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第５回飾区教育振興基本計画策定検討委員会議事録 

日時：平成 30年４月 27日（金） 

午後２時 30 分～午後３時 57分 

場所：青戸地区センター ４階ホール 

委員長：皆さんこんにちは。定刻になりましたので、これより第５回飾区教育振興基本

計画策定検討委員会を開催いたします。なお、本日の会議につきましては議事録

作成のために録音させていただきますので、予めご了承をいただきたいと思いま

す。それでは傍聴希望者の方にお入りいただきたいと思いますが、傍聴希望の方

は何名来られているでしょうか。 

教育総務課長：本日傍聴の方はお二人お見えになっております。 

委員長：それでは、傍聴希望の方にお入りいただければと思います。それでは議題に入り

ます前に、事務局より連絡事項がございます。よろしくお願いいたします。 

教育総務課長：それではまず、委員の出欠状況についてご報告させていただきます。中学

校ＰＴＡ連合会の武内委員、それから私立保育園経営者協議会の徳増委員より、

ご欠席のご連絡を頂戴してございます。続きまして本日の資料のご確認をお願い

したいと思います。まず資料１といたしまして、「飾区教育振興基本計画（体系

案）」。次に資料２といたしまして「飾区教育振興基本計画（骨子案）の構成に

ついて」。次に第４回飾区教育振興基本計画策定検討委員会の会議録。以上の資

料につきましては事前に郵送させていただいているところでございます。また、

机上に「本日の次第」「委員名簿」「席次表」、こちらに加えまして更に資料３とい

たしまして、「飾区教育振興基本計画（骨子案）」。更に資料１の参考資料といた

しまして、前回当委員会でお示しいたしました「新体系案における主な事業等」。

また、「第６回飾区教育振興基本計画検討委員会の開催通知」を置かせていただ

いてございます。過不足等ありましたらお申しつけいただければと思います。よ

ろしいでしょうか。第４回の飾区教育振興基本計画検討委員会の会議録につき

ましては、事前に送付させていただいておりますけれども、修正等ございました

ら会議終了後に事務局までお申し出いただければと思います。修正後に委員長及

び副委員長以外の委員名を伏せた形でホームページに掲載する予定でございます。

次に新委員のご紹介をさせていただきたいと存じます。新年度に入りまして、一

部委員の変更がございました。新委員の方には机上に配付させていただいており

ます委嘱状をもちまして、委嘱とさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。それでは机上に配付しております委員名簿をご覧ください。

ご紹介させていただきます、新委員といたしまして、まずスポーツ推進委員協議

会代表の関委員でございます。 
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委 員：よろしくお願いいたします。 

教育総務課長：続きまして中学校校長会代表の黒澤委員でございますが、本日所要のため

出席がかなわなくなったということが直前に分かりましたので、代理として臼倉

常盤中学校長先生がいらしておりますので、よろしくお願いいたします。 

委 員：はい、臼倉でございます。昨年度まで本委員会の委員をしておりました。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

教育総務課長：続きまして学校教育担当部長の杉立委員でございます。 

委 員：よろしくお願いいたします。 

教育総務課長：続きまして子育て支援部長の横山委員でございます。 

委 員：よろしくお願いいたします。 

教育総務課長：なお学識経験者の野川先生でございますけれども、遅れていらっしゃると

いうことになろうかと思います。連絡事項は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

委員長：それでは議事に入ります。はじめに議題１の飾区教育振興基本計画（体系案）

についてでございます。事務局の方からご説明をお願いいたします。なおご質問

やご意見等につきましては、説明後にお受けしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

教育総務課長：はい、それでは私から飾区教育振興基本計画の体系案についてご説明を

させていただきます。資料１をご覧ください。本案につきましては、前回の当委

員会でご意見を頂戴しているところでございます。いただいたご意見等を踏まえ

まして、事務局の方で修正させていただきました。前回の策定検討委員会から修

正をした箇所についてご説明をさせていただきたいと思います。修正箇所は取り

消し線で、見え消しになっているところでございます。まず体系案の取組内容に

ついてでございます。こちら取組内容ではなく、目標が記載されてしまっている

のではないかというようなご指摘をいただきましたので、取組内容としての表現

になるように、文言を修正させていただいたところでございます。具体的に申し

上げますと、まず基本方針１の施策（１）①確かな学力の向上を、「学力向上のた

めの取組みの充実」としたこと。それから②体力及び運動能力の向上、こちらを

「体力向上のための取組みの充実」としたこと。それから③といたしまして、学

びの質の向上や深まりを求める取組みの推進というところを、「主体性・協働性を

育む教育の充実」とさせていただいたところでございます。次に同じ基本方針１

の施策（３）でございます。①連携・協働する学校組織の充実のところを「連携・

協働する学校づくり」ということで、こちら新規項目として修正させていただき

ました。次に基本方針２の施策（１）でございますが、こちら家庭教育の主体と

いうのは家庭であるというご指摘を踏まえまして、区の施策としてはこちらに「支

援」ということを付け加えさせていただきました。取組内容の方について、①で
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も同様の修正をしてございます。それから基本方針３の②、こちら連続する学び

の場の実現ということで、こちらも目標ではなく取組内容とするような表現「連

続する学びの場の充実」という形で修正をさせていただいてございます。また基

本方針４の施策についてですが、こちら（１）の区民の学びが地域に活きるしく

みづくり、（２）だれもが、学習・文化、スポーツに親しめる機会の充実というこ

とで、内容として重複しているのではないかというご指摘もございました。従い

まして修正後の体系図では、（１）でまず知識や経験を身に付け、（２）の方でそ

の知識や経験を地域活動に活かすという考え方で、文言を整理させていただいた

ところでございます。その他、基本方針４（３）の②の文言でございますが、こ

ちら同じ基本方針４（３）の③と同様の表現で修正いたしまして、整合性を図っ

たところでございます。なお基本方針３（３）②ＩＣＴ環境の推進につきまして

は、学力向上の手段ということではないかというご指摘をいただいたところでご

ざいますけれども、こちらの基本方針３につきましては、教育委員会が主体的に

進める、子どもが学ぶ環境づくりに係る取組みについてまとめさせていただいて

いることから、こちら当初案のとおり、基本方針３の（３）②ということで、整

理をさせていただければと考えてございます。こちらの体系案についてのご説明

は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長：ありがとうございました。前回いただいたご意見等を元にいたしまして、ただい

ま手直ししたものがご提示され、説明がございました。この件につきまして何か

皆様からご意見等ございますでしょうか。お願いいたします。 

委 員：前々回郵送で送付された資料６の新体系案における主な事業等、これは今ご説明

いただいた訂正箇所、それに合わせて変更ということはございませんか。 

委員長：はい、ありがとうございました。教育総務課長お願いいたします。 

教育総務課長：ご説明が不足して申し訳ございません。こちら参考として出させていただ

いているものは、今回の修正に合わせてそれぞれ文言等修正をさせていただいて

いるところでございます。 

委員長：いかがでしょうか。 

委 員：資料６の方で変わったところがあるということですか。 

教育総務課長：はい、資料６の方につきましては基本方針、それからまた施策、そして取

組内容というところに、更に主な事業等という風に加えてございますけれども、

修正を施した点につきましてはこの体系図にも出ている取組内容のところまでで

ございまして、主な事業等については、修正はしてございません。 

委員長：はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：今のに引き続き、前回ＩＣＴの環境整備のことでお話があったという覚えがある

んですけど、説明をもう少し。ちょっと分かりにくかったんですけども、ＩＣＴ

があるから学校が楽しくなるっていうんじゃないという話があったと思うんです
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けど、もう一度お願いします。 

委員長：はい、教育総務課長お願いいたします。 

教育総務課長：はい、こちらただいま申し上げましたとおり、教育委員会が主体的にやっ

ていく環境づくりだということでございます。その中で「生き生きと学べる」と

いう部分で、確かに前回のご指摘で「楽しむ」ということであれば、例えば授業

外でもタブレットを使えるようにしたりだとか、というようなご意見も頂戴して

いたんですけれども、こちらの方、私どもといたしましては、子どもたちが生き

生きと学べるというところでＩＣＴ環境を使って、これからは学んでいくという

ところを捉えまして、こちらの項目で整理をさせていただいたということでござ

います。 

委 員：環境を整備していくということですね。分かりました。 

委員長：はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。教育総務課長、ご意見

がないようですけれども、このくらいで、ここはよろしいですか。 

教育総務課長：ご意見があれば、後ほどでもお伝えいただいても結構ですが、今回はひと

まず、こういった内容で整理をさせていただいたということでご了承をいただけ

ればと思います。 

委員長：はい、ありがとうございました。それではまた後程、この件につきましてご意見

等ございましたら、お話しいただければと思っています。それでは次の議題に移

ります。議題２、飾区教育振興基本計画（骨子案）についてでございます。そ

れでは事務局よりご説明をお願いいたします。先程申し上げましたように、ご質

問やご意見等については説明後にお伺いしたいと思います。では教育総務課長、

お願いいたします。 

教育総務課長：はい。それでは、飾区教育振興基本計画の骨子案についてご説明をさせ

ていただきます。事前にお配りしました資料２でございます。大変申し訳ござい

ません、こちら目次的なものに注釈をつけたレベルのものになってしまってござ

います。なかなかイメージがわきづらいと思いますので、本日机上に配付させて

いただきました資料３の方を中心にご覧になっていただきながら、ご説明をさせ

ていただきたいと思います。資料３をご覧ください。こちら左側が章立て、右が

章ごとの記載内容の概要となってございます。構成といたしまして、まず全体の

中でお話させていただくと、現行計画から変更がされているところが教育委員会

の教育目標の記載場所でございます。こちら現行計画では第１章のところで、本

計画は飾区教育委員会の教育目標を踏まえて作成するものですという記載をさ

せていただいていたところでございますが、新たな計画におきましては第３章の

飾区が目指すこれからの教育という中で、やはり教育委員会の目指すべき目標

として記載をしていきたいと考えてございます。それから、現行の計画第３章で、

計画の目標という項目がございました。こちら内容といたしましては、「みんなで
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育ちあう『かつしか』で、自信と誇りあふれる人づくりを進めます」ということ

で、内容的には非常に概念的なものとなっております。また、先程、教育委員会

の教育目標についてご説明しましたが、本計画は教育目標を実現するための計画

ということになりますので、計画の目標という文言はちょっとなじまないのでは

ないかということで、計画のコンセプトという形での表現にさせていただいてご

ざいます。それでは各章ごとにご説明をさせていただきたいと思います。まず第

１章でございます。こちらでは計画策定の目的や、区の他計画との関係性等を明

記するために以下の内容を記述してまいりたいと考えてございます。まず１の「計

画策定の趣旨」では、これまでの区の取組み、社会情勢及び教育の動向を記述し

てまいります。それから２の「計画の位置付け」では、一つ目が計画の法的根拠、

二つ目が区の他計画との関係性を記述してまいりたいと考えてございます。①②

で取り上げる計画ということで、教育基本法からはじまりまして、基本構想、基

本計画、実施計画、それから教育大綱等を記載していきたいと思います。こちら

については現行の計画の中でも位置付けといったものは図示されているところで

ございますので、イメージとしてはそう大きく変わらないのではないかと考えて

ございます。それから３番目の「計画の期間」につきましては、こちら記載の通

り平成 31（2019）年度から平成 35（2023）年度ということで、５年間。こちらは

改元の話もございますので、西暦、和暦の併記という形にさせていただいてござ

います。教育行政の状況に大幅な変化があった場合には見直すということも、併

せて記載していきたいと考えてございます。続きまして第２章の飾の教育を取

り巻く現状と課題というところでございますけれども、こちらの第２章では、ま

ず区の教育を取り巻く現状と課題、これを明らかにしていくということで、まず

は取り巻く情勢の変化、更に二つ目といたしまして「かつしか教育プラン２０１

４」の検証と評価のまとめ、それらを踏まえた形で飾の教育における課題とい

うことでまとめていきたいということでございます。具体的に申し上げますと、

「１ 教育を取り巻く情勢の変化」では、新たな取組み、または重点的な取組み

というのを明確にしようということで、飾区の人口動態、国や都の教育行政の

動向といったものを記載していくということでございます。①のところでは総人

口から始まりまして、年齢区分別、児童・生徒数、共働き世帯数等。それから②

で取り上げる項目といたしましては、国の教育振興基本計画についての答申、そ

れから東京都のビジョン、それから新学習指導要領、放課後子ども総合プラン等々、

国等の施策に関するものを取り上げていきたいという風に考えてございます。更

に「「かつしか教育プラン２０１４」の検証と評価」では、現行計画の検証と評価

について、基本方針ごとに課題を記載させていただいてございます。この四角の

囲みの中でございますけれども、主な課題としていくつか挙げさせていただいて

ございます。まず基本方針１では学力向上、体力向上、それから自尊感情や自己
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肯定感の醸成。基本方針２のところでは幼児期における家庭教育の充実、児童の

安心で安全な居場所づくり。更に基本方針３ではいじめ・不登校への対応ですと

か、就学前教育と学校間連携の推進、それから基本方針４におきましては、地域

の担い手の養成と支援、安全で快適なスポーツ施設の整備等ということで、挙げ

させていただいてございます。ただ、検証と評価は施策ごとに行ってございます

ので、それらをまとめた上で、もう少しこちらに挙げている例示だけではなく、

網羅的な形で記載をしていきたいと考えてございます。そしてこれらを取り巻く

今日的な情勢の変化と教育プラン２０１４の検証と評価を踏まえまして、現行プ

ランから継続する、あるいは情勢変化に伴い新たに見込まれる、また見直しの必

要のある課題等をまとめて記載してまいりたいと考えてございます。恐れ入りま

す、裏面の方をご覧いただきたいと思います。引き続き「第３章 飾が目指す

これからの教育」の部分でございます。こちらは先程申し上げましたとおり、区

が目指す教育の方向性というものを大きく示していきたいと考えてございます。

まず１番目「教育委員会の教育目標」でございます。こちらについては現行の教

育目標がございますので、こちらを掲載していきたいと考えてございます。それ

から２番目「計画のコンセプト」を、こちら現行計画に先程申し上げたように、「み

んなで育ちあう『かつしか』で、自信と誇りあふれる人づくりを進めます」こち

らを継続して掲載していきたいと考えてございます。それから３番目「かつしか

っ子」宣言ということで、こちらにつきましては「かつしかっ子」宣言に掲げる

５つの項目、こちら子どもたちの行動規範になるわけでございますが、これを記

載して子どもの育成を目指していきたいと考えてございます。最後に４番の「基

本方針」でございます。こちらは第２章の今日的な課題等を踏まえた上での見直

し等、課題を挙げていくんですけれども、大きな目標、現行計画で掲げている４

つの大きな目標、体系案にも書かせていただいておりますけれども、こちらをや

はり大きな括りとしてはある程度普遍的なものということで、引き続き方針につ

いては４つ、現行と同じ形で引き継いでいきたいと考えているところでございま

す。続きまして「第４章 基本方針、施策及び取組内容」でございます。こちら

ただいま申し上げたとおり、第２章の現状と課題、それから第３章の目標の実現

に向けた基本方針、そして施策、それから更に取組内容ということを体系として

整理をしていきたいと考えてございます。飾区の教育振興基本計画の体系案で

すが、先程申し上げたとおり４つの基本方針に 12の施策、更にその下に取組内容

としては 35 出ております。まずこちらを先程の案に従いまして、提示をさせてい

ただいと考えてございます。更にそれぞれの基本方針と、これに基づく施策ごと

に現状と課題を更に細かく見ていく。そしてそれに対応する取組内容。この中で

は参考資料でお示ししている主な取組み、具体的な取組み、こちらについても合

わせて記載していきたいと考えてございます。最後に「第５章 計画の推進に向
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けて」ということでございますけれども、計画の進行管理ということで、現行計

画の「計画の進行管理」、「関係部局との連携・協力」、「学校・家庭・地域ぐるみ

での協働」、「情報収集と発信」と４つの考え方、こちらの現行計画を継続しなが

ら計画を進めていくということを書いていきたいと考えてございます。こちらに

ついて説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

委員長：ありがとうございました。ただいまの飾区教育振興基本計画（骨子案）の構成

についてと、資料３で飾区教育振興基本計画（骨子案）の説明をいただきまし

た。このことにつきまして皆様方から何かご質問、ご要望等ございますでしょう

か。教育総務課長よろしいでしょうか、これは今、執筆方針ということで書いて

おりますけれども、これは次回には、今骨子案ですけれども、それに肉付けして、

お示しをされるということでございますね。 

教育総務課長：ありがとうございます。おっしゃるとおりでございます。ただいまこれは

どちらかというと執筆方針的なところで書かせていただいておりますけれども、

こちらになるべく肉付けをして、実際の計画に近い形にして、次回ご提示したい

と考えております。ですので、今回ご意見頂戴いたしますのは、今回のこの方針

として、この方向性でよろしいでしょうかというところでご議論をいただければ

と思います。 

委員長：はい、ありがとうございました。分かりました。今の視点でもって、ご意見、ご

要望等いただければと思いますが。方針といっても極めて大きすぎてですね、ど

こから話をしていいか分からないこともあるので、具体的なことでも、こういっ

たことを盛り込んでいただきたいということがありましたら、これまでの議論を

踏まえてありましたら、お聞きしたいと思っております。はい、副委員長お願い

いたします。 

副委員長：質問なのですが、今お示しいただいた骨子案の特に３章、４章というところに

関わってくる、基本方針というものの前提なんですけれど、こちらは前回お示し

いただいた資料の、現行の教育大綱の文言に基づいているということでよろしい

でしょうか。何でそれを質問するのかというと、１章のところで今度６月に策定

予定である新しい教育大綱というのが載るということですが、策定前のもので掲

載していくのかということが一つ目の質問になります。まずそこまででよろしい

でしょうか。 

委員長：教育総務課長お願いいたします。 

教育総務課長：はい、ありがとうございます。今副委員長がおっしゃられたとおりでござ

いまして、６月に新しい教育大綱を定める予定でございます。教育振興基本計画

の中で、その新たな教育大綱を記載していきたいと考えてございます。新しい教

育大綱ができる前に、この教育振興基本計画をつくっていくということにはなる

のですが、これまでの総合教育会議の中で、区長部局との間で一定の方向性とい
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うのは見えているところでございます。それに照らし合わせますと、現行の基本

方針等々、大きなところについては、ある程度普遍的なところで捉えております

ので、その中で対応していけると考えておりまして、新しい教育大綱を定めた上

で基本方針については現行のものを引き継いで行きたいと考えてございます。 

副委員長：ありがとうございました。順序としては分かりましたけれど、そうすると二つ

目の質問で恐縮なんですが、内容として、その現行の基本方針の中には４つの基

本方針があるのですが、先日お示しいただいた新教育大綱は３つでございまして、

特に私に近い４というところはですね、言及がないまま決まるとなりますと、非

常に基本方針４はこの先心もとないものですから、何か教えていただけるような

ことがありましたら、教えていただきたいと思います。 

委員長：ちょっと難しい内容でございますので、少し分かりやすく、皆さんに分かるよう

に説明していただければと思います。よろしくお願いします。 

教育総務課長：はい、実は、新しい教育大綱の中では「子どもの学力・体力」、それから「地

域・家庭との協働」、そしてもう一つ「幼保小中高の連携」ということでの３つの

大きな項目があり、その内容と齟齬が生じないように基本方針を定めていこうと

考えております。副委員長がお話されているのは、生涯学習のことかと思います

けれども、そちらについても次期計画の中で外せない要素だろうということで、

２番目の「地域・家庭との協働」という括りの中で捉えて、基本方針を検討して

いるところでございます。 

委員長：ありがとうございました。基本方針２に含まれるということで、理解してよろし

いでしょうか。副委員長よろしいでしょうか。 

副委員長：ありがとうございました。ご説明は分かりました。またその先は意見というこ

とだと思うので、また改めてということにもなろうかと思いますけど、前回も一

番終わりの時にも申し上げたとおり、家庭とか地域と呼ばれると、はまりにくい

成人っていう方たちがいて、そこもしっかり対象化しないと、せっかく教育全体

の枠組みの話をしていくときに、カバーできない人があるということが勿体ない

と思いましたので、ご検討よろしくお願いいたします。 

委員長：教育総務課長よろしいでしょうか。 

教育総務課長：はい、教育大綱、区長部局の方での策定ということになってまいります。

その前に総合教育会議がございますので、そういった中で協議ができるよう考え

てまいります。 

委員長：ありがとうございました。今、聞き慣れない総合教育会議って出ましたけれども、

それをちょっと説明していただけるでしょうか。 

教育総務課長：法律上の定義は難しいのですが、総合教育会議というのは、これまで教育

というのは教育長、それからまた教育委員会の下で主に施策の方針等を決めてい

たというところでございますけれども、法律の変化等々ございまして、自治体の
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長である区長が積極的に教育の方針を打ち出していく必要があるだろう、という

ことで、区長と教育長、教育委員が教育施策について協議、話し合う場として、

総合教育会議が法律上で位置付けられたものであると認識しております。 

委員長：ご丁寧にありがとうございました。その場でもって、今受けたご意見等も話され

ているということでございます。ありがとうございました。他にいかがでしょう

か。お願いいたします。 

委 員：基本計画の骨子案については分かりました。これからまた新しく、詳しく中身も

出て来るということでございますので分かりました。前回の会議でも、私は子ど

もたちの、ある場合には教員も含めてですけれど、大変言葉遣いの悪い状況が現

実的にあるわけです。私がかつて教員を目指した時にも、何とかこの言葉遣いに

ついての教育を徹底してやらねばならないのではないのかなと思って、教員を志

望したものですから。50 年以上も前の話ですけれど、そのような状況は一向に変

わっていませんし、変わってないというよりも、私は更に言葉の遣い方が悪くな

っている気がして仕方がないんです。前回の会合の時にも、やはりそれは適時性

を持ったマナー指導をされた方がいいと、大学の先生がお話をされました時に、

それは常套的な説明かもしれませんが、全領域でやるんですよと、私も現場にい

た時にも必ずそのように言ってきました。今後、この基本計画の中でも、そうい

った話も出てくるのかも知れませんが、例えば、人として学ぶべきマナー指導っ

ていうのは、どこの場所で体系的にポイントを組んでやることができるのかなっ

て考えた時に、私はちょっとそこが見つかりませんもので。非常に大きな質問で

申し訳ありませんけれど、言葉の遣い方を含めたマナー指導というのは、人とし

てどんな風にして生きていこうかと、そういうことなんです。人としてどんな風

にして生きていくかっていうことと、マナー指導は両輪だろうと思いますので。

その辺のことをちょっと質問させていただければありがたいと思います。以上で

す。 

委員長：ありがとうございました。このことについては前回も触れてきたような気がいた

しますが、事務局の方からは。指導室長お願いいたします。 

指導室長：指導室長です。こちらにつきましては、体系図の方で見ていただけると分かり

やすいかと思いますけれども、基本方針１（２）の人権感覚・社会性や道徳性の

育成のところがございますので。その辺りの人権感覚というところで、相手を尊

重するというようなことで、言葉遣いなどもそれに絡めるというような指導がで

きるかと思いますので、基本的にそちらに含まれているという認識でよろしいか

と思います。 

委員長：ありがとうございました。いかがでしょうか。 

委 員：ごもっともだと思います。ただ現実的に、言葉でそんな風におっしゃっていただ

くことは大変簡単なことでして、学校教育の中に確実に浸透するように、ただや
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った、書いた、だけでは浸透はしないと思いますので。ぜひ期待をしております。

教育委員会としても、きちんとやっぱり子どもに指導を含めて、人としてどのよ

うに生きていくのかっていう、そういう人としての生き方に関するマナー指導。

どこかにきちんと体系づけてやって欲しいということが私の願いです。以上です。 

委員長：ありがとうございました。今日は方針の方向性についてのご意見をいただきたい

ということで、そうしたご意見なのかと思います。ありがとうございました。事

務局の方よろしくお願いいたします。他にいかがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：質問でございますが、先程体系案の時には質問が出なかったんですけれども、基

本計画の骨子案のところを見比べてみた時に、やはりちょっと疑問が出てきたん

ですけれども。第４章に基本方針が１、２、３、４とありますが、これは当然基

本計画の１、２、３、４と対応しているんだと思いますけど、１番が学校教育の

充実、２番は家庭教育、地域、学校との連携。４番が社会教育ということで非常

に分かりやすいんですが、どうしてもやっぱり３番の整理が私の頭の中でできな

いので教えていただきたいと思うんですけれども、この教育環境づくりというと

きの、環境というのは何を指しているんでしょうかね。先程のＩＣＴの説明では、

ＩＣＴ環境の推進ということは、区をあげてやっていることなので、というよう

な説明であったかと思うんですけれども。例えば区をあげてやっているなら、３

番であって１番でないということもないと思いますので。例えばですね、理数教

育の充実とか、教員の資質能力の向上というのは、学校教育の充実であるとは思

うんです。それを、環境づくりという位置付けにされていらっしゃる意図につい

て、少し教えていただきたいと思います。 

委員長：ちょっと難しい質問かと思います。他にご意見いただいた後、まとめてお答えい

ただくということでよろしいですか。では他にいかがでしょうか。お願いいたし

ます。 

委 員：前回、計画をつくった時に、どうしてこういう分け方をしたのかという経緯から

少しご説明をしたいと思います。こういう計画をつくるときに、どうしても計画

はつくったけれどどこがやるのっていうことが明確にならないで、学校現場がや

ることばかりが羅列されてしまうという計画が今まで多かったような気がするん

ですね。そういう中で、やはり学校現場がやってもらうこともたくさんあるので、

本来これは教育委員会がやるべきことだろう、そういうことを明確にしたいとい

うことで、教育環境というのは、教育委員会が現場を含めた環境づくりをするん

だと、そういう意味でこの柱の３というのを、あえて１と分けてですね。これは

教育委員会が責任を持ってやるんだよ、という宣言をするというか、そういう意

図で、柱をつくりました。 

委員長：ありがとうございました。いかがですか。 

委 員：ありがとうございました。非常に明確なお答えでしたのでよく分かりましたが、
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主体をやっぱり分かるように書かないといけないですね。例えば理数教育の充実

とただ書くだけでは、また学校に戻ってしまうかも知れませんので。具体的な施

策になると分かるでしょうけれども、教育委員会が何をするかということの仕分

けをしているんだということが分かるように、体系案のところでも明確にしてお

かないとならないかと思います。それこそ先程、私の代わりに他の委員が質問し

て下さったんですが、やはりＩＣＴ教育の充実となると、本来的にはＩＣＴを使

った授業の充実ということになるから、本当は１に来るということですね。ただ

教育委員会が責任持ってＩＣＴ環境を整えるんですよ、という主旨であって３に

あるということが、読む方に伝わるようにしないと。まだやはり１と３がかなり

混在しているような感じがいたしますので。施策の方でまた考えればいいのかも

知れません。ありがとうございました。 

委員長：ありがとうございました。教育振興基本計画の主体が教育委員会であるというこ

とを出している表れだろうと思っておりますが、いずれにしましてもこれは大勢

の皆様が見るものでございますので、分かりやすくしていただければと思ってお

ります。教育総務課長よろしくお願いします。 

教育総務課長：はい、貴重なご意見ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思いま

す。やはり単発の言葉になりますと、伝わり辛いという部分がございますので、

冗長になり過ぎないような形で尚且つ分かりやすい表現ということを心がけて、

こちらの文言の方も整理していきたいという風に考えております。 

委員長：ありがとうございました。他にいかがでしょうか。はい、お願いいたします。 

委 員：今後の施策の中にも関わってくることなのですが、ちょっと私の経験をお話しさ

せていただければと思います。私およそ 20 年ぐらいいろいろな大学で就職支援を

してきております。今まさに就職活動のシーズンで学生たちが頑張っているんで

すけども、そこで感じたことを若干お話させていただきたいと思います。しばし

ばここで早期教育というような話題とか、一番分かりやすい例で英語の話をさせ

ていただきたいんですけれども、学生たちを見ていてですね、一定数の学生が得

意もしくは好きな英語を活かした仕事に就きたいと言ってきて、その内の何割か

が実際にその英語を活かした仕事の内定を得て卒業していきます。その英語を活

かした仕事というと、英語教員というのは特殊なのでこれは別にしまして、例え

ば商社ですとか物流、あと外資系企業、キャビンアテンダントです。内定に結び

ついた学生を見ますと、英語が好きっていうことは勿論なんですけれども、例え

ばＴＯＥＩＣが 850ですとか、英検準１級、１級、ＴＯＥＦＬ100 とか、そういう

実績を持っている学生がほとんどなんですけれども、彼らに聞きますと早い時期

から英語教育を受けたっていう学生は、実はあんまり見られないんですね。実際

には通常の学校教育の中で英語に触れたことがきっかけで、英語が好きになった

り、必要性を感じて英語学習に取り組んだという学生がすごく多いんです。その
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得意な英語を活かした仕事に就く学生に共通しているのが、まず母語、日本人な

ので日本語ということにしますけれども、その日本語で自分の考えや意見を相手

に分かるように話したり、また論理的な文章が書ける。これがまず大前提です。

それからあと英語の資格がスコアアップのために、自分の目標を立てて集中力と

か粘り強さでコツコツと地道に努力しているということ。その努力の時期は様々

なんですけれども、高校の後半ですとか大学の前半であることが多いです。それ

から、意思の強さとか、いい意味での負けず嫌いさ、それから楽天主義、それか

ら自尊心、あと私たち大人のアドバイスを素直に聞き入れる素直さとか柔軟性、

そういったものを持っています。あと何よりも自分の将来の、進路や目標を自分

で決めているということがすごく大きいです。例えば友達がやっているから、親

がやっているから、あと世の中が英語を必要だから、というようなことで目指し

ている学生というのはやっぱり、最後の最後のところで頑張れないと感じていま

す。もちろん家庭とか学校ごとにいろいろな教育方針があるというのは理解をし

ていますし、教育に正解があるわけではないんですけれども、先程他の委員から

もお話があったのですが、じゃあ子どもにどんな大人になってほしいのかってい

う風に考えると、やっぱりこう、自分なりの人生の目標達成を目指しながらも、

この社会の中で居場所を見つけて、日々の生活を楽しんで、時には他の人と力を

合わせながら、自分の力で自分の人生を切り開いていくというようなことなので

はないかと考えているんですね。教科教育というのは先程も必要ではなく両輪で

すというお話があったんですけども、その自尊感情とか、客観性、あと論理性と

か粘り強さ、集中力、そういうことはですね、後で身に付けるのが難しいのでは

ないかと。大学生になってから急にそういうことが必要なので頑張ろうといった

って、実際には難しいので、早い時期に学校とか家庭、特に今回のこの会議の中

で話題に出ている、小中高くらいまでの間にぜひ身に付けて欲しいと思っていま

すので、今後の細かい施策を立てるときに、ぜひその辺りを盛り込んでいただけ

ればと思います。これは感想です。以上です。 

委員長：ありがとうございました。今日は方針の方向性を話しておりますけれども、先程

申し上げましたように、具体的な盛り込む内容も聞き取ります。ありがとうござ

いました。他にいかがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：私が社会教育委員にならせていただいた理由というのは、私は学校図書館ボラン

ティア連絡会の代表をさせていただいているためです。その中でちょっと心配な

お話を聞いたので、要望として聞いていただければと思うのが、学校司書の方が

お辞めになる率が、ここ数年多いと聞いております。今年も多分３分の１くらい

の方がお辞めになられたのではないかと思います。学校司書と呼ばれるようにな

ってからまだ数年なんですけれども、まだ飾区の中で学校司書の位置付けが、

とても安定していないように聞こえております。やはり先生方との取組みも含め



13 

まして、学校司書というものの位置付けというのが安定するように、この「毎日

行きたくなる魅力ある学校づくり」の中の点でも、学校図書館というのは、とて

も大きい役割を担っていると思うので。学力向上というのは、目に見えるように

学校司書の人がずっといるから、手厚く対応してくれるから、すぐに学力が上が

るわけではないと思うんですけれども、やはり読解力であったり、相手の立場に

立ってものを考えるということであったり、想像力であったり、いろいろな観点

で本というのは重要な役割を果たすように思います。その観点からも、やはり本

を手渡す人間がいるのといないのでは、とても大きな違いを生じさせると思うの

で、学校司書の方が条件の良い他区に流されていく、という話を聞いてしまうの

が切ないと思いまして。やはり飾区の学校で、良い司書の方が長い時間働いて

いけるような環境づくりの方を考えていただきたいと感じております。以上です。 

委員長：ありがとうございました。具体的な施策をつくっていく上での要望ということで

受け止めさせていただきますが、事務局の方で何かございますか。はい、指導室

長お願いいたします。 

指導室長：「毎日行きたくなる魅力ある学校づくり」の体系図の右側に「学習センターの整

備」というのがございまして、この「学習センター」というのは図書館も含まれ

ております。調べ学習をするとか、パソコンで調べるようなことも含めて、学習

センターというような名称を使っておりますけれども、ここの中に図書館が入る

と考えていただければと思います。また、自分で学習するというようなことも取

組みの中に入れていきたいと考えているところでございます。以上です。 

委員長：ありがとうございました。よろしいですか。はい、ありがとうございました。そ

れでは他にいかがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：質問と要望をお願いします。まず質問なんですけれども、先程第２章の国や都の

教育行政の動向という中に、放課後子ども総合プランということで、先日の会議

でも今回飾区に放課後支援課というのを新しくつくって、学童保育を学校の中

につくるということを進めていらっしゃるということで、お答えの中に 30校から

どんどん増えているということで、大変子どもの安全のためにも学童保育を学校

の中につくるということはいいことだと思うので、進めていただきたいと思うの

ですが、その際にわくチャレとの兼ね合いということで、最近わくチャレを１年

から受け入れるというところも増えているということですが、そういった場合、

学校内に学童ができたとき、わくチャレと学童との兼ね合いは、どのような扱い

になるのかなということが一つ質問です。それと、もう一つは要望ということで

すが、第３章の教育環境というところに、生活指導や不登校の対応ということで、

前にも一度申し上げたのですが、今、子どもたちの不登校の原因として、貧困家

庭ということが多く挙げられていると思います。そういった意味でスクールソー

シャルワーカーというのが非常に大切な立場にあると思うので、スクールカウン
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セラーほど多く求めるのはちょっと無理だとは思いますが、もう少しスクールソ

ーシャルワーカーが保護者とか一般教員にも知れ渡るようなシステムを、つくっ

ていただけたらということが要望です。以上です。 

委員長：ありがとうございました。今質問と要望がございましたが。放課後支援課長さん

お願いいたします。 

放課後支援課長：放課後支援課長でございます。よろしくお願いいたします。今お話いた

だきましたとおり、放課後支援課という組織が、この４月から教育委員会の中に

新設されまして、事業に取り組んでいるところでございます。今、お話いただき

ましたとおり、学校内への学童整備ということで、これから取り組んでいくとこ

ろでございます。わくチャレとの兼ね合いということでございますが、私どもと

いたしまして、今委員からもお話いただきましたとおり、放課後の子どもたちが

安全・安心に学校施設を活用して過ごせる環境整備していかなければならないと

いうことで取り組んでいるところでございます。保護者の中には、やはりどうし

ても学童保育クラブに行かせたいという保護者の方もいらっしゃるでしょうし、

またわくわくチャレンジ広場、１年生からの拡大というところで取り組んでいる

ところでございますが、放課後を学校内で過ごせる環境をつくり、保護者の方、

または児童も含めて、わくわくチャレンジ広場、学童保育クラブという選択肢を

取れるような環境づくりを私どもとしても取り組んでいるところでございます。

わくわくチャレンジ広場、学童保育クラブということで、兼ね合い、それは遊び

の関係ですけれども、例えば現状では、一緒に遊ぶというところも含めてですが、

校庭を共有して使ったりとか、そういった取組みを実施しています。放課後子ど

も総合プランという言葉の中で、わくチャレで遊ぶ子ども、そして学童保育を利

用している子ども、その元々は学校の中では一緒に遊んでいるお子さんたちが放

課後も一緒に遊べるような取組み、そういった形になっていく方向性を検討し、

研究していって子どもたちにとってより良い環境をつくっていきたいと考えてい

るところでございます。以上でございます。 

委員長：よろしいですか。 

学校教育支援担当課長：ただいま委員からいただきましたスクールソーシャルワーカーに

ついて現状と今後の方針を述べたいと思います。現在、総合教育センターの方に

は４人のスクールソーシャルワーカーを配置しております。学校からの派遣に応

じまして、学校だけでは対応が難しい事例につきまして、各学校を訪問して助言、

指導等を行っているところでございます。委員からありましたように、学校の方

にまだスクールソーシャルワーカー、存在は知っていても活用の仕方が知れ渡っ

ていないという状況は認識しておりますので、スクールソーシャルワーカーの役

割ですとかを分かりやすく、学校に周知していきたいと思っております。また不

登校の対策としまして、教員経験者と心理専門員が、各学校を定期的に訪問して



15 

いる訪問型の学校復帰支援という取組みを現在行っておりますが、そういった取

組みの中でも、スクールソーシャルワーカーが必要な事例につきましては、そこ

に繋いでいくといった体制を強化していきたいと思っております。以上でござい

ます。 

委員長：ありがとうございました。それでは他にいかがでしょうか。 

委 員：全体的にいろいろ網羅されていて大変分かりやすいと思います。１点ちょっと気

になって探していたんですけれども、障害者に対するいろいろな取組みというの

があまり見えないというのが、ちょっと気になったんですけど、いかがでござい

ましょうか。 

委員長：ありがとうございました。方針に関わることかと思います。はい、お願いいたし

ます。 

学校教育支援担当課長：障害児に対する取組みとしましては、資料１の体系案の中で申し

ますと、基本方針の３「子どもがいきいき学ぶ、教育環境づくりを推進します」

が該当し、その下の施策でいいますと、（２）一人ひとりを大切にする教育の推進

の中の取組内容の①特別支援教育の推進、こちらに主に位置付けられております。

発達障害の児童・生徒が今増えておりまして、特別支援教室の取組みを他自治体

に先行しまして飾区は取り組んでいるところですが、そういった取組みですと

か、就学相談ですとか、そういった事業をこちらの取組内容として主に推進して

いるところでございます。 

委員長：ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。

それではお願いいたします。 

委 員：関連してなんですが、参考資料の中の、やはり同じ特別支援教育の推進のところ

ですが、新規で幼稚園への臨床発達心理士配置とありますが、これは公立３園を

対象にしているんでしょうか。私立幼稚園 29 園も対象になっているんでしょうか。

お願いします。 

委員長：ありがとうございました。ただいまの件について、お願いします。 

学校教育支援担当課長：主な事業としまして、新規として幼稚園への臨床発達心理士の配

置を挙げておりますが、まだこれはこれからの検討段階ということで、課題とし

て捉えているところでございます。なるべく早い段階で幼児期における環境調整

と育児にあたる保護者への助言などを行うことによりまして、小１問題ですとか、

発達障害への早期支援ということを図っていきたいという課題認識をしておりま

して、まだ具体的にどのような形で取り組んでいくかというところは、これから

詰めていきたいと思っているところでございます。 

委員長：ありがとうございました。いかがですか。 

委 員：実は子育て支援部、横山部長いらっしゃっていますけど、子育て支援部の中にも

発達支援、発達相談センター、それから福祉部の中にも子ども発達センターと、
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そして教育委員会の中で特別支援教育、この３つの部署が分かれているのでも、

10 年近く前から区の方にお願いして、今連携はかなり取れているので、ぜひその

辺も、３部局の連携を取り合って、教育委員会だけではなくて区役所の中の資源

をいろいろと活かしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長：ありがとうございました。方向性の方についてのお話だと思いますが、この点に

ついてはよろしいですね。お願いいたします。 

委 員：この教育プランの中に直接入れ込むということは難しいと思うんですが、せっか

く発達障害の話が出たので、ぜひ何かの取組みに活かしていただけたらなと思い

まして、発言いたします。３歳児検診、２歳児検診、１歳児検診というのを区で

行っていますけれども、発達障害に知識がない親というのがたくさんいます。自

分の子どもが初めてであれば、初めてであるほど知識は薄いので、育てやすいの

か育てにくいのかも分からない。発達障害というものがどういったものなのかも

分からない。そういった親のもとでは、発覚するというか、分かるのが遅かった

りします。発達障害というのは早く分かれば分かるほど、社会に順応しやすいで

す。そのための訓練を始めることが早くできます。ということで、非常に難しい

とは思うんですけれども、その検診の中にテストを埋め込んでしまって、親が認

識できるような環境を整えるのも一つかなと思っています。それによって分かれ

ば、早く対応できる、それを支援することもできる、というのにも繋がってくる

のかなと思います。発達障害というのは治りませんので、訓練をして引き出しを

いっぱい増やしてあげることしかできないんですね。その引き出しをたくさんた

くさん増やしてあげるためには、早くに取り組んであげた方がいいというのが分

かっています。ですからぜひ、その検診の中に発達障害のテストを受けていただ

けるような環境も整えていただけると、こういった支援の方にももっともっと活

きてくると思いますので、ぜひご検討をよろしくお願いいたします。 

委員長：ありがとうございました。この基本計画を作成していく上での参考意見として、

お話があったわけでございますが、もし何かこれについて事務局の方でございま

したらお聞きしたいと思います。 

教育総務課長：貴重なご意見ありがとうございます。なかなか３歳、１歳、それぞれの年

齢に応じた検診ということでございますけれども、やはり幼児期の検診について

は保健所が主に担っているというところもございます。教育プランの中に入れて

いくというのはなかなか難しい課題かと風には思いますけども、本日こういった

ご意見をいただきましたということで、健康部の方にもお伝えさせていただけれ

ばと思います。 

委員長：ありがとうございました。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。他にい

かがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：一つご質問なんですけれども、新体系案における主な事業等の参考資料の中で、
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先程も少し触れてはいたんですけれども、「子どもがいきいき学ぶ、教育環境づく

りを推進します」という中の（２）②に生活指導や不登校への対応について、新

規の項目として「不登校対策プロジェクト」という項目が載っています。いじめ

や不登校が色々な施策を講じても解消されない状況の中で、こういう新しいプロ

ジェクトをするのでしょうけれども、私は保護司ということもやっておりますの

で、不登校＝犯罪ということも結びついてきますので、この辺の説明をちょっと

もう少し詳しくしていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

学校教育支援担当課長：不登校対策プロジェクトの取組みですが、教育振興基本計画の中

では新規ということで挙げておりますが、実はこの取組みはもう既に区としては

始めておりまして、区の総合計画であります中期実施計画の中で、計画的に取り

組む事業として位置付けて実施しているところでございます。実施状況としまし

ては、平成 28年度の後半から取組みを始めております。具体的な取組みの中身と

しましては、先程もちょっと申し上げたのですが、総合教育センターには教員経

験者や心理専門員がおりますが、こちらがチームとなりまして、各学期に最低１

回以上は、各学校を訪問しまして、不登校や不登校傾向のある児童・生徒への支

援をするため、各学校への助言指導等を行っております。またその中で把握した

不登校の児童・生徒の状況に応じまして、総合教育センターで行っている適応指

導教室、ふれあいスクール明石と呼んでいますが、そちらに繋げたり、スクール

ソーシャルワーカーの派遣に繋げたり、というような取組みを始めております。

これを全校で 28 年度の後半から取り組んでおりまして、成果としましても 27 年

度までは不登校児童・生徒の出現率というのが当区におきましてはずっと全国の

傾向と同じで上がっていたのですが、28 年度はこのプロジェクトを始めまして、

その成果として不登校の出現率が少し下がっております。29 年度の結果数値が固

まるのはまだ先になりますが、28 年度は下がったというようなところも見えてき

ているところでございます。また、学校に行くことができなくなっている児童・

生徒への対応につきましては、ふれあいスクール明石の方で継続して取り組んで

おりまして、そちらの方の充実も今後図っていきたいと思っているところでござ

います。以上でございます。 

委員長：ありがとうございました。他にいかがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：どうもありがとうございます。今回飾区のスポーツ推進計画も出て、それから

今回の教育振興基本計画のところも入ってくるんですけれども、スポーツ庁の方

から去年の４月１日に部活動指導員制度というのが出たんですけれども、これを

基本計画のところになると、基本方針４の（１）になるのか、基本方針１の（１）、

あるいは基本方針２になるのか、ちょっとその辺が分からないのですが、部活動

指導員制度ということを今後どのように取り入れていかれるのかということを、
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お聞きしたいのですが。 

委員長：ありがとうございました。基本方針のどこに入れていくのかということかと思い

ますが、よろしくお願いいたします。 

地域教育課長：中学校の部活動の地域指導者のお話でございますけども、本区におきまし

ては平成 14 年度から他区に先駆けまして、顧問のなり手がいない中学校の部活動

に、制度として導入しているところでございます。今年の３月にスポーツ庁が「運

動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を示しております。そのガイ

ドラインに基づいて、都道府県が方針を定めること、そして、市区町村教育委員

会等は、国のガイドラインに基づき、都道府県が定める方針を参考に方針を定め

ていくということになっております。現在は、東京都の方針が明らかになった段

階で区の方針を定めて、然るべき計画体系の中に反映させていくということにな

ろうかと考えております。 

委 員：１点だけよろしいですか。たまたま、この部活動指導員制度に関する委員会に入

っていたんですけども、少子化がどんどん進んでいるということで、子どもの取

り合いになるわけですよね。それで運動部活動が成立しないような種目がどんど

ん出てくると。これをどうしたらいいのかという話し合いの中で、シーズンスポ

ーツ化と言いますか。例えば野球だったら４月から 10月までやって、冬は別の種

目をやるという、いわゆるマルチスポーツをどんどんやるようにしていくのを、

考えていかないと、ある特定の種目にしか子どもたちが集まらないと。それでマ

イナースポーツは更に日の目を浴びなくなっていくんだけど、これをどうするの

かというような話し合いがありましたので。やはり部活動とか、それからスポー

ツ少年団も入ってくると思うんですけど、その辺のところの構造をどこかでアジ

ャストしていくような時期に今来てるんではないかと思います。それと課長さん

がおっしゃったように、外部指導員制度を一番最初に取り入れたのが飾区で、

それから指導員だけではなくて外部顧問制度も入れてますよね。それを今度の部

活動指導員制度の中でどのようにアジャストしていくのかというのが多分今後の

課題になるのではないかと感じました。 

地域教育課長：ご意見ありがとうございます。委員からご指摘をいただいた内容に加えま

して、働き方改革という観点も含めまして、本区の運動部活動の在り方というも

のを総合的に考えて行くべき時期に来ているという認識をもって、今後取り組ん

でまいりたいと考えてございます。 

委員長：ありがとうございました。この基本計画の中で国や都からの方向性を待って、更

に付け加えることもあるということで、理解してよろしいわけですね。はい、分

かりました。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。はい、お願いい

たします。 

委 員：全体的には非常に児童・生徒が目指すもの、また我々教員が目指す方向性、地域・
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保護者がどう関わるかっていうこと、また行政の役割とか、非常に網羅されて、

体系的になって分かりやすいと考えております。ただ細かいところで、さあどう

したらいいかというようなところが現場にはいくつかあるのですが、その中の一

つとして、学校と家庭と地域の協働というのが一つのテーマになっていますが、

なかなかＰＴＡ活動とか、非常に難しくなっていると。今日欠席をしております

が、中学校のＰＴＡ会長さんと色々とお話をするんですが、保護者の方それぞれ

お仕事をされているということもあります。また学校への関わり方についても、

それぞれ個別に関わることはできるんですが、ではいろいろＰＴＡ活動として、

また保護者としていろいろな形で学校に関わるというとこで、非常に難しくなっ

てきています。その中でこの３者の協働というのをどう進めていくかというのは

非常に、我々にとっても難しいことですし、これから考えて行く基本計画の中で

も、計画はあっても実行に移すためにはどうしたらいいかというところで、非常

に大きな課題だと感じました。以上です。 

委員長：ありがとうございました。ちょっと漠然としておりましたけれども、１つの方向

性として、そういったことも考えてもらいたいというご意見だと思っております。

これについて事務局の方から何かございませんか。 

地域教育課長：ＰＴА活動の現状のお話でございますが、委員からご指摘いただいたよう

に、活動したくてもできないという方、ＰＴА活動に参画することに対して否定

的な見解を持つ方、様々なお考えがあります。一方で、地域の方々が学校の中に

ボランティア活動という形でたくさん入っていただいているという状況がござい

ます。ＰＴА活動でなかなか手が回らないようなところに対して、地域の方々が

様々な支援をしていただいているというのが本区の大きな特徴だと思っています。

そうした地域の力、本区の特性といったものをどのように活用して、具体的な協

働の実現に結び付けていけるよう取り組んでいきたいとに考えております。  

委員長：ありがとうございました。余談になりますけれど、今テレビ番組で「ＰＴＡグラ

ンパ！」っていうのがやっている、ご存知の方もいらっしゃるかも知れませんが、

ＰＴＡが大変だっていう現状の一つの現れかなと思っております。他にいかがで

しょうか。お願いいたします。 

委 員：これも要望でございますけれども、基本方針３の「子どもがいきいき学ぶ、教育

環境づくり」、先程のお話で教育委員会が責任を持って推進するという内容だそう

でございますが、例えばその中に「新体系案における主な事業等」の資料を拝見

しますと、先生方の研修だとか優秀な教員表彰制度とか授業力向上プロジェクト

なんかと、学校の先生に力をつけなさいという施策はたくさんあるんですけれど

も、実際には今学校の先生方の仕事を整理して、やっぱり先生方が子どもとちゃ

んと向かい合えるような環境づくりというものが一番教育委員会に求められてい

ることではないかなと。ご存知のように先生方がブラックな仕事であるというよ
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うなことで、大変指摘を受けたので。今日は校長先生がお二人いらっしゃるんで

すけど、校長先生からもそういう意見が出て来ていいのではないかと思っていた

んですけれども、やはり現場の先生方が事務処理だとかそういったことに追われ

ていて、例えば小学校の先生は子どもと一緒に遊ぶとか、放課後に一緒に何か活

動するとか、そういう自主的な時間とかそういったものは実際には取れてないよ

というような状況が新聞等でも報道されているところでありますので、そういっ

たところに切り込まないと、本当の意味での環境づくりはできないのではないの

かなと思います。いわゆるそういう体系等は東京都の基準になるわけですけれど

も、ただやっぱりあまりにも人間の数とか、子どもの数とか仕事の量とか、そう

いったことについて学校の中身が精査されてないと私は思っておりますので。そ

ういったところもぜひ施策の中に取り込んでいただければと思います。例えば、

教員の学校事務を補佐する人が一人いるだけでも学校は全然違うかと思います。

非常勤の方でもいいので、そういう方が一人でも二人でもいるとか、中学校にお

いては先程から出ていた部活の問題が、とても根本的な問題になっていますが、

日本ではそもそも歴史的にそういった課題を全部学校が被ってきたという問題も

あるわけで、それは日本全国の問題なので、簡単に飾区で解消できるとは思い

ませんけれども。そういう問題点がありながら、先生方に頑張れ頑張れというだ

けではやはり、これは解決しないのではないのかなと思いますので、ぜひそうい

う施策も一緒に取り入れていただければと思っております。 

委 員：今ご指摘があったことで、現場の状況をちょっと皆さんにお示ししたいと思うん

ですけれども。おっしゃるとおり先生方はお忙しくて夜遅くまで教材勉強してい

るのですが、それは喜びを持ってやっているという方も中にはいらっしゃいます。

教育委員会の指導を受けながら飾区の小学校の校長会では、今まで教員が現金

を扱ったりすると危ない事故の可能性もあるし、時間もかかるし大変だってこと

で、今、小学校全体として私費会計の方は教員の手から外してあげるということ

を取り組んでいます。また校務パソコンが導入され、いろいろなところで学習指

導案とかもデータ化されていますし、週の指導計画案なんかも校務パソコン内で

やることで、そういう効率化に積極的に取り入れるよう校長が働きかけて、少し

でも働き方改革の方に繋げて行くという現状もあるということは確かです。以上

です。 

委員長：ありがとうございました。お願いいたします。 

委 員：今田いただいた言葉大変ありがたいと思いながらお聞きしていました。一方で、

今回の骨子の中で、例えば教育環境づくりのお話等がありました。ぜひ我々学校

としては、教育環境の中で今お話がありましたように、効率化に向けた取組みを

していただきたいと考えています。そうすると、それが子どもへの教育環境の良

さにも繋がっていきますので、ぜひそういった取組みをしていただければ大変あ
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りがたいということと、それからあと不登校、またいじめ、あと今学校の中では、

保護者対応というのが非常に今難しくなってきております。その中で当然学校だ

けでは対応しきれないこともございまして、例えばスクールカウンセラー、その

他いろいろな関係機関、子ども総合センターですとか、そういったところとの関

係というところが非常に我々にとってはありがたい存在ですし、それをなくして

は多分解決できないだろうと思っておりますので、そういったところを基本方針

の中にある文言の中で、進めていただければ大変ありがたいと考えているところ

です。以上です。 

委員長：ありがとうございました。教育委員会としては、既にこうしたことも含めて考え

ていらっしゃるかと思いますが。指導室長さんお願いいたします。 

指導室長：国の働き方改革につきましては、今ご指摘のとおり、校長先生方といろいろと

情報交換をしているところでございまして、今後、指導室でそのプランを立てて

いこうということで、今年から取り組んでいるところでございます。以上でござ

います。 

委員長：ありがとうございました。段々難しい話になってきて、更にもう一回最初からや

り直さなければいけなくなってしまったら困りますものですから。この辺で今日

は閉じさせていただいてもよろしいですか。いつも２時間程度やってたんですけ

ども、今日はちょっと案件が少なかったということもありまして、この辺で終わ

らせていただきたいと思いますが、次回はこれに肉付けしたものができると思い

ますので、また具体的なご意見等をいただければと思っております。それでは事

務局の方から連絡事項等ございますでしょうか。 

教育総務課長：次回の策定検討委員会でございますけれども、本日机上に配布させていた

だいている第６回開催通知のとおり、５月 25 日（金）場所は同じ場所、青戸地区

センター４階のホール、こちらの方で開催を予定してございます。次の第６回か

ら８回の３回に渡りまして、今回の骨子案に肉付けした案でまたご議論をいただ

ければと考えてございますので、よろしくお願いいたします。私からは以上でご

ざいます。 

委員長：ありがとうございました。それではご議論いただきましてありがとうございまし

た。これをもちまして第５回飾区教育振興基本計画策定検討委員会を終了させ

ていただきます。本日は皆さんご協力ありがとうございました。 

以上 


