
1 

 

平成 28年度第 1回山梨市総合教育会議 会議録 

 

開催日時：平成 29年 3月 29日（水） 

午後 1時 26分～ 

開催場所：山梨市役所西館４階４０１会議室 

出 席 者：＜委 員＞ 

望月市長、市川教育長、廣瀬委員、幡野委員、林委員、三森委員 

事 務 局：＜事務局員＞ 

中山まちづくり政策課長、古屋政策調整担当リーダー、 

政策調整担当芦沢（書記） 

＜教育委員会＞ 

小川学校教育課長、中村生涯学習課長、髙原学校教育担当リーダー 

 

 

― 会 議 録 ― 

 

進 行 

 

 あいさつを交わしたいと思います。 

 「相互に礼」 

 ありがとうございました。 

 ご着席ください。 

  

定刻より若干前ではありますが、皆様お揃いでありますので、ただ今から、 

平成 28年度第１回「山梨市総合教育会議」を次第により開会いたします。 

  

会議に先立ち、望月市長より、ごあいさつ申し上げます。 

 

 

望月市長 

 

 ― 市長あいさつ ― 

 本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございま

す。 
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日頃より、教育委員の皆様には、市政全般にご協力を賜り、厚く感謝を申し上

げます。 

さて、本日の「総合教育会議」でありますが、法律で規定しております、本市

の教育、学術、文化の振興に関する基本的な施策の大綱となります「山梨市教育

大綱」について を、主な議題としております。 

本市では、平成 29 年度を起点とする、本市の最上位計画となる「第２次 山

梨市まちづくり総合計画」を策定いたしたところでありますが、この総合計画と

教育大綱は、教育・文化分野における目指すべき方向性が、合致したものでなけ

ればならないと思っております。 

どうか委員の皆様におかれましては、活発なご議論を深めていただきますこ

とをお願い申し上げ、簡単ではありますが、あいさつとさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

 

進 行 

 

 ありがとうございました。 

 それでは、さっそく「３．議事」に入りたいと思います。 

 議事の進行につきましては、山梨市総合教育会議運営要綱第３条第３項の規

定によりまして、望月市長にお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

 

議 長 

 

 それでは、座って行わせていただきます。 

議事に従いまして、進行いたします。 

 しばらくの間、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

まず、（１）山梨市教育大綱について を議題といたします。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

 

 

事務局 

 

 事前にお配りいたしましたが、本日も配布しております「山梨市教育大綱（案）」



3 

 

をご用意いただき、こちらの２ページをお開きいただきまして、ご覧いただきた

いと思います。 

 

 まず、教育大綱策定の趣旨であります。 

 平成 27年 4月 1日に施行された「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」これに基づきまして、地方教育行政制度改革の一環とし

て法改正がなされました。 

 この法律の改正によりまして、各地方公共団体では、本日お集まりいただいて

おります「総合教育会議」、これを設置しなければならないということとなって

おります。 

 

それ以外に、先ほど市長のごあいさつの中にありましたように、法律の中でこ

の「教育大綱」を地方公共団体が作らなければならないということとなっており

ますので、本日ご提案させていただきます「教育大綱」を議題として提案させて

いただいたところであります。 

 

 まず、「教育大綱」の基本的な考え方であります。 

 大綱は、それぞれの地方公共団体が目指す、教育・学術・文化に関する大きな

目標や、取り組みの方向性を定めるものとなりますので、その中身について具体

的な事業を掲載することとしておりません。 

 本市の大綱は、国の計画を参考にしつつ、基本的には、「第２次山梨市まちづ

くり総合計画」、これの大切にしたい本市の３つの価値観を基に掲げられた「将

来像」が基本施策の向かうべき方向性としております。 

 

この将来像につきましては、３ページの上のところにございますように、総合

計画における将来像「誇れる日本を、ここ山梨市から。」こちらを本大綱の将来像と

合致させて、提案をさせていただいております。 

 

総合計画の“教育・文化分野”に係る長期ビジョンが、この大綱における「教

育理念」としておりますが、めくっていただきまして、４ページ（３）にありま

すように、教育理念「市民が手をつなぎ、教育と文化を育む山梨市」が、本大綱の教

育理念とこれは総合計画におけるビジョンと合致したものとしております。 

 この教育理念を達成すべき教育施策等の方向性につきましては、長期ビジョ

ンの４つの柱を掲げて、それぞれ「現状と課題」、そのことへの「対応の方向性」、

それと、定性的な「基本目標」で構成しています。 
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元に戻っていただきまして 2 ページの 4 番のところにございますように、こ

の大綱の策定期間につきましては、多くの自治体は、総合計画の実施計画期間な

どと併せて、４年から５年の計画期間としているところが多く見受けられます

が、本市の大綱では、平成 29 年度から 34 年度までの６年間を計画期間として

おります。 

 これにつきましては、第２次総合計画の「中期計画」の計画期間とあわせたも

のであります。 

 

 つづきまして、５ページをお開きください。 

 ここからは、「教育理念（長期ビジョン）」を達成すべき、教育施策等の方向性

を記載しております。 

 まず、１つめとして、「地域と人々がつながるまちへ」というビジョンでござ

います。 

 このことは、特に市民の皆様から、人口減少・少子高齢化社会が進む中で、地

域コミュニティーの希薄化、それと、施設利用、スポーツ人口が減少傾向にある

のではないか、という現状と課題があげられました。 

 それに対する課題解決に向けた方向性といたしましては、例えば施設改修に

よる環境整備や、気軽に参加できるような生涯学習プログラムの整備と情報発

信、地域のすべての方が参加できるようなスポーツのあり方など、対応すべきと

しております。 

 これらを進めることによりまして、次のページにありますように、施設を活用

した交流が生まれ、地域住民のつながりが促される状況を、定性的な基本的目標

としております。 

 

 続きまして ２つめのビジョンとして、「文化・伝統を未来につなぐまちへ」

であります。 

 これにつきましては、本市では、国宝級の文化財が多くある中、有名な文化財

は知られているものの、地域における文化財や、文化的芸能があまり発信されて

おらず、知らない人が多いのではないのか、また、それらを活用した取り組みが

あまりないのではないのか、という課題分析をしております。 

このため、例えば、既存施設を活用したフィールドミュージアム中核機能の整

備や、出土品の展示、ボランティア育成、地域住民・団体との協働による保護・

活用事業の活性化、また、積極的な情報発信など、こういったことを対応すべき

方向性としております。 

 これらを進めることによりまして、文化財の収集、調査研究、保存・管理、展

示公開、教育普及を適切に行い、更に市民ボランティアを増やすことといたして、
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文化財の情報発信を向上させることを、定性的目標としています。 

 

 続きまして ３つめの目指すべき方向性として、「未来の人材を育てるまち

へ」、7ページであります。 

 英語力向上や、市民が豊かな国際感覚を養うこと、また、基礎的・基本的な学

力の定着に加え、自らが主体的に学び、考え、問題解決できる力を身に着け、個

性を伸ばすことが求められております。 

 また、子どもたちにも情報機器の普及により新たな課題がでてきている反面、

これらの機器を活用した教育、児童数減少問題など、ハード・ソフトの双方で、

学校環境を整備することが必要であると考えられます。 

 このため、次のページにありますように、先進的な英語教育の推進、市民が参

加できる国際交流の機会、子どもたちの家庭学習習慣の定着や、学習意欲向上、

市民との合意形成を図ったうえでの学校の統廃合、ICT教育の推進、また、学校

教育に必要な設備や人材確保を推進する、こういったことを対応の方向性とし

ております。 

 これらを行うことにより、積極的なコミュニケーションを図ろうとする態度

の育成、児童・生徒の着実な英語力向上、国際交流機会を提供し多くの市民にご

参加いただくことや、子どもが確かな学力を身につけ、また、家庭での学習習慣

を身につけることを目標として、更に、子どもの学習意欲を伸ばして、時代に合

った学校環境を充実させていくことといたします。これらを定性的な目標とし

ております。 

  

 最後に、４つめのビジョン、９ページにあります「地域と学校がつながるまち

へ」であります。 

 児童・生徒数の減少に伴う学校の統廃合などにより、地域住民が学校に関わる

機会が減少し、校外学習・社会科見学などで地域学習は行われておりますが、地

域人材が活用されていないこと、また、集団活動・地域活動の機会が減って、世

代間・他学年の交流などの“ふれあい”が希薄化してきているのではという課題

があります。 

 このため、地域の人々の意見を取り入れた学校運営、地域人材を活用した地域

学習の充実、子どもたちの自主性、社会性を育成する地域活動や行事を支援し、

多くの参加者を促すとともに、地域における指導者育成に努めていきたいとい

う方向性となっております。 

これらを進めることにより、最後のページ、11 ページになりますが、地域住

民が学校に関わる機会を増加させ、地域と学校が連携して行う地域学習・イベン

トを増やし、子どもクラブ活動・育成会活動への参加者数を増やすとともに、青
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少年活動指導者も併せて増やすことを、これを定性的な目標としております。 

 

 以上、大変、雑駁ではありますが、大綱の中身についての説明とさせていただ

きました。 

市長からのあいさつにありましたとおり、基本的にはこの内容は、「第 2次の

まちづくり総合計画」におきます教育の分野、これの向かうべき方向性、これと

合致させたものとなっていることを申し添え、簡単ではありますが、説明と代え

させていただきます。 

よろしくお願いしたします。 

 

 

議 長 

 

ありがとうございました。 

 事務局より、「山梨市教育大綱」の策定趣旨、基本的な考え方、策定期間、及

び大綱の基本政策となる部分の内容について、説明がありました。 

事前に資料を配布させていただいておりますので、簡単な説明だったと思い

ます。 

 

本日、「教育大綱」については配布されておりますが、「第 2次山梨市まちづく

り総合計画」が配布されておりませんので、これを各委員の皆様にお配りしてく

ださい。 

 

 

事務局員 

 

 ―第２次山梨市まちづくり総合計画長期ビジョン、及び中期計画を配布― 

 

 

 

議 長 

 

 それでは、この内容につきまして、委員皆さまのご意見をいただきたいと思い

ます。 
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委員 A 

 

この案を事前にいただきまして、ひととおり目を通す機会をいただき、ありが

とうございました。 

内容的には、「第 2次山梨市まちづくり総合計画」に基づいたものということ

であり、私どもの教育委員会といたしましても、この内容でよいと思います。 

この中で一点、一部の項目につきまして、優先度の観点から順番等の変更が可

能かどうか、を検討していただけるかお伺いいたします。 

 

まず、７ページをお願いしたいところですが、7 ページの（３）「未来の人材

を育てるまちへ」というところの 現状と課題のところに黒いひし形の４つに

つきまして、その内容を読みますと、一番先に英語力、その次に国際感覚がきて

おります。 

内容的にみますと、比較的、学校教育というところに関わるのかと思われます

が、やはり、下から２つ目の「基礎的、基本的な学力の定着」というところ、「主

体的に学び、考え、問題解決できる力を身に着け、それとともに個性を伸ばす」、

これが項目として一番大きいのかと思います。 

そういう中の一部として、英語力を高める、国際感覚等が入ってくるのではな

いかと考えます。 

従いまして、順番的には下から 2 つ目のポツが一番上にくるのがよいのでは

ないかと考えます。 

 

それから次に、８ページの「―対応の方向性―」というところにたくさん項目

があります。 

これも真ん中に「子どもたちの学習意欲の向上を図る」というのが一番大きい

のかなと捉えております。 

可能ならばこれを一番上にもってくることが良いのかなと思います。 

それから、その下のほうの二重丸があり、次のページまでわたっています。 

それの二重丸、下から２つめ「子どもが確かな学力を身につけること」これが

一番上で、確かな学力中にコミュニケーション能力や英語力がみんな含まれる

ということに考えられます。 

従いまして、下から２つめの確かな学力が１番上にくることがいいのかと、考

えました。 

それから、9ページの一番上「子どもの学習意欲」これが２番め、あとはここ

に書かれている順序でいいのではないかと思います。 

「確かな学力」が一番上にいって、その下に「子どもの学習意欲」があって、
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その下に個々のいろんな問題というような順番にするのが、いいのではないか

と感じました。 

 

以上でありますが、ご検討いただければ、ありがたいと思います。 

 

 

議 長 

 

ありがとうございます。 

7ページの中にも英語力というのがありましたけれども、やはり母国語という

ものをきちんと、学習することがなければ、その後の発展がなかなか見込めない

といわれております。 

さらには 8ページにも関連し、山梨市は「学力日本一」こういったことを目指

しているわけでありますから、ただ今、ご意見をいただきましたとおりと、私も

受け止めております。 

事務局としては、いかがでしょうか。 

 

 

事務局 

 

貴重なご意見ありがとうございました。 

 

大綱をご覧いただいてお分かりのとおり、ひし形や二重丸の部分につきまし

ては、方向性を進める中での課題や方向性となっておりますので、順番等は、そ

の重さによって変更することは可能であります。 

委員からいただきましたご意見のとおり、修正させていただきたいと考えま

す。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

議 長 

 

それでは、ただいまのご意見のとおり修正するということでの対応をお願い

いたします。 

そのほか、何かご意見ありますか。 

この件（大綱）につきましては、目指すべき方向性というかたちの中で、個々
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の事業につきましては記載しないこととしております。 

こういうことでご理解いただきたいと思います。 

 

 それでは、議事の（１）山梨市教育大綱につきましては、事務局から提案され

ている内容のとおり、一部順位は修正することとして策定することとしてよろ

しいでしょうか。 

 

 

 

委員全員 

 

 ― 異議なし ― 

 

 

議 長 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、修正後の「教育大綱」により、教育分野等の方向性を定めることと

いたします。 

 

次に、議事（２）その他 についてであります。 

 事務局から何かございますか。 

 

 

事務局 

 

 それでは、事務局から一点、本日決定していただきました「教育大綱」につき

ましては、ご指示をいただきました事項に関して修正し、さっそく教育大綱の冊

子作成にかかりたいと思います。 

 

決定いたしました「教育大綱」は、市民の皆さまへの公表義務がございますの

で、修正後の大綱をホームページ等により、市民の皆様に啓発することといたし

ます。 

 

また、4月に市議会の改選がありますので、新しい議員の皆様に対しましても

第 1回目の議員全員協議会におきまして、冊子配布いたします。 
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以上です。 

 

 

議 長 

 

ありがとうございました。 

そのほか、何かございますか。 

 

修正に関しては、まだ、十分時間はあるのでしょうか。 

今日のところでなくても、まだ見ていただいて、訂正箇所があったときは事務

局までに、いつごろまでが修正可能ですか。 

 

 

事務局 

 

今考えておりますのは、ホームページへの掲載を、新年度早々に行いたいと思

っております。 

このため、今週中にはご意見をいただきたいと思います。 

なお、本大綱は第２次山梨市まちづくり総合計画と合わせ 4 月 1 日から効力

を発するものでありますので、この点についてご留意願いたいと思います。 

 

 

議 長 

 

今週中ということではありますが、ここで掲げられているビジョン（方向性）

以外の部分につきましては、順次対応していくということでよろしいですか。 

 

 

事務局 

 

基本的に、ビジョンの部分については変更することはできませんが、課題や施

策の方向性など更に追加的な要素がある場合には、平成 29年度に開催する予定

の総合教育会議の中でご意見いただければと思います。 

 

なお、教育委員会等が定めている各種計画や指針など、具体的な項目等につき

ましては、この中で定めていくこととなります。 
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このため、この大綱を進むべき方向性として位置づけ、具体的な施策等はこれ

らの計画等の中で定めることと考えております。 

 

 

委員 A 

 

平成 29年度の山梨市学校教育指導重点等の中には、この教育大綱を事前にい

ただいておりましたので、既にこの考え方を入れ込んで作成しております。 

 

 

議 長 

 

ありがとうございます。 

そのほか何かございますか。 

 

 

委員全員 

 

 ―意見等なし― 

 

 

議 長 

 

 それでは、「３．議 事」を打ち切りたいと思います。 

 

 委員の皆様のご協力により、スムーズな進行ができました。 

 大変、ありがとうございました。 

 

 教育分野におきましても、今後、様々な計画や指針が示されることとなります

が、この「教育大綱」を基本的なビジョンとしてとらえ、取り組んでまいります。 

 

 ご協力ありがとうございました。 
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進 行 

 

 望月市長におかれましては、スムーズな議事進行、誠にありがとうございまし

た。 

また、委員の皆様には貴重なご意見、ご提言を賜りまして、感謝いたします。 

 

その他の事項につきまして、事務局から説明をいたします。 

 

 

事務局 

 

 その他の事項につきまして、一点ご説明いたします。 

 

平成 30年が明治改元布告された明治元年から起算して、ちょうど 150年とい

うことで、山梨市全般を見回しますと、明治時代の施設として残っている「旧室

伏学校」（牧丘道の駅に隣接してある施設）があります。 

これ以外に、もしかしたら、市内小学校・中学校の中で、明治から今日まで歴

史が引き継がれている学校もあるかと思います。 

 

現在、総務省や内閣官房におきまして、この「明治 150 年」という機運を高

めるいろんな動きが出てきております。 

今後、小中学校の取り組みの中で 150 年を祝うということが考えられますの

で、学校教育課、生涯学習課などの関係課とともに検討を進めていきたいと思っ

ております。 

教育委員の皆さまにも、ご承知おきいただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

進 行 

 

 ただ今、事務局が申し上げましたとおり、もしかすれば小学校の前身という形

で明治からつながっているところもあるかと思いますので、取り組みなどにつ

きまして、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

それでは閉会のことばを、市川教育長よろしくお願いします。 
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教育長 

 

第 1 回の総合教育会議に市長もご参加いただく中で開催でき、誠にありがと

うございました。 

私どもとしましては、法にもとづきまして、市の教育行政を進めてまいりたい

と思っております。 

今後とも、市当局と教育委員会が連携する中で、進めていくことが重要である

と考えております。 

本日はいろいろとありがとうございました。 

以上をもちまして、平成２８年度第１回総合教育会議を終了といたします。 

 お疲れさまでした。 

 

― 終了：午後１時５５分 ― 


