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第４回飾区教育振興基本計画策定検討委員会会議録 

日時：平成 30年３月 16日（金） 

午前 10 時 00 分～午前 11時 54 分 

場所：男女平等推進センター多目的ホール 

委員長：皆さんおはようございます。定刻になりましたので、これより第４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録音させていただきますので、ご了承をいただきたいと思い

ます。それでは本日傍聴希望の方はいらっしゃるでしょうか。 

庶務課長：本日は傍聴人の方はいらっしゃいません。 

委員長：ありがとうございました。それでは議事に入ります前に、事務局より連絡事項が

ございます。お願いいたします。 

庶務課長：それではまずはじめに、委員の欠席状況についてご報告させていただきます。

本日につきましては、民生委員児童委員代表の小林委員、私立幼稚園連合会代表

の町山委員・私立保育園連盟代表の山口委員、中学校連合会代表の武内委員、校

園長会代表（幼稚園）の矢野委員、校園長会代表（中学校））の臼倉委員、子育て

支援部長の中島委員が欠席でございます。続きまして資料の確認をさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。はじめに、事前にお送りいたしました、１

意識調査結果に係るヒアリング等について。資料１です。続きまして飾区教育

大綱について、資料２。資料３といたしまして飾区教育振興基本計画（体系案）

について。４といたしまして平成 30 年度飾区教育振興基本計画策定委員会のス

ケジュールについて。５といたしまして第３回飾区教育振興基本計画策定検討

委員会の会議録でございます。以上の資料は事前に郵送させていただきました。

また、本日机上に「本日の次第」「席次表」「意識調査結果に係るヒアリング等の

概要」資料５でございます。「新体系案における主な事業等」資料６、「第５回

飾区教育振興基本計画策定検討委員会（H30.４.27）の開催通知」を置かせていた

だいております。不足の資料がございましたら、お申し付けください。大丈夫で

しょうか。それではあともう一点お願いでございます。会議録につきましては事

前に送付させていただきました。修正等何かございましたら、会議終了後に事務

局まで申し出ください。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。また、今日は写真撮影をさせていた

だこうと思っております。これについては最終的に計画ができたときにそちらに

載せたり、あるいはホームページに審議の様子という形で掲載させていただきた

いというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。連絡事項につ

いては以上でございます。 

委員長：はい、ありがとうございました。それでは議事に入ります。はじめに、議題１「意

識調査結果に係るヒアリング等について」でございます。事務局より説明をお願
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いいたします。 

庶務課長：改めまして庶務課長でございます。よろしくお願いいたします。それでは資料

１をお開き下さい。意識調査結果に係るヒアリング等についてでございます。１

の経緯でございます。昨年実施しました保護者、教員・保育士及び社会教育関係

者への意識調査における結果を踏まえ、皆様からも意見をいただきましたけれど

も、補足的にヒアリングや付帯調査を実施したところでございます。次に２の概

要でございます。（１）関連団体・関係者へのヒアリング。アといたしまして、社

会教育委員です。意識調査における自由意見の概要版を事前に委員あてに送付し、

会議の場を借りて「計画策定について」「市民活動・生涯学習のための施設につい

て」「ボランティアについて」「図書館について」などの各項目について意見をお

聴きしました。イの小・中 PTA 連合会の役員の方でございます。「子どもの朝食摂

取状況について」「子どもの睡眠時間について」「家庭教育の重点項目について」「学

校支援活動について」の各項目について意見をお聴きしました。ウといたしまし

て児童指導サポーター（わくわくチャレンジ広場）でございます。「三季休業中及

び時間延長の実施について」「１年生からの実施について」「外国籍児童等への対

応について」「児童指導サポーターについて」などの各項目について意見をお聴き

したところでございます。次に（２）といたしまして教員への付帯調査でござい

ます。まずアの対象ですけれども、各学校の主幹教諭１名、主任教諭１名（計２

名）でございます。次にイの調査項目ですけれども、①「チャレンジ検定」につ

いて、②「飾教師の授業スタンダード」について、③「幼保小中連携教育」に

ついて、④「一校一取組」運動について、こちらについては小学校のみですけれ

ども、調査をしたところでございます。続きまして資料５の意識調査結果に係る

ヒアリング等の概要により、今の内容について主管課長の方から説明させていた

だきたいと思っております。生涯学習課長、地域教育課長、指導室長の順番で説

明させていただきます。 

生涯学習課長：それでは私からは社会教育委員の方々へのヒアリングの内容についてご説

明をさせていただきます。資料５の１番でございます。日時、対象につきまして

は記載のとおりでございます。ヒアリング項目等でございますが、アの「計画策

定」について、それからイとしまして「市民活動・生涯学習のための施設」につ

いて、ウとしまして「ボランティア」について、エとして「図書館」について、

オ「その他」ということでお伺いしております。まずアの「計画策定」について

でございますけども、現行の計画では基本方針４の施策（１）と施策（２）が重

複している。次回は事業、仕組み、施設、など、より違いが明確な柱立てに変え

ていただきたい。社会教育関係団体の代表だけではなく、もっと若い層も含めた

一般の区民に対して要望などを聞き、そのデータに基づいて計画を立てた方が良

い、というご意見をいただきました。後ほど計画の体系図が出てまいりますけれ

ども、柱立てとしては大きく変えないということで、今考えているところでござ

いますが、実際にその施策にぶら下がります主な取組み、事業の部分は、表記だ
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け見ると内容が分かりづらいというのは確かに私ども生涯学習課としてもありま

したので、そこにつきましてはもう少し分かりやすいような形で記述をして、明

確にしたいというふうに考えているところでございます。それから２点目の社会

教育団体の代表だけではなく、というご意見ですけども、教育の計画ということ

で実際に社会教育の実践をされている方を対象に調査をしたという状況でござい

まして、一般区民の方たちの意見をどういうふうに集約するのかというと、なか

なか難しいと、悩ましくもございました。今後どういうふうにしていくかという

のは、研究課題かなと思っているところでございます。他の部分でそういうこと

を伺ったものなど、提供させていただければと思っているところでございます。

それからイの「市民活動・生涯学習のための施設」でございますけども、区の施

設を、もう少し簡単に、安く利用できるようにしてほしい。集会施設はあるが生

涯学習の拠点がない。学び交流館を社会教育館に戻せないか。小さなグループが

集まる身近な施設が必要。図書館や地域コミュニティ施設がその役割を担える可

能性がある。市民活動を支援する仕組みづくりのために、行政内の垣根を低くし、

横のつながりを持てるような仕組みを整備することが重要だ。このことを、計画

の柱に書いてほしい、といったご意見をいただいております。最初の区の施設を

もっと簡単に安くというお話ですけども、施設の使用料、利用料金につきまして

は、４年に１度定期的に見直しているという状況でございます。主に地域コミュ

ニティ施設になりますけども、そちらは所管の地域振興課とは、私ども生涯学習

課では定期的に打ち合わせ会をもって、実際利用されている方の要望があれば、

互いに伝え合うなどしながら改善を図っているという状況がございます。それか

ら２点目の学び交流館を社会教育館にということですけども、前にもちょっとお

話が出たかも知れませんけれども、平成 20年度に見直しをしまして、それまで社

会教育館、いわゆる特定の目的館だったのですが、誰でも利用できるようにとい

うことで、集会所ですとか敬老館と合わせて地域コミュニティ施設の学び交流館

になったという経過がございます。そうした方向から、逆に言いますと誰でも使

えるような施設になったということで、実際にここで活動が行われているという

状況がございます。ただその裏返しとして、社会教育という部分が名前からもな

くなったことで、社会教育とは関係のない施設になってしまったのではないかと

いう印象を持たれていますので、私どもとしても従来の社会教育館で行われてい

た事業を学び交流館を活用して展開したりですとか、生涯学習相談事業なんかも

そこでやっているということです。今後更にそういうところを強化していければ

なというふうに考えているところでございます。それから小さなグループが集ま

る身近な施設が、という部分でございますけれども、今申し上げました地域コミ

ュニティ施設ですとか、図書館、あるいは郷土と天文の博物館等が、小さなグル

ープが集まれる場所として機能しているというふうに受け止めているところでご

ざいます。それから市民活動を支援する仕組みづくりのために、行政内の垣根を

低くし、という部分でございますけれども、私どもとしましても、色々な事業を
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生涯学習援助制度というふうに、いわゆる講師の派遣として助成もやっていると

ころでございます。そうした中で庁内各課との連携をして、よく庁内でも協働だ

ということもいってるんですけども、そういった観点から可能な限り連携を取っ

て、これからもそういった取組みを着実にやっていければなというふうに考えて

いるところでございます。あとボランティアについてでございますけれども、様々

なボランティア団体が活動しているが、横のつながりが薄い。ボランティア同士

でつながることができる機会があると良い、ということなんですけども、ボラン

ティアセンターをはじめとしまして、先程お話しました学び交流館とかでも、ボ

ランティアの関係の事業ですとか広報をやっております。そういったことを契機

に、打ち合わせですとか、連絡調整ということで集まる機会をやっていますので、

そういった機会をこれからも更に充実させていきたいというふうに考えていると

ころでございます。それから図書館についてですけれども、図書館は、地域ごと

に特色を持たせることが重要である。図書館が充実しているにも関わらず、区民

の利用が伸びていない。広報に力を入れることが必要である。青年・壮年層の区

民に対しても伝わるように工夫していただきたい、ということですけども、図書

館の在り方につきましては今社会教育委員の会議で、「区民のよりどころとなる図

書館」というテーマで協議しているところでございます。実際に館長含めて図書

館の職員の方も交えて、今議論しております。その辺の結果を見て、そういうこ

とも踏まえて検討していきたいというふうに思っているところでございます。そ

れからオの「その他」でございますけれども、子どもと高齢者向けの取組みが多

く、20～60 歳までの区民に対する支援が不足している。区民大学等の事業のアピ

ールが足りない。もう少しアピールの方法を検討するべきである。小さなグルー

プが、生涯学習活動をどのように始めれば良いのか、それに対してどのような支

援があるのかが、分かりにくい。それを分かりやすく PR してほしい、というご意

見がございました。確かに高齢者向けの講座が多いと思うのですが、例えば子育

ての話ですとか、健康づくりという部分でやっているものにつきましては、世代

をある程度絞っている事業もございますので、必ずしも高齢者の方に限定してい

るわけではないのですが、そういったものを取り上げていければなというふうに

思います。それから区民大学の事業のアピールの話ですけれども、確かに PR にお

いて色々と指摘をされることが多いのですが、情報紙としまして「まなびぷらす」

という紙媒体を、年に２回出していたり、広報紙を配ったり、そういうのはやっ

ているんですけども、広報媒体の確認も含めて、更に調査をしていきたいと考え

ているところでございます。それから最後の生涯学習活動をどのように、という

部分でございますけども、私どもの生涯学習課の窓口では通年で生涯学習相談と

いうのを行っております。あるいは先程もちょっと触れました、生涯学習援助制

度ということで、経費の助成もやっておりますので、そうしたことについて、更

に PRを強化していければというふうに考えているところでございます。社会教育

委員の方へのヒアリングの概要につきましては以上でございます。よろしくお願
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いいたします。 

委員長：ありがとうございました。 

地域教育課長：続きまして PTA 連合会へのヒアリングと、わくチャレの児童指導サポータ

ーへのヒアリングの結果につきまして、ご説明申し上げます。まず２ページをお

開き下さい。２番の区立中学校 PTA 連合会へのヒアリングの内容でございます。（３）

のヒアリング項目及び主な意見等でございます。まずア、一点目でございますが

「子どもの朝食摂取状況」についてのご質問をさせていただきました。前回調査

に比べて摂取率が低くなっている要因についてのご意見でございます。○の１つ

目でございます。母親の就業率が高くなっている、というご指摘がございました。

両親が子どもより先に家を出る傾向がある。お勤めの方は早めに出るということ

でございます。かといって作らないというわけでもなく、朝食の準備をして出勤

するものの、結果として登校直前まで寝ている子どもは、用意された朝食を摂る

時間がない場合があるからではないか、といったご意見がございました。イの「子

どもの睡眠時間」についてでございます。こちらは前回調査に比べて、睡眠時間

が減少している傾向がございましたので、その要因についてのお考えを伺ったも

のでございます。○の１つ目、塾に通うようになった。寝る時間が遅くなった。

その結果、睡眠時間が全体として短くなるというご意見。○の２つ目、スマート

フォン等の普及に伴う現象というご意見。○の３つ目でございます。共働き世帯

については、保護者の帰宅時間が遅くなっているために、家族の就寝時間も引き

ずられて遅くなる、といったご意見。○の４つ目でございます。お兄さんお姉さ

んがいると、生活のリズムが引きずられて、結果として睡眠時間が短くなってい

るのではないか。○の５つ目でございます。○の１つ目と同じような内容でござ

いますが、習い事をやっている、ということでも原因の分析がございました。続

きましてウの「家庭教育の重点項目」でございます。前回調査と比べて、各ご家

庭で、家庭教育で重視をしている項目について伺いましたけれども、ほとんど内

容としては変わっていないという結果でございました。そちらにつきましては○

の１つ目の３行目でございます。時代背景に影響を受けることではない、といっ

たようなご意見がございました。続きまして次の３ページをお開き下さい。３番

の区立小学校 PTA 連合会へのヒアリングでございます。こちらにつきましても、

中学校の PTA 連合会と同様のご質問をさせていただきました。全体としては中学

校の PTA 連合会で頂戴したご意見と、ほぼ同等の内容でございます。アの「子ど

もの朝食摂取状況」については、○共働きが増していて、親の余裕がない。○母

親の仕事の負担が大きくなっている。○子どもが朝ぎりぎりまで寝ている。子ど

もの生活習慣そのもののご指摘でございました。続きまして４ページをお開き下

さい。イの「子どもの睡眠時間」についてでございます。こちらも同様の傾向で

ございます。兄・姉がいると、生活リズムが引きずられて、睡眠時間が結果とし

て減少しているものではないか。○の２つ目、家族が集まる時間を８時の場合だ

とすると、家族で過ごす時間等あり、就寝時間が結果として遅くなる。○の３つ
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目でございます。ベッドでスマホを使用して、就寝しないというご指摘などがご

ざいました。ウの「家庭教育の重点項目」については、中学校 PTA 連合会と同じ

ような意見でございました。各家庭において重視するものは、ある程度の経年、

変化を見ても変更がないというものでございます。「学校支援活動」についてのご

質問をしましたけれども、特段のご意見はいただけなかったという状況でござい

ます。続きまして４番５番、児童指導サポーター、いわゆるわくわくチャレンジ

広場のサポーター活動をされている方々へのヒアリングでございます。こちら①

②としてございますけれども、サンプルとして２校を抽出いたしまして、各々サ

ポーターの方にお話を伺ったものでございます。伺った意見等については２校ま

とめて記載をしているところでございます。（３）のヒアリング項目及び主な意見

等でございます。まずアの「三季休業中及び時間延長の実施」について伺いまし

た。こちらについては区民アンケート調査の結果、保護者の方々からは三季休業

中も実施してほしい。あるいは日頃のわくチャレは通常５時から６時ぐらいの時

間帯で終了しているわけでございますけれども、時間を延長してほしいといった

ご要望が保護者のご回答からありました。こうした保護者の回答の傾向について、

実際にサポーター活動されている方のご意見を伺ったものでございます。○の１

つ目でございます。保護者アンケートでは要望が多くみられるけれども、児童の

参加実態は少ない、というご意見がございました。○の２つ目、保護者から終了

時間が遅すぎるという意見もいただいていたということで、終了時間そのものを

短縮した経緯があるというご意見もございました。○の３つ目、三季休業中にそ

もそも実施をしていたんだけれども、参加する児童の数が少ないということでや

めた経緯があるんですよというご指摘もいただきました。続きましてイの「１年

生からの実施」についてでございます。この「わくわくチャレンジ広場」事業は、

事業の開始から 15年が経過しております。開始した当初は小学４年生から６年生

を対象とした事業として始めたわけでございますけれども、場所の確保等条件が

整った学校から、順次参加できる対象の学年を拡大しているところでございます。

１年生からの実施につきましては、まず○の１つ目、受入れは心配事も多いけれ

ども受け入れて良かった、というご意見。○の２つ目でございます、一方で、体

格差の違う低学年と高学年が同じ場所で遊んでいると、接触事故などの発生が危

惧され心配である、というご意見をいただきました。続きまして５ページをご覧

下さい。低学年を受け入れた結果、おもらしをしてしまう子もいるということで、

そういった場合には教員がすぐに助けてくれたというご指摘。○の２つ目、１年

生の人数が増えると現在のサポーターで対応できるか不安である。また一方で○

の３つ目です、プラスの要素だと思いますけども、異学年で上手く遊べている、

というご指摘がありました。本来であればサポーターさんにより問題解決ができ

ればよろしいのですけれども、先程おもらしの例ありましたけれども、教員の助

けなどを借りて対応しているという現状が見受けられたわけでございます。続き

ましてウの「外国籍児童等への対応」。「等」につきましては、障害をお持ちのお
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子様も可能な限り受け入れているということでございまして、こちらについての

ご意見をうけたまわったところでございます。○の１つ目、外国籍の子どもたち

が集団になると、手に負えない状態になる場合がある。○の３つ目でございます。

日本国籍の子どもと外国籍の子どもとの間でトラブルがあっても、サポーターで

は言葉の壁もあり、対応が困難である。○の４つ目でございます。障害を有する

児童については、誰かがいつもそばにいるなどの特段の配慮が必要となるのでは

ないかというご意見。最後となりますけれども、外国籍の子どもへの対応は、わ

くチャレだけでは解決できないので学校側の協力が不可欠である、というご指摘

がありました。先程の低学年の受入れ、あるいは外国籍児童の受入れ、それから

障害を持っている児童の受入れについては、現場のご意見をいただきますと、な

かなか苦慮されている状況が垣間見えるわけでございます。エの「児童指導サポ

ーター」についてです。こちらはサポーターさんご自身の活動状況、活動実態に

ついて伺った内容でございます。○の１つ目でございます、サポーターが高齢化

して、身体と心がついていっていない時がある。○の２つ目でございます、サポ

ーターの増員が難しい、といったご意見でございます。サポーターの皆さんの高

齢化問題、それから担い手の確保が困難になっているという状況が、改めて現場

の声として浮き彫りになっている状況でございます。続きましてオの「放課後子

ども総合プラン」について。こちらにつきましては、学童クラブの児童とわくわ

くチャレンジ広場に参加している児童について、日常的に校庭を共有して一緒に

遊ぶ時間を設けたり、あるいはプログラムを作成してそちらに参加を募って一緒

に過ごす時間を設けたりという取組みを進めているわけでございますけれども、

この取組みにつきましてのご意見を頂戴いたしました。○の１つ目でございます。

わくチャレに参加している子どもたちが、学童の子どもに馴染めたのが良かった。

プログラム以外でも一緒に遊びたいという声が増えている、というご指摘をいた

だきました。○の２つ目でございます。学童の子どもと一緒に遊ぶことは負担に

はなっておらず、お互いの連絡もスムーズにとれていると。こちらについてはわ

くチャレのサポーターさんと学童保育クラブの先生方との連絡ということで、こ

ちらはスムーズに連絡体制が取れているといったような現場実態のお声をいただ

いたところでございます。主な内容につきましては以上でございます。 

委員長：はい、ありがとうございました。続いてお願いいたします。 

指導室長：指導室長の中川です。よろしくお願いいたします。それでは７ページをご覧く

ださい。指導室の方からは各校主幹教諭１名、主任教諭１名の１校あたり合計２

名の教員にアンケートを実施いたしました。小学校は 50 校、中学校は 24 校でご

ざいます。項目としまして、ア「チャレンジ検定」ですが、このチャレンジ検定

簡単にご説明をさせていただきますと、小学生は国語と算数、中学生は国語、数

学、英語、２教科３教科につきまして、基礎基本の学習内容の定着を確かめると

ともに、個に応じた学習支援を行うことにより、検定合格を８割以上取れたもの

を合格とし、本区の児童生徒の自信と誇りを育成するために実施しているもので
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ございます。ただこちらの方、教員の方からいただいたお話としましては、チャ

レンジ検定の１つ目の○にございますように、チャレンジ検定に合格させること

自体が目的になっているということで、目的をはっきりさせて行う必要があると

いうこと。それから２つ目の○、不合格者を対象にじっくりと補充指導を行う時

間の確保が必要である。これは１回目につきましてはクラスごとに全体でやりま

すけれども、その中で合格をしなかった子どもたちを更に別の問題を使ってチャ

レンジ検定を行わせるということで、２回目以降のための指導及びそのテストの

設定というのに、苦慮されているということでございます。また４つ目の○にご

ざいますように、このチャレンジ検定各問題、ABCの３パターンございます。中に

は回答を覚えてしまっている子がいるのではないかということです。そして○の

５つ目、これは学校の組織、取組みの状況でございますが、担任への負担が大き

く、専科の先生などにも協力してほしいという意見が出てまいりました。それか

ら□の１つ目ですけれども、上位層と下階層の子どもに適した目標設定が難しい。

ですので、問題の内容や方法を見直したらよいのではないか。更にその下ですけ

れども、実施時期の変更や、見直しをしてほしいというご意見もいただいており

ます。イです。「飾教師の授業スタンダード」、こちらの言葉を簡単にご説明さ

せていただきますと、小中学校の授業で全教員が学力向上のために必ず取り入れ

ていく授業方法のスタンダードで次の３つのことを掲げております。１つ目は授

業のはじめに、ねらい、目当てを板書して学習することを明確にするということ。

２つ目に授業では教員の問いかけを元に、児童、生徒がじっくりと考える時間を

確保して、主体的な活動をする場を効果的に取り入れること。そして３つ目に、

授業の終わりに学んだことを振り返らせ、板書等により整理する。以上この３つ

を小中学校の全ての教員が取り組むようにしてございます。○の１つ目なんです

けれども、保護者が「飾教師の授業スタンダード」を詳しく知らないのではな

いか。この指導方法を教員が実践することが、子どもたちにとってどれだけ効果

的なのか、具体例を示して伝える必要があるというご意見をいただいております。

また次の○ですけれども、教員にとってはスタンダードがあることで、ある程度

授業の指針があり、授業を考えやすい。ただし、保護者からすれば教員の実際の

授業力には大きな差があって、授業方法が統一されていると感じられないと考え

られる。どの子にもわかる授業実践を行い、子どもに満足感を与えることで、保

護者の満足度も自ずと高まると考える、とこのようなご意見をいただいておりま

す。次の○ですけれども、学年保護者会などの機会を使って、どのような取組み

をしているのか具体的に、保護者の方々に説明をしたり、飾教育の日、土曜授

業ですけれども、そういうところも使って、そういう点に注目して見てほしいこ

とを事前に伝える。そうすると保護者も知ることができて、教師の意識というの

も更に向上するのではないかというご意見をいただいております。次の○ですけ

れども、教員は効果を感じているので、ぶれずに現在のことを続けていけばよい

というようなご意見もいただきました。６ページをご覧ください。□のところで
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すけれども、さまざまな機会にスタンダードの実践による効果と定着の必要性を、

保護者、地域の方々に訴える必要がある、というようなご意見もいただきました。

更にその下に【徹底させるために】ということで、１つ目の○です。自分で意識

していくことも大切だが、主任等から指導をしてもらうことも自分の研修にもな

るし、見る人の学習にもなるということ。３つ目の○です。管理職、主幹教諭、

学年主任、各教員へ日々の指導が不可欠である、というようなご意見もいただき

ました。続きましてウ「幼保小中連携教育」についてでございます。１つ目の○

ですけれども、どんな連携をしているのか、保護者にまで伝わらないというよう

なご意見をいただきました。２つ目の○です。情報交換が、実際に、この幼保小

中連携につきましては、特に幼小中の連携になりますけれども、これは学期に１

回取り組んでおります。ただこの内容につきましては、情報交換が主たる活動に

なっており、話し合いを深めることが必要なのではないかというようなご意見。

更にその下の○、何を目的として連携するのかを明確にすること、というのが出

ております。５つ目の○のところに、飾教育の日に幼保小中連携の取組みを行

い、地域の方や保護者に見ていただくことができるようにする、という改善策が

挙げられております。またその下の○です。この協議会だけでなく行事、合同研

修、相互授業参観などもっと連携できる機会を設けた方がいいのではないかとい

うご意見もいただきました。続きましてエ「一校一取組」運動についてでござい

ます。こちらの「一校一取組」運動につきましては、東京都の総合的な基礎体力

向上施策に基づく、体力向上策でございます。各学校での体力向上の課題に合っ

た目標を定め、一つ以上の取組みを設けて実行するものです。子どもの体力の向

上を図るとともに、運動する楽しさや技能を習得する喜びを味わうことで、運動

意欲の向上につなげている、このような取組みでございますけれども、実際のと

ころ、いただきましたご意見としましては、８ページの○学校全体で自校の一取

組をしっかりと共通理解し、体育部の教員に任せるだけでなく学校全員、教員全

員で一丸となって取り組んでいくことが必要であるとのご意見をいただきました。

９ページの１番上の○でございます。異動などでメンバーが変わってしまいます

と、取組みのねらいがはっきりしなくなって、形式的に取り組む教員が増えるだ

けで、児童の意欲や効果が下がってしまうということ、そんなことが課題だとい

うご意見をいただいております。また９ページの３つ目の○でございます。こち

らの取組みがイベント的な要素が強くなってしまい、系統的、継続的な取組みに

なっていないことがあるということです。各学校年間計画にはきちんと入ってい

るんですけれども、マンネリ化しているというようなご意見をいただきました。

下から２つ目の○でございます。どんな子どもの成長があるかということを、保

護者の方々に示していくことが必要であると。そして一番最後の○でございます。

年度始めに「一校一取組」運動のねらいや指導のポイントなどを共通理解する研

修を行う必要がある、このようなご意見をいただきました。説明は以上でござい

ます。よろしくお願いいたします。 
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委員長：ただいま３人の課長さんからご説明をいただきました。ありがとうございました。

また大変な、このヒアリングにかけた時間を設けたわけですけれども、本当にお

疲れ様でございました。それではただいまの説明につきまして、３人の課長さん

の分野で分けませんけれども、ご質問やご意見をいただきたいと思っております

が、いかがでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。 

委 員：意見ではなくてちょっと質問なんですけれども、区立中学校 PTA 連合会へのヒア

リングで、役員の方が３名ということでちょっと母数が少ないかなという気がす

るのですが、この３名の方はどのようにして選ばれたのか教えていただけますか。 

地域教育課長：地域教育課長でございます。結果として３人の方にご協力いただきました

けれども、会議等、区役所に足を運ぶ機会がございましたので、その時間帯でご

都合が付く方ということでお声がけして、３名の方にご協力をいただいたという

ところでございました。以上でございます。 

委員長：他にいかがでしょうか。はい、お願いいたします。 

委 員：ありがとうございます。大変丁寧な説明をいただいて、ある意味大変感動をさせ

ていただいているところでございます。わくチャレのこと、それから教員への付

帯調査のこと、その点について自分の感想的なことを述べさせていただければあ

りがたいと思います。わくチャレにつきましては、ちょうど５ページのところに

上から○５つ目でしょうか。１年生は高学年よりも素直に言うことを聞いてくれ

ると。これ子どもの発達段階でなるほど、この文面のとおりであろうかなという

ふうに思いますけれども、わくチャレ等も私、時々顔を出させていただくことが

あるんですが、そこには勤務はしておりませんけれどもね。子どもの言葉遣いが

見事に悪いです。びっくりするぐらい悪いです。その５つ目の文章が、高学年よ

りも１年生の方が素直に聞くということは、そういうことが陰に潜んでいるので

はないのかな、というふうに思っているんです。ここに勤務する方も、私の家の

近くにおりますけれど、とにかく言葉遣いが悪いので、まあそんなこと言われる

筋合いはないので辞めましたという方も、２、３おります。学校と違うのでね、

ほとんど見守り体制が一番安全上の問題が多いのかなというふうに思いますけれ

ど、やっぱりそこに勤務する方の気持ちの問題もあるのかも知れませんけれど、

これはやっぱりきちんと適時性をもってね、子どもに教えていかなければならな

いことだろうというふうに思います。記録する必要はありませんけれども、罵倒

されるような呼ばれ方をすることもあるようでございまして、その辺りはちょっ

と疑問に感じて。次世代の子どもを育てるという意味で、私は言葉遣いをきちん

とやっぱり指導すべきかなあというふうに思っております。それから２つ目です

けれど、７ページのところの教員の付帯調査。これはね、現場の生の声をきちん

と聞いて下さっているところに、私は大変ありがたいなというふうに思います。

私も区内の学校で部活動に週２日ほど支援をさせていただいている中で、例えば

このチャレンジ検定。私は直接伺ったわけではありませんけれど、ここのまとめ

の聞き取りの文面を読ませていただいて、先生の意見を聞かせていただいて、そ
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うか、なるほど、そういうことなのかということをリンクさせて理解することが

できたんですけれども。やっぱり私は、いわゆる体育系のクラブではなくて、理

科系のクラブがある学校で週２回ほど行かせていただいて大変楽しくやらせてい

ただいているところでございますけれども。そうするとこのチャレンジ検定が、

やっぱり２回目の問題ですよね。生徒が来られない、欠席。それは、クラブの時

間を有効に活用して下さっていることだろうというふうに思いますんですけれど、

来たかったクラブに来られない。これはやっぱりある程度、さっきもパーセンテ

ージも申し上げ下さいましたけれど、そんなことで一定の水準にならなければク

ラブに出られない。２週３週続いてクラブに来られないこともありますのでね。

まあこれはなんとも言い難いところですけれど、大変にご苦労されているんだな、

時間の取り方について、ということ。これは苦情ということでも何でもありませ

んけれど、そんな現場状況を外から見ていて述べさせていただきました。ご苦労

に大変感謝をいたします。以上です。 

委員長：はい、ありがとうございました。幾つか手が挙げられていますが、その方にお聞

きしてから担当の方の課長さんたちにお話を伺いたいと思っております。 

委 員：はい。ありがとうございました。大変勉強になる資料だったんですけれども、一

つ今更と言われるかも知れませんけれど、ちょっと基本的な考え方を教えていた

だきたいんですけれども。まず１つ、主な事業等で、結局は学校教育、社会教育、

家庭教育の３つの分野に分かれることが書かれております。それは区で作ること

ですので、学校教育というのは基本的に教育委員会と学校が 100％責任を持ってや

ることでありますが、家庭教育の基本は家庭であり、それから行政が支援するこ

とではないかなと思っております。社会教育に関しましては、機構や組織につい

ては行政が作るものであっても、やはり運営等について区民の方々が責任を持っ

ていく分もかなりのものがあるかと思います。そうすると、この私たちが今作ろ

うとしている教育基本計画の中にはこの３つが混在をするわけですけれども、そ

もそもこの家庭教育とか社会教育に対する関わり方の基本方針というのが、どん

な形になるのかということをちょっとお聞きしたいなと思います。この新体系案

における主な事業等だと、例えば家庭、地域、学校が協働して取り組みます。基

本方針があります。それから、教育環境づくりを推進します。あくまで社会教育

に関しては教育環境づくりというところに重点を置くのか、生涯教育についても

支援をします。そこら辺について、どういうふうに整理をしたらいいのかという、

その基本的な考え方というのは、基本的にやっぱり家庭教育は家庭の責任である

と思うので、つまり行政がどこまでそういうふうに関わって行くのかというのを、

ちょっと確認をしておいた方がいいのではないかなというふうに思います。それ

についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

委員長：はい、ありがとうございました。この案件につきましていかがでしょうか。はい、

お願いいたします。 

委 員：これからの図書館のあり方についての話し合いをしている中で、このヒアリング
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の話をさせていただいたのですけれども、アの計画策定のところでは、やはり基

本方針の４についてと、１と２が重複しているところがあり、この内容で、私た

ち環境教育、社会教育、家庭教育、そこの部分というのが、社会教育の部分にな

かなかはっきりと書かれていないように思います。あとは今まで、居場所として

あった、社会教育館がなくなったので、生涯学習の面においても、全ての社会教

育の面でも、再度居場所づくりというのが問題なのではないのかというお話があ

りました。もう１つは、区民大学はとても素晴らしいのですが、まだまだ知られ

ていない部分もあり、広報的に周知不足という面がとても残念なことなので、そ

の部分を強くアピールできればと思います。 

委員長：他にヒアリングについてご意見等ある方はいらっしゃるでしょうか。よろしいで

すか。それではまた後でお聞きしたいと思いますが、今のところで切りたいと思

いますが。関係の課長さん室長さん、お答えがありましたら聞かせていただきま

す。 

地域教育課長：ただいまご指摘のあった家庭教育の考え方でございますけれども、ご指摘

をいただいたように、やはり家庭教育というものについては家庭が最大の責任を

持つと考えております。本区におきましては、子どもの教育については学校、家

庭、地域で総ぐるみでやっていくものだという認識を示しておりますけども、そ

の基本となるものは家庭であるという認識に立って施策を展開してございます。

たとえば家庭教育について学びたいという保護者、グループ等については勉強会

を開く際に講師の謝礼を公費負担したり、あるいは小学校就学前のお母さま方で

あれば、今後どのような子どもとの関わりをしていけばいいのかということに対

して、例えば講座などを実施したりしています。またそれ以外には、啓発的な冊

子等を作成し、各ご家庭に配布などをしているわけでございます。そうした中で

今回どういったところで啓発を重点的にやったらいいのか、また行政側の支援策

として、現代の家庭において的確なポイントとなる部分がどういったところにあ

るのか、こういったものもやはりきちんと見定めた上で支援策というものを講じ

ていかなければ、的外れな施策の展開になってしまうということで、アンケート

をしてご意見を伺ったわけでございます。冒頭申し上げましたように、基本的な

考え方というのは、家庭教育は家庭が責任を持ってやっていくもの。それについ

て行政は的確な支援策を講じていくものというスタンスで計画の策定に臨んでま

いりたいと考えてございます。以上でございます。 

委員長：はい、ありがとうございました。はい、お願いいたします。 

生涯学習課長：生涯学習課長でございます。先程いただいた意見でございますけれど、お

っしゃるとおりでございまして、社会教育・生涯学習の部分の主体はあくまでも

区民・住民の方だというふうに思っているところでございます。行政としてはそ

ういう支援ですとか場の提供ですとか、環境づくりということでこれまでもやっ

てまいりましたし、そこに足らない部分があれば、そこは先導になるとか、そん

なことも含めて取り組んできたつもりではおります。従いまして、今後につきま
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しても、先程区民大学のお話等もいただきましたけれども、そういう活動の場で

すとか学びの場を提供する環境を整備していく、支援の体制を整えていくという

ことで、グループの活動ですとかそういうことについても、引き続き取り組んで

いきたいなと考えているところでございます。今家庭教育のところではあります

けれども、あくまで主役は区民だよというところに軸足を置いて、引き続き取り

組んで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：はい、ありがとうございました。指導室長よろしくお願いいたします。 

指導室長：指導室長です。基本計画の中では基本方針が大きく４つに分かれてございます。

１つ目の生きる力を育む、質の高い学校教育。こちらの方というのは主に中心に

なってやっていただくのは学校そのものでございます。ただその裏で支援をする

のは教育委員会であるということ。それから３つ目の、子どもがいきいき学ぶ、

教育環境づくりを推進。こちらの方は正しく環境づくりでございますので、教育

委員会が中心となって学校に提供していく。指導室としましてはそちらの方、主

に関わっておりますので、今のようなご回答になるかと思います。よろしくお願

いいたします。 

委員長：事務局はよろしいですか。それではただいまご質問いただきました委員の方々、

これについて何かご意見ございますか。よろしいですか。はい、分かりました。

ありがとうございました。それでは今議案の１件目についてやっているわけでご

ざいますが、また全体として何かご意見等、ご質問等ございましたらお聞きした

いと思いますが、いかがでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。 

委 員：ヒアリングの結果等、ありがとうございます。先程お話に出ていました、わくチ

ャレのところで、外国籍児童等への対応。それから障害を有する児童サポーター

ということなんですけれども、人口動態としてこの 10年間ぐらい飾区の外国籍

の人口がどれくらい増えてるのか減ってるのかということと、それから障害を持

つ方がどの程度いらっしゃるのかということをちょっと教えていただけますか。 

地域教育課長：人口全体の数字は今、子細な情報を持ち合わせておりませんけれども、例

えば今年の成人式で二十歳を迎えられた青年たちが約 4,400 名いらっしゃいまし

たけれども、その内外国籍の方が約１割いらっしゃったというデータがございま

す。それから、障害をお持ちの児童ですけれども、こちらも具体的な数字は持ち

合わせておりませんが、本区におきましては、小学校に特別支援教室を全校に設

置してございます。小学生約２万人おりますけれども、その支援教室を利用して

いる児童の数で申し上げますと約 740 名でございますので、２万分の約 740 とい

ったところでございます。 

委 員：例えばの話、これ新しい計画になります。人口動態と合わせてできるだけ外国籍

の方々で、第１世代はなかなか日本語は喋れない。第２世代になってくると日本

語をどんどん学んでくるので、多分バイリンガルになると思うんですよね。その

辺で、先程別の委員さんの方からのご指摘にあったように、悪い言葉使いは、一

番最初に外国語で学ぶのは一番悪い言葉ですって、よく言われるんですけども。
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そういうところから入って来たりするということで、実はスポーツにしろ学校に

しろ、非常に教育するという場では重要なところになるんですけれども。そちら

に対するアイディアというのがあんまりここでは見られないんですよね。その辺

を充実させてはいかがかなというふうに思います。何でかといいますと、ちょう

ど７、８年前に、同じような委員会に港区の方から呼ばれまして。その時は港区

人口 18 万のうち、２万人が外国人。今、港区は確か 24 万人ぐらいに増えている

んですよね。人口が増えていくと区の財政が潤うということで、いかにして流入

してもらって定着するか。これを長い目で見て行く時に、日本人の文化、それか

ら価値観というものをできるだけ共有してもらいたい。やはり生涯教育ってすご

い重要な位置にあると思います。その辺のところをお考えいただきたい。 

地域教育課長：先程の外国籍の方の人口のデータでございますけど、成人式の対象者とい

うことでお示しをいたしましたが、全人口に対する人数ということで改めてご回

答いたします。区の人口約 46万人ですが、そのうち外国籍の方が１万９千人とい

うデータがございます。以上でございます。 

委員長：はい、ありがとうございました。よろしいですか、はい。ただいまの意見はまた

新たな視点かと思いますので、今度計画していく上でその視点を留意していただ

ければと思っております。はい、他にはよろしいでしょうか。それでは１件目の

方の案件はこれで終わりにしたいと思いますが。通常こういった意識調査という

ものは、やって終わりということになっているわけですが、今回は更にそれに関

わるヒアリングを行っていただいたということで、大変なお手間をありがとうご

ざいました。それでは次の案件に移りたいと思います。次は議題２、飾区教育

振興基本計画（体系案）につきまして、事務局よりお願いをしたいと思っており

ます。なお、ご質問や意見等につきましては、説明後お受けいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。では課長お願いいたします。 

庶務課長：それでは、議題の（２）「飾区教育振興基本計画（体系案）について」説明さ

せていただきます。計画を策定するのに前提となる大綱について、まずはじめに

説明をさせていただきます。資料２の「飾区教育大綱について」をご覧くださ

い。まず１にございます、大綱策定の趣旨でございます。地方公共団体の長は、

民意を代表する立場であるとともに、教育行政においては教育委員会の所管事務

に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有しています。また、近

年の教育行政においては福祉や地域振興などとの密接な連携が必要となっていま

す。これらを踏まえ、平成 27 年の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

の改正においては、地方公共団体の長が教育委員会と協議して大綱を策定するこ

とにより、地方公共団体の長と教育委員会が目指すべき教育の目標や理念、施策

の根本となる指針を共有し、より一層民意を反映した教育施策の総合的な推進を

図ることができるようにするものである、とこうした主旨で大綱を区長が策定こ

ととなってございます。私どもしては、区長と教育委員会が協議、調整したうえ

で、区長が策定いたしました、施策の根本となる大きな方向性を元に、今後計画
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を策定していくという立場でございます。続きまして２の「大綱の策定に関する

法の規定」についてはご覧のとおりです。現行の飾区教育大綱については、平

成 27 年の 12 月に策定をし、期間につきましては 27 年度から 30 年度までといた

しました。内容につきましては目標から基本方針の４まで作ってございますけれ

ども、先程言いましたように教育大綱の方向性等が示されてから計画を策定する

のが、本来の法改正の主旨ではあったんですけれども、事前にこの法改正があっ

た時点でもう既に教育プラン 2014 が策定されておりましたので、そちらとかなり

内容が共有しているという状況でございます。そして今般、新たに策定するにあ

たっては、４の次期飾区教育大綱についてということで、新たに教育大綱を定

めた上で、その大綱に基づき計画を策定していきたいというふうに考えてござい

ます。そして、平成 30 年、今年の１月 24 日総合教育会議を開催いたしまして、

区長と教育委員会で協議を行ってございます。策定の次期については、平成 30年

５月を予定してございます。そして内容の方向性については、まず方針の１「学

力向上及び体力向上」を一層推進すること。方針２、飾らしい地域の繋がりの

強さを活かして「家庭・地域との協働」による教育を進めること。方針３、18 歳

まで切れ目のない教育を実現するため「幼保小中高連携教育」を推進すること。

ということで策定をしていくという方向性について区長と教育委員会で協議した

ところでございます。また５月に具体的な内容を策定した後、こちらにも報告さ

せていただきますけれども、今のところこの方針１から３、現行の計画もこうい

った内容ですし、今後も取り入れていくべき内容だと思っておりますので、これ

をベースに、計画の方を策定して行きたいというふうに考えてございます。それ

では続きまして、教育基本計画の体系案と主な事業等について説明をさせていた

だきますので、資料３と資料６を並べて見ていただくような形でお願いいたしま

す。それではまずはじめに、資料３の方をご覧下さい。A３版の資料でございます。

こちらは次期計画の体系案として事務局内で検討してきたものでございます。ま

ず一番左の「基本方針」でございますが、先程も一部意見出てございましたけれ

ども、基本方針１については「学校」、基本方針２については「家庭・地域」、基

本方針３については「教育委員会」、基本方針４については「生涯学習全般」と、

教育に携わる各主体の役割を明確にするという現行計画の考え方を継続し、変更

してございません。またその一つ右の「施策」につきましても、第２回の策定検

討委員会で新学習指導要領の改訂等、教育を巡る近年の動向を説明いたしました

けれども、そのような社会情勢の変化等を考慮しても現行計画の「施策」の内容

とは齟齬は生じず、また次期計画においても継続していくべき考えとして「施策」

についても現行計画と変更してございません。更に一つ右の「取組内容」をご覧

下さい。前回皆様からご意見をいただいた現行計画の「検証と評価」、また今後の

教育行政を巡る動向等を踏まえ、「取組内容」につきましては変更した箇所が網掛

けとなってございます。その右に現行計画の「取組内容」を参考までに記載して

ございます。それでは、「取組内容」を変更した箇所のみ、その内容を説明させて
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いただきますのでよろしくお願いいたします。それでは資料３の方をご覧下さい。

まず一番上の取組内容の①「確かな学力の向上」です。こちらについては基礎学

力の確実な定着から変更したいというふうに考えてございます。変更理由の考え

方でございます。現行計画における学力向上の取組みにより、下位層の児童・生

徒が減少しているため、取組みを一歩進め、基礎的な知識や技能を身に付けるこ

とに加えて、「学ぶ意欲」ですとか、「自ら課題を見付け、よりよく問題解決する

資質や能力」を身に付けさせるため、「確かな学力の向上」へと、取組内容を変更

したいというふうに考えてございます。資料６の方も合わせてご覧下さい。この

「確かな学力の向上」というふうに取組内容を変更するにあたって、主な事業等

ということで「授業改善推進プラン」については継続、「学力伸び伸びプラン」「チ

ャレンジ検定」「各種検定助成」については改善してまいりたいというふうに考え

てございます。次に②「体力及び運動能力の向上」でございます。現行計画では

「基礎的な体力の向上」となってございますが、こちらについても変更をしたい

というふうに考えてございます。変更理由でございますけれども、現行計画にお

ける体力向上の取組みにより、児童・生徒の体力は小学校で東京を上回り、中学

校で東京都平均に近づき、確実な成果が見られてございます。このため、取組み

を一歩進め、生涯にわたって健康を保持・増進し、豊かなスポーツライフを実現

するため「体力」「運動能力」の向上へと取組内容を変更してまいるものでござい

ます。続きまして取組内容③「学びの質の向上や深まりを求める取組みの推進」

です。こちらにつきましては現行計画の、「思考力・判断力・表現力等の育成」か

ら変更したいというふうに考えてございます。変更理由でございます。新学習指

導要領における「主体的・対話的で深い学び」を実現するためには、児童・生徒

の「思考力・判断力・表現力等」のコミュニケーション能力が不可欠です。そこ

で、これまでの「思考力・判断力・表現力等の育成」から、それらを活かした「学

びの質の向上や、深まりを求める取組みの推進」へと取組内容を変更するもので

ございます。資料６をご覧下さい。③のところでございます。「特別活動の充実」

「ICT を活用した授業の推進」「飾スタンダード」「飾教師の授業スタンダード」

については改善をし、「コミュニケーション能力の育成」を新たに付け加えたいと

いうふうに考えてございます。続きましてその下の③をご覧下さい。「自信と誇り

をもてる子どもの育成」でございます。こちらにつきましては現行計画の「自尊

感情と自己肯定感の育成」を変更するものでございます。こちらの変更理由でご

ざいますけれども、チャレンジ検定ですとか各種表彰制度により、「自分には良い

ところがある」と答える児童・生徒数は着実に増えております。このため、自尊

感情や自己肯定感の育成から取組みを一歩進め、子どもたちの努力や活躍を認め、

より積極的に児童・生徒の「自信」や「誇り」の育成へと取組内容を変更するも

のでございます。こちらにつきましては資料６をご覧下さい。「各種表彰制度」に

ついては継続、「学級経営の充実」については新規事業としてやっていきたいとい

うふうに考えてございます。続きましてその下になります、①でございます。「連
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携・協働する学校組織の充実」でございます。こちらについては新規で追加して

いきたいというふうに考えてございます。理由でございます。子どもを取り巻く

環境の変化や、複雑・困難化した課題に向き合うためには、教職員だけでなく、

教員以外の専門スタッフなどの参画や、地域との連携など、「チーム学校」として

学校の教育力・組織力を高めることが不可欠であるため、新たに取組内容として

加えるものでございます。それでは資料６をご覧下さい。こちらについては両方

とも新規でございます。「チーム学校」「OJT の充実」というような事業を新たに実

施していきたいというふうに考えてございます。続きましてその下でございます。

「互いに高め合う教員集団の育成」でございます。こちらにつきましては「学び

合う教員の育成」から変更したいというふうに考えてございます。変更理由でご

ざいますけれども、これまで教育委員会が主導となり、教員の研究・研修を実施

してきたことにより、各校が自ら研究・研修に取り組む気運が高まってございま

す。この気運を活かし、各学校が、自校内または他の学校と連携し、自主的に研

究・研修に取り組むよう、取組内容を変更するものでございます。そちらにつき

ましては資料６をご覧下さい。「教育研究指定校」については継続、「校内研究」「校

内研修の充実」「飾区小学校・中学校研究会の充実」については新たに事業とし

て実施してまいりたいというふうに考えてございます。それでは少し間が開きま

して、基本方針２の施策２の②をご覧下さい。こちらにつきましては「学校施設

を活用した放課後支援の推進」に、「児童の安全で安心な居場所づくりの充実」か

ら変更したいというふうに考えてございます。変更理由でございますけれども、

全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことがで

きる環境を各小学校に整備するため、平成 30年度に子育て支援部から教育委員会

事務局に私立学童保育クラブ業務が移管されます。その業務を担う放課後支援課

を新たに設置し、放課後子ども事業、わくわくチャレンジ広場ですけれども、と、

学童保育クラブ事業、放課後子ども総合プランの推進の３つを柱とした放課後支

援事業を教育委員会事務局が主体となって推進するため、取組内容を「学校施設

を活用した放課後支援の推進」に変更いたします。それでは資料６をご覧下さい。

こちらにつきましては「放課後子ども事業の充実」を改善。で、新たに「学童保

育クラブ事業の充実」「放課後子ども総合プランの推進」こちらについて新規事業

として実施してまいりたいというふうに考えてございます。その下、「学校を支援

する体制の整備」でございます。こちらにつきましては「学校を支援し子どもを

育てる体制の整備」から変更するものでございます。こちらにつきましては放課

後子ども事業の充実を「②学校施設を活用した放課後支援の推進」へ統合したた

め、「子どもを育てる」の文言を削除するものでございます。資料６の事業につき

ましては、「学校地域応援団の支援」「課外活動指導員」については改善、「学校支

援ボランティア」の事業について継続してまいりたいというふうに考えてござい

ます。その下「健康教育の推進」でございます。「健康教育と食育の推進」から変

更したいというふうに考えてございます。変更理由でございます。現行計画の策
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定時点において、「食育」による取組みが始まったばかりであり、重点的に取り組

んでいく必要があったことから、健康教育と食育を並列で記載いたしました。現

在では食育の取組みが広く浸透してきたため、「健康教育」へと集約するものでご

ざいます。続きましてその下の施策の１のところ、「就学前教育の推進」の廃止で

ございます。それからそれと合わせて、「連続する学びの場の実現」を「学校間連

携の推進」から変更させていただきます。こちらについての変更理由でございま

すけれども、今後は就学前教育との連続性だけではなく、学びの段階に応じて幼・

保・小・中・高の学びの連続性を意識した教育へと発展させる必要があるため、「就

学前教育の推進」と「学校間連携の推進」を統合し、「連続する学びの場の実現」

としたところでございます。そちらにつきましては「幼保小連携教育」「小中連携

教育」については継続、「寺子屋事業」については廃止と言いますか、この下にご

ざいます「中高の連携」に発展的に解消をするものでございます。続きましてそ

の下「生活指導や不登校への対応」でございます。こちらについては「いじめや

不登校への対応」から変更させていただきます。変更理由でございますけれども、

これまでいじめや不登校に限定してきていましたが、いじめ等、全ての子どもの

生活上の困り感を解消する施策が必要であるため、「生活指導等」としました。不

登校については問題行動ではない。また、喫緊の教育課題であることから、継続

して取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。こちらにつきまして

は資料６をご覧下さい。「学校支援指導員」については継続、「教育支援センター」

については改善、「不登校対策プロジェクト」については新たに新規事業として、

「教育支援センター（適応指導教室）」「スクールカウンセラーの充実」「スクール

ソーシャルワーカーの充実」については改善、「学校問題解決支援チーム」「学校

警察連絡協議会」については継続。そして新規事業といたしまして「ゲートキー

パー研修」の方を実施してまいりたいというふうに考えてございます。続きまし

て「ICT 環境の推進」でございます。こちらについては「ICT 環境の整備」から変

更するものでございます。変更理由でございます。各小・中学校において ICT 環

境が整いつつあることから、今後は、その ICT を活用した授業へと取組みを発展

させる必要があることから「ICT 環境の推進」へと取組内容を変更するものでござ

います。資料６をご覧下さい。主な事業等です。「タブレット、LAN 環境の整備」

「校務 PCの活用の促進」「ICT 実技研修」については改善、新規事業といたしまし

て「教育情報化推進計画」の策定を入れてまいりたいというふうに考えてござい

ます。続きましてその下、廃止がまず一つございます。「飾スタンダードの策定」

については廃止していきたいというふうに考えてございます。変更理由でござい

ますけれども、児童・生徒が義務教育終了までに身に付けてほしいことを「飾

スタンダード」として平成 26年度に策定しており、その成果は児童・生徒に着実

に浸透しつつあることから、今後は基本方針１（１）①の「確かな学力の向上」

に取組みを統合してまいりたいというふうに考えてございます。その下、③「学

習センターの整備」でございます。こちらにつきましては新規の取組内容でござ
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います。変更理由でございますけれども、子どもの学習環境を確保するため、新

規の項目として追加いたしました。資料６の主な事業等でございますけれども、

新規で「自学・自習スペースづくり」それから「学校図書館利用の促進」この２

つを掲げてまいりたいというふうに考えてございます。続きまして一番下のかた

まりのところになります。「学びを促進する環境の整備」でございます。こちらに

つきましては「区民のよりどころとなる生涯学習施設の充実」から変更するもの

でございます。変更理由でございますが、基本方針４施策（３）取組内容④「活

用しやすい学習情報提供のしくみづくり」と統合することによるものでございま

す。事業でございます。資料６の方をご覧下さい。新規といたしまして「博物館

郷土展示室等の改修」。「博物館プラネタリウム等のリニューアル」については廃

止。「身近な公共施設の利用促進」について継続、「活用しやすい学習情報の提供」

については新規で実施してまいりたいというふうに考えてございます。続きまし

て②でございます。「利便性・安全性の向上を図るスポーツ施設の整備」でござい

ます。こちらにつきましては「安全で快適なスポーツ施設の整備」から変更して

まいりたいというふうに考えてございます。変更理由でございます。フィットネ

スパークの整備等が終了し、今後は既存施設の改修整備をはじめとしてスポーツ

施設の更なる利便性の向上を目指していくためでございます。そちらにつきまし

ては「フィットネスパークの整備」「小菅西公園の拡張整備」については廃止。「ウ

ォーキング・ランニングコース整備」「スポーツ施設の計画的な改修」については

改善という内容でやらせていただきたいというふうに考えてございます。続きま

して④について「活用しやすい学習情報提供のしくみづくり」については廃止し

ていきたいというふうに考えてございます。変更理由でございますけれども、先

程もご説明させていただきましたけれども、新たなシステム構築を視野に入れて

いたものの、既存の区 HPでの対応が可能であるため、④の取組内容としてではな

く、①の取組内容の主な事業及び取組みとして整理するものでございます。私か

らの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。ただいま飾区の教育大綱と、教育総合会議、そして

今検討しております基本計画について説明をいただきました。その後、基本方針

についてお話をいただきました。最初にこの全体の図、総合教育、いわゆる教育

大綱と絡めてのご質問等はございますでしょうか。はい、お願いいたします。 

委 員：新体系の主な事業ということで、資料６の２番目の家庭・地域・学校の協力とい

うことで、（２）地域の力による子どもの育ち支援ということの、②学校施設を活

用した放課後支援の推進というところで、ちょっとお話をお聞きしたいのですが、

私は前にもこの会議に何回か申し上げたんですけれども、全ての子どもに確かな

学力をつけていくためには、学校教育だけではなくて、今後は地域の教育力をど

んどん活用していくことが大事なのではないかということで、わくチャレとか学

童クラブの力は大変大きなものがあるということを何回か申し上げたことがある

んですけれども、今わくチャレでも学習教室を設けているところが何校かあると
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聞いておりますし、学童保育クラブでも子どもたちが宿題をやる時間ということ

で、学童クラブの職員の力というのもかなり大きなものがあると見ています。そ

ういった意味で、今度新規で「学童保育クラブ事業の充実」、更に新規で「放課後

子ども総合プランの推進」ということで、今お話を聞いていると所轄が変わり、

充実が図られるというようなお話を聞いたので、大変嬉しく思っております。ぜ

ひそういったもので、学童保育クラブも徐々に変えていく、放課後の子どもたち

の活動をもっと充実させていくということであれば、その場でわくチャレの学習

活動を全校に広げるとか、学童での学習指導も何か役所の方で応援してあげると

か、そういったことで子どもたちの学習を放課後もう少し充実させていく方法を

考えていただけたらいいのではないかなというふうな印象を持っております。ぜ

ひよろしくお願いします。 

委員長：ありがとうございました。申し訳ないです。私、進行の方が言葉足らずで失礼し

たんですけれども。まず最初に基本計画１、２、３、４というとおりやっていき

たいと思いまして、今、いただいたところは基本計画２のところです。このご意

見を受けて、担当課の方から説明していただきたいと思います。申し訳ございま

せん。それではまず基本方針の１についてでございますが、ご意見等をお伺いし

たいと思います。いかがでしょうか。はい、お願いいたします。 

委 員：資料６の方に、廃止になったトップアスリート派遣事業というのがあって、派遣

事業自体はとても素晴らしかったと思うんですけれども、全面的になくなったの

か確認したいです。あとコミュニケーション能力の育成ということは、どういう

話で進めていらっしゃるのか、そこの部分を少しお聞きかせいただけたらと思い

ます。 

委員長：ありがとうございました。指導室長お願いいたします。 

指導室長：はい、指導室長です。２点ご質問いただきました。まず「トップアスリート派

遣事業」でございますけれども、こちらの方はオリパラ教育、2020 年に行われる

わけですけれども、それまでに様々なアスリートの方をお呼びして、本物を観る、

というようなことを主眼としてやってまいりました。今度は子どもたちが自分た

ちで体験、経験できる事業の方をということで、そちらの方に重きを置きたいと

いう考えでございます。あともう１点、コミュニケーション能力の育成。こちら

の方、まだ中身については実は検討中でございます。やはり次期学習指導要領等

を見越して、言語活動の充実とかも、今までも図ってまいりましたけれども、や

はり子ども同士がきちんとお互いを知る。それからお互いに意見を交わし合う、

こういう部分というのはこれからの子どもたちの学力向上のためには決して欠か

せないものであるということ。ですので、よりそれを重視するためにどのような

手立てでその能力を育成すべきか、それについて検討し、充実させていきたいと

考え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。よろしいですか。それでは、お願いいたします。 

委 員：大変中身は賛成いたしますので、素晴らしいなと思っておりますが、ちょっと細
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かいことを言って大変申し訳ないんですけれども、この施策と取組内容のところ

の書き方の問題なんですが、取組内容というのは具体的に取り組んでいくことが

書かれるわけですよね。ところが「確かな学力の向上」とか「体力及び運動能力

の向上」というのはやっぱり目標じゃないかと思います。「確かな学力の向上」の

ために、じゃあ何をするのかっていうことだと思う。「確かな学力の向上のための

事業の充実」とか。そういう文言が入るのではないかと思います。やはりこうい

う運動能力の向上のための、なんとかの充実というようになるかと。そうしませ

んと、ちょっと全体の施策と取組内容の整合性が合わないということ。それから

もう一つは③の「学びの質の向上や深まりを求める取組みの推進」というのは、

新しい学習指導要領含めても大変大事なことなんですけれども、これは何のため

にやるのかというと、実は学力の向上のためにやるのではないかというふうに思

います。そうしますと①と③というのは、あるいは例えば体育の授業も同じ、た

だ走れ、とかただ跳べ、というのではなくて、しっかり自分で考えさせながら工

夫しながら跳び箱の飛び方を考えるとか、そういうことが学びの質の向上や深ま

りになる。場合によっては②の体力及び運動能力の向上も関わってくる。現行の

計画は、おそらく基礎学力の確実な定着と思考、判断、表現力の育成というのは

基礎と応用みたいな部分の学力と分けていて、体力の向上という３本の柱が、

飾区の考え方としては３本柱だったと思います。ただこの基礎的な学力と思考、

判断、表現力の考え方について、新しい提案の①②③は、③は実は①②を達成す

るための目標なんじゃないかと思う。ちょっとここら辺の重複感がある。やっぱ

り取組内容は何かを充実させたり推進させたりすることであって、目標ではない

のではないかなという気がします。今１についてやっているんですけれど、ちょ

っと同じことで２があるんですけれども、２の例えば（１）①なんかは幼児期に

おける家庭教育の充実っていうのは、目標なわけですよね。その場合、先程ちょ

っと私が質問したことが、ここに関係するんですけれども、家庭教育の充実は家

庭がすることであるから、そうすると行政としてはやっぱり家庭教育の充実のた

めの支援とか、そういう形になるんではないかと思います。で、ここのところが

何か、私はちょっと細かい文言を言ってうるさいみたいに聞こえるかも知れませ

んけれども、この教育基本計画の基本的な考え方なわけですから。それがすごく

大事なことじゃないかと思います。つまり家庭教育はやっぱり行政が支援をして

いるということ。充実そのものはやっぱり家庭でちゃんとしっかりしてもらわな

いと。で、社会教育に関しては行政が担う部分と、それから区民が担う部分がま

あ半々なのか、ある程度割合が入ってくると思います。学校教育については行政

が 100％、あるいは学校、行政が 100％責任を持ってやっていくことなので、そこ

ら辺の文言は非常に大切にしないといけないんじゃないかなというふうに思って

います。以上です。 

委員長：はい、ありがとうございました。基本方針１につきましては、ご意見いただいて

からご回答いただきたいと思いますが。他にはいかがでしょうか。それでは、お
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願いいたします。 

委 員：私の方は（１）②の体力及び運動能力の向上という細かいところになっていくん

ですけれども、「体力伸び伸びプラン」、それから「かつしかっ子チャレンジ」、そ

して新規の「体力向上プロジェクト」。これ、どれもオーバーラップしてそうなの

で、これだけ細かく書く必要があるのかどうかというのが１点ございます。それ

からもう１つ新規で素晴らしいなと思うのは「外遊びの奨励」とあるんですけど、

外遊びは、家庭教育の中に入ってくる。外遊びは非常にさせたいんだけども、場

所はどこにあるのか。あるいは誰が責任をとるのかとか、そういうところを考え

たときに、どこまで含むのかというのもかなり重要になると思うんですけれど、

その辺いかがなものでしょうか。 

委員長：ありがとうございました。基本方針１について他にございますでしょうか。よろ

しいですか。それでは今出たご意見につきまして、事務局の方でお願いいたしま

す。 

指導室長：指導室長です。それでは「体力伸び伸びプラン」、「かつしかっ子チャレンジ」、

こちらの方の事業につきましては今現在、本区で既に行っている事業でございま

す。簡単に申し上げますと「体力伸び伸びプラン」、「学力伸び伸びプラン」と二

つあるんですけれども、体力向上関係で区として学校独自に子どもの体力向上の

ためにどのような取組みをするか、各校が子どもの実態に合わせて体力向上のた

めに予算要望し、使っているというような事業でございます。また「かつしかっ

子チャレンジ（体力）」というのも、これは俗にいう体力調査、子どもたちが都の

体力・運動能力等の調査が毎年１回ございますけれども、それに向けて子どもた

ちが具体的に、実際に行っている事業でございます。３点目の「体力向上プロジ

ェクト」につきましては、こちらの方新規ということで今既に２つの事業を行っ

ているわけなんですけれども、更に発展的に何かできないかというようなところ

で、まだ内容は確定しているものではございません。ご指摘のとおり、ちょっと

その部分がぱっと見で、見た限りでは重複するのではないかということでござい

ましたが、我々の方でもちょっと内容をきちんと考えた上で、ネーミングについ

ては改めて検討させていただきたいと考えてございます。それからもう１点、「外

遊びの奨励」のことでございますけれども、この基本方針、ここは（１）に書い

てあることでございまして、先程申し上げましたとおり、主に学校が取り組んで

もらう事業ということで、教育委員会は当然バックアップすることでございます

けれども、学校が取り組む内容としての外遊びの奨励となりますと、できる限り

休み時間等を使って、校庭で何かをするというようなことでの部分ということで。

すみません、そのような考えでこちらの方に記載させていただきました。以上で

ございます。 

委員長：ありがとうございました。事務局の方で何かございますか。それではお願いしま

す。 

庶務課長：今いただいた、取組内容の表現が目標になっているんじゃないかというところ
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については、もう一度精査させていただいて、検討させていただきます。 

委員長：ありがとうございました。では方針１につきましては、またご意見を踏まえてい

ただければ思います。それでは基本方針２につきまして、進めていきたいと思い

ますが。このことにつきましても、最初にご意見等いただきまして、まとめてお

答えさせていただくという形を取らせていただきたいと思いますが。先程ご意見

が出たことがございますが、他にいかがでしょうか。お願いいたします。 

副委員長：ありがとうございます。こちらの基本方針２のところでの言及だったと思いま

すけれども、先程のご説明の中で放課後支援課というのが新設されるという言及

がありましたので、そちらについてもう少しご説明いただければというふうに思

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。それではまたありましたら、

後ほどお手を挙げていただければと思いますが。今のご意見につきまして事務局

の方、お願いいたします。 

地域教育課長：地域教育課長でございます。まず放課後の学習支援ということでございま

すけれども、基本的には子どもたちの学習というものについては、まずは学校教

育の中で完結されるものだと認識をしています。学校の先生がきちんと授業中に

必要な学力向上のための授業をきちんとやると。その前提の下に、放課後、例え

ばわくわくチャレンジ広場においても、かつて塾で講師をされていた方、あるい

は教員免許をお持ちの方が、ボランティアで子どもたちの宿題などを見ているわ

けですけれども、こちらはあくまでも放課後の子どもというのは、子どもたちの

自由、どう活動するかは子どもたちの主体的な判断によって行われるものでござ

います。日中は授業カリキュラムの中で子どもたちは勉強したり、体力向上に取

り組んでいるわけです。放課後はあくまでも子どもたちの主体的な判断によって、

何をして遊ぶのか、判断をしているわけです。そうした中で子どもたちが勉強し

て帰ろうかな、宿題を片付けて帰ろうかなと自らで選択をしたときに、わくわく

チャレンジ広場の中でボランティアのお力添えをいただいて、メニューとして「寺

子屋」などというタイトルで、教室で宿題を見ていただいている学校もあります

けれども、あくまでも子どもたちの主体的な判断で勉強したいといったときに用

意をされているものという認識でございますので、それはご理解いただければと

思っています。それから学童保育クラブでの宿題のお話がありましたけれども、

確かに学童保育クラブの放課後の活動を覗いてみますと、まず子どもたちがラン

ドセル背負ったまま学童保育クラブに来ます。そして、保育士の先生方はまず、

じゃあ宿題を皆でやってから、３時半から外遊びの時間ですよといったことをや

っています。つまり、保護者に代わってきちっと放課後のスケジュール管理をし

ているというのが学童保育クラブの役割の一つです。従いまして、宿題を子ども

たちにやらせているような状況はあるのですが、勉強を教えているわけではなく

て、保護者の代わりに保育いるということですので、あくまでもそこで授業を充

実させるということではないというものをご理解いただきたいと存じます。それ
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から、放課後支援課が、どんな事業を所掌するのかということでございますけれ

ども、まず１つはわくチャレと学童保育クラブの児童を、一緒に過ごす時間を設

けて、これは厚生労働省令で出ているのですけども、学童保育クラブの子どもた

ちも今後は地域の子どもたちと過ごす時間を設けることが望ましいという、育成

の支援方針として掲げています。こうした厚生労働省の省令などに基づいて本区

におきましても、学童保育クラブの中で隔離するようなことではなくて、同じ学

校の敷地の中に学童保育クラブがある場合においては、わくチャレの子どもと校

庭で遊ばせるような取組みを進めているわけです。これを放課後子ども総合プラ

ンという施策名で呼んでいますけれども、こちらをまず所掌いたします。もう１

点は、学童保育クラブにつきまして、従来は小学校から離れたところに公立学童

保育クラブがたくさんあった。ただそれですと学校の授業が終わって学童保育ク

ラブに移動する際に、かなり危険があります。道路をずっと歩いて行きます。そ

の危険を回避するために、極力学校の中に学童保育クラブを移設していくという

取組みをずっと続けております。49 ある小学校の内、今 30校が校内に学童保育ク

ラブの設置が完了しておりますけれども、運営事業者に校内学童の運営はお任せ

しています。こうしたところの運営の調整ですとか、学校敷地内への学童保育ク

ラブの建物の設置、こうした業務を所掌するという組織となります。以上でござ

います。 

委員長：ありがとうございました。よろしいですか。はい、他に基本方針２をやっており

ますが、いかがでしょうか。よろしいですか。それでは基本方針３の方に入りた

いと思います。いかがでしょうか。はい、お願いいたします。 

委 員：内容は妥当かなと思って拝見していましたけれども、（３）の毎日行きたくなる魅

力ある学校づくりのところに、ICT 環境の整備というのがあるのがちょっと違和感

があるのですけれども。ICT は子どもたちが学校に行きたくなるようにするために

整備するのか、もちろんそういう部分もあるかも知れませんけれども、私は項目

的には ICT 環境の整備は「確かな学力の育成」とか、要するに授業を充実させる

とともに、学力をつけるための手段なんではないかなと思うんですけれども。ど

うもこっちにあると何か、子どもたちに映画会でもやるのかなというような感じ

を持ってしまいますけれども、いかがでしょうかということです。それからもし

これ「毎日行きたくなる魅力ある学校づくり」のところにあるんだったら、授業

以外に子どもたちがタブレットを自由に使えるとか、LAN があってスマホを自由に

使えるとかいうんだったら別ですけれども、おそらく生活指導的にスマホを持っ

てくるのは禁止と、そういう形になるのであれば、魅力ある学校づくりとはまた

違うのじゃないかな、なんていうふうに思って、見ていました。以上です。 

委員長：ありがとうございました。基本方針３につきまして他にいかがでしょうか。 

委 員：いや、素晴らしいなと思って。すごく考えられてるなと思っています。 

委員長：ありがとうございました。では、お願いいたします。 

副委員長：すみません、また制度の話で申し訳ないんですけれど、ここのところで（３）
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③に学習センターという言葉が出て来ておりましたけれど、お話を伺っている中

で「学校の中」に、というようなふうに聞こえましたけれど、実際これどういう

ことなのか教えていただければなというふうに思います。 

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

委 員：（３）の①改善、校庭の芝生化についてでございますけれど、私もこの校庭芝生化

に関しては大変賛成の考えをとっているものですが、ある会で、校庭の芝生化に

ついて、大変その後のメンテナンスのご苦労もあるようでございまして、ある会

で伺った時に、その校庭の芝生化についての事後アンケートを地域だとか学校で

取る、そういうことをされたことがありますでしょうかと質問をされた時に、あ

りませんというお答えをいただいた記憶があるんですが、そこの辺りの改善点に

それが含まれているのかも知れませんが、教え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。お願いいたします。 

委 員：（２）の国際化・グローバル化への対応のところの、一番下の３点なんですけども、

「にほんごステップアップ教室」「日本語学級」「日本語指導コーディネーター」

っていうのがあるんですけど、こちらの対象者とか、場所とか、時間帯とか、費

用が発生するのか、その辺のところを具体的に教えていただきたいと思います。 

委員長：はい、ありがとうございます。この基本方針３は、以前説明ありました教育委員

会が中心になっているわけでございますが、それぞれご要望等ある方は出してい

ただければと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。それでは今、４人

の方からご質問等いただいておりますので、お答えいただければと思います。 

指導室長：指導室長です。それではご指摘いただきました２点につきまして指導室長の方

からお答えさせていただきます。まず「ICT 環境の推進」についての、ここの位置

付けです。これにつきましては、ちょっと再度検討させていただきたいと思いま

す。委員ご指摘のとおり、やはり充実させていくのは子どもの学力をきちんと向

上させることというのが、主な目的でございます。これが本当に適切かどうか、

再度検討させていただきたいと思います。２点目、（３）③の学習センター、今こ

ちらで考えているのは、各学校における学校図書館の充実、更には子どもたちの

自学・自習の場というようなことも含めて、俗に言われている学校図書館をメデ

ィアセンター的に使えないかとか、そういうような広い意味を持たせているとこ

ろで、今、実は校内にそれぞれそういう適した場というのが設置できないか、そ

このところで学習センターというような言葉を今現在は使わせていただいている

ところでございます。以上でございます。 

学校施設課長：学校施設課長です。校庭の芝生化というお話なんですけれども、まず天然

芝の場合には、確かにメンテナンスに苦労があるというようなことは聞き及んで

おりまして、そういったところにつきましては私どもの方としても色々なところ

からご意見を伺って、お伝えをさせていただいているという状況になります。こ

ちらの計画の方に今回改善で載せさせていただいていますのは、校庭の人工芝生

化ということで、今年度人工芝生化した学校がございますので、こちらについて
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は飾区内で初めて人工芝生化をした堀切小学校と堀切中学校がございます。こ

ちらの方の使い勝手等について、来年度、ご意見伺うためにアンケート調査をし

て、それを踏まえて、また今後の方針を考えて行きたい、というふうに考えてい

るところでございます。 

学校教育支援担当課長：学校教育支援担当課長です。ご質問がございました「にほんごス

テップアップ教室」と「日本語学級」「日本語指導コーディネーター」につきまし

てご説明いたします。にほんごステップアップ教室につきましては、総合教育セ

ンター、鎌倉の方にございます旧明石小学校を利用した施設なのですけれども、

そちらの方に設置をしてまいります。対象者といたしましては区立の小・中学校

に通うお子さんの中で、まだ来日間もないような外国のお子様を対象に、生活に

必要な日本語を学んでいただく施設として考えてございます。日本語学級につき

ましては、小学校２校、松上小学校と中之台小学校、中学校１校で新小岩中学校

に整備していく予定をしております。現在認可も東京都に申請中でございまして、

こちらの方の対象もやはり区立の小・中学校に通うお子様で、日本語学級は、授

業に参加するための日本語を学んでいただくお子さんを対象としております。費

用につきましては基本的に、指導員の配置は区と都で行いますけども、教材にか

かるようなテキスト代については徴収をしていく考えでございます。あと、日本

語指導コーディネーターにつきましては、こちらの方のステップアップとか、日

本語学級の方に通っていくと日本語が理解できますので、各学校の方で、その子

に応じたような支援が必要なところが発生してきたときに対応していただくよう

な形で、各学校の教員の方にコーディネーターという役割を担っていただき、年

３回ほど研修を行いながら専門性の向上を図っていきたいと考えております。以

上になります。 

委員長：ありがとうございました。ご質問等いただいている方よろしいでしょうか。お願

いいたします。 

委 員：私が質問したわけじゃないんですが、先程もちょっとお答えを聞いていて、前回

私、校庭の芝生化っていうのはやめて、人工芝生化にするんですかってお聞きし

たら、いやそうじゃなくて芝生化と人工芝生化両方だという話をちょっと伺って

いたんですけれども。もしそうであれば、ここには校庭の芝生化及び人工芝生化

って両方書いておかないと、教育施策の目玉は人工芝生化だけになると、先に先

行して芝生化した学校はまた直すのかっていう話になりますよね。 

学校施設課長：学校施設課長です。今ご意見を伺いましたので、それを踏まえて文言の方

は精査させていただきます。 

委員長：ありがとうございました。それではちょっと時間も迫っているものですから、基

本方針の４の方に移らせていただきたいと思います。では基本方針４につきまし

て、ご質問等ご意見等ございますでしょうか。折角ですから、まだ今日お声をい

ただいていない方はぜひ、出していただければと思います。それか、これが完璧

ということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは基
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本方針１から４まで全体を通して何かございましたらお伺いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは以上で本日予定し

た案件はこれで終了いたしますが、それ以外で何かございますでしょうか。はい、

お願いいたします。 

委 員：教育大綱のところで、ちょっと気になるのが、学力と体力の向上ということで、

一般的に言われる知育、徳育、そして体育。この徳育のところが外れてるという

か、抜けているのがちょっと気になります。先程もあったんですけど、子どもた

ちに対しての徳育といいますか、いわゆるマナーをどこでどう学ばせるかという

のが、この中に入ってきていないんですよね。たまたま私の知り合いのところが

今、マナーキッズプロジェクトというのをやっていまして、スポーツをする時に

は必ずきちっと並んで、挨拶をして、握手をして、掃除をして云々ということを

徹底させるという NPO 法人がございます。特にこちらになってきますと、いわゆ

る２の「子どもの健全育成に向けて、家庭・地域・学校が協働して」という、こ

このところに多分、そういうものを入れておかないとちょっとまずいんではない

かなというのが１点ございます。あと国際化と言われながら、特に４番目に多言

語をどうするかというのが全く入っていないんですよね。情報をどのようにして

取り入れられるのかという、一番最初のゲートのところへ入って来れないような

形に、まだなっているような気がするというのが私の感想でございます。以上で

す。 

委員長：はい、ありがとうございました。今全体を通して大綱のことについてご意見があ

りました。これについては、いかがですか。お願いいたします。 

庶務課長：教育大綱については、ちょっと先程説明不足だったかと思うんですけれども、

全ての項目を網羅するというよりも、先程言ったように大きな方向性について定

めるものですので、全ての細かいところまで網羅することはちょっとできないと

は思っています。ただ今ご指摘がありましたので、そのご指摘についてはちょっ

と政策経営部と協議しながら、この３項目の中に、どんな形で書けるか等につい

てはちょっと検討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。 

委員長：はい、ありがとうございました。どうぞお願いいたします。 

副委員長：時間がないところ恐縮なんですけれど、基本計画の体系というのが出てきたと

ころで、この１、２、３、４の方針が見えてきて、改めて考えるところですけれ

ど、生涯学習のサイドから見ても、学校、家庭のところから見ても、なかなか見

えてこないのが、放課後というよりも、学齢期を終わった後の放課後と言いまし

ょうか。社会に出て行った大人たちのところでして、20 代から 60 代にかけての人

たちというのが、なかなか対象化されないというのは、難しいところだなという

ふうに改めて感じたところでもあります。その方が働いて、稼いで、世の中をこ

う、中心的にいるところで回って。そういう方のところがどうしても教育という

言葉との馴染みがこれまでの伝統的な言葉遣いなので、薄いところだと思います。
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急に今そんなことを言い出しても、と言う部分はありますけれど、これまで取り

組まれてきてることもあると思いますし、一生懸命生きていらっしゃる人たちが

励まされるような部分がどこかに見えるようになっていくといいなというふうに

思いました。 

委員長：ありがとうございました。今副委員長から大きな課題として掲げられたわけです

が、これにつきましても事務局の方で勉強いただければと思っています。それで

は本日予定した案件は全て、これで終わらせていただきたいと思います。ご協力

ありがとうございました。最後に事務局の方からお願いいたします。 

庶務課長：それでは、その他として、平成 30 年度のスケジュールについて説明をさせてい

ただきます。資料４をご覧下さい。まず４月 27 日に第５回を開催いたしまして、

今日の意見を踏まえた上で骨子案について提案したいというふうに考えてござい

ます。その後６回目を５月 25日、７月６日に第７回、第８回を８月３日というこ

とで、この３回をかけて素案について検討していただきたいというふうに考えて

ございます。この後にパブリックコメント、文教委員会の報告等を踏まえ、最終

的には 11 月９日に教育振興基本計画の案について検討してまいりたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

委員長：はい、ありがとうございました。ただいまの課長の説明についてはご質問等ござ

いますでしょうか。ありませんね。はい。それではありがとうございました。で

はこれをもちまして、第４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。ご協力ありがとうございました。 

以上 


