてというところなんですが５年というのは書いてあって

総合計画も理解しました。今後の社会情勢等の変化を踏まえてという記載がございますが、
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この変化というのはどのようなものを想定しているのでしょうか。 

◎東條教育長 

   教育総務課長 

◎杉山教育総務課長 

   これはあくまで仮定の話の話になります。ただ、教育行政の抜本的な制度改革、将来的

に何か起こるかもしれません。例えばあの学校統廃合をもっと進めろという話になってき

たときにそういったものに対してどう対応するかとかそれから一貫教育を進めろとかいう

話になるかもしれません。その他そういった社会情勢の変化が生じた場合には当然、大綱

はそれを受けて変えていかなければならないと考えておりますのでそういうことでこのよ

うな記載をさせていただきました。ですから、具体的に無いということは想定しておりま

せんが起こりうる将来の可能性に向けての記述ということでご理解いただければと思いま

す。以上でございます。 

◎飯田委員 

   はい、わかりました。 

◎東條教育長 

   高橋委員 

◎高橋委員 

   ちょっと確認をさせていただきたいのですが、今、飯田委員から社会情勢等の話があっ

たんですが、例えばこの社会情勢という言葉の中に学習指導要領の改訂、これは含まれて

きますでしょうか。 

◎東條教育長 

   教育総務課長 

◎杉山教育総務課長 

   学習指導要領のその根本的な例えば私が教育委員でないので言ってしまっていいのかわ

かりませんけれども、外国語教育の部分で別の言葉が出てきたり、今までもので対応でき

なかったようなことのものが条件として出てきた場合には当然目標が変わってきて当然そ

うなってきた場合には直していく話になろうと思いますが法的な中では例えば学力の向上

とかその色々な中で読み取れないものであれば目標としては変えていく必要はないのかな

と想定しております。ただ、その内容によっては、ご検討いただいてその都度皆様とご協

議ご決定いただきたいと思います。 

◎東條教育長 

   高橋委員 

◎高橋委員 

   ありがとうございました。大綱の一番目の目標の中に確かな学力、豊かな心、健やかな

体と要するにこういうような言葉を使っているわけですが、これがこのまま使われていく

しばらくはいくだろうというふうに想像はしているのですが、もしこういう言葉がもし変

わってきたとするならばその時点でやはり学級指導要領の改訂があって変わってきたとす

るならばやはり見直しする必要があるのかなと思って今質問させていただいたんですがわ

かりました。ありがとうございました。 

◎東條教育長 

   他にいかがでしょうか。 

   高橋委員。 
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◎高橋委員 

   今回は、基本方針３月末に定めた教育委員会の基本方針この目標の１から３が大綱の内

容とされる地方公共団体の教育学術及び文化の振興に関する総合的な施策についてその目

標や施策の根本となる方針に該当すると考えられると、だから大綱の目標をこの基本方針

の目標に置き換えますということかと思うんですけど、そうなりますと、今回はそういう

ことなんですが、今年度末、具体的に言えば基本方針がまた出るとするならば大綱との関

係はどういうふうになっていくんでしょうか。 

◎東條教育長 

   教育総務課長 

◎杉山教育総務課長 

   教育大綱は、先ほど申し上げたように４年から５年がもとで、野田市の場合は５年を対

象期間と考えております。ですからわりあい５年間を見通した目標としてこの目標１から

３は考えております。ですから今後、野田市の教育基本方針はこの目標の３つの目標を達

成するために各年度の基本的な方針を定めていくようなパターンとなっているかなと考え

ております。ですので、上下関係でいえば教育大綱が上になりまして基本方針が下になる

とそういう形になろうかと思います。 

◎東條教育長 

   高橋委員 

◎高橋委員 

   大変な作業があるかと思うんですが今説明あった通りだと思いますのでわかりました。   

◎東條教育長 

   今、総合計画と大綱と基本方針と３つの方針の関係性について現状ではたまたま野田市

の場合には総合計画の最終年度に当たっているということで、このような形ですが今後は

また、変わっていくんですよというような説明がございました。２番目の素案案について

他にご意見、ご質問はございますでしょうか。それでは３つ目、今後の予定。 

◎東條教育長 

   教育総務課長 

◎杉山教育総務課長 

   本日、素案の方はご承認いただけるような話でございますのでこの後事務的な手続きの

ご案内になりますが、まず、８月の26日に総合教育会議を開催いたします。市長と教育委

員会が出席いたしまして、この素案の内容についてご討議いただくことになると思います。

それを決定いただきましたら30日間パブリックコメント手続に付します。市民の皆様から

ご意見をいただきまして、そのいただきました意見をどう反映させていただくかという協

議を10月に入りましてお願いすることになります。それが終わりましたらその反映した意

見を持って10月28日総合教育会議を開催させていただきまして最終的に大綱策定という形

に出したいと大まかなスケジュールはこのようなご案内になりますのでその間また臨時で

教育委員会をお願いする場合もございますと思いますけれどその節はよろしくお願いした

いと思います。以上でございます。 

◎東條教育長 

   ただいま、今後の日程等について説明がありました。何かご質問等ございますでしょう

か。 

◎東條教育長 

   飯田委員 
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◎飯田委員 

   今、パブ・コメの話が出ましたけど、パブ・コメをおとりになるのでその手法とそれか

らどんなようなことについてパブ・コメとるのか教えていただけますか。 

◎東條教育長 

   教育総務課長 

◎杉山教育総務課長 

   パブ・コメにつきましては、まず、市報、ホームページで実施のご案内をさせていただ

きます。それからホームページこの素案について掲載させていただきましてメール等でま

ずご意見を頂戴すると、それから野田市役所担当課、支所等に投入ボックスを置きまして

そこで意見をいただくような形で進めてまいることになると思います。今、パブ・コメの

想定をしておりますのは、この野田市教育大綱のうち目標１から３のこの部分ををパブ・

コメの対象とさせていただこうと考えています。その他の例えば総合計画の前文に持って

きたようなものについてはもうこれは規定のものでございますのでパブ・コメを受けたと

ころで改編のしようがないものでございますし重点施策については目標とは違いますので

対象外として考えたいと思います。手続等につきましては、もう一度、担当課と調整いた

しますが現在そのような考えで進めてまいりたいと思っています。 

◎飯田委員 

   わかりました。ありがとうございます。 

◎東條教育長 

   この際ですので、全体をとおして今３つ説明がありましたが何かございましたらお願い

したいと思いますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは議案第１号につい

て採決をいたします。議案第１号について原案のとおり可決することにご異議ございませ

んでしょうか。 

◎全委員 

（異議なし） 

  それでは、異議なしということで第１号を原案のとおり可決されました。次に更にスケジ

ュール等についてご説明があればお願いします。 

   教育総務課長 

◎杉山教育総務課長 

      教育総務課長 

◎杉山教育総務課長 

   先ほど総合教育会議のご案内をさせていただきましたけれども26日同日、教育委員会定

例会を開催する予定でございますのでその案内を後でさせていただきます。１時30分から

教育委員会の定例会それから３時から総合教育会議というご案内になるかと思います。   

◎東條教育長 

   ただいま、日程等についての説明がございましたけれども何かご質問等ございますでし

ょうか。よろしいでしょうか。無ければ本日の議案についての審議を終了いたします。本

日は、教育長報告事項ございませんので以上をもちまして教育委員会臨時会を閉会いたし

ます。 
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