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第７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７月６日（金） 

午後２時 30 分～午後４時 19分 

場所：男女平等推進センター 多目的ホール 

委員長：これより第７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、録音を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。それでは初めに傍聴希望者の方にお入り

いただきたいと思いますが、傍聴希望の方は何人来ていらっしゃるでしょうか。 

教育総務課長：はい、本日事前に３人の方の傍聴のお申し込みがありました。ただいま２

名の方が傍聴を希望しています。 

委員長：分かりました。それでは、傍聴の方にお入りいただいて下さい。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：それでは連絡事項でございます。まず、本日の委員の出欠状況でございま

す。本日ご欠席のご連絡をいただいておりますのが、自治町会連合会代表本宮委

員、体育協会代表の腰塚委員、それから幼稚園 PTA 連合会代表の山田委員でござ

います。続きまして資料の確認をさせていただきます。まず資料１といたしまし

て「変更箇所一覧」。続きまして資料２といたしまして「飾区教育振興基本計画

（骨子案）」こちらにつきましては、資料を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」、「席次表」、資料３といたしまして「

飾区教育大綱」、資料４といたしまして「いじめ防止対策プロジェクト概要図」、

その他「第６回飾区教育振興基本計画策定検討委員会の会議録」、「第８回飾

区教育振興基本計画策定検討委員会の開催通知」、以上を置かせていただいており

ます。過不足等ございましたら事務局の方にお申しつけ下さい。 

委 員：議事録が、偶数ページがないのですが。 

教育総務課長：大変失礼いたしました。差し替えをさせていただきたいと思います。申し

訳ございませんでした。こちらの会議録は後ほどお配りさせていただきますけれ

ども、修正等ありましたら次回の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。それからまた、前回お配りいたしました第５回の会議録ですけれど

も、修正等ございましたら本日の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

ジに掲載させていただく予定でございます。私の方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。それでは早速議題に入りたいと思います。はじめに議

題１、飾区教育振興基本計画（骨子案）についてでございます。前回ご検討い

ただいたわけでございますが、前回からの変更点を中心にして説明をお願いした
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いと思います。ではお願いいたします。 

教育総務課長：はい、それでは私の方から前回の骨子案からの変更点を中心に、ご説明を

させていただきたいと思います。資料１の変更箇所一覧、それから資料２の骨子

案の方を合わせてご覧いただければと思います。まず資料１の方、全体に関する

ことでございます。委員さんの方から『 』につきましては、特別な意味を付与

しているような印象を与えてしまう可能性があるということで、今回の骨子案か

ら全て削除をしてございます。こちらについては、前回の現行計画の方では、用

語解説ということでのカッコでございましたけれども、今後用語解説として取り

上げる項目につきましては、※をしまして、巻末に用語解説ということで掲載し

たいと考えております。それからまた、同一の用語であっても、例えばひらがな

で「しくみ」と記載している場合と、漢字で「仕組み」と記載している場合が混

在していたということを、こちらの方で確認しまして、そのような不統一の用語

が他にもございましたので、統一させていただきました。次に第１章「計画の策

定について」の３ページ、計画の位置付けでございますけれども、こちらの２つ

目の○の１行目ですね。「国や東京都の教育振興基本計画を参酌して」という言葉

遣いでございますけれども、こちらの「参酌」という文言が非常に一般的には分

かりづらいというご指摘をいただきましたので、前回お話したとおり「参考」と

いうことで修正をさせていただいております。また同じページの下の「計画の位

置付けイメージ図」でございますけれども、こちら国や東京都の計画等を追加い

たしました。更に飾区教育委員会の教育目標を、飾区教育大綱と並ぶ本区の

教育が目指すものといたしまして、こちらに明記させていただいたものでござい

ます。続きまして第２章「飾の教育を取り巻く現状」の９ページでございます。

こちら国におきまして第３期教育振興基本計画が策定されましたので、こちらの

方、これまで答申というような文言がついていたかと思いますけれども、こちら

の文言を修正させていただきました。また、10 ページの新学習指導要領について

でございます。こちらも２段落目、４行目になりますが、「また」以降にプログラ

ミング教育についての記述を加えさせていただいたところでございます。同じく

第２章 12ページから記載がございます「かつしか教育プラン 2014」の検証と評価

でございますけれども、関連する数値についてのデータが記載されていない状況

でしたけれども、文章のみでなく、関連する表やグラフの方を追加させていただ

いております。また中の文章につきましても、前回の骨子案でお示ししたもの、

こちら昨年度の策定委員会でお示しした検証と評価の文章をそのまま記載してい

たところなんですけれども、最新の実績値等、こちらを踏まえた上で一部文言の

見直しを行っているところでございます。続きまして同じく第２章 51 ページから

52 ページにかけての記載でございます。「飾の教育における課題」でございます

が、こちら前回の骨子案では課題とされている内容がございましたけれども、こ
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ちらの内容を更に明確にまとめさせていただきまして、具体的にどこが課題であ

るということを、更に詳しく書いたような形での修正をさせていただいておりま

す。とりわけ基本方針３の施策（２）になりますけれども、私どもも先日区立中

学でのいじめの問題につきまして、区の見解が示されたことも受けまして、いじ

めに関する記述の見直しをしてございます。詳しくは後ほど学校教育支援担当課

長の方よりご説明をさせていただきたいと思います。続きまして第３章の記載に

なります。教育大綱でございますが、現在の骨子案ではまだブランクということ

になっておりますけれども、こちらは既に決定したものを別途、資料３として配

らせていただいておりまして、こちらについては変更点をお話させていただいた

後に、改めてご説明させていただきたいと思います。次に第４章「基本方針、施

策及び取組内容」の 60 ページから 61 ページにかけてでございます。計画の体系

が記載されておりますけれども、このうち 61ページの取組内容の部分を一部修正

しております。まず基本方針２の（１）②地域と学校が家庭教育を支援する取組

みの推進でございます。前回の骨子案でお示しした案では、地域ぐるみで家庭教

育を支援する取組みの推進となってございましたけれども、こちら今回、家庭と

学校との協働という観点を含めるべきではないかというご意見を頂戴いたしまし

て、そちらを包含した形での表現に修正しているところでございます。続きまし

て基本方針３（２）②いじめや不登校などへの対応ということでございますけど

も、こちら前回お示しした骨子案では、生活指導や不登校への対応としておりま

したけれども、生活指導への対応という文言は適当ではないのではないかという

ご指摘をいただいたかと存じます。それからまた、先程ご説明した、いじめへの

対応をよりきめ細かく行っていくという必要性から、取組内容を「いじめや不登

校などへの対応」ということで修正させていただいております。続きまして基本

方針３（２）③国際化への対応でございます。こちらにつきましては、前回の骨

子案では国際化、グローバル化への対応となっておりました。国際化とグローバ

ル化は同じことではありませんかというようなご指摘だったかと思いますけれど

も、そちらのご指摘を踏まえまして、本区といたしましては例えば外国籍の児童

が国内で教育を受けるに当たり、必要となる日本語等への支援として「国際化」

というような使い方。それからグローバル化につきましては、児童・生徒が世界

で活躍できるようになるための英語の指導等として、使い分けていたところでご

ざいますけれども、ご指摘のとおり一般的に国際化とグローバル化というのは計

画上判別しづらい側面があるだろうということで、取組内容のうち「国際化」の

みを文言として残させていただきまして、グローバル化の部分につきましては、

基本方針３の（１）③理数教育の充実の部分と統合いたしまして、新学習指導要

領の中のプログラミング教育等も含めて対応できますよう、新しい時代に対応す

る教育の充実ということで整理をさせていただいております。続きまして基本方
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針３（３）③学びの機会の充実でございます。従前こちら取組内容の表記として

学習センターの整備となっておりましたけれども、こちらはどちらかというと取

組内容、考え方というよりも個別の事業のようなイメージを与えかねないという

ことで、「学びの機会の充実」という形に文言を修正させていただきました。続き

まして基本方針４（３）②魅力あるスポーツ施設の整備でございます。従前の骨

子案では利便性、安全性の高いスポーツ施設の整備としておりましたけれども、

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、より多くの区

民がスポーツに親しめるようにしていただきたい、そのためには利便性や安全性

だけではなく、自ら進んで利用したくなる、魅力あるスポーツ施設の整備が必要

であるという考え方から、記述の内容を変更しております。以上がこちらの計画

の体系の変更点でございます。次に 62 ページから 87 ページにかけて記載いたし

ます、基本方針、施策及び取組内容でございます。ただいまお話いたしました取

組内容の変更点を反映させていただいているという他、各取組内容におきまして、

具体的にどのようなことを取り組んでいくかを分かりやすくするために、主な事

業等というところにその事業等の概要を加えさせていただいたところでございま

す。一方、今回反映させられませんでしたけれども、骨子案の 76 ページの②いじ

めや不登校などへの対応でございますけれども、今後更に地域、それからまた家

庭との連携を視野に入れた対応についての記載を加えていきたいと考えておりま

す。最後に前回の会議においてご質問いただいた点についてでございます。まず

骨子案８ページの⑤14 歳以下の外国人人口ということで、外国人ではなく外国籍

という表現もあるのではないかというお話をいただいていたところでございます。

出典となっております、「飾区の世帯と人口」の方ではこちら外国人ということ

になっておりますので、こちらの計画の中では出典と合わせて「外国人」という

表現にさせていただきたいと考えております。次に東京都のオリンピック・パラ

リンピック教育の中に障害者理解という文言があると、これがどの施策に含まれ

るのかというお尋ねがございました。まずこちらにつきましては、骨子案の 75ペ

ージ、主な事業等の中で、通常学級における特別支援教育の推進にも記載のとお

り、障害を抱える児童・生徒が通常学級においても問題なく授業を受けられるよ

う、教員を対象といたしました障害者理解を促していきたいと考えております。

また 81 ページ、主な事業等の障害者スポーツ教室の中にもございますとおり、レ

クリエーションボッチャを通じて健常者と障害者が一緒にスポーツを楽しむと共

に、障害者理解を促していきますと、こういった面での捉え方をさせていただい

ているというところでございます。次に骨子案の 13 ページ「検証と評価」施策（１）

①で A 層と D 層という表現、こちらが一般的に区民に伝わらないのではないでし

ょうかというご意見をいただいたかと思います。こちらにつきましては、そのペ

ージの一番下に、注意書きで A 層と D 層の説明を、ちょっと文字が小さいですが
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加えさせていただきました。更に骨子案の 62 ページ、第４章ですけれども、基本

方針１（１）①学力向上のための取組みの充実と記載があるけれども、この中に

は学力の３要素の学習意欲も含まれるのか、それとも③の主体性・協働性を育む

教育の充実、こちらに含まれるのかというような主旨のご質問をいただいたかと

思います。私どもといたしましてはその学力の３要素の内、学習意欲につきまし

ては特に重点的に取り組んで参りたいというところで、③の取組内容として他の

２要素と別に位置付けているというところでございます。更に「主体的・対話的

で深い学び」という文言でございます。カッコがついている箇所とついてない箇

所があるというご指摘をいただきまして、こちらは全てカッコを付けさせていた

だいたところでございます。次に 75ページ①の特別支援教育の推進に関する記載

でございますけれども、特別支援教育について幼児期の子どもについては基本方

針３ではなくて、基本方針２の方に移すべきではないかというようなご意見をい

ただいたと思います。こちら本計画では基本方針ごとに主な担い手というのを分

けて考えさせていただいておりまして、基本方針３につきましては教育委員会が

主体となって取り組んでいくという形を取らせていただいておりまして、特別支

援教育につきましては地域や家庭との連携を当然踏まえた上でございますけれど

も、私ども教育委員会が主体的に取り組んでいきたいというところで、こちらの

基本方針３で整理をさせていただいたところでございます。次に「不登校が疑わ

れる」という文言が、一般的に受け入れられづらいのではないかというご意見を

いただきました。こちらにつきましては、76 ページ②の下の文章になります。３

行目のところに「不登校やその傾向のある」という形で文言を修正させていただ

いております。続きまして同じくいじめや不登校などへの対応について、前回こ

の②の説明文にございました、「学校問題解決支援チーム」、この取組みは主な事

業として記載しないのかというようなご意見を頂戴したところでございます。こ

ちらにつきましては、まず「問題解決支援チーム」という文言を実態に合わせて

「サポートチーム」ということで修正させていただくと共に、こちらの取組みは、

必要に応じて学校の支援体制を取っていく、生活指導上の必要に応じて、そうい

った支援体制がとられていくということで、ちょっと主な事業としては馴染まな

いのではないかという考え方から、説明文の中での記述にとどめさせていただい

たところでございます。続きまして、前回国際化・グローバル化の対応の中で主

な事業としてお示ししていました、英検の受検料助成でございます。受検料助成

の一環として、TOEIC、TOEFL を含めることはできないのかというご意見でござい

ましたけれども、こちらは 74ページ、基本方針３（１）③「英語教育の充実」の

内容説明の中で、「英語に関する検定の助成」ということで、英検に対象を狭める

ことのないような形での表現になっております。ただ一方で、こちら英検以外の

TOEIC 等のニーズ、導入に当たっての課題等につきましては今後検討していきたい
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と考えているところでございます。次に中村修氏の「子どもを犯罪から守るまち

づくり活動を支援する事業」の取組みを取り入れるべきはないかという意見でご

ざいますが、こちらは 69ページの主な事業等「青少年育成地区委員会支援」の項

目に反映させていただいたところでございます。続きまして基本方針４（３）③、

87 ページ関連で、より多くの若者が集まるよう利便性の高い図書館を計画的に進

めるというような文言を含めてはどうかというご意見を頂戴したところでござい

ます。これにつきましては「計画的に」という文言が直接は入っておりませんが、

ご意見を踏まえさせていただきまして、③の説明文の３行目に「利用者のより使

いやすい設備」という文章を付け加えさせていただいております。次に学校体育

施設等の開放について主な事業等に反映する必要があるのではないかというご意

見を頂戴いたしましたけれども、こちらは 86 ページになります。①の「身近な公

共施設の利用促進」の中で全体として対応していきたいと考えております。最後

に防災の考え方を、計画に取り入れることができないのかというご意見があった

かと思います。こちらは 71 ページの②安全教育の充実、こちらの中で整理をさせ

ていただきたいと考えております。大変長くなりましたが、骨子案と変更点につ

いてのご説明は以上でございます。続きまして資料３、飾区の教育大綱につい

て引き続きご説明させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。それ

では資料３をご覧ください。飾区教育大綱でございます。この飾区教育大綱

は、ちょうど今月決定されたところでございます。１枚捲っていただいて表紙の

裏面に、「はじめに」ということで青木飾区長の言葉が入っております。この中

から３段落目になります。平成 27年 12 月、「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律」こちらの成立に伴いまして、現行の飾区教育大

綱を策定したところでございますが、さらなる教育施策の推進を目指しまして、

飾区総合教育会議、こちらで区長とそれからまた教育委員会が協議・調整を行

いながら、新たな飾区教育大綱を策定したというものでございます。こちら策

定の経緯ということでございます。こちら今回の教育振興基本計画に盛り込む際

には、この「はじめに」に変えまして、説明文といたしまして大綱の策定経緯、

それから区が目指す教育の方向性、それから次ページにございます大綱の位置付

けについて、説明文としてまず記載をさせていただきたいと考えております。そ

れから本大綱の構成でございますが、ご覧になっていただきますと、区の目指す

教育の方向性、これを４つの大きな理念、柱として掲げまして、各理念にその目

指す目標と取組みの方針というのを、その下に定めてございます。一方で大綱に

つきましては方向性を示すものということでございまして、個別の事業、取組み

については定めているものではございません。捲っていただきますと、１「学力

向上・体力向上」に取り組みます、から理念が出てまいりますので、一通りご説

明させていただきたいと思います。まず大きな柱の１つ目「学力、体力向上に取
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り組みます」につきましては、四角の囲みの中で『明日の飾を担う子どもたち

が変化の激しい社会でたくましく活躍できるよう「知・徳・体」の調和のとれた

「人間力」を育成する教育を推進し、飾の発展につなげます』という目標を掲

げております。そのために（１）から（５）までの方針を掲げておりまして、例

えば（１）基礎的な学力を身に付けながら自己肯定感を育むとともに、自ら積極

的に多様な人々と協働しながら学ぶ姿勢を培うことで、夢や希望を実現するため

に必要な能力を養うこと。それから国際感覚を磨く、郷土飾を愛する心と豊か

な感性・道徳性を育んでいくこと。それから安全な学校施設の整備を推進する、

学習環境の充実を図ることで、子どもたちがいきいき学べるようにしていくとい

うこと。それから全ての子どもたちが楽しく、充実した学校生活を送ることがで

きるようなニーズへの対応を充実していくこと。更に子どもたちが日常的に運動

に取り組むことで基礎的な体力を身に付けていく、また健康・安全に生活できる

能力を高めていくということで、方針を掲げてございます。次のページの２番で

は「家庭・地域との協働」による教育を進める、ということでございまして、

飾の協働という素晴らしい活動が根付いているという良さを活かしまして、家

庭・地域・学校が力を合わせて子どもたちの成長や自立を支援していこうという

ものでございます。（１）から（３）まで子どもたちに多様な体験を積ませるとい

うことで、地域への愛着や誇りを感じながら豊かな人間性・社会性を育む。それ

から教育活動について地域の理解や協力を得ながら積極的に協働を進める。そし

て家庭・地域・学校との連携を強化していくということ。更に家庭教育を地域ぐ

るみで支援するということで、親たちが子育てに喜びや楽しみを見いだせる環境

をつくっていくということを掲げてございます。それから第３の理念といたしま

して「幼保小中高連携教育」を推進していくということでございます。こちら乳

児期から青年期に至るまでの一貫した教育支援の環境を整備していこうというも

のでございまして、幼保小中高の連携を考慮した教育活動を推進するということ。

それから乳児期から青年期まで切れ目ない教育環境を作るということ。更にそれ

に関わる全ての教員が校種を超えて連携していくということが、方針として掲げ

てございます。最後のページでございます。４「生涯にわたる豊かな学びを支援

します」ということでございまして、こちら区民一人ひとりが充実した人生を主

体的に生きることができるよう、生涯にわたる豊かな学びとスポーツ活動を支援

しますということで、（１）から（５）まで生涯にわたり学び合い、助け合い、高

め合える活動を支援する。地域コミュニティを支える人づくりを推進していく。

それから一人ひとりの興味や関心に応える学習環境を構築する。それから学習や

創造活動を支援するために集い、発表できる場を充実していく。更に歴史文化や

芸術、これらに関わる施策の充実を図って、地域への愛着心や地域の魅力を高め

る。更にいつでも、どこでも、だれでも、いつまでもスポーツに親しめる環境を
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つくること、生涯にわたってスポーツを通じてきずなを深められるようにしてい

く、ということでの方針を掲げさせていただいております。飾区教育大綱の説

明は以上でございます。続きまして学校教育支援担当課長の方から、先程の「い

じめの対応」についてのご説明を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。 

学校教育支援担当課長：学校教育支援担当課長の須子と申します。それでは私の方から今

回の中学校の事件を受けまして、飾区教育委員会としていじめの対策について

充実を図っていくということで、今回この計画の中で 76 ページになりますが、「い

じめ防止対策プロジェクト」という形で事業を位置付けておりますので、こちら

の説明をさせていただきます。また机上配付しております、資料４のプロジェク

トの概要図もご覧いただければと思います。この事業ですが、いじめ防止対策推

進法と、区と学校がそれぞれ策定をしております「いじめ防止基本方針」の理解

促進を図り、教育委員会と学校が地域や家庭、関係機関と連携、協力を図りなが

ら、いじめの未然防止、早期発見、適切な対処について着実に取り組んでいくも

のでございます。それでは取組みの方向性や内容について少しご説明させていた

だきます。大きく５つに分かれていまして、まず１点目ですが「いじめ防止対策

推進法の理解促進」でございます。すべての教職員がいじめ防止対策推進法に定

めます「いじめ」の定義を正しく理解し、いじめを漏れなく認知できるようにす

ることが、いじめ防止の第１歩となります。そのため、いじめの未然防止や早期

発見のための研修を充実しまして、また定期的に実施することで教職員の資質の

向上を図ってまいります。２点目は、学校が組織としていじめ防止対策を推進す

ることです。すべての学校でいじめ防止のための対策組織を設置し、教員が個人

で判断するのではなく、学校が組織としていじめ防止対策を推進していきます。

児童・生徒を対象とした定期的なアンケートの実施により、積極的にいじめを認

知していく。また認知した事案については学校全体で共有する。そして事実確認

のための調査やその後の適切な対応を行っていくということを盛り込んでおりま

す。３点目は、仮称と記しておりますが、「飾区教育委員会いじめ問題対策委員

会の設置」でございます。これは今後の取組みとなります。重大事態が発生した

場合に、速やかに事実の調査を開始することが、いじめのその後の対応を円滑に

するということがありますので、教育委員会としまして、弁護士等専門的知識を

有する、第３者による調査組織を附属機関として設置してまいります。４点目は、

「いじめ防止の指導徹底」です。児童・生徒に、いじめを知りながら見て見ぬふ

りをせず、いじめの解決に向けて主体的に行動しようとする意識や態度を育むよ

うな指導を行ってまいります。また SNS を利用したインターネット上のいじめも

ありますので、情報モラルを身に付けるための指導を行ってまいります。５点目

は、「学校における相談体制の充実」です。児童・生徒がいじめを受けた場合にす
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ぐに相談できるよう、身近な相談先としまして、学校におけるスクールカウンセ

ラーの配置を充実するとともに、児童・生徒や保護者にスクールカウンセラーの

周知を図ってまいります。また、スクールソーシャルワーカーの派遣につきまし

ても、充実をするとともに、学校や教員、保護者への周知を強化し、活用を促進

してまいります。その他に 77ページの中ほどに記載しているのですが、自殺予防

教育の推進というのがございます。プロジェクトとは別出しにしておりますが、

いじめによって児童・生徒が自殺に及ぶということがございます。いじめが自殺

の原因の１つとなっていることから、教職員を対象としましたゲートキーパー研

修の実施や、児童・生徒が身近にいる信頼できる大人に SOS を出すことができる

ようにするための教育を推進してまいります。こちらのプロジェクトの説明は以

上でございます。 

委員長：ありがとうございました。それでは質疑の方に入らせていただきますが、まずは

じめに、第１章の「計画の策定」、第２章の「飾の教育を取り巻く現状と課題」、

そして第３章の「飾が目指すこれからの教育」について、ご議論をいただきた

いと思っております。前回委員の皆様から多くのご意見をいただいたわけでござ

いますが、それらを元に事務局の方でこのようにまとめていただいたものでござ

います。先程修正等の説明もございましたが、その点も含めてで結構でございま

すので、皆様からご意見をいただきたいと思います。第１章から第３章、また今

説明のありました「いじめ防止対策プロジェクト」の方についてもご意見いただ

ければと思っております。いかがでしょうか。前回たくさん出していただいたの

で、今回あまりないのではないかと心配していますが、いかがでしょうか。 

委 員：今説明をお聞きして、ちょっと疑問に思った点があったので。自殺予防教育の推

進のところで、非常に大切なことだなと思っております。やはり児童・生徒がそ

ういう SOS を出す時に、気が付いていただきたいなと、先生方には。そのための

教職員の方の勉強というのはすごく大事だと思うのですが、SOS の出し方に関する

教育というのは何か、言葉としては引っかかりをちょっと感じてしまうところで

す。児童・生徒が身近に信頼できる教師の方がいらっしゃったら、その SOS の出

し方に関する教育が必要なのか、どうなのかなというのが引っかかりを感じると

ころであります。 

委員長：ありがとうございました。今回新たに出されたものでございますので、この点に

つきまして、担当課長よろしくお願いいたします。 

学校教育支援担当課長：学校教育支援担当課長でございます。この SOS の出し方に関する

教育っていう表現ですが、これは、国が自殺総合対策大綱で示しているもので、

現在東京都として推進を図っているものです。都の教育委員会は、SOS の出し方に

関する教育を推進するため、学校で指導の際に活用できる DVD 教材を作成してお

り、これは飾区でも各学校に配布されております。児童・生徒に、何かあった
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時にはすぐ声を出して大人に助けを求めるようにということで取り組んでまいり

ます。この名称につきましては、東京都が推進している取組みの名称をそのまま

使わせていただいているということで、ご理解いただければ幸いです。 

委員長：はい、ありがとうございました。これに対していかがでしょうか。よろしいです

か。何でも都の言いなりなわけではないのですが、東京都の１つの自治体として、

同じで進めさせていただきたいと思っております。ありがとうございました。他

にいかがでしょうか。 

委 員：関連して 77 ページのいじめや不登校などへの対応というところで、自殺予防教育

の推進の中の３行目にある、「教職員を対象としたゲートキーパー研修を健康部と

連携して実施する」とありますが、健康部というのはどういう組織なのかなとい

うのが１つ。それから、スクールカウンセラーの充実を図る、また、スクールソ

ーシャルワーカーの派遣を充実するとありますが、どのような形で充実を図るの

かなっていうのが、見通しがあれば学校として知りたいなと思っているところで

す。 

委員長：ありがとうございました。今、２点のご質問がございましたが、これにつきまし

て担当の方、よろしくお願いいたします。 

学校教育支援担当課長：１点目のゲートキーパー研修についてですが、こちらに記載した

健康部というのは、飾区役所の組織である健康部のことを指しています。具体

的には健康部の保健予防課と連携して、教職員を対象とした研修を既に実施して

おりますが、これを今後も充実してまいりたいと考えております。２点目のスク

ールソーシャルワーカーの充実についてですが、現在総合教育センターには４人

のスクールソーシャルワーカーを設置しており、各学校に派遣をしているところ

でございます。複雑な事情を抱えた家庭や、貧困ですとか保護者の事情でお子さ

んが影響を受けてしまっているケースなど、福祉等の部署と連携を取りながら、

問題解決を図る必要がある事例が増えております。また、いじめや不登校の数と

いうのも、今後も減らしていく努力をしていかなければならないというところで、

人員の配置等も含めた検討をしていきたいと思っております。ただこれは、これ

から区の中で調整をしてまいりたいと考えております。 

委員長：ありがとうございました。よろしいでしょうか。この健康部というのは、いわゆ

る区長部局の健康部ということですね。確か教育委員会事務局と区長部局が一緒

になってこの問題を解決していくと改めさせていただきました。ありがとうござ

いました。 

委 員：補足で説明させていただきますけども、旧来、健康部というのは保健所という形

でありました。組織的にはほとんど同一ですが、こういう表記の際には健康部と

することを大原則にしています。ただ保健所がやらなければならない、法定事務

とか保健所にしか権限がないものもありますので、ほとんど同じ組織ですが、そ
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ういう場合には保健所という名称を使っている。保健所と健康部はほぼ同一の中

で、健康部と保健所という名前を使い分けてやっているというようなイメージで

捉えてもらえればいいと思います。 

委員長：ありがとうございました。よろしいでしょうか。それでは今第１章から第３章に

ついてご意見をいただいているわけでございますが、他にいかがでしょうか。 

委 員：私も 76 ページの学校組織としてのいじめ防止対策の推進ということについて、そ

の中に書かれている、この表記で大変ご努力されている様子も、これからやろう

としていることも、鮮明に分かるのでございますけれども、教えていただければ

ありがたいなと思います。その項の３行目のところ、児童・生徒を対象とした定

期的なアンケートの実施等により、という表現です。定期的にというのはどの程

度をもって定期的にと表現されているのか、ということが１つ。それからもう１

つは、このアンケートを実施するまでの、それからアンケートを取った後の対処

に対する手順等を教えていただければありがたいと思います。また、このアンケ

ートを取ることによって、様々な学級担任だとか教科担任も含めて、副校長先生

の文書報告に関わる様々な手順がそこに出てくるだろうと思いますけれど、定期

的、それから手順等について教えていただければありがたいと思います。 

委員長：ありがとうございました。では副校長先生の業務も含めまして、担当課の方はど

ちらになるでしょうか。 

学校教育支援担当課長：学校教育支援担当課長です。まずアンケートの実施ですが、年間

３回程度、定期的に実施しております。またアンケートというのが、一番いじめ

の発見の手段としては有効であるとも言われておりますので、定期的に実施する

ということが大切であると思っております。またアンケートをして分かったこと

につきましては、校内に設置している組織において、情報共有をして、対策を取

っていくというような方策をと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。よろしいでしょうか。 

委 員：副校長先生との関係はいかがでしょうか。 

委員長：副校長先生の事務業務についてはいかがでしょうか。 

指導室長：副校長先生の関わりということでございますね。そのアンケート等が出ました

ら、集計してどういう子どもがいるかということを、学校いじめ対策委員会とい

うような名称の組織を作りまして、その中で確認をします。その中に基本的には

管理職、副校長先生、校長先生が入ります。その中で検討したものを、今度は担

当の担任ですとか、生活指導担当の教員、またはスクールカウンセラーだとか、

その生徒に対応して、事実を確認したうえで、いじめが本当にあるのであれば、

指導に入るというような流れが通常でございます。 

委員長：ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

委 員：よく分かりました。 
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委員長：はい、ありがとうございました。司会の不手際でもって、もう基本方針４の方に

入ってしまっていますが、第１章から第３章をやっているところでございます。

いかがでしょうか。それでは第４章の基本方針の方に入らせていただきたいと思

います。それでは基本方針のまず第１からですね、ご意見、ご質問等いただきた

いと思いますが。基本方針１は「生きる力を育む、質の高い学校教育を推進しま

す」というものでございます。62 ページからでしょうか。その部分につきまして

ご意見等いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。学識経験者の皆さん、

何かご意見ございますでしょうか。 

委 員：すみません。この中に入れるのがいいかどうかっていうのはちょっと迷いますが、

最近スポーツ選手で運動部活動を含めて、いろいろな問題を起こしています。ア

メフトの問題とか、それからバスケットボールとか。そういうところで今一番多

分言われているのが、インテグリティ、あるいはフェアプレイの精神とかが、ど

こかに入らないかなと思います。体力はどんどん伸びるが、心が伸びていかない

とまずいのではないでしょうか。いかがでしょうか。 

委員長：ありがとうございました。事務局の方で何かこれに対してございますでしょうか。

お願いいたします。 

指導室長：指導室長でございます。運動の中でそういうフェアプレイ精神というのが当然

出てくるかと思いますけれども、１（２）のところに、人権感覚や社会性、道徳

性の育成、それから豊かな感性と創造性の育成というところで、そういう心の指

導についてはそちらの方に出しておるところでございます。あとですね、オリン

ピック・パラリンピック教育の中にも、オリンピック精神というようなところで

相手を思いやるとか、フェアプレイの精神というものを位置付けているところで

して、それも学校で学ぶことになっております。 

委 員：すみません、オリンピック・パラリンピック教育のところというのは、何ページ

でしょうか。 

指導室長：63 ページでございます。②の体力向上のための取組みの充実の中に位置付けて

ございます。 

委 員：オリンピック・パラリンピック教育自体を、どの程度本当に理解されているか、

というのが、実はいろいろ問題点だと思うのです。それですから、私の言いたい

のは、できるだけ抽象的な言葉だけで終わるのではなくて、必要に応じてもうち

ょっと具体的な言葉を入れたらいかがですか、と言っているだけです。 

委員長：ありがとうございました。いかがでしょうか。これに関連して皆さんご意見等ご

ざいますでしょうか。この基本計画というのは 10年間見通して、そしてこれを元

に変わっていくものでございまして、その視点からいかがでしょうかね。今の委

員のお考えいただいていることにつきましては、どんな風に考えていけばよろし

いでしょうか。逆に、何かご意見いただければ、ありがたいかなと思いますが。
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よろしいでしょうか。 

委 員：前提条件になってくるかもしれません。スポーツをすると人格が陶冶されるとい

うのが、多分前提条件なのですが、それが最近そのようになっていないと思いま

す。その辺も含めて、東京オリパラの後は、スポーツがもっと厳しい目で見られ

るのではないか。ですから、スポーツを教材として人格形成とか人格陶冶という

教育的に良い、ということにしようとするのであれば、やはりできるだけ明確な

表現が必要だと思います。 

委員長：ありがとうございました。いかがでしょうか、今のご意見に対しまして。骨子案

のこの段階でまとめていかなきゃいけないことですから。はっきりさせておいた

方がよろしいかな、と思います。 

指導室長：スポーツマンシップというような何か明確な表現を入れるかどうかということ

につきまして、研究させていただけたらと思っておりますので、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。この本に盛り込んだかどうかということよりも、その

主旨としてですね。研究させていただくと受け止めさせていただきます。よろし

くお願いいたします。ありがとうございました。他に、基本方針１についていか

がでしょうか。 

委 員：こんな風に入るかどうか分からないので、ちょっと印象として申し上げるだけで

すが、今ちょうど出ましたオリンピックに向けての教育ということで、各学校で

もオリパラ教育ということで進めていただいているのは、子どもたちにとっては

大変良いことだなと思うのですけれども、やはり渡部香生子選手とか、江戸川区

の池江璃花子選手のように、将来オリンピックとか、オリンピックだけではなく

て、世界に送り込むような選手を育成するということで、若い頃からそういう若

者を発掘するというような意味合いのものが、ここら辺には入らないのでしょう

か。 

委員長：ありがとうございました。今ご意見あったことに関連して、皆さん何かございま

すか。何か事務局の方でお答えできることがございますでしょうか。 

指導室長：基本方針１の生きる力を育む、質の高い学校教育を推進するというところでは、

一応学校での取組みというようなことで、分けて書いてありまして、その中で選

手を発掘するということは、この中には位置付けは考えていないところではござ

います。 

委 員：今全庁的に飾区全体でオリンピック・パラリンピックへの取組みというのを、

本部から立ち上げて取り組んでいるところでございます。当然教育委員会の中の

いろいろな事業が関わってきますので、それと今、整合性を取りながら、最終的

には区の後期実施計画ですとか、皆さんに今議論していただいている計画の中に、

整合性が合うように取り入れていきたいと思っています。まだその輪郭が見えて
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いない段階で、抽象的な言葉がいろいろと散りばめられていると思います。それ

は障害者スポーツも含めてですが、今後調整をしながら、具体的な形が出てきた

段階で、入れられるものは取り入れていこうと考えておりますので、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。よろしいでしょうか。 

委 員：はい、どうもありがとうございました。 

委員長：飾区のオリンピック選手を見たいってことですね。はい、ありがとうございま

す。 

委 員：63 ページになります。③の「主体性・協働性を育む教育の充実」の事業の中の３

つ目「授業モデルの開発」についてお伺いします。１つ目は、飾教師のスタン

ダードの関連はあるのかということが１つ。それからこれは教員の資質や能力の

向上を図るためのものじゃなくて、敢えてここのところに入っているっていうの

は、何か理由があるのですか。またイメージ的に、何かモデルとして事業の開発

をして、それを DVD で我々がいただいた時に、教員の研修とか校内研修の時にそ

れを使って授業モデルを学ぶっていうような捉え方をしてしまうが、教員の資質

能力の向上じゃなく、ここに入っている理由と、どのような意図があるのかと思

って質問させていただきました。後は従来から今も学校で取り組んでいる、飾

教師の授業スタンダードとの関連も知りたいです。 

委員長：ありがとうございました。今２点についてご質問がございましたが、担当課の方

よろしいでしょうか。 

指導室長：指導室長でございます。スタンダードについては、当然踏まえたものとなりま

すけれども、問題解決学習ということになりますと、子どもたちが自ら問題を発

見して、その問題を紐解いていくというような主体的な活動になります。そこを

もう少し発展させていくために、そのモデルとかですね、モデルの授業を DVD に

とって、広く理解して広めていくというようなことで使うものと捉えていただけ

たらと思います。 

委員長：ありがとうございました。ちょっと首傾げているようですが、他の委員からも質

問があるみたいですので、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。

では、お願いいたします。 

委 員：すみません教えて下さい。施策（２）64ページのところですが、「子どものよさを

活かす教育の推進」。その前の「確かな学力・体力」とも関連するのでしょうけれ

ども、「子どものよさを活かす」という言い方の時には、おそらくそれぞれの子ど

もの特性とか長所とかを、より伸長させるという意味が強いと思います。ただ心

の問題、それから感性の問題については触れていますが、例えば先程の体力とか

学力のところの項目を見ますと、どちらかというと基礎、基本をきちんとさせる

というような形がすごく多いようで。施策としてそれぞれの個性や適性に応じた
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ものというのは何かないのかな、ということで先程からずっと疑問に感じていた

とこです。例えば学校教育というのは、基本的に必修科目でほとんどができてい

るわけですけれども、かつては選択教科とかです。あるいは小学校におけるクラ

ブや中学校の部活とか、そういったところが個性を活かすための場としてありま

した。いわゆる教科は到達の評価で見ますので、皆ある一定水準までいきましょ

うということですが、それ以外のところで、やっぱり子どもたちの個性を伸ばし

たり、特性を伸ばしていくっていう試みがあるわけですが。どうもタイトルが「子

どものよさを活かす教育の推進」という割には、そこら辺にあんまり触れられて

いないのかなと。強いて言うなら表彰制度ぐらいなのかと思います。その辺につ

いてはいかがでしょうか。教えていただきたいと思います。 

委員長：ありがとうございました。これにつきましては。よろしいですか。お願いいたし

ます。 

指導室長：こちらのところは以前からありましたけれども、どちらかというと心の教育と

いうのをこちらの方に入れてございまして、個性の伸長という意味ではちょっと

薄めのように感じられるところがあるかも知れません。これらのことを含めて子

どもの皆さんを活かすというような表現にしているという風な認識でございます

けれども、ここのところにつきましても表現との一致については、研究をさせて

いただきたいなと思っております。以上です。 

委員長：ありがとうございました。 

委 員：研究しているなら研究していただきたいんですけれども、どうしても今学力の問

題とかいうと、苦手なお子さんを引き上げることはすごく、どこの区も力を入れ

ているのですが。やはり真ん中から上のお子さんたちが満足する学校教育という

のをしなければいけない。学校教育で実際にアンケートを取ってみると、中以上

のレベルのお子さんが非常に退屈している、あるいは自分の力を発揮できている

と思っていないというような統計もございます。ですから、それぞれの段階のお

子さんたちが、自分の力をそれぞれ１割２割ずつ伸ばせるような学校教育という、

そういったものもやはり必要かと思っています。この方針が個別のいろいろな施

策に出ていくわけですね。ですから、まず方針を１つ掲げていただくことが大事

なのではないかと思っております。 

委員長：ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、お願い

いたします。 

委 員：84 ページの「区内文化財の保存と活用」のところで、各地区の文化財保護推進委

員との協働による「文化財めぐり」の実施や情報誌「かつしかの文化財」の発行

などを通してってここに書かれていますが、ここに書いてあるのであればもっと

予算をかけて、発行部数を増やすような方向で検討した方がよろしいのではない

でしょうか。 
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委員長：ありがとうございました。すみません、その内容は基本方針４に入ってきますの

で、その時にまた今のご質問について担当課の方からお答えしていただくという

ことでよろしくお願いいたします。それでは基本方針１につきましてはそれぞれ

ご意見出たかと思いますので、先に進めさせていただきたいと思います。それで

は次に基本方針２につきましてご意見等いただきたいと思います。基本方針２は

「子どもの健全育成に向けて、家庭・地域・学校が協働して取り組みます」とい

うものでございまして、68 ページからの内容になります。この基本方針２につき

ましてご意見等いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。それでは先へ進

んでよろしいですか。基本方針３にいきたいと思いますが、また基本方針２で何

かございましたら後でご意見等伺いたいと思います。それでは次いで基本方針３

「子どもがいきいき学ぶ、教育環境づくりを推進します」という部分で皆様から

ご意見等いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委 員：77 ページの③国際化への対応という表現。決して悪くはありませんが、これだけ

を取り出すと、何となく英語教育という風な印象を受けてしまいます。内容的に

は日本語指導の充実、ということであれば、そちらの方が分かりやすいのではな

いかと思います。 

委員長：ありがとうございました。国際化・グローバル化ということでこういう表示にな

ったわけですが、これにつきましては事務局の方いかがでしょうか。 

学校教育支援担当課長：学校教育支援担当課長です。確かにここの③に並んでいる事業に

つきましては、外国籍等のお子さんや保護者の方に対する支援というところにな

っておりますので、日本語指導の充実という方が端的であると思うところもござ

います。これについては、ご意見を踏まえ、再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。基本方針３について今進めておりますが、いかがでし

ょうか。先程「いじめ防止プロジェクト」についてはたくさんご意見いただいて

いるところですが、今そこへ戻ってきているところです。お願いいたします。 

委 員：78 ページに「校庭の人工芝化」と書いてありますが、この書かれ方ですと、全校

を人工芝にするのかというイメージが与えられる気がしますが、やはり近隣への

配慮が絶対的にこの形にするのが必要な場所もあると思うのですが、人工芝はや

はり得手不得手というか、静電気の関係で、絶対に遊びたくないというお子さん

も中にはいらっしゃるのも事実ですので。これが飾区内で全部人工芝化になっ

てしまうと捉われるような文章は、書き方に問題があるのではないでしょうかと

感じましたので。もちろん人工芝になって裸足で遊んで、すごく楽しんでいるお

子さんもいらっしゃる話も聞きますけれども。そうでないお子さんがいるのも事

実ですので。 

委員長：ありがとうございました。担当課の方お願いいたします。 

学校施設課長：学校施設課長の若林です。お話いただいたように、こちらにつきましては
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必ず全部ということではなく、天然芝もひっくるめまして、どんな形でやってい

ったらいいのか、それぞれの学校さんと地域の方とご相談をしていきながら、進

めていきたいと考えています。 

委員長：ありがとうございました。よろしいですか。全校実施するのかということでのご

質問だったのですが、補足していただいてよろしいでしょうか。お願いいたしま

す。 

委員：すみません、この文章ですと、全校が実施されるのかと捉えがちなので、必要に応

じましてとか。地域性に応じましてとか。そういう一言が入ると分かりやすいの

ではないかということです。 

学校施設課長：申し訳ございません。おっしゃっていただいたようなところはあるかと思

いますので、少し検討させていただきたいと思います。 

委員長：ありがとうございました。ではよろしくお願いいたします。今基本方針３を伺っ

ているところでございますが、いかがでしょうか。 

委 員：すみません、先ほど出た話題だったんですが、77 ページの自殺予防教育の推進で

すけれども。やっぱり保護者としてはこれが一番気になるところで。さっきも他

の意見で出ていましたけれども、SOS の出し方に関する教育っていうのは、やっぱ

り僕はちょっと違うと思っています。子どもたちの危険の際に気付くのは、先生

とか校長先生とかじゃなくて、本当は親が気付くべきところだと思うんです。親

がまず気付くことを、教育委員会は子どもに対して教育するのかも知れないけれ

ど、親に対しても指導の方法、サインの気付き方に対する教育などできないのか

なと思いまして。例えば自殺しそうな子はこういう傾向にありますよ、とかいう

ハンドブックを作ってみたりとかっていう。誰でも読んで、気付けるような環境

作りが必要なのかなと思ったりもして。だから、子どもが SOS を出すのではなく

て、その SOS に気付くことの方が重要だと思いまして。どうお考えかなと思って

質問させてもらいました。 

委員長：ありがとうございました。これは前半でも同じような意見出たわけでございます

が、これにつきまして事務局の方で何かございますでしょうか。委員の皆様方か

ら何かご意見ございますでしょうか。 

学校教育支援担当課長：この「SOS の出し方に関する教育」ですが、子どもが SOSを出すこ

とができるようにするとともに、周囲の大人もそれに気付いていくといった視点

が含まれています。ご意見をいただきましたように、親も含めた身近な大人が子

どものサインに気付けるようにする、という部分も教育プログラムの中に入って

おりますので、この記載については再検討いたします。 

教育総務課長：若干補足させていただきますと、先程も私の方からご説明の折に申し上げ

たとおり、これから地域・家庭との連携という部分での取組みを付け加えていき

たいと考えております。その中でいかに地域ですとか家庭で、いじめ、自殺予防
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を図るかということですが、いじめのところでそういったものを付け加えていき

たいと考えております。その中でやはり家庭でいかに気付いていただけるかとい

うところでの取組みが出てくるのかなと考えてございます。 

委員長：ありがとうございました。いずれにいたしましても、この「SOS の出し方に関する

教育」というのが、何か飾区が独自にやっているような、そういうイメージに

受け取れます。何か良い方法はないでしょうか。ご検討いただければと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

委 員：いじめ防止対策プロジェクトでいじめを起こさないよう、そしていじめが起きた

時にその対策っていうのが、まあ順序追って書かれているわけですが、不登校に

対するのはどうも不登校対策プロジェクトの、要するに不登校になった子の対応

は充実していますが、不登校を予防する施策というのが必要なわけです。実際に

はスクールカウンセラーとかスクールソーシャルワーカーの派遣というのは、不

登校対策、不登校になった子の対策でもありますが、不登校を起こさない対策に

もなっていると思います。ですから、ここら辺について不登校を未然に防ぎます

という、実際には行われているわけですから、不登校予防という言葉が、スクー

ルカウンセラーやソーシャルワーカーの中に入ります。もう１つは、もう少し分

かりやすく言うと、その例えばいじめのところも、３つ目のカッコのいじめ問題

対策委員会っていうのは要するに防止から対策、実際に起きた後の対策と、順序

だてて並べた方が良いのではないか。いじめ防止の指導徹底が後ろに来ています

けれども、いじめ防止の指導徹底からいって、こうやって順番に入れてって、い

じめが起きた時の対策というところで並べた方が分かりやすい。それから不登校

も、結局不登校を起こさないことが一番大事なわけですよね。だからそこからま

ず入って、で、不登校が起きた時の対応として。それがちゃんと読む方に分かる

ように、書いた方がよろしいのではないかなと思います。 

委員長：ありがとうございました。これはご意見ということで受け止めさせていただきた

いと思います。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

後程、この基本方針３につきましてご意見ありましたら、聞かせていただければ

と思います。それでは次に基本方針４「生涯にわたる豊かな学びを支援します」

でございますが、これについてはいかがでしょうか。 

委 員：先程のご意見いただきましたので、今後の予算とかあるいはその出し方について

は、検討させていただきたいと思いますが、いずれにしましても文化財は貴重な

観光資源でもありますので、そういったことでのこれからの重要な視点になって

いくということは十分に意識しておりますので、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。いかがでしたか。 

委 員：はい、まあ、分かりました。 

委員長：はい、ありがとうございました。では基本方針４について議論しているところで
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すが、他にいかがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：81 ページの「区民健康スポーツ参加促進事業」の２行目のところで、スポーツ種

目の裾野を広げという表現ですが、これが適当かどうか、という点があります。

それと最近は子どもたちもですが、ストリートスポーツといいますか、いわゆる

学校体育や、学校の部活動にないようなスケボーとかはボルダリングなど、いろ

いろなものが今入ってきています。バスケットボールも３対３になったり、サッ

カーもフットサルになったりと、人数が少なくてすぐできるような、ストリート

系のものが入ってきています。これを裾野という表現でいいのかという点が１点。

もう１点は今後 10年ということになりますと、多分 eスポーツと呼ばれる、日本

人は多分スポーツとして捉えたくない方が多いと思いますけれども、いわゆるゲ

ームのスポーツ、それが今すごく盛んになっています。次回のアジア大会の正式

種目になるというぐらいですから。これを今後どう捉えていくのかっていうのは、

多分ここでは話ができないと思いますが、裾野とかそういう表現ではなくて、何

か別の表現をお考えになった方が良いのではないでしょうか。 

生涯スポーツ課長：ありがとうございました。この 39団体のスポーツ種目の裾野を広げる

というところの表現につきましては、検討させていただければと思います。あと

ゲームスポーツの件につきましては、今、10 年後ということも見据えてというお

話もありましたが、なかなかそこに踏み込むのは難しいのかなと考えております。 

委員長：ありがとうございました。しょうがないということでございます。はい、ありが

とうございました。今基本方針４でございますが。お願いいたします。 

委 員：基本方針４の 82 ページ「かつしかっ子ブック事業」についてなんですけれども、

ここに載せるということは、これから先 10 年間これをずっと続けていかれるとい

うことであると認識してよろしいでしょうか。正直言って小学校１年生、中学校

１年生にかつしかっ子ブックをするのは必要だとは思いますが、それよりは学校

図書館司書の時間数をもっと増やしていただく方が、子どもたちにとってはプラ

スになるのではないかなと感じております。そこの部分というのはなかなか難し

いところもあるとは思いますが、本に興味のない子にこうやってかつしかっ子ブ

ックで手渡していくことは大事なことだと思うのですけれども、元々本に興味が

少しでもある子というのは、その先に進んでいく知識を与えて下さる人が学校図

書館にいるということは、すごく大切なことだと思うんですね。で、そっちの方

に力を入れることができるのであれば、そちらの方に移行していただけるという

案はないかなと思って、意見させていただきました。 

委員長：ご意見ありがとうございました。これにつきまして事務局の方からございますで

しょうか。 

教育総務課長：すみません、ブック事業の方についてはまた中央図書館長の方から話させ

ていただきますが、１点すみません。４ページに、私の説明では今回ちょっと省
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かせていただいたのですが、計画の期間につきましては５年という形になってお

りますので。そこだけ訂正させていただきます。 

委員長：ありがとうございました。先程 10年先を見通して、５年間の計画を立てるという

意味でございますので。10 年先ということではございません。５年間の計画を立

てておりますので、よろしくお願いいたします。 

中央図書館長：中央図書館長です。かつしかっ子ブックにつきましては、この先もやって

いきたいと考えておりまして、先程ご指摘いただきました学校司書の充実でござ

いますが、79 ページの方で（３）毎日行きたくなる魅力ある学校づくりの③学び

の機会の充実というところで、学校司書の充実を図っていくという表記がござい

ますので、こちらと並行して行っていきたいという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４いかがでしょうか。それでは今、基本方針

１から４まで説明したわけでございますが、１から４まで含めまして全体で、何

かございましたらご意見いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委 員：失礼します。先程一番最初の資料３の飾区教育大綱の中の３番目に、幼保小中

高連携教育を推進し、と書いてあり、区の教育委員会としては、高校というのは

普通入りませんが、敢えて入れています。小中連携、それから幼保連携、幼小連

携というのは多くの区でやっているわけですけれども、敢えて高校を入れている

わけですが、具体的にこれ見ますと 74ページのところに中高の連携という、基本

方針３の中に少し出てきますが、これは区内都立高等学校との連携で、進路指導

研修会、生活指導研修会の充実を図る。それから生徒交流が一部書いてあります。

ただ、物足りなさを感じてしまいます。この大綱の中に中高の連携教育というの

をうたっている割には、高等学校との連携というのが、主任さんたちの交流とか

一部生徒の交流だけですかと。例えばカリキュラム上の問題とか、校則の問題と

か、部活動の問題とか、もう少し抜本的な問題が、扱われるべきではないかと思

います。中高の連携について何か具体的に書いてあるところは他にございました

か。 

委員長：ありがとうございました。この点につきましていかがでしょうか。 

指導室長：指導室長でございます。中高の連携についてはこの 74 ページにしか書いてない

かと思います。進路指導研修会という言葉がちょっと書いてありますけれども、

実はこれは今年も行われましたけれども、区内の都立高校の校長先生が５人お集

まりになりまして、要するに高校の入試の方法とか、高校の生活とか、そういう

ことを中学校の教員に丁寧に教えていただくというような会を開いておりまして、

この辺りのところを、一番連携を進めているところでございます。 

委 員：この大綱に幼保小中高連携教育で、しかも幼稚園、保育園、小学校、中学校、高

校までの連続性を考慮した教育活動を推進し、と書いてあるわけです。そうしま

すと、高校との連携というのが、書く必要があるのかどうか分かりませんが、書
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くのであればもう少し具体的なことがないといけないのではないでしょうか。い

わゆる私たちが考える小中の連続性とか、幼小の連続性というのは物凄く大事で、

かなり具体的に取り組んでいますが、中高の連続性まで言うのであれば、もう少

し何か考えないといけないんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

委員長：教育長お願いいたします。 

委 員：はい。本区は区内の都立高校と提携を結んでいます。23 区で飾区だけです。そ

れで、生活指導の方の連絡会というのは、以前から行っていました。もう５年に

なります。学習教室を高校で開いたりとか、中学生が高校の場所を借りて勉強し

たりとか、それから部活動の交流だとか。いろいろなことを今までもうやってき

た上で、今年その進路指導ということが入ってきて、ここに出ているのは今年こ

れからやる取組みで、他区にはない活動ということです。 

委員長：ありがとうございました。よろしいですか。 

委 員：はい。それであればこの教育大綱を裏付けるように、どこかにお書きになった方

がよろしいのではないかなと思います。以上です。 

委員長：ありがとうございました。いかがでしょうか。今、基本方針１から４全体を通し

てご意見いただいているところでございますが。お願いいたします。 

委 員：要望でございます。15 ページのところをご覧になっていただくと、小学校と中学

校でデータがちゃんと分かれていますが、それ以外のところだと小学校、中学校

が混ざっているようなデータが多くなっています。やはり本来は小学校、中学校

を別々にしてお示しになった方が分かりやすいのではないかと思います。もし可

能であれば、図の方をもうちょっと分離したような形でやっていただいた方が、

分かりやすいのではないかと思います。あくまでも要望です。 

委員長：ありがとうございました。こういった要望があったということで受け止めていた

だければと思います。まだご意見等いただいていない方もいらっしゃいますが、

いかがでしょうか。お願いいたします。 

委 員： 86 ページです。身近なところで学び、集いというところで、身近な公共施設の利

用促進である３つ、①学びを促進する環境の整備というところですね。他のペー

ジに比べて概要のところが凄くあっさりと書かれていまして、身近な公共施設で

開催できるよう、働きかけるのはどんな形で働きかけるか、まで書いていただい

た方が、こういう生涯学習案に関しての、伝わる気持ちが全然違ってくるのでは

ないかな、と感じます。できればそういう言葉を中に入れていただければと思い

ます。 

委 員：ただいまの要望、ご意見を参考にいたしまして、もう少し具体的に我々の意欲が

伝わるような書き方を工夫していきたいと思います。ありがとうございます。 

委員長：ありがとうございました。先程高校との連携という話が出ましたけれども、何か

ございますか。どうぞ、高校の代表で来ていただいておりますので。 
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委 員：小中高の連携というところで、小中は確実に地域の中での連携だと思います。中

学から高校への連携というのは、必ずしも区内の中学生が全員高校に行くわけで

はない。けれども、高校に進学した時に、中退することなく、しっかりと自分の

将来に繋がった高校生活ができるようにする、これも１つの中高連携ではないか

なと私は感じています。そのような視点で、私立の学校と、それから都立高に関

しては、専門学科と普通科と、非常にバラエティ豊かなラインアップです。これ

らは先程の進路指導等を通しながら連携することで、この飾区の小中学生が高

校に入った時に、より成長していく機会を提供できるのではないかなと思ってい

ます。ちなみに各学校それぞれ工夫を凝らしています。本校では進学重点教室と

いう形で、今年少しやり方を変えますけれども、中学生対象の講座を開きます。

それから飾区の中では、区をあげての見学会、相談会を夏に行っています。そ

ういった部分も、もしここに盛り込んでいただけるのであれば、非常にやってい

ることが明確になるのかなと思いました。 

委員長：ありがとうございました。この委員を構成する１つに区内の校長先生の代表さん

が来ているということは、やはりこれは教育大綱で言われています、幼小中高連

携ということを意味しているだろうと思っております。今のご意見を踏まえまし

て、ぜひこの部分については少し修正していただければと思っております。よろ

しいでしょうか。ありがとうございました。それではいかがでしょうか。 

委 員：先ほど他の委員から、スポーツというところで、心の部分というか、精神性の部

分のお話があったかと思いますが、私は個人的にはスポーツの、このオリパラも

含めて、スポーツを通した交流で、社会の平和を築いていくことがその根底にあ

ると考えています。スポーツをするという観点だけではなくて、交流を通して社

会に貢献する気持ちを育てる、そういった目標がこの基本方針４の生涯にわたる

スポーツ活動の推進の中の目的に、少し触れられると、先ほどのお話が入ってく

るのかなと感じました。またその流れの中でいくと、するという部分だけではな

くて、スポーツを通した交流という部分の推進について何か描かれていくと、豊

かなものになっていくような気がしましたがいかがでしょうか。 

委員長：ありがとうございます。先ほどの他の委員に関連してのご意見だと思いますが、

いかがですか。 

委 員：多分、パワーオブスポーツという言い方で、交流という点もありますし、それか

ら見て相手を褒める。良いプレイに良い反応をして、それから悪いプレイを見た

らブーイングができる。そういう風なジャッジメントも含めていろいろなことが

あると思いますが、本来であれば、道徳という言い方よりも、モラルというもの

を向上していく。そういう風なツールでスポーツはあると。で、相手をリスペク

トするという、そういう言い方ですよね。そういうところを強調していかないと、

勝った負けたばかり、強い者が良くて弱い者は、という価値観がかなり出てきて
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いるので、その辺のところは言葉として伝えていかないと、分からないのではな

いかと思います。 

委員長：ありがとうございました。２人のご意見等も踏まえて、もし修正できることがあ

りましたら、していただければと思いますが。よろしくお願いいたします。それ

では基本方針１から４まで今進めているところでございますが、副委員長何かご

意見ございましたら、いかがでしょうか。 

副委員長：基本方針１から４というのをちょっと超えてしまうようなところもあるかも知

れないのですけれど、事前にこの骨子案、冊子の形でお送りいただいて、通して

読んでみると、気になることというのは、通したストーリーになっているのか、

というようなことだと思います。それで３ページ目のイメージ図というのをお示

しいただいたことで、今この計画の会議というのがどれに向けていて、どこに影

響を受けて、ということがよく分かるようになったので、これはありがたいなと

思っております。その上でとりわけ大きな繋がりのある教育大綱っていうのが 54

ページのところに入るということで、１点は質問ですが、今日お示しいただいた

この資料３の教育大綱が、そのままの形でこの 54ページ以降に入るのでしょうか

ということについて、教えていただければというのが１点。それから、そこに関

わるのですけど、54 ページ目から 57 ページにかけて、この計画の位置付けが一貫

して書いてありますが、この中で教育の担い手、というところがいろいろな表現

で出てくると思います。区はもちろん、学校、家庭、地域団体、地域ぐるみ、社

会総がかりとか、区民総ぐるみとかとあります。この会議そのものが、様々な担

い手の方々が委員とされてここにお出でになられて、そのことがここでは共有で

きるかと思いますけど、このシンプルな言葉で、折角お集まりいただいている担

い手の皆さんというのが、読んだ人はイメージできるのかというのがあります。

文科省なんかがよく作るもので、担い手がそれぞれ名指しされているような、ポ

ンチ絵みたいなのがあるかと思います。何かそういう、こういう人たちがまさに

総ぐるみでというイメージがつかめるようなところが、この 54 から 57 に至る辺

りで、あると、非常にこういう人たちで具体的にその方針を実現していくことが

伝わると思います。どういう風に表現したら、質問なりしたらいいか、ずっと考

えていて上手く質問できなく、要望みたいになっちゃいましたが、ご検討いただ

けたらと思います。 

委員長：ありがとうございました。２点目についてはお願いしますということで、１点目

についてお答えいただければと思います。 

教育総務課長：教育総務課長でございます。まず教育大綱でございますけれども、こちら

表紙があってということですが、丸々この形で挟み込まれるというイメージより

も、先程申し上げたとおり「はじめに」の中に書かれています策定の経緯ですと

か、それからまた飾区が教育として目指す目標、それから大綱の位置付けなど
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を説明文としてまず出させていただいた後に、この１以降についてはこのまま記

載をさせていただきたいと、そういった形で今のところ考えているところでござ

います。イメージ図の方につきましては、なかなか上手く表現しきれるかどうか

というところも含めて検討させていただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

委員長：副委員長よろしいですか。ありがとうございました。お願いいたします。 

委 員：74 ページのところですが、一意見として聞いていただければと思います。連続す

る学びの場の充実のところで、幼保小連携教育というのがありますが、連携の教

育という面であるかどうかはちょっと別として、幼稚園、保育園は中学生の職場

体験を毎年多数受け入れています。今も来ていますが、そこで職場体験を終えた

中学生の生活態度が大きく向上したというお話もよく承っています。生活態度が

よくなかった中学生が、純粋な子どもたちと接していく上で、非常に生活態度が

良くなったというお話を、学校の先生からも言われていますので、そういった意

味ではすごく幼保中の連携というのも、実際に行っておりますし、非常に良い点

の成果なのではないかなと思っておりますので、意見として聞いていただければ

と思います。 

委員長：ありがとうございました。中学生の職場体験で幼保の方に行っているというお話

がありましたので、お含みを聞いていただければと思っております。では他にい

かがでしょうか。 

委 員：ちょっと非常に細かいことで恐縮ですが、７ページの「教育を取り巻く情勢の変

化」のところの児童・生徒数のところです。「児童・生徒数を見ると過去５年間で

大きな変化は見られません」とわざわざ言葉が書いてあるわけですが、数値を見

ると、例えば飾の総人口は増えています。一方、小学生の数はほとんど変わっ

てないですが、中学生の数は５年間で約５％落ちています。ですから、私は結構

大きな問題だと思います。つまり小学生の数が基本的に変わってないのに、中学

生が５年間で５％減ったということは、区内の中学校への進学率は落ちていると

いうことになりますから。ですから、敢えてここ過去５年間で大きな変化は見ら

れませんというのは、書かない方がいいんじゃないですか。やっぱりこのグラフ

を見て問題だと思う方は結構いるのではないかと思いますので。 

委員長：ありがとうございました。課長お願いいたします。 

教育総務課長：教育総務課長でございます。やはり客観的な事実としてシンプルに記載を

させていただければと思います。小学校はこう減っています、中学校はこういう

風になっていますということで。そんな書き方に表現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。それでは第５章に移りたいと思いますが、第５章は計

画の推進についてということでございますが、これについてご質問等いかがでし
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ょうか。89 ページからでございます。よろしいですか。それでは、以上で本日予

定しておりました案件は全て終了いたしました。これ以外に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。それでは事務局から連絡事項等ご

ざいますでしょうか。 

教育総務課長：それでは私の方からご連絡させていただきます。次回の策定検討委員会で

ございますけれども、本日机上にお配りさせていただいております、第８回の開

催通知のとおり、８月３日（金）午後２時半から男女平等推進センター、こちら

ですね。ウィメンズパルの１階多目的ホール、同じ会場になります。こちらで開

催を予定してございます。内容につきましては本日の策定委員会のご意見、それ

からまた７月 12 日に教育委員会が開催される予定でございます。更に７月 17 日

には文教委員会が開かれますので、そちらのご意見をそれぞれ踏まえまして、次

回の策定委員会では今回の計画の「素案」という形でお示しさせていただければ

と考えております。私からは以上でございます。失礼いたしました。大変申し訳

ありません、訂正させていただきます。８月３日の金曜日は、10 時からでござい

ました。すみません、10 時からということでよろしくお願いいたします。以上で

ございます。 

委員長：ありがとうございました。今事務局から冒頭で話のありました議事録が配られて

いますので、それに沿ってまた、修正等ありましたらいただければと思っており

ます。他にございませんでしょうか。それでは、ありがとうございました。これ

をもちまして第７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 


