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第２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 29年 11月 10 日（金） 

 午前 10時 00 分～11 時 45 分 

場所：飾区役所 705・6会議室   

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２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予めご了承下さいますようお願

いいたします。それでは本日の傍聴者についてお聞きいたしますが、傍聴者の希

望はございますでしょうか。 

庶務課長：本日傍聴人はおりません。 

委員長：ありがとうございました。それではこれから議題に入っていきますが、議事に入

る前に事務局より連絡がございますので、お願いいたします。庶務課長お願いい

たします。 

庶務課長：それでは連絡事項について説明させていただきます。まず委員の出欠状況でご

ざいます。欠席のご連絡を、野川委員と町山委員よりいただいておりますので、

お二人欠席でございます。他にも不在の方がいらっしゃいますが、今順次お見え

になると思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして資料の確認をさ

せていただきたいと思います。まず資料１「飾区教育振興基本計画策定に係る

意識調査報告書」です。この 300 ページを超える厚い資料でございます。続きま

して資料２「飾区教育振興基本計画策定に係る意識調査の報告書概要版」こち

らのまとまっているものでございます。それぞれ右肩に資料１、２と入ってござ

います。続きまして資料３「教育に係る近年の動向について」でございます。そ

れから続きまして意識調査票修正箇所一覧でございます。最後に第１回飾区教

育振興基本計画策定委員会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。また机上に本日の次第、席次表、第３回飾区教育振興基本計

画策定委員会、来年の１月 12日の開催通知を置かせていただいております。不足

の資料がありましたらお申しつけいただきたいと思いますが、大丈夫でしょうか。

よろしいでしょうか。それでは今お配りさせていただいております第１回の会議

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。修正等何かご意見等

がございましたら、会議終了後に事務局までご連絡いただきたいと思います。修

正後に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。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。それでは早速議題の方に入らせていただきます。はじ

めに（１）飾区教育振興基本計画策定に係る意識調査の結果についてでござい
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ます。意識調査につきましては第１回の策定検討委員会で委員の皆様からいただ

いたご意見等を反映いたしまして、８月から９月にかけて調査を行っております。

この度、結果がまとまったという報告がございましたので、事務局よりご説明を

お願いしたいと思っております。なお、質問やご意見等につきましては、説明後

にお伺いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは事

務局の方からお願いいたします。 

庶務課長：それでは先程申し上げましたように、本編は 300 ページを超える資料でござい

ます。資料２の概要版、しかもその概要版も要点だけの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。それでは概要版の方をお開き下さ

い。１ページでございます。１ページの（３）調査対象と回収数をご覧下さい。

まず調査対象についてでございます。前回ご説明させていただきましたように、

４の区内幼稚園、保育園に通う５歳児の保護者と５の区内幼稚園・保育園の教職

員に関するものは今回初めて行ったものでございます。まず調査の対象でござい

ます。１の区立小学校２・５年生、中学校２年生の保護者でございます。こちら

については配付数が 4,447 件、配付をさせていただいております。（６）の１をご

覧いただくと、回収数が 3,925 件。回収率が 88.3％になってございます。参考ま

でに申し上げますと、前回５年前の調査時は 75.6％でございました。次にまた（３）

にお戻りください。２の区立小・中学校の教員でございます。配付数が 1,645 件

でございます。（６）の回収数の２番、回収数が 1,583 件。回収率は 96.2％でござ

います。こちらにつきましても前回は 77.9％でございました。続きまして（３）

の３、社会教育関係者。配付数が 920 件、（６）の３、回収数が 595 件となってご

ざいます。回収率が 64.7％でございます。参考までに言いますと、前回が 69.4％

でございました。続きまして（３）の４、区内幼稚園・保育園に通う５歳児の保

護者でございます。配付数が 1,637 件、回収数が 1,282 件で 78.3％でございます。

（３）の５、区内幼稚園・保育園の教職員。配付数が 162 件、回収数が 159 件で

98.1％となってございます。調査の概要については以上でございます。続きまし

て個別の項目について何点かご報告をさせていただきます。ページをおめくりい

だたきまして３ページをご覧ください。まず２の区立小・中学生の保護者調査で

ございます。（１）子どもや家庭の状況で、子どもに携帯電話・スマートフォンを

持たせている保護者でございます。こちらについては今回初めて取らせていただ

きました意識調査でございます。全体で 40.9％。小学２年生が 15.3％、小学５年

生が 30.3％、中学２年生が 73.3％と、やはり学年が上がるにつれて多くなってい

る状況がございます。また、直接携帯電話の質問ではございませんが、21 ページ

の方をご覧ください。（１）子どもの家庭での様子についてということで、こちら

につきましては１日のうちでテレビやゲームをする時間となってございます。１

位１～２時間、２～３時間が同率で 36.1％となってございます。２位の１時間未
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満が 11.9％、３位が４～５時間の 10.8％となってございます。また３ページの方

にお戻りください。（２）学校の評価などについてでございます。「かつしかっ子」

宣言を知っている保護者、こちらについても新規で質問をさせていただいており

ます。全体が 51.4％、小学２年生が 52.6％、小学５年生が 55.1％、中学２年生が

47.1％となってございます。ページをおめくりください。５ページでございます。

（３）区の取組みについてでございます。児童・生徒の学力向上や豊かな人間性

を育むための取組みに対する満足度・重要度でございます。満足度１位が「チャ

レンジ検定」の実施が 82.6％、２位が文化的連合行事の実施 82.5％。３位が「あ

いさつ運動」の実施 82.4％と全て 80％を超える割合でございます。次に重要度で

ございます。１位が「あいさつ運動」の実施で 79.7％。２位が体験活動を重視し

た宿泊行事の実施 78.7％。３位が文化的連合行事の実施 77.7％となってございま

す。続きまして７ページをご覧ください。幼保小中連携教育をより推進するべき

だと思う保護者の割合でございます。こちらについては新規でございます。全体

が 53.9％、内訳については概ね小学２年生から中学２年生までそういった内容に

なってございます。より推進すべきだと回答する保護者の方が５割以上いると同

時に、４割弱の方が「取組みがよくわからない」という回答となってございます。

23 ページをご覧ください。こちらについては同じ質問を、幼稚園保護者の方にし

てございます。全体が 47.8％ということで、50％前後の方がやはり推進すべきだ

と思うと同時に、「取組みがよくわからない」という方がやはり５割程度となって

いるということで、小中幼稚園ともにほぼ同じような傾向が出ているところでご

ざいます。続きまして、また８ページの方をご覧ください。東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会に向けて学校に取り組んでほしいこと、こちらも新

規で質問させていただいております。１位の外国語教育 48.6％、２位が基礎体力

の向上 36.9％、３位が障害者への理解 34.8％となってございます。続きまして、

11 ページをお開き下さい。同様の質問を今度、教員にしてございます。大会に向

けて重点的に指導したい取組みとなってございます。こちらについても新規でご

ざいます。１位が国際理解教育 51.5％、２位が基礎体力の向上 39.9％、３位が他

者に対するおもてなしや思いやりの気持ちの醸成 36.4％でございます。こちらは

教員の指導したい取組みでございます。続きまして 25ページをご覧ください。こ

ちらも東京オリンピック・パラリンピックに向けて取り組んでほしいという項目

でございます。こちらは障害者への理解 41.2％、２位が外国語教育、３位が基礎

体力の向上ということで、こちらについては先程ご説明いたしました 11ページの

小中学校の保護者の方とですね、１位から３位、順番は入れ替わってございます

が、項目的には全て保護者の方は一致してございます。教員の取り組みたいこと

については少し違うところがあるというような状況でございます。続きまして９

ページをご覧ください。興味や関心のある生涯学習活動でございます。新規でご



4 

ざいます。こちらは１位が図書館の利用 35.0％、２位はスポーツ活動 32.7％、３

位は文化・芸術活動 24.2％となってございます。続きまして、14 ページをご覧く

ださい。こちらは小・中学校の教員の調査でございます。教員の指導力向上を支

援するために効果がある取組み、１位が ICT 機器の導入で 88.6％と９割近い数字

でございます。２位が「若手教師塾」の実施 72.8％、３位が飾学力伸び伸びプ

ランの実施 69.9％となってございます。続きまして 18ページをご覧ください。区

民の生涯学習活動を活発にするために必要な区の取組みについてでございます。

１位が誰もが気軽に参加できる講座やイベントなどを増やす 91.1％、２位が区施

設を団体・個人が利用しやすくするために整備する 89.6％、３位が団体・グルー

プの自主的な学習活動を支援する86.2％でございます。続きまして19ページの（２）

スポーツについてでございます。区民の運動・スポーツ活動を推進するために必

要な区の取組みが１位健康・体力づくり 45.9％、２位が中高年向けのスポーツ活

動の推進 29.9％、３位が気軽に参加できるスポーツイベント 25.7％となってござ

います。次に（３）図書館についてでございます。図書館に対する要望でござい

ます。１位が飲食・休憩スペースの設置 31.1％、２位が駅等への返却ポストの設

置 24.4％、３位持ち込みパソコンをインターネットに接続できる環境整備が

19.2％でございます。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。それではただいま説明のありました件につきまして、

皆様からのご質問やご意見等をいただきたいと思っております。如何せん膨大な

量でございまして、事前にお渡ししたとはいえ今日初めて見る方もいらっしゃる

かと思いますが、気が付いた段階でご意見等、ご要望等いただければと思います。

はい、Ａ委員お願いいたします。 

Ａ委員：まず 18 ページの生涯学習活動というところに関連してお尋ねしたいと思います。

これ以前の色んなところを見ましても、子どもたちの豊かな人間性を育むために

文化的行事、もしくはスポーツの行事が大切だという風なご意見が出ています。

確かに文化的行事というのは子どもたちにとって大変大切なことだと思います。

文化的なことに限って例を挙げれば、今区内の小学校 49 校の半分以上が管楽器バ

ンドをもっていますし、毎年開かれる管楽器発表会にはすごいレベルの高い演奏

が繰り広げられています。中学校もブラスバンドをほとんどの学校がもっていま

すし、都の大会で入賞しているという実績もあります。そういった意味で非常に

今文化的行事が盛んになっているということがあると思います。その中でやはり、

それの指導にあたっていらっしゃる先生が大変色々とご苦労なさっていると思い

ます。時間的なことは大変だと思うのですが、各学校の演奏には先生方の個性が

大変出ていまして、先生方も情熱をもって指導なさっているので、やはり各学校

の先生が熱心に部活動を指導するということは大切だと思います。それが基本だ

と思うのですが、やはり人手はあった方がいいと思います。今スポーツで、野球
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やサッカー等は地域に大変指導力をもっていらっしゃる方がたくさんいらっしゃ

います。そういった意味で文化的行事、今のブラスバンドの例や音楽的なもの、

あと絵画等そういった文化的なものの指導力をもっていらっしゃる方がたくさん

いらっしゃると思うのです。そういった方をぜひ発掘していただいて、育成して、

ぜひ学校の方にお手伝いという形で来ていただけるといいかなという風には、

常々思っていました。学校独自で地域応援団のような形で探すとなると、やはり

限界があるので。できましたら行政の方で組織的に地域の中からそういった方を

発掘して活用して育成していただけるといいかなという風に思っておりますので、

その辺をどのようにお考えか少しお聞きしたいです。それに関連しましてもう１

点、地域でロードレースとか餅つき大会の時にジュニアリーダーというのが大変

活躍していました。ただジュニアリーダーが今、少なくなっているというような

お話を聞いたことがあります。そういった意味でジュニアリーダーを育成するた

めに、やはり学校ともう少し連携を取り合って、学校で積極的に呼びかけてもら

うとか、そういった方法を取っていって、ジュニアリーダーをもう少し増やして

いくといいのかなという風な印象をもっておりますので、その辺もどのようにお

考えかお聞きしたいと思います。以上です。 

委員長：ありがとうございました。ただいまＡ委員から２点についてご要望等がございま

した。これにつきまして事務局の方よろしくお願いいたします。 

地域教育課長：地域教育課長でございます。私から２点ご回答を申し上げます。まず部活

動の地域指導者の仕組みの問題でございます。少子化等の影響によりまして、中

学校につきましても配置される教員が非常に少ないということで、部活動の顧問

のなり手、指導できる教員が非常に少ないという、全国的な問題がもうこの数十

年来発生しているわけでございます。そうした状況にありますと、生徒が部活動

を行いたいと考えても廃部、あるいは休部をしなければならないという状況が生

じてしまうわけでございます。こうした事案に対しまして、飾区といたしまし

ては平成 14 年度から顧問のなり手がない学校に対しましては、地域の中から例え

ば野球を教えて下さる方、文化的なクラブ活動の顧問になって下さる方、こうい

った方々を各学校長の推薦によりましてご協力をいただく、いわゆる地域の部活

動の指導者という制度を平成 14年度から他自治体に先駆けまして導入をしている

ところでございます。こうした中で現在顧問の方については約 25 名。顧問の元で

技術指導を行っていただく方が約 100 名、毎年度活動していただいているところ

でございます。これは部活動の地域指導者の仕組みではありますけれども、その

他、学校応援団等のご指摘がありましたけれども、いわゆる特技といいますか、

得意分野をお持ちの方の活用という点で考えますと、教育委員会の内部では人材

バンク制度という制度を設けております。スポーツ・文化活動等を問わず、ご自

身のお力を地域に還元したいという方に人材バンクという形で登録していただき、
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講師を探している方にご紹介するといった事業を行ってございます。応援団とい

うことでもなかなか充足できないというご指摘がありましたけれども、今後そう

した地域の方々の人材の発掘・活用といったものは、そうした情報を共有して、

一人でも多くの方々のお力を地域に還元できるような統一的な仕組み作りも今後

考えていかなければならない問題だという風に認識をしているところでございま

す。続きまして２点目の今後どのようにジュニアリーダーを育成していくかとい

うご質問についてお答えいたします。ジュニアリーダーは中学１年生から３年生

の３か年をかけて講習を受けていただいて、その後高校１年生から 22 歳までの間

ジュニアリーダーとして子どもたちの良きお兄さん、お姉さんとして子ども会活

動の中で活躍していただいております。ジュニアリーダーのなり手も減少してい

るという状況でございます。また、ジュニアリーダーの講習会を受けてジュニア

リーダーになってもその後の活動は学業等の両立が困難で、なかなか活動が難し

くなっているというのが状況でございます。今後子ども会活動を活発化するため

には、お兄さんお姉さんの立場にあるジュニアリーダーの発掘・育成というのが

重要な問題だという風に私共も捉えているわけでございます。ご本人の意思でボ

ランティアとして活動いただいているものですから、難しい分野ではありますけ

れども、今後の子ども会活動の活性化のためには何らかの手段を講じながら、ジ

ュニアリーダーの育成というものについても今後取り組んで行く必要があるとい

うところで認識をし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。Ａ委員よろしいでしょうか。はい、ありがとうござい

ました。他にいかがでしょうか。はい、Ｂ委員お願いします。 

Ｂ委員：意識調査の方読ませていただきましたが、膨大な量でまとめるのにすごく大変な

思いをなさった方がたくさんいらっしゃるなと思いました。一つ要望と言います

か、意識調査をする際に前回の会議の時に、自由意見を取るか取らないかという、

そういう部分のお話もあったと思うのですが、この報告書の中に自由意見という

部分がほとんど入っていないのではないかという風に感じました。こちら側から

の投げかけの質問の統計は全部取られていて、それに対しての方向性はきちんと

入っているんですけれども、自由意見の中にもやはりこちら側からの質問ではな

くて区民の思いが詰まっていると思うので、そちらの意見も少し見せていただけ

たら良かったなという風に感じたのですが、いかがでしょうか。 

庶務課長：自由意見についてですが、想定よりも多く出てきており、自由意見だけで 500

ページ以上の状態です。今取りまとめておりますが、個人名等が入っていたりす

る可能性もあるので、そういった個人情報の精査等をして、ある程度項目ごとに

概要版を作らなければならないと思っておりますので、今日終わらせていただい

たあと、なるべく早めに作成して送付させていただきたいと思いますので、申し

訳ございませんがもう少しお時間を下さい。 
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Ｂ委員：ありがとうございます。悪口であったりとか否定的すぎる意見というものは、や

はり精査をしていただくので良いと思いますが、様々なご意見の部分というのは、

作成するのに関わることだと思いますので、よろしくお願いいたします。 

庶務課長：もちろん批判的な意見もきちんと載せさせていただきます。先程いったように、

個人名等が入っているのは問題かと思っておりますので、評価する意見と批判的

な意見、当然混在しておりますので、それらをまとめて出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。それでは事務局の方で次回あたりにでも。 

庶務課長：次回より前にまとめて送付させていただこうと思います。 

委員長：はい、ではよろしくお願いいたします。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。なお、皆様からのご意見等・ご要望等につきましては大体 11

時ちょっとすぎくらいまで進めたいと思っております。まだ時間は十分にござい

ますので、ご意見等いただければと思いますがいかがでしょうか。はい、Ｃ委員

お願いいたします。 

Ｃ委員：前後してしまうのですが、ジュニアリーダーの育成についてですが、これは先程

重要だという風にお考えだとおっしゃっていましたが、ジュニアリーダーになる

ことによって学業に、例えば自分の行きたい進学の方にプラスになるとか、そう

いったことというのは含まれているのでしょうか。ジュニアリーダーをやったこ

とによって、プラスアルファがある。進学するにあたって、例えば推薦のレベル

が８としたら、ジュニアリーダーをするとプラス２が付くとか、ということはあ

るのでしょうか。 

委員長：ありがとうございました。それでは事務局の方お願いいたします。 

指導室長：はい、指導室長中川でございます。高校受験の調査書の中に、その生徒の活動

状況みたいなものを記入する欄がございます。ジュニアリーダーをやってもらっ

た生徒については、当然のことながらそのようなことを記入するわけですけれど

も、それをもって必ず優遇されるということまでは、こちらの方では考えてござ

いません。ただそれについてはあくまでも、子どもが希望している学校側の判断

にお任せしているというのが現状でございます。以上でございます。 

委員長：ありがとうございました。Ｃ委員どうぞ。 

Ｃ委員：ではそれは、子どもたちがそれをすると先生から内申書にこういう活動をしてく

れたよ、というようなことが書かれるということは、公にはなっていない。 

委員長：事務局の方お願いいたします。 

指導室長：そのことを必ず皆さんに伝えるというところまでは、特に教育委員会事務局と

しては指導してございません。 

委員長：ありがとうございました。ただいまの件よろしいですか、Ｃ委員。 

Ｃ委員：それによってどれぐらいジュニアリーダーを育てたいかというところで。もしそ
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れが今後自分のプラスになるのであれば、そしてそれが明確に分かっているので

あれば、もっと立候補する方が増えるのかなと。見返り的なところがあるからや

ってもらうというのでは問題があるというのであれば、考えなければいけないで

すけれども、どれぐらい重要度がジュニアリーダーにあるかというところで、そ

ういった方法も一つあるかなと思ったので。ご意見させていただきました。以上

です。 

委員長：ありがとうございました。この検討委員会はここで何か新しいものの回答を得る

ということではなくて、この基本計画にどう盛り込んで行くかということを議論

しているわけでございますので。今Ｃ委員のお話のあったことも含めてですね、

今後検討委員会のプランの方にまとめていくことになるかと思います。その通り

になるかどうかは事務局の考え、またはまとめ方になるかと思いますが。そうし

た風でご検討いただければと思っております。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。Ｄ委員お願いいたします。 

Ｄ委員：３ページの「かつしかっ子宣言」のことについてでございますけれども、まとめ

方は私はこれで十分よろしいかなという風に思いますが、前回の、前回というの

はこの間の会合ではなくて、数年前の「かつしかっ子宣言」作成の委員を担当さ

せていただいた関係で、その後はどのようになっているのかなっていうのは、私

なりに追跡をさせていただいておりますけれども、今でも時折学校に行って出前

授業などをさせていただいておりますが、学校によって、それこそ正面玄関にこ

の宣言をバンっと掲載している学校もあれば、あるいは教室に掲載して授業の進

度の状況を確かめつつして下さっている学校もあれば、ということでその後の進

行状況を私はある意味非常に様々な場面を考えて各学校に対応して下さっている

なという風に思ってはおります。こういう中でやっぱり暮らして行く中で基本的

生活習慣を飾区内の教育に関わる中身でそれを盛り込んだっていう宣言、私は

大変大きな意義があるだろうなという風に思ってもおります。しかしながら、学

校によっては全くそのことのね、実際やって下さっているのだろうという風には

思いますけれども、掲載もなければ、私どもが出前授業に行きますといい授業を

してくれる人が来た、という風な感じでほとんど教員は腕を組んで見ていること

が多いんです。私はあくまでも授業そのものは教員がすべきものという風に思っ

ておりますのですけれど、様々な意味で教員が参画できるような出前授業もさせ

ていただく努力もしているわけですけれども、やはりその「かつしかっ子宣言」

大々的にこういう生活習慣をきちっとつけましょう。それが「かつしかっ子」に

おける重要なところですよという風なことでスタートしたわけですので。その宣

言そのものをね、私は非常にやっぱり大事にしていかなければならないという風

に思ってもおりますので。その取組みについて質問ですけれど、各学校にお任せ

なのでしょうか。それともこういう風にすべきと、私は指導事項であるという風
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に思いますけれど、こういう風にしていきましょうよという宣言のシステムです。

どういう状況で宣言を掲載している学校、それから掲載しないけれどもこういう

状況で進行しているのですよ、という風なことを後日調査するのかどうかです。

私はきちっと掲載して教員の資質向上のためにも子どもの学習の生活態度育成の

ためにも重要なことだという風に思っておりますので。その辺のことをちょっと

お聞かせいただければありがたいなという風に思います。以上です。 

委員長：ありがとうございました。それでは「かつしかっ子宣言」の状況等についてお話

をいただけると思います。では事務局お願いいたします。 

指導室長：はい、指導室長中川でございます。「かつしかっ子宣言」についての各学校の具

体的な取組みということなんですけれども、まず１点必ず各学校で行っていただ

いていることがですね、今私の手元にあります、この小さな「かつしかっ子宣言」

というカードなんですけれども、これを毎年年度初めにすべての教室、小中学生

に配っております。裏面には「僕が私が取り組むこと」ということを記入する欄

がございます。必ずこれを年度初めに行いまして、これについて学期ごとに、こ

の年度初めに書いてもらった子ども自身が建てた目標ですね、５つある具体的な

この「かつしかっ子宣言」の内、特にどれに取り組んで、高学年になった場合に

は具体的にどんなことをするのか。そんなこともこのカードに記入して、子ども

たちが持ち歩くようになっております。さらにはそれが学期ごとにですね、その

「かつしかっ子宣言」についてどうであったのかというような反省をする機会と

いうのも実施していただいているところです。また他には「かつしかっ子宣言」

に則って何が大きな活動をした場合には区として表彰するような制度というのも

設けてございます。簡単ですが以上でございます。 

学校教育担当部長：補足してもよろしいでしょうか。 

委員長：それでは学校教育担当部長お願いいたします。 

学校教育担当部長：学校教育担当部長の平沢でございます。「かつしかっ子宣言」を最初に

宣言として広めて行くということで、全校にですね、目立つところに、昇降口の

学校さんが多いですが、パネルにして掲示するということで初年度取り組みまし

たので、各学校、そのパネルが張ってあるはずです。もし目に留まらなければで

すね、ちょっとその学校はどういう風にしているのかなということで、調べてみ

たいと思いますが、一応全校にはそういう掲示をするようになってございます。 

委員長：はい、ありがとうございました。お願いいたします。 

Ｅ委員：「かつしかっ子宣言」については本校の取組みですけれども、カードを配られると

全児童、名札の裏に入れていつでも見れるようにします。それから児童会の活動

では、「かつしかっ子宣言」を基にして、じゃあ今月はどんな取組みをするかとい

うことで児童会の方で話し合って、その取組みをして、一人ひとりが振り返りを

行っております。また大きな行事の折には、学芸会ですとかいうと、皆で力を合
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わせましょうということで、こちらの行事を「かつしかっ子宣言」にもって行く

っていうような活動を、これは教師サイドなんですけれども、そのような活動を

年間を通して、「かつしかっ子宣言」を子どもたちが意識できるようにしていると

いうことです。掲示物につきましても、玄関の方にカラーのものが掲示されてい

ますので、いつでも子どもが見れるようになっております。以上でございます。 

委員長：はい、ありがとうございました。Ｄ委員いかがでしょうか。 

Ｄ委員：ありがとうございます。具体的な説明をいただいて安心いたしました。それにつ

きましても、私の記憶に間違いがなければ、「かつしかっ子宣言」の存在を知って

いるかどうかっていう、教員のアンケートが確かあったように記憶しております

けれども、パーセンテージは 70 数％。記憶にちょっと間違いがあるかも知れませ

んけれど、私はこれ教員はね、今校長先生がお話して下さいましたように、子ど

もにも名札の裏に入れて取組みをしているのにも関わらず、その教員も配付した

にも関わらず、70 数％っていう、やっぱりちょっと残念な数字かなという風に思

ったものですから。そんな感想をもちました。記憶に間違いなければ。 

委員長：ありがとうございます。この件について事務局の方から何かございますでしょう

か。それではお願いいたします。 

指導室長：今数値を確認しているところですけれども、やはり子どもたちに指導していく

以上、それを指導すべき教員側がきちんと認識していないということは、それが

事実であるならばやはり大きな問題であると思います。ですので、先程Ｅ委員か

らもお話していただきましたように、今、学校の中では子どもたちの中に本当に

浸透しているのが分かります。ただそれを指導する教員側の数値がもし低いので

あれば、さらにですね、それを意識付けするような取組みというものをこちらの

方でも取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。 

委員長：ありがとうございました。ではそうした方向でこのプランの方を検討していくと

いうことで捉えさせていただきます。Ｄ委員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。はい、Ｆ委員お願いいたします。 

Ｆ委員：１つご確認したいのですけれども、25 ぺージの東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けて今後どのように学校に取り組んでほしいですかという問につきまして。

１位が障害者への理解ということなんですけれども、これは今、特に国も東京都

もオリンピック間近になってきますと、障害者、障害者といって前面に出して色

んな行事をやったりしておりますけれども、この障害者への理解ということに対

して、学校の中でどのような形でどこまで先生方が理解されておられるのか。も

しくは専門の方をお呼びして教育をしていくのか。その辺をちょっと確認させて

いただきたいと思っております。 

委員長：ありがとうございました。それでは事務局の方よろしくお願いいたします。 

指導室長：はい、それでは指導室長中川でございます。障害者についてなんですけれども、
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今オリンピック・パラリンピック教育ということで、非常に各学校でですね、こ

れについては進められているところでございます。具体的に前回の会の時にもご

質問いただきましたけれども、年間 35時間の中で、35時間全てというわけではな

く、35 回というようなカウントになると思いますけれども、オリンピック・パラ

リンピック教育を推進しているところです。このパラリンピックの部分も当然こ

れの部分についてはですね、東京都の方からもオリンピック・パラリンピック教

育で冊子もいただいています。ですのでそれに基づいて授業を行ったりとか、実

際にトップアスリートといいますか、オリンピアン・パラリンピアンの方をお招

きして、社会に貢献して生きているという部分でのお話をいただいたり、実際の

活動の風景の部分を児童・生徒に見せるというようなことも取り入れております。

必ずこれについては時間数ではなく、オリンピック・パラリンピックというひと

くくりで必ず実施することになっておりますので、そのようなことで東京都の冊

子を元に今進めているというのが現状でございます。 

委員長：ありがとうございました。Ｆ委員いかがでしょうか。 

Ｆ委員：今のご回答で私は以前聞いておったんですけども。例えば、オリンピック・パラ

リンピックが終わったあとはどうなっていくんでしょう。 

委員長：はい、プランに関わるかと思います。よろしくお願いいたします。 

指導室長：はい。障害者教育につきましてはオリンピック・パラリンピックだけではござ

いません。やはり東京都から配られております人権教育プログラムという中でも

ですね、必ずこの障害者教育というのは取り上げているところでございます。で

すので、様々な教科の中で中心になってくるのは道徳教育の中にも含まれてきま

すけれども、決してオリンピック・パラリンピックが終わったあとも、消えると

いう内容ではございません。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。はい、Ｂ委員よろし

くお願いいたします。 

Ｂ委員：先程は報告書についても要望を言わせていただいたので、今見させていただいた

ところの意見をさせていただきたいと思います。見ていた中でやはり保護者の方、

小学校、中学校の保護者の調査の方を見ると、いいご家庭というか、ちゃんとし

た方がこの報告書の意識調査に協力なさっているのかなあと思いました。それは

睡眠時間だったりとか、食事であったりとか、そういうことに対する比率がすご

く。８時間以上眠っているとか、そういう部分の意見が多いということは、実際

に小学生と関わっている私としては、もっとすごく夜中の１時くらいまで起きて

たっていう話も稀に聞いたりすることもありますので。こんなに中学生でも寝て

るのかなっていうのが、ある意味ほっとした部分でもありますし、意見に答えて

いただいた方ではない方もたくさんいるなというのも、現状かなという風には感

じました。小学校、中学校の先生方にお聞きした質問の中で、概要版の方の 14ペ
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ージ、学力向上や豊かな人間性を育むために効果的な人材のところで学校司書と

いうのが１位に入りました。２位と３位も 90％以上ですので、ほとんど変わらな

いんですけれども、やはり先生方にとっては学校司書というのが昔は全然あてに

しない部分だったのが、今学校図書館の中に司書がいるということは、先生方の

子どもたちを育てて行く上でプラスになっているんじゃないかなというのが、こ

の意識調査の中にしっかり出ていて、昔は支援指導員といっていたんですけれど

も、今はきちんと司書として名前も呼んでいただけるようになり、司書の方の意

識も高くなり、先生方の意識も高くなり、それは全ての子どもにとってプラスに

なっていくんじゃないかなと思っております。もう少し時間数を増やしていくよ

うな方向で、モデルタイプでやっているという情報もありましたので、司書とい

うのがきちんと根強く、もっともっと先生方に 100％必要とされる人材になってい

ただけたらな、というのが感想でございます。生涯学習の観点の方から見まして、

今社会教育委員で図書館についてのことを勉強させていただいております。19 ペ

ージの方に図書館についての意見で「飲食・休憩スペースの設置」という風にあ

るんですけれども、新しく図書館ができている地方自治体に見に行きますと、も

う間違いなく飲食するスペースというのがありまして、今までですと勉強するた

めのスペースとか、そういう部分というのが多かったのが、図書館を、図書館だ

けではなくて、居場所づくりとする。ご高齢の方から幼稚園、保育園の方まです

べての人が居場所として使えるようなスペースにするという動きが、すごく全国

的に広まっていると思います。それはやはり子どもの頃から図書館であったりと

か、自分の居場所を作っていくというのが、すごく大切であるという風な考え方

が大きく全国的に広がっているのかなあと思いますので、飾区の方もやはり飲

食・休憩スペースというのは、長い時間やって行く中では絶対的に必要なとこだ

なあと。話さない図書館から、話せる場所もある図書館というのも、すてきなこ

とだなあと勉強させていただいて感じております。そういうところがとても、こ

の意識調査で区民の方の意見というのがとても分かったので、良かったなあとい

う風に感じました。以上です。 

委員長：ありがとうございました。ただいま感想等ということでございましたが、この点

について何か事務局の方からございましたらお伺いさせていただきますが。はい、

それではお願いいたします。 

指導室長：指導室長です。ご感想ありがとうございます。前段の部分で学校司書関係のこ

とについて簡単にお話をさせていただきたいと思います。今本区の状態で小学

校・中学校１校あたり週 12 時間、学校司書入れているところでございますけれど

も、やはり 12時間ですと学校によっては２日、３日、４日、この程度の時間しか

ついておりません。そういう中でですね、小学校１校、中学校１校、24 時間程度

配置しまして、ほぼ平日全部、５時間程度なんですけれども、学校司書さんがい
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られる時間ということで、小学校１校、中学校１校をモデル区にして 12月及び１

月にですね、それぞれ実践報告会を実施していただくようになっております。そ

の内容を見て教育委員会事務局としましても、単なる調べる部屋ではなく、授業

をするスペース、また子どもたちが自学・自習するスペースとして重きを置いて、

今後も取り組んで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：はい、ありがとうございました。ではＢ委員お願いいたします。 

Ｂ委員：今のお話を受けまして、本当に 12時間しかなかった時には、いない日があったの

で。でも子どもたちというのは学校図書館に司書の方がいて、そこで対応して下

さるという、子どもの視点から言うとすごく大事なことで、居場所のない子ども

っていうのが、ひとりぼっちの子どもっていうのが、学校図書館に休み時間に行

けるというのは、すごく大切なことだと私は保護者の視点から思っております。

そういう方向でそのモデルの方が上手くいって、時間数が増えることを、多分保

護者としても子どもとしても司書の方としても望んでいらっしゃるんじゃないか

なという風に感じます。以上です。 

委員長：ありがとうございました。社会教育の方でよろしいですか。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。今図書館の件でＢ委員からも社会教育委員と

いうお話がございましたけれども、29、30 の２年間で社会教育委員の会議で図書

館をテーマに研究、検討をしているところでございます。区民のよりどころとな

る図書館というテーマで、どういう図書館を今後目指して、実践に繋げていける

のかということで検討しております。実際に図書館の総合展というのが 11 月７、

８、９日と横浜でありまして、そこにも見に行ったり、あるいは実際に先進の施

設を見に行ったりと、そういう視察も含めて協議をしているところでございます。

今は、確かに飲食スペースですとか居場所ということで、話せる場所も普通にあ

ったり、あとオープンな施設があったりということもありますので、そういう状

況も踏まえて今後飾にどういう形で展開していけるのかということを検討して

いるところでございます。実際にＢ委員も多分ご覧になったと思うんですけれど

も、そうした要素も踏まえて、今後飾にどういうことが取り込めるかというの

を、中央図書館長も含めて図書館の職員もメンバーになって、検討しているとい

う状況でございます。以上です。 

委員長：はい、ありがとうございました。じゃあプランの方、期待できるかと思っており

ます。よろしくお願いいたします。他にいかがでしょうか。はい、Ｇ委員さんお

願いいたします。 

Ｇ委員：今ちょうど図書館の話が出たので、その話をさせていただきたいと思うんですけ

れども、図書館の重要性というのは私も感じているのですが、この分厚い方の資

料１のアンケートの 32ページ、33ページの、保護者の方が答えられた部分を拝見
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しますと、保護者の方は意外と読書とか読み聞かせをそんなに重視していない、

とまでは言いませんけれども、あまり重視していないのかな、という印象がある

んです。私は学齢期の子どもがいないんですけれども、相手にしているのが大学

生が多くて、大学生がなかなか文章力が厳しい状況になっているんですけれども、

読書と文章力の関係は必ずしも一致するとは限らないんですけれども、あまり本

を読んでいない学生が多いので、やはり読書習慣をもう少しつけられるような形

のことを今回盛り込めればいいなと思っております。それをさらに、保護者の方

にも読書の重要性というのをもう少し実感していただけるような政策の内容に入

っていけばいいなという風に考えているのが一つです。あともう一つはこれとは

関係なく、今回のアンケートにはちょっと入っていなかったんですけれども、総

合的な人権教育ということにはなってくると思うんですがセクシャルマイノリテ

ィの方とか、そういった色々な方がいらっしゃいますので、そういうことも幅広

く学習、本当に様々な性の多様化と、それから様々な人について、個性の尊重と

いうことについてを、もう少し踏み込んだ形で今回取り入れられたら良いのでは

ないかなというのが意見です。以上です。 

委員長：はい、ありがとうございました。要望と意見とありました。これにつきましてお

願いいたします。 

指導室長：はい、指導室長です。ありがとうございます。やはり読書活動につきましては

国語という学習の基礎であると考えておりますので、やってないというわけでは

なく、さらに一層力を入れて行くというようなことで取り組んでまいりたいと思

います。また先程ありました、人権教育関係でございますけれども、そちらの方

にしてもですね、先程のお話と重複いたしますが、人権教育プログラムというの

が毎年東京都の方から公立の小、中学校全教員向けに配られ、毎年少しずつなん

ですけれども改定され、必ずその内容について全教員で確認し合うというような

ことの取組みも実は行っているところでございます。性に関すること、それから

先程出ました障害者に関すること、その他その人の人権に関わるようなこと、こ

れを様々な教科、そして道徳と関係づけてですね、子どもたちに指導して行くと

いうことにつきましては、より一層力を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：はい、ありがとうございました。ただいまのプランへの要望ということで受け止

めさせていただきます。Ｈ委員お願いいたします。 

Ｈ委員：私からは 16ページの外国語教育について少しお話をさせていただきたいと思いま

す。小学校の先生方が今不安に感じている内容のトップに、外国語活動の前倒し

及び外国語の教科化というのがあるという風に思います。これはもう私どももま

さにそうだろうなと思っておりますが、今現在の小学校の先生方が大学時代に教

職課程の中で英語教育への学習指導は受けていないわけです。英語活動というの
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については、何年かの実績がございますが、ただこれも小学校の先生方の一部の

人しか関わっていないはずなので、そうなってきました時に、これは大変喫緊の

課題ではないかという風に思っております。教員研修はかなり力を入れておやり

になっているのは分かりますけれども、恐らくこれはちょっと重点的にですね、

ここ数年間やっていただきたいなという風に思っております。ただそれに関しま

して、学習指導要領に対する批判ではありませんけれども、言語についてはでき

るだけ小さい内に獲得した方がいいっていうのはこれ当然なんですけれども、た

だ言語発達の世界からいきますと、母語の概念が確立する前に第２言語を無理に

学ばせようとすると、母語の概念が崩れてくるという部分がある。よく成功例だ

け出るんです。つまり英語も日本語も自由に使うことができる、いわゆるバイリ

ンガルという成功例が表に出てるんですけれども、実は自分の母語が確立する前

の幼児に無理矢理第２言語、第３言語を与えて行くことによって、セミリンガル、

つまり母語を確立しない。母語っていうのはモノを考える時に使う言語なので、

あまりにも早い時期に第２言語を無理矢理押し付けて行くと、思考力とか判断力

にも非常に影響を及ぼすという結果があります。ですからこれは学習指導要領で

決められていることなので当然やるわけですけれども、それと同時にね、もしこ

れをかなり低年齢化した外国語教育をすると、それと並行して国語教育をきちん

と充実しなきゃいけないと。だから、今日幼稚園や保育園の先生いらっしゃって

いますけれども、やっぱり読み聞かせや読書をして、かなり小さい時から日本語

についてきちんと習熟させていかないと、この初期の英語教育っていうのは逆に

出る可能性があるということなんです。ですからどうしてもこれ、英語教育だけ

が独立して言われていますけれども、子どもたちの言語発達ということを考えた

時には、国語関係の、今司書の話とか色々出ましたけれども、やっぱり子どもた

ちの読書環境とか、それから正しい言語について学ぶ、触れる機会というのを増

やしていく必要がある。だからそういったことに関して区の教育の方針みたいな

ものをきちんと立てていく必要があるんじゃないかなと思います。国語教育の充

実とセットじゃないと、これは大変危険な部分かなあと思います。それからもう

一点ついでに言わせていただきますと、外国語活動と外国語教育、教科と教育は

やっぱり違うわけです。今まで良かったのは、ここにいらっしゃる先生方の中に

は英語の担当の方がいらっしゃるかも知れませんが、大体日本の英語教育という

のは、あまり成功とは言えなかったんです。あれだけの時間数かけていながらし

ゃべれない人が大変多いんですけれども、それは何が原因かといいますと、中学

校１年生がそこの入門だったわけですけれども、その段階から正しい英語という

ことを強調しすぎていたんです。つまり日本の教科っていうのは大体受験を目指

してペーパーテストに正しく答えられるかどうかっていうのが判断基準になって

いましたから。そうしますと、ペーパーの上で書き言葉としての英語を重視して
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行きますと、やっぱりどうしても教師はちょっとした間違えがすごく気になるわ

けです。前置詞の間違い、ここは at じゃだめだよとか of じゃだめだよとか。あ

るいは三人称単数のｓが抜けているからということで×になる。でも本当はコミ

ュニケーション能力を高めるためには、そういった細かいことではなくて、とり

あえず知っている単語繋げてでも、とにかく外国の人と例えば意識が通じること

の喜びみたいなのが実は言語教育のスタートになるわけです。そういう意味で私

は小学校に英語活動っていうのが導入されたのは良かったなと思っていたんです。

ところが今度の学習指導要領では小学校にも書くことというのが出てきて、英語

教育。これは下手をすると英語嫌いを前倒しすることになってしまいます。です

からそこら辺に関しても、やっぱり教育委員会指導室としてはきちんとした見解

をもってですね、英語活動、それから英語教育の中身について、特に小学校につ

いては精査して行く必要があるんじゃないか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。これも大変難しい課題でございまして、今後プランに

どう活かしていくかということについては事務局の方でご検討いただければと思

います。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。はい、Ｉ委員お願い

いたします。 

Ｉ委員：今のＨ委員のお話を聞いてすごく安心しました。私もこのあとのこれからの方針

の中で、こういう日本語、母国語をちゃんとできないのに英語に偏っていっちゃ

うのはおかしいなという疑問をもっていたものですから。今お聞きして本当に安

心しました。それと、これは別なんですが、地域活動をしている中で中学生のボ

ランティアというのが非常に今、多分どの学校でも協力的にしていただいている

と思うんですけれども、そういったものに対する学校の方の評価の在り方と、そ

れからボランティア活動は中学生、私の地区でもやっぱりジュニアリーダーって

いうのはなかなか出せなくて、いないんですけれども。その部分、現役の中学生

が一緒に活動してくれたり、場合によっては中学生の活動を地域が手伝ったりっ

ていうことで、やっているんですけれど。そういう中学生、これから一番地域の

中では核になる人材だと思っているんですけれど。ボランティア活動、それから

地域活動に対する評価の仕方、そういったものを何かつけてもらうと励みになる

のかな、という風に思いますので。その辺の部分ありましたら教えて下さい。 

委員長：ありがとうございました。これは事務局の方でよろしいでしょうか。よろしくお

願いいたします。 

指導室長：指導室長です。ボランティア活動、委員ご指摘の通りです。今中学校、特に中

学校ですけれども、学校の周りの清掃活動というようなことをはじめ、随分と進

んでいるところでございます。またそのボランティアを、個人的に、学校の教育

活動以外に個人やグループでやったところについては学校の方から教育委員会事

務局の方に情報をいただいて、それを一覧にして各校長、副校長にお示しし、こ
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の学校ではこんなボランティアをやりましたというような一覧でも配付し、お知

らせしているようなところでございます。今ご意見いただきました、その評価の

部分について、具体的にこのボランティアをやったらこうなるというようなとこ

ろまでは今含まれてございません。ただそのボランティアを率先してやってると

いうことは、例えば総合的な学習の時間の所見欄に記入されたりとかですね、そ

ういうようなことで数値として評価ではなく、所見として、そういうものを記録

として残しているというところが現状でございます。今後の評価のあり方につい

てもこれからより一層検討していく、そのように考えてございます。 

委員長：ありがとうございました。Ｉ委員よろしいでしょうか。それではあと二方くらい

のご意見で。ではＪ委員お願いいたします。 

Ｊ委員：アンケートで一つだけ気になった点があってのご質問なんですが、小学校・中学

校の保護者さんのアンケート結果の中に、いじめ対策という項目があって、その

小学校・中学校での対策に対してどういったところが気になるかという問だった

と思うんですけれども、大体上から数えて４番目か５番目ぐらいの感じになった

という風に読んでおります。それに対して小学校・中学校の先生方のアンケート

の中で、道徳・人権に関わる部分で、改善するかしないかという項目があったと

思うんですけども、その中で多分そこにその、いじめ対策も含まれていると思う

のですが、70％くらいの方は特に改善する必要がないというような回答になって

おりました。私は保育園の事業者なんですが、就学前の保護者のアンケートを見

ると、幼稚園・保育園・子ども園、全てにおいて今区に対していじめ対策問題を

求めている、という結果がありまして。数字だけ見るとちょっとそこだけが抜き

出ていたというのがあったんです。その違いというのがどこにあるのかなという

風に思っております。私もまだ勉強不足のところもあるんですけれども、実際小

学校・中学校でこういう対策をやっているんだということが就学前の保護者に伝

わっていれば、こういったアンケート結果にはならないんじゃないかなという風

に思っているんですけども。今具体的にどういう対策がされているのかというの

を教えていただければな、と思ってのご質問でございます。 

委員長：ありがとうございました。これは事務局どちらになるでしょうか。はい、では指

導室長お願いいたします。 

指導室長：はい、指導室長です。ありがとうございます。いじめ対策、就学前の保護者の

方たちにしてみますと、具体的に特に小学校です。どういう風に行われているか

っていうのは、やはり明確になっていない部分が多いと思っています。というの

も良いことではなく、負の部分ということなので、この部分というのを大っぴら

にしていくというところはなかなかできていないというのは現状だと考えており

ます。ただ実際にいじめ対策についてなんですけど、まず未然防止というのがあ

りまして、そのために思いやりの心を育てたり、相手の気持ちを考えて行動した
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りというような、そういうようなことをまず進めます。仮にいじめが起こった場

合には、KS 会議というようなことで、管理職を中心に担任、養護教諭、スクール

カウンセラーというような関係者。さらにはそれだけでなく地域の関係機関、本

区事務局で抱えております総合教育センターの心理職とか、そういうような専門

職ですね、そういう方たちも同席をしていただいて、いじめが起こってしまった

りとかっていう時には実際には対応しています。ただ繰り返しになりますけれど、

その部分をもしいじめが起こったら、こういう風な対応をうちの学校はしていま

すよということのアピールという部分では、まだまだ少ないところから、このよ

うな不安なお気持ちというのが表に現れてしまったのではないかなと考えてござ

います。その部分についても、これから特に小学校の校長にですね、今入学前、

その取組みのちょうどいい時ですので。そういうお話についてはこちらからもお

話を伝えていき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。それではお願いいたします。 

学校教育支援担当課長：学校教育支援担当課長です。今、指導室長から、学校の授業の中

でどういう風に人権教育等を進めていくかというご説明いたしましたが、区とい

たしましても、いじめ防止のガイドラインとか、基本方針というのをお示しして

いきながら、各学校で、いじめと疑われるようなものについては認知をした段階

で教育委員会に報告をいただいて、対応を図っていただくというような方針も出

しておりますし、ホームページにも掲載はさせていただいております。あと、学

期に一度、いじめがあるかないかというようなアンケートも、学校の中で実施を

していただいているところもございますので、今後周知を図っていきたいと思い

ます。 

委員長：ありがとうございました。Ｊ委員よろしいですか。 

Ｊ委員：今の親御さん方っていうのは、マスコミの情報だったりネット情報だったり口コ

ミがすごく広い方々ばっかりで、ちょっと何か負の情報が出るとブワッて広がる

んです。あそこの小学校はどうだっていうのが、ちょっと出るとブワッと広がる

ような方々なので。我々保育園としてもそうならないように、ならないようにと

いうことでは進めていっています。子どもたちに対してはそういった思いやりだ

ったり道徳教育的なところもよくやっていくんですけれども、保護者の皆様に対

しても、子どもたちとのコミュニケーションの時間、機会というのはよく増やし

ましょうねということはやってきているんですが。実際就学前で初めてのお子さ

んですと、小学校の状況っていうのはよく分からないことばっかりですので。今

お話聞きましたが、大げさにならないように安心していいんじゃないでしょうか、

っていうようなことで。水面下で話を進めていきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

委員長：はい、ありがとうございました。あとお一方にしたいと思いますが。ではＣ委員
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お願いいたします。 

Ｃ委員：先程英語のお話が出たのでぜひ、私の方でも要望をさせていただきたいと思いま

す。先程は小学校のお話だったんですけれども、ぜひ英語活動に関しては幼稚園

から、という風に要望をしていきたいなと思っております。論文等でも見られま

すけれども、５歳までで 80％の神経回路が形成されるという、非常に重要な時間

を幼稚園で過ごします。そこに海外の文化を、感じることが出来る。それを異物

とせず、自然に受け入れられる、今だからこの活動が今後に活きていくっていう

のが、重要だという風に我々幼稚園 PTA 連合の方では考えております。そういっ

たことも各方に要望書として提出はさせていただいているんですけれども、ぜひ

もう一歩引き下げて、幼稚園でも外国語の活動を含めて考えていただければなと

思っております。もう一つ、先程いじめのお話が出たんですけれども、子どもに

対しての対策というのは大変多く取り入れられていると感じています。色んな先

生方の講演会でのお話などを聞きますと、保護者がしっかりと子どもとコミュニ

ケーションを取っていて、子どもの心が安定していれば、いじめる側に回らない。

あとはいじめられる側に回ったとしても、跳ね返すだけの力をもてるっていうの

があるようなので、保護者に対しての子どもとの関り方っていうところも、保護

者に対して指導というのはどうなのかという葛藤はあるのですが、もっとこうす

ることによって子どもの心が安定すれば、いじめっていう問題がそもそも起きな

いんだよっていうのも、保護者側で認識をして取り組んでいけるような何かがあ

ると、より良いのかなという風に感じました。ですので、そういったことを踏ま

えて、計画を練っていっていただけたらなと。２点、英語に対して幼稚園まで引

き下げる。子どもの心の安定を保護者に対しても何か働きかけをしていくってい

うところを含めていただけたら、大変いい結果が得られるのではないかと感じま

したので、よろしくお願いいたします。以上です。 

委員長：はい、ありがとうございました。大変な要望が出てきたと思いますが、事務局の

方、検討していただければと思います。それでは一応これで閉じさせていただき

たいと思いますが。１件目のこの意識調査の結果につきましてはこれで終わりに

したいと思っております。この件につきましては副委員長の方からコメントをい

ただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

副委員長：副委員長の大島です。コメントと申し上げても非常に多岐にわたるお話でもご

ざいましたので、こんな風に考えております。いただいた報告書非常に大部なも

のでしたけれど、たくさんのトピックが出てまいりました。簡単におさらいして

みると、ジュニアリーダーの話から、かつしかっ子宣言、そして東京オリンピッ

ク・パラリンピックの話、そしてまた図書館をめぐる問題、性的少数者に関わる

ような人権教育の問題、そして外国語教育ということと、いじめ対策というよう

な、いくつものトピックが出ていたわけなんですが、これがこの報告書のすべて
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ということともまた違うんじゃないかという、かき混ぜるような話で恐縮ですけ

れど、思います。というのもこれだけの結果が出てきた、こういう調査をしてこ

ういう色んなデータが出てきたということは、トピックだけに注目していても、

もしかすると教育振興基本計画というところを作っていくには、もっと必要なも

のもあるんじゃないかな。ですからトピックは変な風に例えてみればおかずのよ

うなものです。見やすい色のついているものですけれど、日常的な地道な教育活

動っていう、ご飯とかパンとかに当たるような部分というのの、そういう結果も

この報告書にあるかと思って、ただそれは膨大なデータなのでなかなか共有しに

くいし、評価なりということをまた、すり合わせて行くということも難しいかと

思うので、これは要望というかご提案というかですけれど、その地道な部分とい

うのがやっぱりもう少し見える化していくというか。地道な活動のところなんだ

けど、こういうところがあってこそ色んなことが出来るんだっていうのが、見え

るようになることというのは、この委員会でもまず必要ですし、計画としてまと

まっていく時にもですね、区民の方たちに計画がこういうものだっていう風に示

していくにも大事なことかなという風に思っていますので。トピックと地道な活

動と。そんなことを意識しながら、今後のまとめる方向性を考えていただけると

よろしいのではないかと思います。以上でございます。 

委員長：これも大きな課題をいただいたかと思っております。ご飯もおかずもデザートも

ということですので、よろしくお願いしたいと思っております。 

指導室長：委員長、１点補足説明させていただけないでしょうか。 

委員長：はい、では指導室長お願いいたします。 

指導室長：先程「かつしかっ子宣言」の認知度についてご質問をいただきました。ちょっ

と具体的に数値のことについてお話をさせていただきたいんですけれども、資料

２の 28 ページをご覧ください。こちらの方に６．調査間比較といたしまして（１）

「かつしかっ子宣言」の認知度というのが数値で示されてございます。ただこち

らの方ご覧いただきますとお分かりになりますように、小学校２年生、小学校５

年生、中学校２年生、さらには幼稚園、保育園、子ども園の保護者ということと、

もう一つ教職員につきましては幼稚園、保育園、認定子ども園、こちらの方に限

定しているものでございます。小学校２年、５年、中学校２年の教員というのは

含まれてございません。本区の方につきましても幼稚園につきましては、この中

では区立の幼稚園が３園で、残りが私立の幼稚園、保育園、子ども園という風に

なります。ですのでまだまだその部分ではこちら教育委員会事務局が進めている

「かつしかっ子宣言」の進行としては、肯定的な、特に知っているという値とい

うのは低いのかなと考えておりますが、公立の小・中学校に、また幼稚園につき

ましては、十分に浸透しているのではないかなと、そのように考えているところ

でございます。申し訳ございません、遅くなりました。 
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委員長：ありがとうございました。それでは１件目の案件について終わりまして、２件目

の方に移りたいと思っております。それでは資料３の「教育に係る近年の動向に

ついて」事務局よりご説明をお願いいたします。 

庶務課長：庶務課長です。それでは私から「教育に係る近年の動向」について説明をさせ

ていただきます。資料３をご用意ください。それではこちらについても全てでは

なく、主だった項目について説明をさせていただきます。はじめに１ページでご

ざいます。第２期教育振興基本計画（国）でございますけれども、こちらについ

ては平成 25 年度から 29 年度ということで、もう終了間際でございますので、続

いた２ページをご覧ください。こちらの方でですね、計画期間が 30 年度から 34

年に策定するに当たって、基本的な考え方がまとまってございます。こうしたこ

との策定に向けての現時点での考え方ですので、こちらは基本的に計画に反映さ

れるのかなという風に認識してございます。まず「目指す姿、基本方針」でござ

います。１の個人の面ということで、「自立した人間として、主体的に判断し、多

様な人々と協働しながら新たな価値を創造する人材の育成」。２の社会の面といた

しましては「一人一人が活躍し、豊かで安心して暮らせる社会の実現」「社会の持

続的な成長・発展」こちらの２点が基本方針の主な内容でございます。それに基

づいて主な内容でございますけれども、５項目ございます。１．夢と自信を持ち、

可能性に挑戦するために必要となる力を育成する。２．社会の持続的な発展を牽

引するための多様な力を育成する。３．生涯学び、活躍できる環境を整える。４．

誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティーネットを構築する。５．教

育政策推進のための基盤を整備する。こうしたものの考え方が反映されて、計画

が策定される予定でございます。続きまして３ページ目でございます。新学習指

導要領ということで、先程もこの言葉出てきてございますけれども、幼稚園、小

学校及び中学校の教育課程の基準の改善を図ったものでございます。計画期間が

それぞれ以下の年度から全面実施ということで、幼稚園は 30 年度、小学校が 32

年度、中学校は 33 年度となってございます。目指す姿、基本方針については３点、

こちらに記載の通りでございます。また主な内容としまして５項目ございます。

１．知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」、２．

各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立、３．幼稚園の主な改善事項、

４．小・中学校の教育内容の主な改善事項、５．特別支援教育に関する主な改善

事項、というような内容により、構成されているものでございます。続きまして

５ページをご覧ください。こちらが東京都教育施策大綱というものでございます。

こちらについてはよく都教育大綱といわれているものでございます。東京都のこ

れからの教育の基本的な方向性を示すものとして、教育委員会と協議を重ね策定

したものでございます。こちらについては「教育委員会と議論を重ね」という風

に書いてございますように、策定したのは東京都知事でございます。選挙で選ば
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れた知事ですとか区長の意見を反映したものを、今後教育の大きな方向性を示す

ものとして、都道府県、市区町村が策定するものでございます。目指す姿、基本

方針でございます。１．誰もが自ら望む教育を受けられ、可能性を伸ばせる社会

の実現、２．グローバル化の進展の中でたくましく生き抜く人間、３．共生社会

の中で多様性を尊重し積極的に社会的役割を果たす自立した人間、ということで

ございます。主な内容ですけれども、１の全ての子どもが学び成長し続けられる

教育の実現等、８項目から構成されてございます。続きまして少し間をあけまし

て８ページでございます。いじめ対策でございます。いじめ防止対策推進法とい

うのが国に定められているところでございます。こちらにつきましてはいじめの

重大事件等を受けて、25 年度に策定されたものでございます。背景・目的の４行

目をご覧ください。後半部分です。基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責

務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策

定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定

めるものでございます。主な内容１の総則でございます。こちらについては「い

じめ」とはどういうものかというような定義がされると同時にですね、いじめの

防止等のための対策の基本理念、いじめの禁止、関係者の責務等を定めてござい

ます。次に２のいじめの防止基本方針等ということで、国、地方公共団体及び学

校の各主体による「いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針」の策定

について定めるということで、国については９ページにその基本方針が定められ

てございます。３の基本的施策・いじめの防止等に関する措置として、学校の設

置者及び学校が講ずべき基本的施策として、道徳教育の充実、早期発見のための

措置、相談体制の整備等が掲げてございます。そういったようなものを内容にし

て、いじめの防止に取り組んでいるところでございます。続きまして少し間が開

きますけれども、16 ページをご覧ください。オリンピック・パラリンピック教育

でございます。背景・目的でございます。こちらについては２行目に書いてござ

いますように、東京都におけるオリンピック・パラリンピック教育を、都内全て

の学校で展開していくための基本方針が策定されたものでございます。主な内容

としては４点ございます。１．育成すべき人間像、２．取組みに当たっての基本

的枠組み、３．重点的に育成すべき５つの資質、４．オリンピック・パラリンピ

ック教育の３つのレガシー、というような内容で構成されてございます。続きま

して 18ページをご覧ください。９の放課後子ども総合プランの推進でございます。

こちらについては背景・目的にございますように、共働き家庭等の「小１の壁」

を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後

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よう、一体型を

中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整備等を進めるもの

でございます。主な内容１で国全体の目標でございますけれども、31 年度末まで
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に放課後児童クラブについて約 30万人分を新たに整備。２としまして全小学校区

で放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に又は連携して実施し、うち１万

か所以上を一体的で実施するものでございます。ちょっと間があきまして４をご

覧ください。市町村における放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施でござ

いますけれども、学校施設を活用した放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実

施促進、一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室の実施等が掲げられてご

ざいます。続きまして 19ページ、10の生涯学習の推進をご覧ください。第２期ス

ポーツ基本計画でございます。こちらはスポーツ立国の実現を目指す上での重要

な指針というような内容でございます。主な内容ですけれども、１．スポーツを

「する」「みる」「ささえる」スポーツ参画人口の拡大と、そのための人材育成・

場の充実です。２のスポーツを通じた活力があり絆の強い社会の実現、３．国際

競技力の向上に向けた強力で持続可能な人材育成や環境整備、４．クリーンでフ

ェアなスポーツの推進によるスポーツの価値の向上、こういった内容でございま

す。最後に 20 ページをご覧ください。生涯学習分科会におきまして、29年度に会

議が行われ、主な議題については第 87回等にございます社会主事養成の見直しに

関する基本的な考え方とかですね、86 回においては障害者の生涯を通じた多様な

学習活動の充実等々について議論をされているところでございます。私の方から

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：はい、ありがとうございました。ただいま「教育に係る近年の動向について」と

いうことで課長から説明がありましたが、これは国及び東京都の教育の状況につ

いてですね、見直して、そしてこの飾区の計画策定に参考にしていただきたい

という意味で、ご説明があったかと思っております。私のいただいた進行表には

ただいまの事務局の説明について委員の皆様から何かご質問等ございますかとい

うことですが、これは聞かれてもなかなか難しいことだと思うものですから。こ

こはもう残った時間で、ぜひ今お話あったこと、どこからでも結構でございます

ので、教育座談会的なことになるかも知れませんが、皆様からご意見等、ご感想

等、また教育に対して夢等を語っていただければと思っておりますが、いかがで

しょうか。はい、お願いいたします。 

Ｋ委員：８ページのいじめのことにつきましてなんですけれども、総則でいいますと、「い

じめ」をしているのが児童・生徒だけみたいな書き方をしているんですけれども。

近頃教員もいじめているんじゃないのか、ということもありますので。これに教

員も含めたらどうかな、という風に思いました。それから主な内容についての２

番ですが、最後の方に「問題対策連絡協議会を置くことができること」と書いて

ありますが、飾区の方では協議会をこれから設置するような意向がありますか。

それから都も国もそうなんですが、オリンピック・パラリンピックの教育につい

てということで、16ページ。東京都の方で主な内容ということで、２番。「オリン
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ピック・パラリンピックの精神」云々で、「学ぶ」「観る」「する」「支える」とい

うことなんですけれども、飾区の方では「学ぶ」「する」「支える」というのは

ある程度は、今できているんじゃないかなと思うんですけれども、「観る」という

ことに関しては、施設があんまりないということで、例えば野球とかサッカーと

か競技場があって、そういうところで一流選手のプレーを観るというのが、僕ら

はそういう頭なんですけれども。今、区の方では小学校とか中学校に、オリンピ

アンの選手をお呼びして、それを見せるという格好なんですけれども、実際にプ

レーしているところを見せるっていうのが、この「観る」っていうことに当ては

まるんではないかと思うんですけれども。その辺今後、小学校や中学校にお呼び

する選手だけじゃなくて、そういう試合とか何かを呼ぶとか、誘致するっていう

考えはお有りですか。以上です。 

委員長：ありがとうございました。皆さんのそれぞれのご意見を伺って、まとめて最後に

事務局の方からお答えしていただきたいと思っておりますので、他にいかがでし

ょうか。はい、Ｌ委員お願いいたします。 

Ｌ委員：先程の質問と少し重複するのですが、今世間では国語の乱れというのが大変問題

になっております。結局国語というよりは、日本語の喋り方ということが、現在

以上に学校において、国語教育のカリキュラムの充実をもっとした方がいいんじ

ゃないか。その上で英語教育がついてくるという風に、私は考えておるのですが。

先程Ｈ委員がおっしゃったような形の教育の方針が、私も同感するところでござ

います。以上です。 

委員長：ありがとうございました。まだお声をいただいていない方ぜひ、ご発言をお願い

できればと思いますが。いかがでしょうか。ではＣ委員お願いいたします。 

Ｃ委員：先程英語教育についてなんですけれども、今現状を私が認識している限りでは、

活動の方が来られる。それに対して学校側は全て対応している。というのが現状

だという風に認識しております。それをぜひ、もう少し吸い取っていただいて、

例えばこちらでカリキュラムを組む。中心部で同じようなカリキュラムを講師に

もたせて活動に行かせる。それに基づいて講師は行う、というぐらい手厚いもの

があってもいいかなと思っております。それはなぜかというと、ちょっと内容は

違いますが、児童は減っている、教員が少ない、とても部活動が大変だという話

が先程ありました。その現状を区、あとは都も分かっているわけなので、全て現

場に任せるというのではなく、特に先程お話ありましたけれども小学校の教員と

いうのは、英語の知識というのは自分の学んだ知識しかない。人に教えるという

ところまでは学んでいませんというお話がありました。であれば、この活動を円

満に、さらに広げていくことができるようにするためにはもう少し中心部が吸い

上げて、プランを練る、それを講師に任せる、というところまでできるんじゃな

いかなと思います。中心部にはそういったノウハウをもった方々というのが、た
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くさんおられるのではないかなと。教員を上がられた方、色々なところに配置し

ていただいて、ご尽力いただいておりますけれども、そういった方の中に、大変

そういったスキルをお持ちの方というのはいらっしゃるんじゃないかなと思って

います。ですからそういったことも踏まえて、グローバル化した英語教育・改革

というところには盛り込んでいっていただけると現場でも受け入れやすい、子ど

もたちにもさらに浸透しやすい、という相乗効果になるのではないかなと思いま

すので、ぜひご検討いただきたいと思います。以上です。 

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

す。 

Ｍ委員：先程オリンピック・パラリンピックの教育の話というのがございました。オリン

ピックを世界のスポーツの祭典と位置付けた場合に、その中でパラリンピックと

いうのは、ここではいわゆる障害者のオリンピックだということしか記載されて

ませんけれども、実際にはこれは身体障害者、視覚障害者のオリンピックなんで

す。他に世界的なスポーツの祭典としては、デフリンピック、これは聴覚障害者

です。それから知的障害者の対象のスペシャルオリンピックスというのがござい

ます。パラリンピックが有名になったのは、オリンピックと合わせてやっている

ということで有名になったのであって、これはあくまでも障害者の一部、いわゆ

る身体障害者、視覚障害者を対象にしていますので、ぜひ教育の中ではこの方々

だけが障害者だということではなくて、もっと障害者というのは精神障害もあり

ますよ、知的障害者もあるということを忘れずに一つ、それも含めてぜひ教育に

活かしていただきたいと思いますので、お忘れないようによろしくお願いしたい

と思います。 

委員長：Ｍ委員、ありがとうございました。いかがでしょうか。はい、Ｄ委員お願いいた

します。 

Ｄ委員：新学習指導要領に関してでありますけれど、どの学校でも独自性をもってそれぞ

れの研修会をして下さる方向、あるいはして下さっているんだろうという風に思

いますけれど。これはあくまでも教員任せにせずに、私は行政としてもね、きち

んとした学びの研修会等々含めて、きちんとやっていただきたいと思います。学

習指導要領そのものをお持ちにならない教員も中にはいますので。学校ではそろ

えておいても、大変安いものですから。学校ではそろえておいても、何かメモ書

きがいっぱいあった、教員全員で見るべきものではないだろうと私は思いますの

で、個人持ちにすること。そしてさらには研修会と同時に学年会等できちっとや

っぱり学びをすることが大事かなという風に思います。経験上いつも 10 年ごとに

改定される学習指導要領の本を見るたびに、教員一人ひとりがそのことを理解し、

そして学校の教育目標と合わせて、どんな風に進めていくかというのは大変、あ

る意味では期待もしておりますので。ただ教員は非常に努力して下さっています。
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飾区の教員、負の部分も少しはあろうかなという風に思いますけれど、プラス

の部分でかなり大きな努力もしておりますし、実績も私も確認もしておりますけ

れど、やっぱりきちんとした学びを成果として、現していただくためには研修会

と学習指導要領に関わること。ぜひやったつもりではなくて、行政としてもきち

んとやらせるべくご指導お願いできればなという風に思います。以上です。 

委員長：ありがとうございました。他によろしいでしょうか。それでは個別のことについ

てはなかなか事務局の方も大変かと思いますが、これは恐らく今、このプランの

中にぜひ検討していただきたいというご意見だと思っておりますが。事務局の方

でもし何かこれに対してお答えすることがございましたら。はい、それではお願

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す。Ｋ委員からいじめについてのご意見

をいただきましたけれども、児童・生徒以外で、教職員のいじめがあったという

ようなことを認知した、通報があったという時点で事実の確認をしまして、指導

等については行っているということが現実としてございます。あとは８ページの

ところに記載されております、地方公共団体の方で行う「いじめ問題対策連絡協

議会」につきましても、飾区として設置をいたしまして、飾区での国に準じ

た基本方針の策定等、あとは実態の方の把握ということを、年３回の検討になり

ますけれども、実施をさせていただいております。 

委員長：ありがとうございました。他よろしいですか。はい、それでは今いただいたご意

見等につきましては基本計画の中に検討していくということで、進めさせていた

だきたいと思っております。それではこの２件目の案件につきましても、やはり

副委員長の方からコメントを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。 

副委員長：ご指名いただきましたが、委員の皆様のご発言へのコメントというのもなかな

か難しいかと思うので、私も一つ要望というような形でよろしいでしょうか。概

要版の７ページに幼保小中連携教育の話が出てきていたんですが、ちょっと関連

するエピソードということで、ちょうど昨日授業がありまして、教員を目指すと

いうわけではない一般の学生に、幼稚園から小学校に上がる時に、すんなりとな

じめましたか、という話をしたらですね、幼稚園が黄金時代で小学校入ったら困

っちゃったっていう学生と、反対で幼稚園・保育園はよくわからなかったけれど、

小学校へ行ったらよかった。それとスムーズに移行したっていうような３つの回

答があって、あんまり差がなかったんです。自分がそれこそ飾の鎌倉小学校の

卒業生なんですが、小学校上がった時に、学校の授業が退屈だったらしいんです。

連絡帳に、机に脚を乗っけて聞いているっていうのを書かれていたんだよって親

から言われたことがありまして。連携って、多分幼稚園・保育園から小学校へ、

あるいは小学校から中学校へ、小１、中１のギャップって言われますけど、その
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学びの形とか質とかっていうのは変わる瞬間というのを、子どもたち自身も、そ

れから親御さんたちも、なかなか困ったときには分かるけれど、意識しにくいと

ころなのかなと。それぞれを代表して皆さんここにおられるわけですけど、まさ

にこういう連携みたいなテーマというのこそ、お互い違う立場の皆さんがいると

ころで、話せたらいいなということを思いましたので。今後のテーマになったら

嬉しいなと思います。感想です。以上です。 

委員長：ありがとうございました。ここでは色々とご意見等、要望等いただいているわけ

ですけれども、要望は、きちんと分かっていない、私も分かっていないものがあ

るんですけれども、例えば今日ですと英語教育と、英語活動と、英語の教科と何

が違うのかとかです。それから学習指導要領って平気で使いますが、学習指導要

領ってそもそも何ですかっていうような、そういうこととか。それから今先生が

いじめ防止対策推進法って、どんな法律なのかそういったことも、何か簡単な、

ここで共通として理解しておきたい、用語例集みたいなものがちょっとあるとい

いかなと。また事務局の仕事を増やしそうで申し訳ないですけれども、そんなこ

とを思いましたので。もし可能でありましたら、作成していただければありがた

いなと思っております。それではそろそろお時間でございますので、以上で本日

の案件全て終了いたしました。ご協力ありがとうございました。それ以外につい

てご質問等はございませんか。それでは最後に事務局から連絡事項等がありまし

たら、お願いいたします。 

庶務課長：庶務課長です。それでは私の方から次回の策定検討委員会の日程を説明させて

いただきます。本日机上にお配りさせていただいている開催通知にございますよ

うに、平成 30 年１月 12 日金曜日、午後２時から男女平等推進センター、ウィメ

ンズパルです。こちらの１階多目的ホールにおいて開催を予定してございます。

次回の策定委員会ではかつしか教育プラン 2014 の検証と評価についてを説明させ

ていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

委員長：はい、それでは皆さんご協力ありがとうございました。これをもちまして第２回

教育振興基本計画策定検討委員会を終了いたしますが、委員の皆様ご協力ありが

とうございました。また事務局の皆さん、膨大な意識調査の方まとめていただき

まして本当にありがとうございました。それではこれで終わりにしたいと思いま

す。ご協力ありがとうございました。 


