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かつしか教育プラン（２０１９～２０２３）の推進について 

 

 

 

 

 

 

 

取組項目 所管課 頁 

教育情報化推進事業 指導室 １ 

学習センターの整備 指導室 ２ 

かつしかグローバル人材育成事業 
（英語によるコミュニケーション能力育成） 

指導室 ３ 

学校支援総合対策事業 学校教育支援担当課 ４ 

いじめ防止対策 学校教育支援担当課 ５ 

学校施設の改築 学校施設整備担当課 ６ 

スポーツ施設の利用しやすい環境整備 生涯スポーツ課 ７ 

 



総合教育会議資料 
令和元年１１月７日（木） 

取組項目 教育情報化推進事業 所管課 指導室 

 

 

取組内容及び進捗状況 

 グローバル化や情報化など急激な社会的変化の中で、未来の創り手となる子どもたち

が、これからの時代に求められる資質・能力を確実に備えることができる学校教育を実現

するため、教育の情報化を推進していく。 

 今年度の具体的な取組内容及び進捗状況は以下のとおり 

 ①学校教育総合システムのリプレイス 

  ・来年度４月からの新学校教育総合システムの本稼働に向けて、システムの構築中で 

   ある。今年度の１月からは各学校で試行運用を予定している。 

 ②小学校への大型提示装置の整備 

  ・夏休み期間中に、各小学校及び保田しおさい学校に設置しているデジタルテレビ 

   （42 型）を大型提示装置（65 型電子黒板）に入替を実施した。 

 ③ICT 機器の活用の推進 

  ・４月に校長を対象とした「ICT リーダーシップ研修」を実施した。 

  ・６月及び９月に情報教育リーダー研修を実施し、ICT 機器活用やプログラミング教 

   育等をテーマに検討を行った。 

  ・８月に ICT 実技研修において、一般教員向けに学習者用タブレット PC 等の活用の 

   研修を実施した。 

 

 

 

 

令和２年度の取組予定等 

・来年度４月に新学校教育総合システムへの切替を実施する。 

・中学校の特別教室に大型提示装置（65 型電子黒板）の導入を予定している。 

・来年度から必修化される小学校のプログラミング教育について小学校全校で実施する。 

・その他、昨年度末に策定した「かつしか教育情報化推進プラン」に基づき、関係部署と 

 連携して各具体的施策に取り組み、教育の情報化を確実に推進していく。 
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総合教育会議資料 
令和元年１１月７日（木） 

取組項目 学習センターの整備 所管課 指導室 

 

 

取組内容及び進捗状況 

・学校司書の配置を週 12 時間から週 30 時間に拡大した。（年間 1,050 時間） 

・学習センター活用推進委員会を６月と９月に開催し、「 飾区立学校学習センター（学

校図書館）の充実・活用ガイドライン」の策定及び学習センター（学校図書館）活用全

体計画・年間計画の作成について確認した。 

・学校司書等研修会を 11 月までに３回（年６回）開催し、学校司書の役割及び本区の取

組について研修を行った。 

・学校の状況に応じて、放課後に学校図書館を開放し、児童・生徒が読書や学習ができる

環境づくりを行った。中学校においては、デスクトップパネルを整備し、自学自習でき

る環境整備を進めている。 

・夏季学習教室で学習センター（学校図書館）を活用するとともに、夏季休業中を活用し、

学校司書と学校図書館担当者で蔵書点検を行った。 

 

 

 

 

令和２年度の取組予定等 

・学校司書の活用を充実させるために、学校司書に対する研修の実施及び助言、相談対応

等を行う「学校司書アドバイザー」の設置を検討している。 

・全体計画及び年間計画を作成し、各教科において、計画的に学習センター（学校図書館）

を利活用できるようにするとともに、放課後等における自学自習を実施できるようにす

る。 

・業務マニュアルを作成したり、学校司書同士で情報を共有できるシステムを整備したり、

研修を充実させたりする。 

・中学校３校について、学校図書館の整備を実施する予定。 

・学校司書の配置拡大の検討（現行 35 週） 
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総合教育会議資料 
令和元年１１月７日（木） 

取組項目 
かつしかグローバル人材育成事業 

（英語によるコミュニケーション能力育成） 
所管課 指導室 

 

 

取組内容及び進捗状況 

・小学校外国人英語指導補助員（ＡＬＴ）の日光移動教室への派遣については、11 月現

在、49 校全校が実施した。 

・イングリッシュ・キャンプ（中学校宿泊英語研修）は、中学校１・２年生 48 人を対象

に、２泊３日の日程で福島県にある「ブリティッシュ・ヒルズ」にて実施した。 

・中学生海外派遣は、中学校２年生 48 人を対象に、６泊８日の日程でオーストラリアに

て実施した。 

・中学生英検受験費助成については、中学校２年生を対象とし、各中学校の状況に応じて

実施している。（10 月 15 日現在 143 名が受験している） 

・地域英語教材「We Love Katsushika」については、小学校外国語活動・外国語科及び中

学校英語において、学校の年間指導計画に合わせて活用している。特に、小学校６年生

では、「We Love Katsushika」の「 飾区の名所をしょうかいしよう」を「We Can!２」

の「人物紹介」の単元で活用している学校が多い。 

・中学生英検 IBA 受験助成については、中学生全員を対象として実施している。 

 （平成 30 年度から３年間は、都の全額補助にて実施） 

 

 

令和２年度の取組予定等 

・イングリッシュ・キャンプ（中学校宿泊英語研修）については、２泊３日の日程で福島

県にある「ブリティッシュ・ヒルズ」にて、参加生徒数を拡大して実施することを検討

している。今後、人数増加に伴い、実施体制や事前学習会の会場等課題について、検討

を行う。 

・中学生海外派遣については、参加希望生徒の増加により、参加生徒数の見直し・検討を

行うとともに、事前学習会等を含めた業務委託の導入についての検討を行う。 

・中学生英検受験費助成については、対象学年を２・３年生に拡大して実施することを検

討する。 

・地域英語教材「We Love Katsushika」については、平成 29 年２月発行から３年が経過

することから、内容について見直し・検討を行う。 

・小学校高学年児童が、英語によるコミュニケーション能力を育むとともに、英語学習へ

の意欲を高めるために、 飾区における体験型英語学習について検討する。 

・中学生英検 IBA 受験助成については、実施から３年目を迎えるため、実施効果の検証等

を行う。 
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総合教育会議資料 
令和元年１１月７日（木） 

取組項目 学校支援総合対策事業 所管課 
学校教育支援 

担当課 

 

 

取組内容及び進捗状況 

（発達障害の可能性のある子どもに対する重層的な支援体制の充実）          

○特別支援教室を全小・中学校で実施 

○自閉症・情緒障害特別支援学級の設置 

 平成 31 年４月 高砂中学校に新設 

 令和 ２年４月 高砂小学校への新設に向けた準備 

○きめ細やかな相談体制の整備 

 特別支援に関する相談の随時対応、年 46 回の就学相談会の実施、心理的側面、医学 

的見地を加味した入級判定の実施。 

○個に応じた教育を推進するための専門家チームの派遣 

○特別支援教育推進委員会による包括的な観点からの課題検討 

（不登校対策プロジェクト） 

○適応指導教室（ふれあいスクール明石）の運営 

○校内適応教室の推進 

平成 31 年度は新たに２校（金町中・ 美中）新設し、計４校に拡充。 

○訪問型学校復帰支援の強化 

（日本語指導の充実） 

○にほんごステップアップ教室の運営 

○日本語学級の設置・運営（松上小、中之台小、新小岩中） 

○日本語通訳の派遣 

 

令和２年度の取組予定等 

（発達障害の可能性のある子どもに対する重層的な支援体制の充実）          

○教員の専門性向上（研修体制の拡充） 

○校内における特別支援教育の推進体制の確立 

○専門性の向上に向けた就学相談体制の再検討 

（不登校対策プロジェクト） 

○適応指導教室（ふれあいスクール明石）と各学校との連携体制の強化 

○校内適応教室の増設（２校を目途） 

○不登校対策のための共通プログラムの開発検討 

（日本語指導の充実） 

○にほんごステップアップ教室の増設及び運営の在り方についての検討 

○日本語学級の増設（中学校１校を予定） 

○携帯型翻訳機の導入と効果検証 
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総合教育会議資料 
令和元年１１月７日（木） 

取組項目 いじめ防止対策 所管課 
学校教育支援 

担当課 

 

 

取組内容及び進捗状況 

（ 飾区いじめ防止対策推進条例の制定等）           

○平成 31 年３月にいじめ防止対策推進条例を制定。併せていじめ防止基本方針も全面

改定した。 

○各校において学校いじめ防止基本方針を改定。いじめ防止年間計画を学校ホームペー

ジに掲載し、また、学校便りや学校説明会等において保護者・地域への周知を図った。 

（いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題対策委員会の運営） 

 ○条例第 13 条の規定に基づき、いじめ防止対策について学校、教育委員会、関係機関

等との連携を図る、いじめ問題対策連絡協議会を設置（委員 15 名。年２回開催予定） 

○条例第 14 条の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、いじめ問題対策委員会 

を設置（委員５名。年２回開催予定） 

（いじめ防止対策の理解の促進） 

 ○ 飾区いじめ防止対策推進条例を、区ホームページに掲載。また、「かつしかのきょ 

ういく」に掲載し、周知を図った。 

 ○教職員研修の一環として、いじめ防止対策に関する研修を実施。 

 ○青少年委員、部活動地域指導者に対する個別研修を実施。 

 ○民生委員・児童委員全員を対象とした講演会を実施（予定）。 

（いじめの早期発見及び解消に向けた体制の整備） 

 ○小・中学校全校にスクールカウンセラーを配置し、小学校５年生及び中学校１年生と

の全員面接や児童・生徒へのカウンセリング等により、いじめの早期発見に努めてい

る。 

 ○全児童・生徒を対象とした、いじめアンケートを定期的に実施し、いじめの早期発見 

に努めるとともに、道徳科・総合的な学習の時間の授業を通じ、いじめ防止教育を推 

進している。 

 ○スクールソーシャルワーカーを活用し、学校・家庭との連携強化を図っている。 

 

令和２年度の取組予定等 

（いじめの早期発見及び解消に向けた総合的な取組の推進） 

 ○学校長対象の研修及び教員対象の研修内容を拡充するなど、学校において、いじめ認

知の感度を高めるための取組を推進する。 

 ○各学校において、いじめを認知した際の標準対応（スタンダートプログラム）の検討

及び整備する予定。 

 ○いじめ防止に向けた有効な取組（現在各校が独自に実施している取組）の検証と他校 

への普及についての検討を行う。 

 ○いじめ問題対策委員会における、区全体の取組にかかる意見聴取を行う予定。 

 ○スクールソーシャルワーカーの対応例を集約し、各学校にフィードバックを行う。 
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総合教育会議資料 
令和元年１１月７日（木） 

取組項目 学校施設の改築 所管課 学校施設整備担当課 

 

 

取組内容及び進捗状況 

１ 取組内容 

  適切な学習環境を確保できるよう、学校規模の適正化や老朽化の状況などを踏まえ、

地域バランスを考慮しながら学校改築を進める。 

  また、学校は地域の核となる公共施設であり、災害発生時には地域の避難所としての

機能も併せ持っていることから、改築にあたってはそれら機能の強化に向け、地域の

方々と共に検討しながら整備していく。 

 

２ 進捗状況 

  平成26年９月に決定した改築校６校及び平成30年９月に決定した次期改築校７校の

進捗状況は次のとおり。 

   平成 26 年９月に決定した改築校６校 

 
学校名 現在 

今年度末 

時  点 

新 校 舎 

運営開始 

全工程 

完 了 

 

 
小松中学校 

建設工事中 

（～Ｒ2.2） 
竣工済 令和２年４月 令和３年２月 

 

 
本田中学校 

建設工事中 

（～Ｒ2.10） 

建設工事中 

（～Ｒ2.10） 
令和２年９月 令和３年８月 

 

 
東金町小学校 

令和元年 10 月 

建設工事契約 

建設工事中 

（～Ｒ3.8） 
令和３年９月 令和４年８月 

 

 
高砂小・中学校 実施設計中 

仮設校舎 

建 設 中 
令和５年４月 令和６年３月 

 

 
西小菅小学校 実施設計中 

仮設校舎 

建 設 中 
令和４年９月 令和５年９月 

 

       

   平成 30 年９月に決定した次期改築校７校 

 学校名 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度  

 
水元小・道上小 構想・計画 基本設計 実施設計 

仮設校舎建設 

既存校舎解体 

 

 二上小・よつぎ小 ― 構想・計画 基本設計 実施設計  

 常盤中・宝木塚小 

・柴又小 
― ― 構想・計画 基本設計 

 

       

 

令和２年度の取組予定等 

 小松中学校及び本田中学校は新校舎での学校運営を開始する。また、高砂小学校及び西

小菅小学校では仮設校舎での学校運営が開始されるため、それぞれ円滑に移行できるよう

学校関係者や工事関係者との連絡調整を進める。 

 次期改築校７校のうち、二上小学校及びよつぎ小学校について、学校関係者、自治町会

長などで構成する改築懇談会を設置するなど、基本構想・基本計画の策定に着手する。 
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総合教育会議資料 
令和元年１１月７日（木） 

取組項目 スポーツ施設の利用しやすい環境整備 所管課 生涯スポーツ課 

 

 

取組内容及び進捗状況 

 

【取組内容】 

  スポーツ施設を安心して利用できるよう、老朽化に伴う改修や、利便性・安全性を向

上させるための計画的なスポーツ施設の改修などに取り組む。 

 

 

【進捗状況】 

・平成 30 年度は、奥戸総合スポーツセンター陸上競技場の大規模改修工事を行ったほ

か、渋江公園テニスコート及び上千葉公園テニスコートの照明改修工事などを行っ

た。 

 

 ・令和元年度は、奥戸総合スポーツセンターについて、大小体育室の天井改修工事やエ

イトホールの外壁改修工事、テニスコートの人工芝張替工事などを行うとともに、新

たな施設として、スポーツクライミング施設を建設中であり、令和２年４月に開設を

予定している。 

 

 

 

 

令和２年度の取組予定等 

 

奥戸総合スポーツセンターエイトホールの床改修工事、にいじゅくみらい公園多目的

広場への観覧用ベンチ設置工事を行うとともに、令和３年度以降に行う奥戸総合スポー

ツセンター野球場の改修工事に向けた設計を行うことを予定している。 

また、台風 19 号により河川敷が冠水したため、現在、河川敷グラウンドの復旧作業を

進めている。このため、令和３年度以降に計画していた荒川河川敷の土入替工事につい

ては、当面見送ることとし、土入替工事と同時に実施する計画であったトイレ改修やフ

ェンス設置については、当初計画どおり実施することを予定している。 
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