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「町田市教育プラン 2019-2023（原案）」パブリックコメント実施結果 

 

「町田市教育プラン 2019-2023」の策定にあたり、下記のとおり意見を募集し

ました。貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。ご意

見は今後の市の教育行政の参考にさせていただきます。 

 

１ 意見募集期間 

  2018年 10月１日（月）～2018年 10月 31日（水） 

 

２ 意見募集方法 

  広報まちだへの概要の掲載及び町田市ホームページへの資料掲載のほか、

下記公共施設において資料の閲覧・配布を行いました。 

 

 【資料の閲覧・配布及び意見提出窓口】 

教育総務課（市庁舎 10 階）、市政情報課（市庁舎 1 階）、広聴課（市庁舎１

階）、男女平等推進センター（町田市民フォーラム 3 階）、教育センター、生

涯学習センター、忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター、

なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センター、木曽山崎コ

ミュニティセンター、玉川学園コミュニティセンター、町田駅前連絡所、鶴

川駅前連絡所、南町田駅前連絡所、各市立図書館、町田市民文学館 

 

３ 寄せられたご意見 

   30名の方から 39件のご意見をいただきました。ご意見の項目別の内訳は

以下のとおりです。 

項  目 件  数 

計画全般について 教育目標・基本方針について 1件 

基本方針Ⅰについて 

学力・体力について 1件 

ＩＣＴ教育について 1件 

英語教育について 2件 

数学教育について 1件 

中学校の評価について 1件 

中学校給食について 24件 

基本方針Ⅱについて 学校図書館について 2件 

基本方針Ⅲについて 学校支援ボランティアについて 1件 

基本方針Ⅳについて 図書館について 2件 

町田の通史情報について 1件 

その他 
自転車通学について 1件 

学童保育について 1件 
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４ ご意見の概要と市教育委員会の考え方 

  ご意見の概要とそれに対する町田市教育委員会の考え方は以下のとおりで

す。 

  なお、取りまとめの都合上、いただいたご意見は要約し、掲載しています。

また、同様のご意見は集約しています。 

 

◆計画全般について 

No. ご意見の概要 市教育委員会の考え方 

１ 教育目標と基本方針に賛同する。好

きなことに一生懸命打ち込み、希望

を叶えることに時間や労力を費や

せる子どもを沢山育てて欲しい。子

どもたちが夢や希望を意識するこ

とは大切なことであり、そのために

は、親、地域の大人、教員が働きか

けていくべきだと思う。 

教育目標及び基本方針の実現に向け

て、家庭、地域、学校と連携しなが

ら、町田市教育プラン2019-2023

に定める施策及び重点事業を着実に

実施してまいります。 

 

◆基本方針Ⅰ「学ぶ意欲を育て「生きる力」を伸ばす」について 

No. ご意見の概要 市教育委員会の考え方 

１ 子どもたちが、生きていく上での根

本的な力は学力と体力である。学

力・体力の育成に向けて、基本方針

Ⅰに示された施策を重点的に進め

て欲しい。 

児童・生徒の学力・体力の向上に向

けて、基本方針Ⅰの施策及び重点事

業を着実に実施してまいります。 

2 これからの情報化社会においては、

情報機器を利用するばかりではな

く、ソフトウェアを作成する技術を

学ぶことが必要である。また、グロ

ーバル化の進展に伴い、英会話と英

語を読む力が身につくような施策

が重要である。能率良く学習して、

より良い世界が広がるように検討

して欲しい。 

ＩＣＴを活用した教育と英語教育に

つきましては、町田市教育プラン

2019-2023の重点事業に位置付

けております。いただいたご意見を

参考にしながら、着実に実施してま

いります。 
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No. ご意見の概要 市教育委員会の考え方 

3 受験費用を市が負担して、市内小中

学校で英検資格の取得を奨励し、学

校ごとの結果を公表して学校間で

競争を行うことを提案する。また、

教員の英検取得も奨励し、英語科以

外の教員も２級を取得することを

提案する。 

今後、市の費用負担で、英語の習熟

度を測定できるＧＴＥＣ※を中学校

で実施し、その結果を英語の指導に

活かしてまいります。また、英語科

以外の教員も含め、教員の英語能力

の向上に向けては、市の英語研修を

充実させるとともに、国の英語に関

する研修や東京都が実施している海

外派遣等を活用してまいります。 

4 数学等ジュニアオリンピックプロ

ジェクトを立ち上げることを提案

する。 

いただいたご意見につきましては、

学力向上に向けた取組を検討する中

で参考とさせていただきます。 

5 高校進学の実績をもって、市立中学

校間で競争を行い、各学校を評価す

る制度を作ることを提案する。 

 

高校への進学は、就職や専修学校へ

の進学等も含めた多様な進路選択の

１つであり、進学先も含め、生徒と

保護者が相談しながら決定すべきも

のであると考えております。進路選

択の１つである高校進学の実績をも

って、中学校間で競争を行い、学校

を評価することは考えておりませ

ん。 

６ 中学校でも、小学校と同じように全

員給食を実施して欲しい。 

２０１７年度に実施した中学校給食

に関するアンケートでは、選択制の

給食を望む声が多い結果となりまし

た。 

必要に応じて給食を提供できる現在

の弁当併用外注給食方式は、ニーズ

にあったものであると考えておりま

す。今後も、給食を利用したい人が

不便を感じることなく利用できる環

境を整えてまいります。 

※ＧＴＥＣ：Global Test of English Communicationの略。「聞く」「話す」「読む」「書く」

の 4技能を測るスコア型英語 4技能検定のこと。 
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◆基本方針Ⅱ「充実した教育環境を整備する」について 

No. ご意見の概要 市教育委員会の考え方 

1 重点事業Ⅱ-1-2「学校図書館の機

能強化」について、学校図書館の運

営の全てを学校司書が担当し、学校

図書館の機能がフルに活用される

ことを望む。 

今後、学校図書館に学校司書を段階

的に配置し、学校図書館の充実を図

ってまいります。 

2 自分の頭で考える子どもを育てる

には、学校図書館の充実が重要であ

り、そのためには、学校司書の全校

配置が必要である。 

学校図書館の充実が必要であること

は認識しています。今後、学校図書

館に学校司書を段階的に配置し、学

校図書館の充実を図ってまいりま

す。 

 

◆基本方針Ⅲ「家庭・地域の教育力を向上させる」について 

No. ご意見の概要 市教育委員会の考え方 

1 学校と学校支援ボランティアの関

係づくりをサポートする体制を作

って欲しい。 

地域の人々が学校と連携・協働して

子どもの成長を支える仕組みとし

て、今後、地域学校協働本部を全校

に設置する予定であり、地域学校協

働本部において、地域人材を活用し

た教育活動が円滑に行える体制を整

えてまいります。 

 

◆基本方針Ⅳ「生涯にわたる学習を支援する」について 

No. ご意見の概要 市教育委員会の考え方 

1 重点事業Ⅳ-1-4「学校図書館との

連携強化」について、図書館と学校

図書館の連携は重要であるが、学校

支援に必要な蔵書が不十分である

ため、資料費を回復させる必要があ

るのではないか。 

蔵書を充実させていくことは重要で

あると認識しています。利用状況を

見ながら、学校支援につながる蔵書

を確保してまいります。 

２ 図書館の新刊書のリクエストは、作

家や出版社、書店等への不利益とな

らないよう、出版後一定期間を経過

した図書に限定すべきではないか。 

図書館での図書貸出が出版業界に影

響を与えるという意見があることは

承知しています。他市の動向を注視

するとともに、今後の図書サービス

を検討するうえでの参考とさせてい

ただきます。 
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No. ご意見の概要 市教育委員会の考え方 

3 重点事業Ⅳ-2-2「町田の通史情報

の提供」について、新たな町田市史

を編纂し、デジタル通史※で公開し

てほしい。 

新たな町田市史の編纂については、

他自治体の動向や事例などを踏ま

え、研究してまいります。 

デジタル通史に掲載する内容につい

ては、郷土への理解と愛着を深めら

れるような構成となるよう検討して

まいります。 

※デジタル通史：町田市が所蔵する考古、歴史、民俗資料をデジタル化し、インターネッ

ト上で閲覧できるようにする仕組み。 

 

◆その他 

No. ご意見の概要 市及び市教育委員会の考え方 

1 自転車通学を許可して欲しい。時代

に合わせて学校も変わっていくべ

きだと思う。 

通学の手段につきましては、子ども

の安全を第一に学校において判断を

しております。いただいたご意見に

つきましては、今後の参考とさせて

いただきます。 

2 学童保育を６年生まで実施して欲

しい。 

町田市では、３年生までの児童は学

童保育に全員入会できる全入制度を

導入しています。 

学童保育の高学年受入れに対するニ

ーズは把握しており、大きな課題で

あると認識しています。保育スペー

スが不足する等の問題があり、すぐ

に実現することは困難な状況です

が、必要な保育スペースを確保する

ことや、高学年の受け入れ方法の研

究など、課題の解決に取り組んでま

いります。 

 

 


