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平成２７年度第１回富岡市総合教育会議 会議録 

１ 日 時 平成２７年７月１６日（木） 午後３時００分から午後３時５５分 

２ 場 所 市役所富岡庁舎 ３階委員会室 

３ 出席者  

  （構成員）  富岡市長       岩井 賢太郎 

         教育委員会 

           委員長      守田 宣彦 

           委員長職務代行者 宮崎 美由紀 

           委員       石井 ふみ子 

           委員       矢野 勅仁 

           教育長      横田 公男 

  （構成員以外の出席者） 

         副市長        小林 正次 

         総務部長       齋藤 順一 

         教育部長       髙橋  修 

         企画政策課長     中嶋 一雄 

         総務課長       大島 康弘 

         教育総務課長     東間  茂 

         教育総務課総務係長  恩幣 弘江 

  （傍聴者）  １名 

開会

開会挨拶 

(事務局) 

総務課長 

市長 

市長及び教育長をはじめとする各教育委員の皆様には、お忙しいところ、御

参集をいただきまして、ありがとうございます。 

 これより、平成２７年度 第１回総合教育会議を始めさせていただきます。 

 開会に先立ちまして、岩井市長から開会の挨拶を申し上げます。岩井市長、

よろしくお願いします。 

皆さん、こんにちは。市長の岩井でございます。開会に当たりまして、一言

御挨拶をさせていただきます。 

本日は、お忙しい中、平成２７年度第１回富岡市総合教育会議に御参集をい

ただき、誠にありがとうございます。 
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協議事項 

協議(１) 

(事務局) 

総務課長 

市長 

(事務局) 

総務課長 

本会議は、平成２６年６月２０日に公布され、平成２７年４月１日から施行

されました、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

により、全ての地方公共団体に設置が義務付けられました。 

本会議の設置の趣旨は、市長と教育委員会が、円滑に意思疎通を図り、本市

教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果

的に教育行政を推進していくためのものでございます。 

本日は、この後、総合教育会議について共通認識を図るとともに、運営要綱

の制定、総合的な施策の大綱について、御協議をさせていただきたいと考えて

おります。 

本会が、富岡市の教育行政の更なる充実、発展に寄与することを期待しまし

て、開会に際しましての挨拶とさせていただきます。 

本日は、よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。それでは、ここからの議事等の進行につきまして

は、岩井市長に座長をお願いし、議事の進行をお願いしたいと思います。 

それでは、岩井市長、お願いいたします。 

それでは、３の協議事項に入らせていただきます。 

はじめに、協議事項（１）富岡市総合教育会議の設置について、でございま

す。事務局から内容の説明を求めます。 

それでは、協議事項の（１）総合教育会議の設置について、総合教育会議を 

含む教育委員会制度の改正の概要につきまして、その内容を御説明申し上げま

す。 

配布資料の１、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する 

法律（概要）カラー印刷の資料を御覧いただきたいと思います。 

今回の改正は、教育の政治的中立性、継続性及び安定性を確保しつつ、地方 

教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、市長と教育委員 

会との連携強化を図るために行われたものでございます。 

次に、教育委員会制度変更の概要でございます。 

右面の中段下を御覧ください。変更のポイントとしまして、①教育長に関す 

ること、②教育委員会に関すること、③総合教育会議に関すること、④教育大

綱に関することの、大きく４点が挙げられます。 

２枚目の図を御覧下さい。まず、左側の図、改正のポイント①教育委員長と

教育長を一本化した新教育長の設置でございます。 

図の中央の太い矢印から上の部分が改正前、下が改正後の内容であり、改正 

前の制度では、教育委員会の代表者で会議の主宰者である非常勤の教育委員長

と、事務執行の責任者で事務局の指揮監督者である常勤の教育長の体制であ

り、その責任体制が分かりにくい状況であったことから、改正後は、教育委員

長と教育長を一本化した新教育長の設置により、責任体制の明確化を図ること 
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市長 

とされました。また、これまで、教育長は市長が議会の同意を得て教育委員に

任命し、教育委員会が教育長を任命することになっておりましたが、この改正

によりまして、市長が直接、教育長を任命することとなり、任命権者も明確化

されます。なお、新教育長の任期は、３年となります。 

次に、改正のポイント②教育長へのチェック機能の強化と会議の透明性でご

ざいます。 

新教育長の判断により、教育委員への迅速な情報提供や会議を招集できるこ

と、教育委員から教育委員会議の招集が請求できること、教育長が委任された

事務について報告義務を負うこと、また、会議の透明性のため、原則として、

会議の議事録を作成、公表することが規定され、これらにより、教育委員会の

審議の活性化が図られます。 

なお、本市の場合、現教育長の任期が平成２８年６月２６日まででございま

す。その任期満了時点までは、従前の例によりますので、今までの体制という

ことになります。そのため、新教育長については、現教育長の任期満了後の平

成２８年６月２７日から施行となります。 

次に、右上の改正のポイント③を御覧いただきたいと思います。 

全ての地方公共団体に総合教育会議を設置することとされました。 

改正前では、市長は、予算編成や執行、条例案の提出など、教育委員会と密

接な関連を持って行政運営を行っていますが、従来の枠組みにおいて、情報交

換等は行っているものの、直接的に教育委員と会議の場において、議論するこ

とはありませんでした。改正後は、市長が総合教育会議を招集した上、公の場

で教育委員会と教育行政について議論していくことで、市長の教育行政の方向

性を共有し、一致して執行に当たることができるとされています。 

また、会議は、原則公開とされていますが、個人の秘密を保つ必要があると

きや会議の公平性が害される恐れがあるとき、その他公益上必要があると認め

られるときは、非公開とすることができるとされています。 

なお、会議の会議録を作成し、これを市ホームページ等で公表することで、

会議の透明性に努めなければならないため、議事録の作成につきましては、事 

務局に一任いただきたいと思っております。 

また、総合教育会議の運営に当たりましては、首長が総合教育会議を設置し、

招集することになりますので、主たる事務局につきましては、総務部総務課に

置き、教育委員会と市長部局との総合調整を担当いたします。 

次に、改正のポイント④教育に関する大綱を首長が制定することについて、

でございます。 

大綱とは、総合教育会議において、教育の目標や施策の根本的な方針を協議、

調整し、首長が策定するものであり、地方公共団体としての教育政策に関する

方向性の明確化が、主たる趣旨とされています。 

以上で、説明を終わります。 

 事務局から説明がありましたように、市長である私と教育委員会が連携し、 
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協議（２） 

矢野委員 

(事務局) 

総務課長 

石井委員 

(事務局) 

総務課長 

守田委員長 

市長 

教育を推進していくため、総合教育会議を設置するものでございます。 

ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等ございましたらお願いします。

新たな教育委員会と、この総合教育会議の立ち位置については、どのような

位置関係になるのでしょうか。 

現在、また、今後における新たな教育委員会と、この総合教育会議について

は、並列であり同等の立場となると考えます。 

 教育委員会につきましては、今までどおりの執行機関でございますので、現

在と同じ立ち位置になります。総合教育会議につきましても、市長部局におい

て市長が招集し開催するものであり、どちらが上ということではないと考えま

す。 

市長が招集して、この会議を開くことになっていますが、もし問題が起きて

教育委員会から要望があれば、この会議がもたれるという認識でよろしいでし

ょうか。 

 基本的には市長が招集をするということになります。教育委員会において協

議が必要であろうと思料する案件がございましたら、具体的な事項を示して、

総合教育会議の招集を求めることができると法律により定められています。 

 今、立ち位置の話がありましたが、説明をいただいた教育委員会制度が変わ

ってきた中で、総合教育会議の意味合いは大きいと感じています。教育委員会

は、これからも引き続き執行機関として存立していること。一方で、民意を代

表した市長の考えを、いかに独立した執行機関である教育委員会として、教育

行政の中に生かして行くか。その接点が総合教育会議の場であるかと思いま

す。今までも皆無ではなかったとは思いますが、このように形を整えて、市長

の考えを伺いながら、教育行政の見通しを持ちながら、会議を進められること

は、非常に大きいことと考えます。 

矢野委員さんからもお話がありましたように、何が変わってこの後にどうな

るのか。教育委員会と総合教育会議が、重なってしまったようなイメージを持

たれてしまうかもしれませんが、そうではなくて、執行機関としての教育委員

会の立場、また、市長が行う予算の執行権は、教育委員会にはなく、それにつ

いて、どうにかするといった議論を交わす会議ではないが、様々な意見を出し

合って協議を行うことで、それぞれの責任を持つ執行機関の中で、それぞれ反

映して行くことが、この会議の意義であると考えます。 

貴重な御意見、ありがとうござました。 

他に質疑等も無いようですので、この件につきましては、御承知おき願います。 

それでは次に進みます。（２）総合教育会議運営要綱の制定について、でご 
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(事務局) 

総務課長 

市長 

宮崎委員 

(事務局) 

総務課長 

矢野委員 

ざいます。事務局より内容の説明を求めます。 

それでは、富岡市総合教育会議運営要綱の制定につきまして、御説明申し上

げます。 

配布資料の２、富岡市総合教育会議運営要綱（案）を御覧いただきたいと思

います。 

本要綱につきましては、趣旨、会議の公開、傍聴の取扱い、議事録の作成及

び公表、庶務、その他の計６条から成り立っております。 

まず、第１条は、要綱を制定する趣旨について規定しています。 

第２条として、総合教育会議は、原則公開しますが、個人の秘密を保つため

に必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めた

とき、その他公益上必要があると認めたときは、非公開とすることができます。 

第３条として、傍聴については、富岡市教育委員会会議規則を準用します。 

第４条として、会議の議事録は、公表することを規定いたします。 

第５条として、庶務は、総務部総務課で行うものでございます。 

最後に、第６条は、その他でございます。本要綱に定めのない、不測の事態

に対応できるように、この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要

な事項は、会議が別に定める、との規定を設けております。 

要綱（案）の説明につきましては、以上でございます。 

ただいま説明がございましたように、法律では「総合教育会議の運営に関す

る必要な事項は、総合教育会議が定める」とあり、本要綱（案）は、皆さんに

お諮りした上で、制定するものでございます。 

説明がありました要綱（案）を、総合教育会議の運営に関し必要な規定とし

て、位置付けてよろしいでしょうか、皆様にお諮りします。 

先ほどお話がありましたように、会議の招集については、市長が行うことと

なり、教育委員会からの求めに応じても、会議を開催できるとのことでござい

ますが、そのような内容については、この要綱の中に記載する必要はないので

しょうか。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律において、総合教育会議は、地方

公共団体の長及び教育委員会により構成するとの明記がございますので、上位

法で明記されている事項については、あえて要綱等へは記載しないということ

が通常の慣例でございます。要綱へは、上位法に明記がないもの、会議を運営

する上で必要な項目を、記載させていただいたものでございます。 

 第２条の会議の公開についてですが、「会議は、公開する。ただし、…」以 

降の文章について、主語は、市長なのか教育委員なのか、個人の秘密を保つ必

要があると、誰が認めたら公開及び非公開になるのかを確認したい。 
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(事務局) 

総務課長 

矢野委員 

守田委員長 

(事務局) 

総務課長 

石井委員 

教育部長 

矢野委員 

教育部長 

矢野委員 

副市長 

特にここでの定めはございませんが、事前に議件の内容を精査する機会が必

要かと思われます。その時点で、市長並びに教育委員の皆様で、ご協議をいた

だいた上で、公開及び非公開を、事前に判断をしていただく必要はあるかと思

います。 

 議事録の作成等については、「市長は」、とあるので、会議の公開・非公開に

ついても、「市長は」でもいいと思いますし、総合教育会議の過半数をもって

非公開にする等、何か決めておいたほうがよいのではないでしょうか。 

 関連して、「第２条の主語は」ということでございますが、主語は「会議は」

でいいのではないかと思います。市長の意向と教育委員の意向を、話し合った

上で対応して行く、として読めばよいのではないかと思います。 

「会議は」、ということで、総合教育会議の構成員の皆様の意思に基づいて、

決定をしていくこととし、ただし、の後に「会議は」を記載するということで

よろしいでしょうか。 

会議は、公開する。とあるので、ここは入れなくても良いのではないですか。

読み取ることになるのではないでしょうか。 

 第６条のその他において、この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し

必要な事項は、会議が定める。とありますので、「会議は」を追加し、この会

議の中で最終判断をしていただければと思います。 

例えば、教職員の不祥事があった場合に、学校名・氏名を出すか出さないか 

を決める時に、「これは公開すべきである」と、一人の委員が主張した時に、

その会議を公開するかどうかの判断はどのようにしていくのでしょうか。 

 会議が別に定めるのであるから、会議の中で協議をしていただいて、公開す

るか非公開にしていくかを判断していただくことになります。 

 そのような経過をたどらないと非公開にできないということでしょうか。 

 「会議が別に定める」ということは、一般的に会議のメンバー皆さんで話し

合っていただき、最終的に多数決にしましょうとなれば、多数決で決めればよ

いことであり、最終判断は、この会議が示していただければよいことになりま

す。一人がどうしても公開にしたいという意思があったとしても、非公開の意 

見があるとすれば、皆さんで話し合った結果、多数決にするかどうかを決める

ことも含めて、最終判断は、この会議がその都度決めていただければよいとい

うことになります。 
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協議（３） 

教育部長 

矢野委員 

市長 

市長 

(事務局) 

総務課長 

 そもそも、この総合教育会議の趣旨は、市長と教育委員との協議の場であり、

ここで決定して行くといったものではないので、あくまでも協議の場として捉

えていただければ良いかと思います。 

 いじめの問題、教職員の不祥事等が起きたときに、会議が別に定めるといっ

たものでなく、もうちょっと決めておいたほうが良いのではないかと感じたの

で意見を述べさせていただきました。 

 協議をする前に、この案件は、公開・非公開についての判断について、事前

に協議を行うということですね。 

 矢野委員の言うように、この要綱だけを見ると、そのような感じがします。

しかし、この会議において、皆さんで協議をして決めていきましょう、という

大きな考えを持つと、この内容で良いかと思われます。 

 この内容で承認していただくことでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

 それでは、本要綱を総合教育会議の運営に関する規定として、位置付けさせ

ていただきます。 

続きまして、（３）教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱

(案)について、事務局より内容の説明を求めます。 

それでは、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（案）に

ついて、御説明申し上げます。当日配布資料の３を御覧ください。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３の規定に基づきまし

て、この総合教育会議において、平成２７年度の教育に関する大綱を策定して

いただくものでございます。 

１ページを御覧ください。 

はじめに、大綱策定の基本的な考え方でございます。 

大綱の策定に当たっては、文科省通知では、教育振興基本計画その他の計画

を策定している自治体は、その計画をもって大綱に代えることができるとされ

ております。本市は、教育振興基本計画については、策定しておりませんが、

第一次富岡市総合計画がその他の計画に該当することになります。総合計画

は、本市の最上位計画であることから、総合計画から教育に関する基本的な方

針等を抜粋しまして、大綱（案）として作成をさせていただきました。 

続きまして、大綱の期間について、でございます。 

中段にあります表につきましては、総合計画との関係を表したものでござい

ますので、併せて御覧いただければと思います。 

今回、策定します大綱が、対象とする期間でございますが、平成２７年度か

ら４年間といたしますが、平成２８年度からスタートする第２次富岡市総合計 
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画との整合性を図るため、平成２７年度末に見直し、改訂版を策定して行きた

いと考えております。改訂版の期間につきましては、総合計画前期基本計画の

見直しに併せて、平成２８年度から平成３０年度としていきたいと考えており

ます。 

その後においても、総合計画の基本計画に併せて、４年の期間ごとに本大綱

についても、見直しを行って行くと考えております。 

したがいまして、今回、策定をさせていただく大綱については、暫定的なも

のになりますので、よろしくお願いします。 

それでは、大綱（案）の内容につきまして、御説明させていただきます。 

２ページをお願いします。 

 大綱の内容でございますが、第１次総合計画から、教育に関する基本的な方

針等を抜粋したものでございます。 

 しかしながら、第１次総合計画作成から７年が経過し、今年度で終了となり、

現在、各所属において進めている事業等により、進行等している部分等もある

ことから、現状の動きに整合性を持たせるため、文章の言い回し等について、

一部修正をさせていただきました。 

 基本的には、総合計画で策定済みの内容となりますので、説明は省略させて

いただきますが、修正、加筆等をした部分、太字下線部分となりますが、その

部分のみ、説明をさせていただきますので、御確認いただければと思います。 

 ２ページ中段上の、２の主要施策の（１）未来を担う個性豊かな子どもの育

成でございますが、子どもたち一人一人が持つ能力や可能性を伸ばすととも

に、規範意識や協調性、思いやりの心、感動する心などの道徳心を培うために、

学校、家庭、地域社会の連携を図り、学校教育の充実や青少年の健全育成に努

めます。 

また、子どもたちの郷土への誇りと愛情を醸成するために、地域の人や自然、

歴史・文化、伝統と触れ合う機会の拡充に努めます。とさせていただきました。 

 続きまして、３ページの中段下、３の施策の（１）学校教育の充実の３行目

からでございますが、家庭・地域社会との連携による教育体制づくりを推進し、

学校の特色を生かした教育内容の充実を図るとともに、特別支援教育の充実、

学校保健・安全指導と食育の充実を図り、子どもたちに確かな学力と豊かな人

間性を育み、健やかな体をつくります。とさせていただきました。 

 続いて（２）の教育施設の充実につきまして、 

 学校施設については、建築後３０年以上経過した建物が多く、老朽化により 

安全性が心配される校舎や屋内運動場など、計画的な建替えや改修が求められ

ています。 

安全・安心な学校施設・設備の計画的な整備を図り、子どもたちが安全で安 

心な学校生活を送れるようにします。とさせていただきました。 

続きまして、４ページをお願いします。 

上段からの（３）青少年の健全育成の上から４行目になりますが、青少年関

係団体との連携を密接にし、各種行事を行うと共に、家庭・地域の教育力の向 
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市長 

宮崎委員 

教育部長 

矢野委員 

(事務局) 

総務課長 

上を図り、未来を担うたくましい青少年を育成します。とさせていただきまし

た。 

その下の（４）生涯学習活動の充実につきましては、講座などを定期的に受

講する学習者の固定化傾向があり、新規利用者や若者利用者の拡大が求められ

ています。また、講師や指導者となる人材の発掘や育成、富岡製糸場と関連す

る生涯学習活動を更に推進する必要があります。とさせていただきました。 

続きまして、５ページをお願いいたします。 

（８）歴史・文化資源の保存と活用につきましては、当初は、文章内におい

て、「保全」という言い方をしておりましたが、それを「保存」という言い方

に修正をさせていただきました。また、上から５行目、富岡製糸場の後に、「核

とした」、を追加させていただいております。 

以上で、大綱の説明とさせていただきます。 

事務局からの説明が終わりました。 

第１次富岡市総合計画は、富岡市の最上位計画であります。一部修正はさせ

ていただきましたが、本案を、教育・学術及び文化の振興に関する総合的な施

策の大綱に、位置づけていきたいとするものでございます。 

御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。 

３ページの学校教育の充実について、「学校給食」が「食育」という言葉に

置き換わった理由について、お教え願います。 

 学校給食の充実につきましては、当然、美味しい給食・安全な給食を提供す

るといったことであります。また、更に食育につきましては、教育上も重点的

なものになってきているため、あえて学校給食ということではなく、広い意味

でとらえた形として、食育という表現をさせていただきました。 

 説明の中で、「暫定的に今年度」という言い方がありましたが、どのような

ことなのでしょうか。 

 仮に暫定的という言い方をさせていただきましたが、本日、御承認をいただ

ければ、本大綱が正式なものとして動き始める訳でございます。 

 しかしながら、総合計画は、今年度末で終了となり、平成２８年度から第２

次総合計画が策定され、動き出すことは分かっております。第２次総合計画に

つきましても、大筋となる柱の部分については、大幅な変更はないと考えられ、 

主となる部分については、継続していくと思われます。 

暫定的という言葉が、不適切であったかとは思いますが、今年度末において、

見直しを前提にしているという意味合いからも、そのような言い方をさせてい

ただきました。 
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矢野委員 

教育部長 

教育長 

矢野委員 

市長 

教育部長 

市長 

教育部長 

矢野委員 

教育部長 

市長 

教育部長 

教育施設の充実について、３０年以上経過した建物が多く、とありますが、

どのくらいあるのでしょうか。 

 耐震はしてあるが、建築年の古いものが多いということであります。件数に

ついては、手持ち資料がないため、ここでは正式な数字はお答えできません。 

 このままの表現では、他から見て心配になることも考えられます。建築年は

古いが、耐震工事も完了し、安全は確保されている。しかし、３０年以上経過

しているものについては、徐々に建替え等も進める必要がある。といった言い

方にしたほうがよいかと思われます。当市の地盤であれば、ある程度の地震に

おいては、十分に保つことができると思われます。  

 耐震化をして、ある程度延命化は図られているのであるから、具体的な表現

は避けたほうがよいかと思われます。 

 ご指摘のとおり、市内の小中学校につきましては、耐震補強は、全て済んで

いる状態であります。しかし、このような言い方ですと、不安を感じさせる表

現になってしまうと思います。 

危機をあおるような表現となっているため、修正をしていきます。 

老朽化はしているけれども、安全性は確保されているという表現を入れて行

く必要があると思われます。 

耐震化については、今年度において、非構造部材の耐震補強を行うことによ

り、全ての耐震化が終了することになります。しかしながら、老朽化は避けら

れず、今後、補修等の工事は発生してくると思われます。 

この表現が総合計画の中に明記されるのは心配です。 

現状の捉えの中で、このような表現となっているが、第２次総合計画におい

ては、その表現は変わってくるかと思われます。 

 本大綱については、平成２８年度からの総合計画に合わせて、改訂版を策定

していくことになる。改訂版においては、安全性を確保といった表現にして行

くことにし、本日は意見を聴くということでよろしいでしょうか。 

 本日の協議の中で、御指摘をいただきましたので、「老朽化によりから、屋

内運動場など」の表現を、削除して行きたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 
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(事務局) 

総務課長 

市長 

守田委員長 

市長 

（異議なしの声） 

 それでは、（２）教育施設の充実につきましては、「学校施設については、建

築後３０年以上経過した建物が多く、計画的な建替えや改修が求められていま

す。」に修正をさせていただきたいと思います。 

 御意見の中で、「老朽化により安全性が心配される校舎や屋内運動場など」

を削除していくことでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

 大綱策定の方向について、１０年先までの大綱及び第２次総合計画が予定さ

れている訳ですが、今回、策定する大綱については、暫定的なものであるとい

うことは、やむを得ないとは思いますが、第２次富岡市総合計画が、来年度に

始まる。残り半年であり、協議に入っているかと思います。 

第１次が残り半年のこの段階で大綱を決めて、平成２８年度になったら改め

て大綱を改定していくとのことでありますが、この間に、先程から細かな御意

見等が出ているように、内容を詰めていただいて、総合教育会議としての大綱

の形を整えていただいて、平成２８年度からスタートしたらどうかというのが

私の意見です。 

もちろん、その場合には、総合教育会議としての大綱ですから、市の総合計

画との整合性はないといけない。整合性を持ち、活かしながら、教育の部分に

ついても、そこで示していくことが良いのではないかと思いました。 

教育振興基本計画等を持っている自治体もございます。それを大綱に読み替

えるといった形をとられている市もあると思います。今回、やむを得ず第１次

富岡市総合計画を、教育の部分だけを抜粋して、大綱として行きましょうとい

うことであります。整合性は、必要であると思いますが、イコールではないと

思います。総合計画の中では、どうしても言い切れない教育の部分が沢山ある

と思います。その時に応じた課題、例えば「いじめ」等、色々なものがある中

で、その課題を明らかにしながら、計画を定め示して行くことが、適当ではな

いかと思います。 

私の意見とすると、暫定的にスタートすることでよろしいかと思いますが、

来年度に向けての形を整えながら、第２次総合計画との整合性を図りながら、

策定して行ったらどうか思います。 

今、御意見がありましたように、第２次総合計画の中で、教育、学術に対す

る考え方を全て転記するのではなくて、総合教育会議としての大綱を、しっか 

り位置付けて行きたい。という考え方の御発言と理解しますが、事務局として

の考え方については、どのように考えますか。 
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協議（４） 

(事務局) 

総務課長 

市長 

市長 

市長 

(事務局) 

総務課長 

大綱につきましては、市としての柱ということになります。教育委員会にお

かれましては、毎年、教育行政方針という形で、細部にわたり各事業について 

の詳細な方針を作成している。それを、年度末において点検評価を実施してい

るというのが現状でございます。 

大綱に、そこまで細かな内容を入れていくかどうかということになります

が、現在、企画政策課において、第２次総合計画を策定中でございますので、

教育委員会として、資料提供等、新たなものへの情報提供を行っているところ

でございますので、事務局サイドで必要と思われる部分、また、教育委員から

の意見をいただきながら、第２次総合計画へ活かしていく必要があると考えて

おります。 

今後、策定する第２次総合計画の中に、必要と思われる項目等を反映させる

ことができれば、それを大綱として、改訂していくことができるのではないか

と考えております。 

総合計画の項目につきましては、大枠で捉えたもの。それに対して、それぞ

れ教育委員会として、肉付けをして行く、という考え方をもっていただけると

御理解をしていただけるのではないかと思います。 

あくまでも総合計画の場合は、方向性というものを示していく、と考えてお

りますので、そのところを御理解いただき、詳細につきましては、教育委員会、

あるいは、この総合教育会議で方向性を出して行く、ということで御理解いた

だければありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 

他に何かございますか。 

（質疑なしの声） 

質疑等もないようですので、本案を、大綱として定めることに御異議ござい

ませんでしょうか。 

（異議なしの声） 

 皆さんから御賛同を得られましたことから、本案を富岡市の大綱として、制

定させていただきますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、（４）今後の進め方について、事務局より内容の説明を求めま

す。 

 今後の進め方について、御説明させていただきます。 

参考資料の２、としてお配りしました、総合教育会議における協議事項、協 

議調整事項の具体的な例、について御覧いただければと思います。 

一つ目の丸ですが、教育の条件整備など重点的に講ずべき施策としまして、

学校等の施設の整備や、予算編成、条例の提案権を有する市長と教育委員会が

調整することが必要な事項等となっております。 

また、中段以降は、児童生徒等の生命または身体の保護等、緊急な場合に
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市長 

石井委員 

市長 

(事務局) 

総務課長 

市長 

市長 

(事務局) 

総務課長 

講ずべき措置等について、明記されております。 

定例的に開催するものではないものでございますので、特に日程等は決める

ことはせず、特に協議、調整が必要な事項があると判断した場合には、その都

度、招集をさせていただき、御意見をいただきたいと考えておりますが、前段

でも述べましたように、予算編成時、また、大綱の改定時等が、考えられます

ので、よろしくお願いします。 

また、参考資料の１につきましては、総合教育会議等の各市の状況について、

一覧にしたものでございます。右側の欄、６月１１日現在が最新の状況でござ

いまして、既に総合教育会議を開催した市については、前橋市、太田市、渋川

市、藤岡市、みどり市、７月開催予定が富岡のほかに、桐生市、沼田市、８月

開催予定が、館林市、９月以降の開催予定が、伊勢崎、安中市、高崎市は、未

定とのことでございます。参考にしていただければと思います 

以上で、説明を終わります。 

事務局から説明が終わりました。ただ今の説明につきまして、御質問、御意

見等ございましたらお願いいたします。 

 事務局から、次回の総合教育会議の開催については、特に日程等は決めるこ

とはしない、との説明がありましたが、是非、新年度予算を組む前に、学校の

現状等を踏まえて、開催していただけるとありがたいと考えております。 

 資料を見ますと、年に２回から３回が多いようです。今回が７月であり、次

回については、予算編成前に開催するということで良いでしょうか。 

 予算編成前や予算方針が決まる前に開催することが、よろしいかと思います

ので、おおむね１２月から１月といった時期になるかと思います。 

 事務局として、そのような考えを持っているということでよろしいでしょう

か。 

（異議なしの声） 

以上で、本日の協議事項につきましては、全ての説明が終了し、ご承認をい

ただくことができました。ありがとうございました。 

皆様には、慎重審議をいただきましたこと、厚く御礼申し上げまして、進行

役を、降ろさせていただきます。ありがとうございました。

 長時間にわたり、御協議いただきまして、誠にありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成２７年度第１回総合教育会議を閉会します。慎重審

議をいただき、ありがとうございました。 


