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第１回立川市第３次特別支援教育実施計画策定検討委員会（要旨） 
 

日 時：令和元年 7月 22日（月） 午後 7時～9時 

会 場：立川市役所 208会議室 

出 席：杉野委員長、小沼副委員長、内田委員、田村委員、福島委員、青木委員、小松委員、 

日下部委員、坂下委員、髙橋委員 

オブザーバー：初鹿子ども家庭支援センター長、江頭保育振興担当主幹、前田指導課長、 

事務局：大野教育部長、秋武教育支援課長、川﨑統括指導主事、 

樋口管理係長、藤間相談係長 

 

○次第 

１ 委嘱状の交付 

２ 教育部長挨拶 

３ 委員等紹介 

４ 委員長選任、副委員長指名 

５ 検討委員会の進め方及び策定スケジュール等について 

６ 報告 

  (1) 第３次特別支援教育実施計画の位置付けについて 

  (2) 本市の特別支援教育の取組と現計画の評価について 

  (3) 国及び東京都の特別支援教育の動向について 

７ 協議 

  (1) 第３次特別支援教育実施計画の骨子案について 

８ 事務連絡 

 

○資料 

 次第 

 座席表 

   資料１  立川市第３次特別支援教育実施計画策定検討委員会設置要綱 

  資料２  立川市第３次特別支援教育実施計画策定検討委員会名簿 

  資料３  立川市第３次特別支援教育実施計画策定検討委員会の情報公開について 

  資料４  立川市第３次特別支援教育実施計画の策定について 

  資料５  立川市第３次特別支援教育実施計画の位置付けと検討の範囲 

資料６  特別支援教育に関する状況について（平成３１年度） 

資料７  立川市特別支援教育実施計画 平成３１年度の取組案と第３次実施計画に向けて 

資料８  特別支援教育等の動向について 

  資料９  立川市第３次特別支援計画の骨子（案） 

  参考配布 ・立川市第２次特別支援教育実施計画 

       ・立川市第２次学校教育振興基本計画の概要 

       ・立川市発達支援計画 

       ・平成３１年度 就学相談のご案内 

       ・立川市教育委員会の学校支援体制について（平成３１年度版） 
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１ 委嘱状の交付 

  教育部長より辞令の交付を行った。 

 

２ 教育部長挨拶 

  皆さん、こんばんは。教育部長の大野でございます。 

このたびは、立川市第 3次特別支援教育実施計画策定検討委員会の委員をお引き受けいただき

まして、ありがとうございます。また日頃から、本市の特別支援教育にご理解、ご協力を賜わり、

感謝申し上げます。 

それでは、策定検討委員会の初回にあたりまして、一言ご挨拶をさせていただきたいと思いま

す。 

本市におきましては、「まちづくりは人づくり、人づくりは未来づくり、未来づくりは学校か

ら」という理念の下、学校教育を進めております。また、特別支援教育におきましては、幼児・

児童・生徒が、その能力を最大限に伸ばし、社会参加できるように、早期連携・早期支援を図る

こと、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び支援を行うこと、障害理解を広めること

を基本理念として、その計画を実施しているところでございます。 

特別支援教育を取り巻く近年の本市の動きといたしましては、平成 30 年度には全小学校へ特

別支援教室キラリの設置が完了したほか、中学校におきましても今年度から順次、特別支援教室

プラスを設置していく予定となっております。また、自閉症・情緒障害特別支援学級につきまし

ても、令和 3年度の開設を目指し、準備を始めたところでございます。このようにハード面の整

備は進んできておりますけれども、特別支援教育に対する市民の理解や教員の専門性の向上が今

後課題になってくるだろうと考えているところでございます。ですので、今後はハード、ソフト

の両面にわたりまして、バランスよく推進していくことが重要だと感じているところでございま

す。 

その点からいたしますと、本市におきましては平成 30年 4月 1 日に、障害のある人もない人

も共に暮らしやすいまちをつくる条例、その前文におきましては、共生社会実現の意義をしっか

りと定めております。この条例に沿った取組が進むことによりまして、市民の特別支援教育に対

する理解が進んでいくものと私のほうではだいぶ期待しているところでございます。 

本検討委員会におきましては、限られた回数、時間での議論となりますけれども、皆様方の知

見を結集していただき、より良い計画を作っていきたいと考えておりますので、是非ご理解、ご

協力のほどお願いしたいと思います。 

簡単ではございますけれども、私からの挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 委員等紹介 

   委員、オブザーバー、事務局による自己紹介を行った。 

 

４ 委員長選任 

   事務局からの提案により、委員長に杉野委員を選任。その後、委員長の指名により副委員長

に、小沼委員を選任した。 

 

５ 検討委員会の進め方及び策定スケジュール等について 

   検討委員会の情報公開（資料 3）についての説明を事務局が行い、異議がなく、傍聴者の入

室を許可した。また、実施計画の策定（資料 4）についての説明を事務局が行った。 
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６ 報告 

  事務局より、次の 3項目について説明を行った。 

・第３次特別支援教育実施計画の位置付けと検討課題の範囲（資料 5） 

・立川市における特別支援教育の現状と第２次特別支援教育実施計画について（資料 6～7） 

・国や都の動向について（資料 8） 

 

○委員長  

今日は初めての集まりですが、それぞれせっかく委員の皆様が各分野のほうからお見えにな 

  っていますので、できれば一言ずつ、ご意見もしくはご質問等伺えればというふうに思います。

Ａ委員のほうから順繰りでお願いしてよろしいですか。 

 ○Ａ委員  

国や都の動向などを見ると、連携とかインクルーシブの考え方とか、そういうことが非常に 

重要なんだということが書かれているように感じますが、一番気をつけなきゃいけないと思っ 

ているのは、専門性、専門性になってしまって、個々に分かれ過ぎてしまうという危険性、そ 

れが子どもたちの孤立を生むというのも事実ということ。僕は仕事でそういうのを見ているの 

で、そういうことがないように、「連携」を、言葉だけではなくて、ちゃんとした形があるも 

のにするには、どうしたらいいんだろうなというふうに考えています。 

○Ｂ委員  

教育と福祉の連携は、保護者からもかなりだいぶ前からお願いしていた意見の一つであっ

たのが、少しずつ前向きに進んでいると感じるとともに、いろいろな意味で外枠だけが固ま

っていってもそれがうまく活用していかないと、言葉だけの連携で終わってしまい、保護者

としてはなかなか自分の子どもにとってプラスになるということが少なくなっていくと思い

ます。本当の意味でのその当事者であるお子さんにとって何がベストなのかの視点で、いろ

いろな意見が出ていいとは思います。 

一つとして、共生社会としてみんなの中でうまくというところの考え方を一緒にして、同

じ方向性を向きながら連携をしてほしいとも思いますし、本当に理解啓発が進んでいかない

と。一番の理解啓発は、当事者の保護者ですよね。 

なかなか呑み込めないという、就学相談が途中で途切れるという話もありましたけれど、

一番難しいことではあると思います。周りの大人もそうですけれど、保護者自身が、ちょっ

とうちの子変わっているけれど、でも、いいとこいっぱいあるよ、社会にも貢献できるよと

いうようなことが、呑み込んでいけば、自分の子どもがちょっと障害があるのかなというこ

とも理解できるとは思うし、お母さん、お父さん自身が呑み込んでいってオープンにしてい

けば、周りもきっと変わっていくとは思うので、そこら辺の壁を周りの連携の中で一つずつ

溶かしていけるといいのかなというのは、今までの経験上思いますし、昔を思えば本当にい

ろいろなことが、設備は整ってきているとは思うので、うまく現場にあった活用をしていっ

てほしいし、そういう意見をこれからも言っていきたいと思います。 

○C委員  

   私は理解啓発の部分で、発達障害のことはだんだん取り上げられて、学校でもキラリの紹介 

  とかそういうのをよく見かけます。うちの子の場合、通常級に行っているんですけれど、体に 

  障害があるので、何というか理解啓発というのは学校としては特に何もされなくって、日々、

私が送迎等で付き添っていて、そこでクラスの子や登下校で会う子たちと直接話して、うちの

子はこういう子なんだというのを知らせている感じで、障害に関わらず、いろんな子がいて、
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いろんな支援が必要だということを啓発することは、もっと必要だなと思います。 

それと、個別の教育支援計画なんですが、うちの子の場合もつくっていただいてはいるん

ですけれども、学校の管理職の先生もよく分かっていないということがあって、現場の先生

はお忙しいとは思いますが、そういうものがあるということすら知らない方もいて、それを

うまく活用できてないので、こちらが「こういうのがあるんですよ、つくってください」と

言わないとやってくれないことがある。また、校長先生や担任の先生が替わると、白紙に戻

ってしまうことがあるので、きちんと先生たちにも知っていただきたいと思います。 

○D委員  

３点ほど。資料の 6の就学相談の結果で、これは数字には出てないと思うのですが、究極的 

には、子どもさんとかご家族が望んだところに行けるのがいいかなと思うのですけれど、就学 

したり、転学したりした結果に対して、どのくらいご本人さんたちが満足しているのかなとい 

うのは気になりました。 

   ２点目は、資料 7の基本施策 1の通しナンバーでいうと 2番、幼稚園教員・保育士の理解啓 

発みたいなところで、研修に参加した人が 30年で延 16人、どのくらい保育士さんっているの 

か、幼稚園の教員がいるのか分からないですけれど、ちょっと少ないなと思います。私の子ど 

もが通っている保育園、どのくらい特別な支援を必要とする、特別なニーズがある子どもがい 

るか、ちょっと分かりませんけれども、親が気づかなければ教員や保育士が気づくというか、 

見てあげるということが必要だと思うので、もうちょっとこれが上るような、ある程度強制力 

があるような手立てがないといけないのかなということを思いました。 

   あとは少し全体というか、この間の色々な動向で、共生社会とか社会貢献とかというキーワ 

  ードはとてもいいことだとは思いますが、共生社会といった、いいキーワードみたいな形で、 

特別なニーズがある子どもとかの教育が、その方向に引っ張られるみたいな、少し穿っ 

た見方をすればそのような感覚があります。究極的には、その子どもの教育を通した発達だっ 

たり、成長が目標ということだと思うので、共生社会のための特別支援教育でもないと思うし、 

社会貢献のための教育でないと思うので、最後はそこに立ち返るような計画であったり、教育 

であったらいいなと思いました。 

○E委員  

サポートファイルの活用を開始するということで、私、今これ持っているんですが、これ子 

どもの関する情報なんです。WISCとか、お医者さんの診察記録とか、放課後デイの情報等も 

この中に全て入れられるので活用できるかなって思っています。 

   うちの子の話になりますが、現在、特別支援学級に在籍しているんですが、最近は支援学級 

にいらっしゃる方、みな知的障害というわけではなくて、いじめられて二次障害になって来ら 

れた方、環境要因等が原因で転籍された方が多くいらっしゃると感じています。通常級では支 

援が行き届かず、困難さもあったりとか、うちの子のように、読み書きが苦手だとか、我が子 

は低学年のときは表面化しなかったんですけれども、学年が上がるにつれて学習が早くなり、 

結局は鉛筆のかじ噛みがひどいということで、教育相談かけて、WISC受けたところでやっぱ 

り凹凸があって、発達障害ということで判明しました。ささいなきっかけでしたが、そういっ 

たところでは、特性が原因で通常級では悩んでいるお子さんとかいっぱいいたり、廊下に出た 

りとか、先生たち本当に大変だなというのもボランティアで実感いたしまして、サポートが本 

当に必要だなと思いました。担任の先生一人だけの問題とかではなくて、他の支援の周囲の先 

生方も支えていくけれども、それでも人数足りなくて、やっぱり親の理解や協力も必要だなと 

いうことも私自身感じています。学校の先生方は、本当に頑張っていただいているということ 
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は実感しております。 

やっぱり親の意識というところも本当にこれから大事になるかと思います。 

一番困っているのが子どもたちなので、その子どもたちの支援を一つ一つ丁寧にやっていた 

  だきながら、褒めて伸ばす支援のやり方を模索していきながら、今後の特別支援教育のあり方 

を展開していければと思っています。 

あと、資料の 7の 23番ですけれども、自閉症・情緒障害特別支援学級というところがあり 

ますね。令和 3年 4月開設というのは、小学校ですか、中学校ですか。 

○秋武教育支援課長  

小学校です。 

○E委員  

中学校はいつになりそうですか。 

○秋武教育支援課長  

計画がまだない状態で、まず小学校で開設しようと。そのあと状況を見て検討していくとい 

うことで未定です。  

○E委員 自閉症・情緒障害特別支援学級の位置付けというのが、これは通常級に戻るためのもの 

か、もしくは、その中でやっていくものなのかというところをお願いします。 

○秋武教育支援課長  

原則的に固定の学級ですので、そこに在籍するお子さんになります。ただ、そこでの指導や 

自立活動によって、そのお子さんが、通常級でやっていけるという段階になりましたら、通常 

級への転学を検討するということで、ずうっとそこに居続けるという前提でもなく、必ず転学 

するという前提でもなく、そのお子さんの状態によってちゃんと見直していきましょうという 

ことです。 

○E委員  

計画としてはその子に応じた対応はできているということですね。 

○秋武教育支援課長  

そのようにやっていきたいと考えています。 

○E委員   

今うちの子も算数の授業だけ毎日、支援級に在籍しながらも通常級に混ざって勉強させてい 

ただいております。他の保護者の話では、中学に上がると通常級の交流が全くないということ 

ですので、勉強面ですと支援級カリキュラムの小学校 3年生レベルになってしまう、後戻りし 

するケースもあるので、今後どうしようか迷っているんですけれども、中学校に関しても、 

一人一人の特性にあった特別支援学級の支援体制をお願いしたいと思います。 

   また、タブレット端末の活用もできれば特別支援教室、支援学級とかになるべく早く対応し 

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○F委員 

長男が小学校の時に、情緒障害の通級に通っていたんですね。とても手厚くて、中学に行っ 

てもすんなりいけたんですけれど、やっぱり次男、三男にくるにつれてキラリが始まり、時間 

が減り、何のために行っているのかなというのが実感できなくなってきたというのが正直なと 

ころでした。その影響なのか、本人の特性なのか、ちょっと定かではないですが、中学に行く 

とその差が出てくる。長男は何とかやろうという姿勢はあったんですけれど、次男は完全に

「できねぇかな」、三男はもう混乱している状態、なかなかうまくつながっていくことができ

ない。長男は中学まで本当に手厚く通級通ったりしていたんですけれど、高校に行くといき
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なり下駄を外されちゃう。特に、私立に行ったんですけれど、私立に行くと先生が全くと言

っていいぐらい認識がない。板書がすごい苦手なんですけれど、板書ができないのを「さぼ

っている」と言われてしまう。そうではなく、できないので、WISC などをもとに「この子は

苦手なんです」、「こういう特性なんです」と説明してもそれが分かってもらえない。結局そ

れを分かってくれるまでに半年ぐらいかかって、結局学校にいけなくなって転校を余儀なく

されたという状況でした。先ほど「切れ目なく」というキーワードがあったと思うんですけ

れども、幼稚園、小学校、中学校までは切れ目なく行けると思うんですよ。高校に行くとそ

こでなくなってしまうというのは非常に親としては辛い。もうちょっと何とかならないのか

と思います。 

学校にはスクールカウンセラーの方がいるんですけれど、そこへの窓口が全くわからない。 

  どうにもなんなくなったときに初めて、そういうのがあるというのを知ったんですけれど、も 

  うそのときには時すでに遅く、学校に行ってもトイレにずうっと入って授業に行けない。本当 

に不登校状態になってしまってそういう状態もあるので、これからは、やっぱりもっと高校の 

そういった支援というのも、小学校、中学校が手厚くなればなるほど必要にはなってくるのか 

なと思います。 

高校って本当に最後だと思うんですよね。大学に行くと社会人と同じような自己責任の世界 

ですから、高校で何とか社会に出せる、出ても何とかやっていける基礎をつくれるような制度 

でないと。通級とかに通う子が増えている状態で、やはり需要というのは、これからどんどん 

高まっていくのかなと感じています。 

○Ｇ委員 

僕は、障害のある子にちょっと縁があるので少し知っているぐらいなんですけれど、資料５ 

  で質問では、３の検討課題の範囲イメージで、第３次特別支援教育実施計画の範囲の中に特別 

支援学校が入っていますが、特別支援学校って都立ですよね、なのに立川市の計画に入って 

いるのがよく分からない。 

○秋武教育支援課長  

連携の範囲といいますか、つないでいくという対象として、立川市のお子さんもこちらに

通っているという、そういう就学先としてですとか、あとは連携と申し上げましたけれども、

特別支援学校の中にはセンター機能をもっている学校がありまして、そちらから市でやって

いる教育に対していろいろな助言をもらえるという仕組みがありますので、そういったとこ

ろでしっかりやっていこうというところです。 

○川﨑統括指導主事  

お子さんとしては、もう立川市のお子さん、つながっていますので、その中で協力できる連 

  携体制を含むという対象として載せさせていただいております。 

○秋武教育支援課長  

加えて、また、特別支援学校に通っているお子さんというのは副籍というのを持ってまして、 

立川市の住所地の学校に必ずもう 1つ副籍というのをおいて、その学校と交流をしますという 

制度があります。それが間接交流、直接交流というのがありまして、間接ですと、地域の学

校のおたよりが届きます。直接になりますと、お子さんがその地域の学校に出向いて行って、

そちらでお子さんたちと交流をする。なかなか日程調整だとか、できる範囲の調整だとかで

少なくはありますし難しいところもあるんですが、やはり相互理解のためには重要な取組で

すので推進しなければならないと考えています。 

以前は希望された方だけ副籍を持っていたのが、制度が変わりまして全員副籍を持つとい
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うことになっています。 

○Ｇ委員  

武蔵台学園が、コーディネーターの人が立川市のほうに行って話をしたりとかいうのを聞

いたことがあって、ここの資料 7 の 3 ページ見ても、29 で書かれていたので、ああ、やっぱ

りねと思っていて、中学校の 31 年度の取組で、「中学校の特別支援学級を訪問する回数を増

やし」と書かれていましたが、特別支援学校の先生のほうが知識も技術もあるので、是非、

小学校のほうにもコーディネーターの人が行って、そういう連携とかしてほしいな、という

のは感じました。 

○H委員 

私もこういう会議の際には、いつも同じようなことを言っているんですね。もし施策とし

て動くとしたらダイナミックな動きができないかな、基本指針の 1 のところでは各機関が連

携を図る、途切れのない発達支援というんですけれど、実は幼稚園、保育園と小学校、小学

校と中学校というのは、すき間なくなめらかにつなぐのか、階段の段のようにガーンと上が

るのかというその部分をものすごくいつも感じるんですね。ですので、自分が管下の職員と

話をするときには、なめらかな接続ってできないか、途切れのないんじゃなくて、もっとも

う一つ進んで「なめらか」にいってほしいんだと。 

そういうことをしつこく言っているところで、そうすると制度上で小と中は結構、学区が

近いんでね、くっつきはじめてくるんですよ。ただ、幼稚園、保育園と小学校ではどうかな

と。確かに接近はしてきているんだけれども、そこにはやっぱり制度上の仕組みとして、教

育委員会と福祉の場を含めたところが一つ新しい部署つくって、取り組むようなことという

のは立川のようにキーの都市だったらできないのかな、そんなことをすごく夢として描いて

います。この 5 年次の計画で難しいかもしれないんですけれども、先々そういうことを、延

長上に置いて何か取組ができなのかな、そんな夢を感じています。 

もう一つは思うのは、やはり専門性なんですね。一つの施策として、特別支援学校の専門の 

知識を持った、経験を持った方をお招きして講演をするだけじゃなくて、戦略的に異校種間交 

流として、うちのエリアから、小中から教員を送り込む。で、3年間なら 3年間でもっとエキ 

スパートのいろいろな部分を見聞して、またその知を学校に、市にもってきてもらう。逆に、 

今度はその間、交換条件ですから、そういう能力をお持ちの方を各小中学校のそういう学級に 

入っていただいて、ノウハウとかそういうものも含めて共に学び合う。今、普通の公立学校で 

はどうなのかな、何が欠けているのかな、そういうものをもってもらって更にそういう方々が 

いろんな学校で、センター機能とおっしゃった中に出て行ってもらう、そんなことができると 

いいな、あまりにも荒唐無稽かもしれないですが、やっぱりダイナミックに変えていかないと、 

課題というのは、なかなか変えられないのかなと思いました。 

 

○Ｉ委員 

   途切れ・すき間のない体制ということで、比較的小学校と中学校は接する機会が多いので卒

業した後も話とかをすることがあります。ただ、ここにあるように幼保・小というと、支援シ

ートなど紙ではもらうことができます、当然引き継ぎもやるんですけれども、やっぱりその後、

継続的にというとなかなかそこがうまくいかない。じゃあそれを、ここに出ているように市の

指針に従ってというと、公立の保育園は立川市の方針に従いなさいと言われれば従うものの、

私立は園の教育理念というんですか、園によって差があるので、そこを擦り合わせていくのが

難しい。そこをうまく、他の委員がおっしゃられたように、でこぼこしているところを途切れ
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なく、すき間なく、なめらかにする方法というのを考えていく必要があるかなと思います。 

   そうすると、うちの子は保育園だったので 6年間お世話になったんですけれども、幼稚園は 

  2年～3年、とにかく 10年近く保、幼、小、中まで、地域で関わりながら見ていくという視点

ができると思いますので、その辺のところの工夫をしていく必要があるのかなと思います。 

もう 1つ、センター校機能というのがあります。教員に都のほうから来ていただいたり、我々 

も行ったりするんですけれども、なかなか、研修会というのはやっぱり夏休みになってしまう。 

そうすると一番見てもらいたい子どもは、子どもに授業をやっている姿とか、主役がお休みに 

入っちゃっていて、我々が教室で勉強するということになっちゃうので、ぜひ、その辺のとこ 

ろも、呼べば来てくださるんですけれども、施策として何か、研究授業とかで、おいでいただ 

きながらというような場も設定できるといいのかなと思いました。 

 

７ 協議（質疑） 

  事務局より、第３次特別支援教育実施計画骨子(案)について説明・確認を行った（資料９）。 

   ・基本理念  

・キーワードとなるような副題「つながり」を設定。 

・骨子(案) 

 

【基本理念】第２次の計画を踏襲するような形になっております。 

【基本指針】下記の３つ。２次から３次のところへの変更箇所はアンダーラインで表示。  

基本指針①：途切れのない発達支援の仕組みづくりの部分（幼稚園、保育園、 

就学前機関、学校、家庭、地域社会、医療、福祉、相談機関等の 

各機関が連携） 

「就学前機関から」という文言を追加し、小・中学校また中学校 

区との連携の意味合いを強化した内容の文言にする。 

基本指針②：学校教育に係る部分。学習指導要領もかわったため、ほぼ全文 

書き換え。 

         基本指針③：理解啓発の部分。さらに積極的に取り組む旨の文言に。 

 

○委員長  

それでは両面刷りの資料 9のほう、今ご覧になりながら説明を受けたところでありますが、 

まず、表面の骨子（案）の基本理念とか、基本指針の 1、2、3、アンダーラインの引いてある 

ところが新たに追加されたようですが、あと最後の、「つながり」を大切にした特別支援教育 

の推進、一つの大きなキーワードだと思います。この辺につきまして何か委員の皆さんのほう 

でご意見等ございましたらお願いします。 

   先ほどの委員の皆さん方の中で、かなり連携ということは皆さんおっしゃっていた部分もあ 

  り、つながりというのは非常に適宜な内容じゃないかなというふうに私自身は思っております。  

   A委員、最初だったものでなかなかご発言、足りなかったかもしれませんが、連携について 

いかがでしょうか。 

 

 

○Ａ委員  

最初に少し言ったんですけれど、個別にやり過ぎるというのは本当に問題になっていて、連 
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携を、どういうふうにとるかといったときに、今までは親子に対して教育だとか医療だとか、 

それぞれの機関がつながって、それぞれ言っていることが違って、親子が、というか親御さん 

がそれぞれと頑張って連携しなきゃいけなかったんです。私としては、輪の中にそういう連携 

があって、地域だったり、医療だったり、教育だったりの連携がある中に親子がいるというふ 

うなスタンスをつくっていかなければと、そのような連携をイメージしています。つながりと 

いう意味では、確かにいろいろ、なめらかにつながっていくことが、すごく大事だと思います 

けれど、その輪はずうっと変わらずに残していくというイメージです。 

○委員長  

何か包括的なつながりと言いましょうかね、子育て支援とも絡むんですよね。 

○H委員  

いいと思うのですが、語句の確認だけ。取組項 3、就学前機関は、機関車の機関、それとも 

スパンの期間、どちらでしょうか？ちょっとここの文言だけが少しいじったほうがいいのかな 

ということを新しい項目なだけに感じました。 

○秋武教育支援課長  

組織、団体を示す機関です。文言については、今後練っていく部分になるかと思います。 

○委員長  

では、だいたいこの基本理念と、それから裏面のほうの計画の構成のところはご意見いただ 

いたということで、よろしいでしょうかね。 ⇒異論なし。 

○秋武教育支援課長  

では大枠、これで進めさせていただきます。ありがとうございました。 

 

＊委員長より各委員へ連絡。下記について御意見があれば、教育支援課へ連絡を（８月５日目途）。 

①骨子等に関するご意見 

  ②追加で要望したい資料  

  ③その他質問事項等  

 

８ 事務連絡 

第２回策定委員会の日程について 

日 時：令和元年 8月 27日（火） 19:00～ 

会 場：立川市役所 208会議室 

  

 

＊会議録と資料は、教育支援課（子ども未来センター）及び市政情報コーナー（市役所 3階）

で閲覧できます。 

 


