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第３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１月 12日（金） 

午後２時 00 分～午後３時 50分 

場所：男女平等推進センター多目的ホール 

委員長：皆さんこんにちは。定刻になりましたので、これより第３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。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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。それでは最初に傍聴希望者の方に

お入りいただきたいと思いますが、本日の傍聴希望者の状況はいかがでしょうか。 

庶務課長：本日の傍聴希望者はおりません。 

委員長：はい、分かりました。それではまず議事に入る前に、事務局より連絡事項がござ

います。お願いいたします。 

課長：それではまずはじめに、委員の欠席のご連絡をさせていただきます。本日、体育協

会代表の腰塚委員、中学校の PTA 連合会代表の武内委員、幼稚園長会の代表であ

る矢野委員、中学校長会の代表であります臼倉委員、飾区の政策経営部長の田

口委員、この５名から欠席の連絡をいただいております。今お見えになっていな

い方は、追って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。 

委員長：５人の委員の欠席についてお話いただきました。続いて資料の確認等をお願いい

たします。 

庶務課長：それでは会議に入る前に本日の資料のご確認をお願いいたします。「かつしか教

育プラン 2014（飾区教育振興基本計画）の検証と評価」、資料１と右肩にあるも

のでございます。第２回飾区教育振興基本計画策定検討委員会会議録、こちら

については前回分の会議録でございます。以上の資料につきましては、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４回の委員会の開

催通知、訂正箇所一覧を置かせていただいております。訂正箇所一覧は事前に送

付させていただいております、資料１の「かつしか教育プラン 2014 の検証と評価」

に誤りのあった箇所と、その訂正を一覧にさせていただいたものでございます。

資料に不備があり、大変申し訳ございませんでした。不足の資料がございました

らばお申しつけ下さい。 

委員長：資料はお揃いでございますでしょうか。はい、ありがとうございました。それで

は早速ですが議題に入らせていただきます。はじめに、「かつしか教育プラン 2014

（飾区教育振興基本計画）の検証と評価」についてでございます。事務局より

説明をお願いいたします。 

庶務課長：それでは議題に入る前に確認させていただきます。事前に送付させていただき
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ました会議録でございますけれども、こちらの修正等何かございましたら、会議

終了後に事務局の方にご連絡いただくようにお願いいたします。修正後に委員長

及び副委員長以外の委員名を伏せた形で、ホームページに掲載する予定でござい

ます。ちょっと順番が前後して申し訳ございません。それでは議題の方に入らせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。かつしか教育プラン 2014 の検

証と評価について、資料１をご覧下さい。それでは１枚おめくりいただきまして、

１ページをご覧ください。まず資料の構成についてでございます。施策の概要と

いうことで 12 施策、それぞれの概要を記載してございます。なお 12 の施策でご

ざいますけれども、左側の目次を見ていただくと分かるように、基本方針が１か

ら４まで４つ。その方針ごとに各施策が３つずつございますので、その 12の施策

に分類してこの資料は作成されてございます。その概要を記載してございます。

次に取組内容でございますけれども、12 施策に基づく取組内容とその概要、主な

事業を記載しているところでございます。続きまして主な取組状況でございます

けれども、かつしか教育プラン 2014 の策定以降、このプランに基づく事業を実施

してまいりましたけれども、その取組状況の主なものを記載してございます。次

に成果指標等でございますけれども、かつしか教育プラン 2014 における各成果の

成果指標を記載してございます。数字によって事業の内容について成果が上がっ

ているのかどうかを分類しているものでございます。さらに、2014 の成果を検証

する上で、成果指標以外の補足データがある場合については、そのデータも記載

しているところでございます。意識調査の結果につきましては、前回説明させて

いただいたその一部について、関連あるデータについて記載をさせていただいて

おります。そして最後に検証と評価となってございます。成果指標の達成状況で

すとか、意識調査の結果等を踏まえて、現行計画の成果を検証し、どのように評

価しているかを記載しているところでございます。本日の議題がこの検証と評価

でございますので、主にこの資料、大変分厚くございますので、検証と評価の部

分について各施策ごとに１項目ずつぐらい、私の方から説明をさせていただきた

いと思っております。それではまず２ページをお開き下さい。基本方針１「生き

る力を育む、質の高い学校教育を推進します」、施策の（１）確かな学力・体力を

身に付けた子どもの育成でございます。それでは少し間があきますが、７ページ

をお開き下さい。検証と評価でございます。まず①基礎学力の確実な定着でござ

います。全国学力・学習状況調査を見ると、平均正答率が全国と比べて小学生が

やや低く、中学生が低い状況にあるため、全国の平均正答率との差を縮めること

が課題であると認識してございます。しかし東京都の児童・生徒の学力向上を図

るための調査をみると、小学校については、国語を除いてＡ層の人数が増加し、

Ｄ層の人数が低下しており、下位層の児童が減少したところでございます。また

中学校においても全教科においてＡ層の人数が増加し、Ｄ層の人数が低下してい
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るというところでございます。下位層の児童が減少いたしました。具体的に説明

させていただきます。５ページをご覧ください。５ページの成果指標等の一番上

の項目でございます。Ａ問題（主として「知識」に関する問題）の国語、算数・

数学について、飾区平均正答率と全国平均正答率との差がポイントになってご

ざいます。こちらが平成 26 年度から 29 年度まで。括弧書きの数値は目標数にな

ってございますが、29 年度までは実績でございます。こちらに書いてありますよ

うに、この全国とのマイナスのポイントが縮まっているほど成果が上がっている

という表の作りになってございます。また、Ａ層とＤ層のところですが、その下

の資料でご覧ください。東京都 25％層に対する飾の割合ですけれども、例えば

小学校の国語についてはＡ層が－1.2 でＤ層が＋1.7。こちらについてはあまり好

ましい状況ではございません。逆に一番右側の理科を見ていただくと、Ａ層が＋

5.2、Ｄ層が－4.6 となってございます。こうしたＡ層とＤ層になっている姿が、

我々としては望ましいという風に考えているところでございます。それでは続き

ましてまた７ページの方にお戻りください。②基礎的な体力の向上でございます。

「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」の結果をみると、

小学校は毎年全ての学年で体力合計点が上昇しており、東京都の平均を上回って

おりますけれども、中学校は東京都の平均を下回っており、年齢が上がるにつれ

て体力合計点が下がることが課題でございます。小学校における『「一校一取組」

運動』が各校で創意ある取組みを実施する一方で、体育・保健体育の学習を好き

だと回答した割合も、小学校より中学校が低くなっていることから、中学校にお

ける体力向上に関わる取組みに課題があると考えております。今後は、さらに中

学校における効果的な取組みですとか、工夫を周知・普及させるとともに、各校

における授業改善を行い、体力の向上を図ってまいりたいと考えてございます。

５ページをご覧ください。５ページの一番下でございます。東京都と飾区の体

力合計点の差でございます。こちらについては小学校がプラスの数字になってご

ざいますので、東京都を上回っている状態。逆に中学校はマイナスになっており

ますので、下回っている状態という表でございます。次に６ページをご覧くださ

い。意識調査等の結果の部分でございます。基礎的な体力の向上については丸の

二つ目でございます。体育・保健体育の学習を好きだと回答した児童・生徒を見

ると、小学校４年生から中学校２年生までが昨年度を上回っております。学校種

別に見ると、小学校では８割を超えておりますけれども、中学校は７割となって

いるような状況でございます。続きまして８ページをご覧ください。施策の（２）

子どものよさを活かす教育の推進でございます。続いて 11ページの方をご覧くだ

さい。検証と評価の③でございます。③で自尊感情と自己肯定感の育成でござい

ます。丸の一つ目「「自分には、良いところがあると思う」について肯定的な回答

をした児童・生徒の割合」について肯定的な回答をした割合は、小学校において
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は平成 28 年度に減少したものの、平成 29 年度に再び増加いたしました。中学校

についても平成 26年度から徐々に増加してきており、今後も子どもの良いところ

を教師が積極的に認め、励ますことで、児童・生徒の自己肯定感を高めてまいり

たいと考えてございます。その自己肯定感の状況でございますが、９ページをご

覧ください。成果指標等のところでございます。「自分には、良いところがあると

思う」について肯定的な回答をした児童・生徒の割合でございますが、小学校は

平成 26 年度が 66.6％、29 年度につきましては 70.3％ということで、＋3.7。中学

校につきましては平成 26 年 57.9％が 29 年には 61.3％で＋3.4％というような状

況でございます。続きまして 13 ページをご覧ください。施策の（３）区民の信頼

にこたえる学校づくりでございます。ページを再びおめくりいただきまして、15

ページをご覧ください。検証と評価の部分でございます。①学び合う教員の育成

でございます。二つ目の丸でございますけれども、『飾学力伸び伸びプラン』の

実施に効果があると思う教員は７割で、各学校の児童・生徒の実態に応じ学力向

上に向けた取組みを行っております。管理職の学校経営方針により各校の取組み

を推進していることから、今後は、各学校の全ての教員が児童・生徒の課題を共

有し、対応策を出し合うなど、計画立案に関わる体制づくりを進めてまいりたい

と思います。その伸び伸びプランの状況ですけれども、14 ページの意識調査等の

結果をご覧ください。①学び合う教員の育成の丸の二つ目でございます。教員の

指導力向上を支援するための取組みについて、『飾学力伸び伸びプラン』の実施

に効果があると思う教員が 69.9％。「大いに効果がある」が 13.0％。「やや効果が

ある」のが 56.9％となってございます。続きまして 16ページをご覧ください。こ

こから基本方針の２、「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」の、方針のところに入りたいと思います。施策（１）家庭の教育

力の向上でございます。こちらについては 18 ページの検証と評価をご覧ください。

幼児期における家庭教育の充実でございます。丸の一つ目です。各家庭における

教育や子育てでは「基本的な生活習慣」や「早寝早起きなどの、規則正しい生活

習慣を身に付けること」が重視される一方で、児童・生徒の「１日の平均睡眠時

間」及び「朝食接種率」は減少傾向にございます。子育て中の家庭に対して有用

な啓発物の作成ですとか、啓発活動を進めるための検討などを通して、「早寝・早

起き、朝ごはん」などの大切さについて、さらなる啓発を図ってまいりたいとい

う風に考えてございます。その状況でございますけれども、17 ページをご覧くだ

さい。意識調査等の結果で、①幼児期における家庭教育の充実でございます。朝

食を「毎日食べている」小・中学生が 90.6％であり、平成 24 年度調査の 94.5％

と比べて減少しているような状況でございます。続きまして 20ページをご覧くだ

さい。施策の（２）地域の力による子どもの育ち支援でございます。続きまして

25 ページ、検証と評価の②のところをご覧ください。児童の安全で安心な居場所
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づくりの充実でございます。丸の一つ目です。多くの児童が参加できるよう、学

校や地域の関係者の方々の協力を得ながら、対象学年の拡大に取り組んだ結果、

平成 28 年度末、対象学年を１年生としているわくわくチャレンジ広場の数を 14

校までとすることができました。また学習、文化・スポーツプログラムの充実や

『放課後子ども総合プラン』の推進に取り組んでまいりました。アンケート結果

においても「児童が安心して遊べ、保護者も安心できる場所になっている」「学年

の異なる児童と交流できる場所になっている」「児童と地域の方々とが交流できる

場所になっている」という設問に対して、肯定的な回答が６から７割を占めてい

ることから、これらの取組みが児童の安全で安心な居場所作りの充実に一定の成

果を挙げていると考えております。こちらについても 23 ページの方をご覧くださ

い。意識調査の結果のところでございます。②の児童の安全で安心な居場所づく

りの充実の丸の二つ目をご覧ください。「わくわくチャレンジ広場」事業に対する

社会教育関係者の評価では、「児童が安心して遊べ、保護者も安心できる場所にな

っている」について肯定的な意見が 73.9％でございます。「大いにそう思う」こち

らをちょっと訂正をいただきたいと思います。43.0％、「やや思う」が 30.9％です。

「学年の異なる児童と交流できる場所になっている」についての肯定的な回答が

70.9％、「大いにそう思う」が 32.6％「やや思う」が 38.3％。「児童と地域の方々

とが交流できる場所になっている」について肯定的な回答が 62.9％「大いにそう

思う」24.9％「やや思う」38.0％となっているところでございます。続きまして

26 ページ、施策（３）家庭・地域との協働による学校教育の充実でございます。

こちらにつきましては検証と評価の 29ページをご覧ください。③キャリア教育の

推進でございます。中学校２年生を対象にした職場体験ですとか、職場探しなど

の取組みを通じて、勤労観・職業観の形成を図りました。区立小・中学校教員調

査の結果をみると、「働くことの意義や大切さを学ぶ進路指導」に改善が必要だと

思う教員が約５割になっていることから、職場体験や職場探しなど、体験から得

た学びと進路指導との繋がりを考慮した取組みの充実が必要であると考えている

ところでございます。28 ページの意識調査等の結果をご覧ください。今の③キャ

リア教育の推進の部分でございますけれども、「働くことの意義や大切さを学ぶ進

路指導」に改善が必要だと思う教員が 47.6％。「どちらかといえば改善が必要であ

る」41.9％「改善が必要である」が 5.7％となってございます。丸の二つ目「進路

指導」に改善が必要だと思う教員が 33.9％、「どちらかといえば改善が必要である」

30.6％「改善が必要である」3.3％となっているところでございます。続きまして

30 ページをご覧ください。ここから基本方針の３に入ります。子どもがいきいき

学ぶ、教育環境作りを推進します。施策（１）子どもの夢や希望を実現する教育

の推進でございます。こちらにつきましては、検証と評価の 34ページをご覧くだ

さい。②の就学前教育の推進でございます。連携ブロックごとの取組みが進めら
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れており、調査においてもブロック単位での取組みが評価されていることが、「幼

保小連携教育実践集」による周知や、それを参考に各校園への取組みや活動を広

げたことも効果があるという意見がみられました。一方で、保護者は小学校入学

にあたり、小学校の情報を求めている状況です。今後、幼保小連携教育を一層推

進し、幼保小相互の情報の共有を図るとともに、情報の発信を図る必要があると

考えているところでございます。続きまして 36ページをご覧ください。施策（２）

一人ひとりを大切にする教育の推進でございます。こちらにつきましては 40 ペー

ジの検証と評価のところをご覧ください。①でございますけれども、特別支援教

育の推進でございます。丸の一つ目です。『特別支援教育』の設置以降、特別な指

導を受ける児童は増加しており、すでに目標を上回っている状況です。期待も大

きいことから、指導の効果を上げるために在籍学級担任と、巡回指導教員間での

連携、資質向上、学校間の接続の在り方について検討してまいりたいと考えてご

ざいます。その数字についてですが 38ページをご覧ください。成果指標等の『特

別支援教室』において特別な指導を受けた児童・生徒数でございます。小学校に

つきましては平成 26 年度が 148 人、29 年度については 638 人。中学校が 35 人か

ら 56 人と増加をしているところでございます。続きまして 42 ページをご覧くだ

さい。施策の（３）でございます。毎日行きたくなる魅力ある学校づくりでござ

います。こちらにつきましては検証と評価の 45ページをご覧ください。③飾ス

タンダードの策定でございます。こちらは丸の１つ目です。ほとんどの教員が『

飾教師の授業スタンダード』に取り組んでおり、調査においても７割の教員が効

果を感じ、保護者においても授業のわかりやすさとして実感しているところでご

ざいます。具体的な数字でございますが、45 ページの一番上をご覧ください。ま

ず丸の一つ目です。「『飾教師の授業スタンダード』の実施」に効果があると思

う教員が 72.2％、「大いに効果がある」16.0％「やや効果がある」が 56.2％とな

っております。丸の二つ目、教員に対して「わかりやすい授業をしている」と思

う保護者が小学校２年生では 84.9％、「とても思う」48.9％「少し思う」36.0％で

す。小学校５年生では 79.2％、「とても思う」41.0％「少し思う」38.2％。中学２

年生では 59.7％、「とても思う」12.１％「少し思う」47.6％となっています。い

ずれの学年も、平成 24 年度調査に比べて増加しているという状況でございます。

続きまして 46ページをご覧ください。ここから基本方針の４であります。生涯に

わたる豊かな学びを支援します。施策（１）区民の学びが地域に活きるしくみづ

くりでございます。こちらにつきましては、検証と評価の 51 ページをご覧くださ

い。区民協働による学習・スポーツ活動の推進でございます。『かつしか区民大学』

の中で団体連携講座を実施する団体は、年々増えており、区民協働による学習は

着実に進んでいると考えられます。今後も、区民協働による団体連携講座及び区

民運営委員会企画講座の一層の充実を図り、『かつしか区民大学』の重点方針のひ
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とつである「区民の参画・協働による運営」を進めてまいります。こちらについ

ては 47 ページをご覧ください。主な取組状況の①のところでございます。団体の

連携講座実施団体数でございます。平成 26年度が５団体、平成 27 年度が８団体、

平成 28 年度が 10 団体と着実に増えている状況でございます。続きまして 52 ペー

ジ、②の飾への愛着が深まる事業の推進でございます。丸の二つ目をご覧くだ

さい。『かつしか郷土かるた』の普及・活用を図るための様々な取組みは、子ども

たちの郷土愛の醸成に着実に寄与するとともに、子どもたちを介して地域の大人

たちにも根付いていっていると考えられます。今後も、小学校３年生の全児童を

対象に『かつしか郷土かるた』を配付するとともに、小学校の郷土学習での活用

支援を行い、全 19地区から代表を選出するしくみや体制を整えながら、青少年育

成地区委員会と協働して「『かつしか郷土かるた』全区競技大会」を継続的に開催

していきます。こちらについては 48 ページの②をご覧ください。飾への愛着が

深まる事業の推進で、下の表でございます。『かつしか郷土かるた』の配付数です

が、26 年度は 3,224 組でしたが、28 年度には 3,452 組まで増えております。次に

「『かつしか郷土かるた』全区競技大会」の参加地区数でございますが、26年度は

11 地区、27 年度は 16地区、28 年度は 17 地区と着実に増えていっているところで

ございます。続きまして 53 ページをご覧ください。③地域の担い手の養成と支援

でございます。丸の三つ目でございます。図書館でのボランティア活動への認知

度は低下しておりますが、事業への参加者数はほぼ横ばいとなっていることから、

一定の成果を収めていると考えられます。しかし図書館ボランティアの事業参加

数の成果指標の達成には至ってございません。そのため、ボランティア活動を推

進、周知し、参加者数の増加を図っていきます。こちらについての状況は 50 ペー

ジをご覧ください。成果指標等の中の図書館ボランティアの事業参加延べ人数で

ございます。事業参加人数につきましては、26 年度が 1,561 人、27 年度が 1,624

人、28 年度が 1,541 人というような、先程説明した、大きく変動がないような状

況でございます。続きまして 54 ページをご覧ください。施策（２）だれもが、学

習・文化、スポーツに親しめる機会の充実でございます。こちらについては検証

と評価 59ページをご覧ください。②生涯にわたるスポーツ活動の推進でございま

す。日頃から運動やスポーツをしている区民の割合は、平成 28年の目標 63.4％に

対し実績 62.5％で、東京 2020 大会を契機にした区民へのスポーツ活動を推進する

ために、今後もスポーツ施設有効利用上による場の整備、運動や体力づくりに寄

与する環境づくりを行いながら、運動やスポーツ実施率向上に向けた取組みを進

めてまいりたいという風に考えてございます。こちらについては 57ページをご覧

ください。成果指標等の二つ目、日頃から運動やスポーツをしている区民の割合

でございます。平成 26 年が 61.8％、27 年が 63.3％、28 年が 62.5％という状況で

ございます。すみませんが再び 59ページにお戻りください。③学びと自立を支え
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る課題解決型図書館サービスの充実でございます。丸の二つ目をご覧ください。

３、４か月児検診時に保健所等で読み聞かせを行いながら、絵本を手渡す『ブッ

クスタート事業』。３歳児に図書館で絵本を手渡す『セカンドブック事業』などの

事業により、図書館への新規登録ですとか、絵本の貸出数が伸びていることから、

読書に親しむ機会の提供となっております。また『かつしかっ子ブック事業』は、

区立小・中学校保護者の意識調査を見ると、満足度・重要度ともに高くなってい

ます。これらのことから、引き続き事業を継続し、読書に親しむ機会の提供を図

ってまいりたいという風に考えてございます。58 ページの③をご覧ください。二

つ目の丸でございます。『かつしかっ子ブック事業』では、「小学校１年生、中学

校１年生への本の配付を通じて読書に親しみを持たせる取組み」に満足している

保護者が、77.0％。「満足」35.7％「まあ満足」41.3％、重要だと思っている保護

者が 72.6％、「重要」38.9％「まあ重要」33.7％であり、他の取組みと比べて満足

度、重要度ともに高くなっている現状でございます。次に 60 ページ、施策（３）

身近な所で学び、集い、スポーツに親しめる環境づくりでございます。63 ページ

をご覧ください。検証と評価のところでございます。①区民のよりどころとなる

生涯学習施設の充実でございます。郷土と天文の博物館の入館者数についてです

けれども、平成 24年度以降減少が続いておりましたけれども、28 年度は特別企画

展示室での展示実施回数の増や体験学習室のリニューアルによる旧教育資料館収

蔵資料展示の開始、開館 25 周年を記念した博物館夏まつりの実施など、工夫を凝

らした様々な取組みが功を奏して 27 年度を上回る入館者数となり、若干持ち直す

ことができたところでございます。数字の状況でございますけれども、62 ページ

の成果指標等の二つ目の表をご覧ください。平成 26 年が 68,010 人、平成 27 年が

60,827 人、平成 28年が 63,836 人という状況でございます。続きまして 64ページ

②の安全で快適なスポーツ施設の整備でございます。スポーツ施設の利用者につ

きましては、目標 301 万８千人に対して実績 323 万９千人となっており、水元総

合スポーツセンターの利用者人数が当初の見込みを上回るなどの利用により、目

標を上回る利用者増となってございます。今後もスポーツ施設について、「広報か

つしか」「スポーツかつしか」などの広報誌やホームページを活用しながら、広く

区民の方々に利用できる情報発信を行っていく必要があると考えてございます。

62 ページのスポーツ施設の利用者数をご覧ください。こちらにありますように平

成 26 年が 295 万４千人、27 年が 295 万２千人、28 年は 323 万９千人となってい

るところでございます。再び 64 ページにお戻りください。利便性の高い図書館の

整備でございます。こちらについては図書館だけではなく、図書返却ポストです

とか、サービスカウンター等の整備を進めているところでございます。こうした

事業を推進している中で、図書館来館者数については増加に向け、今後も検討を

進めてまいりたいと考えてございます。具体的に来館者数でございますが 62 ペー
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ジをご覧ください。平成 26 年が 324 万人、平成 27 年が 308 万３千人、平成 28年

が 306 万４千人となっているところでございます。すみません、説明が駆け足に

なってしまいましたが以上でございます。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。ただいまかつしか教育プラン 2014 の検証と評価

について説明がありました。ただいまの説明は基本方針１から４まで一気に説明

していただきましたが、これからの話し合いにつきましては、各基本方針を一つ

ずつ進めさせていただきたいと思います。まず最初に基本方針の１でございます。

２ページから 15 ページまでにつきまして、何かご意見、ご質問等いただければと

思っております。いかがでしょうか。 

委 員：６ページと７ページにございます、基礎的な体力の向上というところで、小学校・

中学校の児童・生徒の体育好きというのがわかるんですけれども、男女の性差と

いうのは何かございますでしょうか。 

委員長：はい、ありがとうございました。体力調査についての男女の性差ということです

ね。指導室長よろしくお願いいたします。 

指導室長：男女につきましては、今日の資料では男女一緒に出してございますけれども、

詳しいデータというものは男女別々で、それぞれ詳しく項目を挙げているところ

でございます。たとえば男子につきましては今回体力合計点、東京都を上回って

いる学年というものが、小学校の男子につきましては４学年、女子につきまして

は全学年になってございます。ですので、ここではお示ししてございませんが、

内部のデータでは男女別それぞれきちんと取り上げているところでございます。 

委員長：はい、ありがとうございました。よろしいですか。 

委 員：中学校の方はいかがですか。 

指導室長：中学校ですけれども、合計点が東京都の平均を超えているもの、中学校男子に

つきましては１学年でございます。女子につきましては３学年とも残念ながら都

の平均を下回ってございます。 

委 員：体力は分かりましたが、体育・保健体育の学習は好きだと回答した児童・生徒の

性差ははっきりわかりますか。特に中学校とか、小学校の４、５、６年ぐらいだ

と。 

指導室長：こちらの方につきましても、小学校１年生から中学校３年生までそれぞれの学

年で男女別できちんと「好き」「やや好き」「やや嫌い」「嫌い」という４項目で調

査をしてございまして、肯定的なパーセンテージにつきましては全て網羅してい

るところでございます。ただ、例えば傾向的には男子の運動の好き嫌いにつきま

しては、小学校１年生から４年生ぐらいまでは「好き」「やや好き」を合わせて 95％

を超えるような状況です。小学校５年以上になりますとややそこから減少してま

いります。中学校３年の一番低いところで、やや肯定的なパーセンテージになり

ますと 80％台になるというような状況です。同じように女子に関してお話させて
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いただきますと、女子の方が小学校１年生から中学校３年生までほぼ学年が上が

るにつれ、好きという肯定的な割合が減少していく状況にございます。一番上の

小学校１年生ですと 90％後半になるんですが、中学校３年生になりますとこれが

70％台後半になるというような状況でございます。 

委員長：よろしいでしょうか。では、お願いいたします。 

委 員：先程私が聞き逃したのかも知れませんが、５ページのところにＡ問題に対しての

子どもたちの正答率は書かれておりますが、Ｂ問題については先程ご説明ありま

したでしょうか。すみません。 

指導室長：こちらの方ではあくまでも、全国学力学習状況調査のＡ問題というのが基礎的

な知識という部分ですので、Ｂ問題というのが応用・活用とかという部分になっ

てございます。本区におきましては、基礎学力がどの程度ついているかというこ

とで、こちらの方ではＢ問題につきましては、成果指標とはしてございません。 

委 員：今のお話は私の解釈とちょっと違うんですけども。Ａ問題というのは知識・技能

に関する問題であって、Ｂ問題は思考力・判断力をはかる問題だと考えているわ

けですが、知識と技能、思考・判断というのは、相互に関連して向上するものだ

と思っています。ですから知識・技能だけが基礎で、思考・判断というのが応用

という捉え方はちょっと違うのではないかなという風に私は思っております。先

程から学習力のことも出ていますけれども、しっかり自分で考えさせて、自分の

考えを持たないと、学習というのは面白くありませんので、どんどん基礎的な知

識を覚えていくだけでは学力というのは向上しないと思っています。ですから、

Ａ問題とＢ問題をバランス良く、子どもたちに身に付けさせる必要があると思っ

ています。飾区がＡ問題だけを基礎だから、ここのところの成果を大事にする

というのは、ちょっと危険な感じだと思っております。これは感想として申し上

げます。それから、同じ７ページに様々な学力向上の施策をおやりになっていて、

大変すばらしいと。高く評価はいたしますけれども、ちょっと記述の中で、やは

りいつも全国の平均正答率との差だけを問題にしている感じがするんですが。そ

もそも学力については、学校は相対評価ではなくて絶対評価でものを見ているた

めですね、そのようにもう平成元年から学校は指導されているわけです。この全

国平均正答率というのは相対評価ですから、この相対評価と相対評価を比べるこ

とというのはあまり意味がない。つまり日本全国学力を向上させようって皆が頑

張ってるわけですから。その中での正答率との差というのはあんまり問題がなく

て。本来ですと小学生や中学生としてあるべき学力というのを絶対評価で見ない

といけない。その絶対評価に対して飾の子どもたちはどの程度到達しているの

かっていう風に見るのが正しい見方だと思います。正答率との比較というのは大

変わかりやすいんですけれども。文科省の数値としても正答率はすぐ出てきます

ので、わかりやすいんですが、正答率との差というのは、必ずしも全国の中でも
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ですね、向上してるとか低下してるとは、表しているわけじゃありません。やは

り子どもたちに小学生として必要な全体的な学力というのは、この程度のことで

ある、この問題に対する正答率がこの程度であるっていうのがあるわけなんです

けども。それに対して飾の子どもがそれをクリアしてる子が何％いる、という

ような捉え方をしていく必要があるのではないかという風に考えます。以上です。 

委員長：はい、ありがとうございました。ただいまのことについて何か。感想ということ

で今はお伺いしたんですけれども。事務局の方でございますでしょうか。 

指導室長：ありがとうございます。こちらの方も広く区民の皆様にご理解いただくときに、

具体的な数値を挙げた場合にどういうところを挙げたらおわかりいただけるか、

そういう部分ということで、何をもってお示ししたらいいのかというのは、毎年

実は議論を重ねているところでございます。ただいまのご意見いただきました件、

絶対評価の部分でというところで、そのやり方についてもちょっと、模索をした

いと思います。ありがとうございます。 

委員長：はい、ありがとうございました。難しい問題ですけれども。事務局の方でお考え

いただければと思います。よろしくお願いいたします。他に基本方針の１につき

まして、いかがでしょうか。 

委 員：基礎学力の体力の部分なんですけれども、確かな学力・体力を身に付けた子ども

の育成になるんですが。当園が推進園となっています、コオーディネーショント

レーニングというのは、私の認識では区がやって下さっているという風に認識し

ていたんですけれども、それは合っているんでしょうか。それとも都なんでしょ

うか。 

指導室長：もちろん都の方でも推進し、区の方でも実施しているところでございます。例

えば今年度本区の北住吉幼稚園が、２月だったかと思うんですけれども、園の研

究発表を行います。そこの中では体力向上ということで、コオーディネーション

トレーニングを取り入れてやった、それが全てではありませんけれども、実施し

ているところでございます。また区内の小学校等でも授業の中で取り入れたり、

また別の部分で実施したりということで、それぞれ実践していただいているとこ

ろでございます。 

委 員：そうしましたら、今後そのコオーディネーショントレーニングをやったことによ

って、出て来る数字というのがあがってくるという風に考えてよろしいでしょう

か。 

指導室長：そうですね、ただこちらにつきましては、コオーディネーションを、必ず授業

を毎時間の中で実施しているというよりも、授業の始業時間、一番初めのところ

で体幹を鍛えるというきっかけというようなところもありまして。必ずしもコオ

ーディネーションをやったから体力が向上したっていうところの線引きというの

は、非常に難しいところでございます。ですので、実際にやったところとやって
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ないところ、その部分だけの数値というのは拾うことは可能だとは考えておりま

すけれども、それが正しくコオーディネーションをやったことによって向上した

のか。ちょっとその辺の考察というのは、正直非常に厳しいと考えております。 

委員長：はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。では、お願いいたします。 

委 員：体力は今回の場合ですと何と何をお測りになったんでしょうか。 

指導室長：体力につきましては東京都の調査項目でそれぞれの学年で、上体起こし、長座

体前屈、反復横跳び、持久走。中学生が持久走です。それから小学生が 20ｍシャ

トルラン、50ｍ走、立ち幅跳び、小学校ソフトボール投げ、中学校ハンドボール

投げ、というような項目になってございます。 

委 員：多分文科省でやっている新体力テストを、そのまま入れられたのだと思うので。

コオーディネーションの方は、やったからすぐ出て来るというわけではないので、

ちょっとこれ難しいかなと思います。もう一点別の質問なんですけど、４ページ

のところでアスタリスクがあって、評価は取り組んでる、大体取り組んでる、と

書いてあって。４段階評価にそれぞれ１から４点を配点していると書いてあるん

ですけど。１点が取り組んでるのですか。 

指導室長：こちらの方は取り組んでいるのが４点でございます。取り組んでいないという

のが１点でございます。 

委 員：それですから多分、ここのところを１点から４点ではなくて４点から１点で書き

直さないと。勘違いされるんではないかなと思います。 

委員長：はい、ただいまの点については事務局の方でまたお考えいただければと思います。

基本方針１につきまして、いかがでしょうか。今日は校園長会の代表さんがいら

っしゃいますので、いいですか。よろしくお願いいたします。 

委 員：小学校では、全校的に教員の雰囲気というか、かつしかっ子チャレンジとか、教

師のスタンダードに向けた取組みというのは、年々高まっているのを肌で感じま

す。授業を見に行っても、ほとんどの教員は飾スタンダードを意識するし、子

どもたちもかつしかっ子宣言ですとか色々施策として取組んできたことがすごく

定着してきて。ごく自然に子どもたちの中で実践されているっていうことを感じ

ます。体力も体力テストをやる時期ですとか、まあ今までの昔、私が現場にいた

ときは、学校教育課程に沿って４月５月辺りにすぐやったんですけれども。やは

り習熟をした方が子どもの本当の実力が出るっていった、テストの中にあります

ので、その辺をしっかりと指導した後でやるっていうことを、そのことを定着し

ている。時期的にもそんなすぐ４月になってすぐやるっていう学校は１校もなく

なって、少し経ってから、先生に、教員のやり方に慣れてっていうことで、やっ

てるっていうことも定着してるのかなと思います。以上です。 

委員長：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、たびたびで。先程のコオーディネーショントレーニングなんですけ
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ども、今、園でやっています。これから、動くのが嫌だと言っていた中学生たち

ですね。そこまでに至ったときに、どれぐらいの数字の違いが出るのかというの

が凄く気になるところで。それで初めて、幼稚園時代にコオーディネーショント

レーニングを実際に行った子たちが中学生になったときに、運動が好きになりま

したっていう数字を私は期待しています。で、飾区としてはどれぐらいまでを

みて、コオーディネーショントレーニングを取り組んでいくのかというところを

知りたいんですけれども、教えていただけますか。 

委員長：非常にこれも難しいご質問かと思いますが、よろしくお願いいたします。 

指導室長：現在小学校だけでなく中学校でも、体育の授業の始まる最初のところで取り入

れている中学校もございます。ですので、そういう実際に年間を通してコオーデ

ィネーショントレーニングをきちんと教育課程に位置付けて、毎回実施している

ところをピックアップし、そこの部分での体力の合計点というものを比較したり

とかというようことは可能かと思っております。ですので、いつの学年までとい

うのでは、今お答えは、申し訳ございません。中学生まではやっているんですけ

れども、具体的にお話をさせていただきますと、小学校ですと全学年、中学生に

つきましても一応形としては全学年という風に、こちらとしては捉えているとこ

ろでございます。 

委員長：ありがとうございました。はい、では、お願いいたします。 

委 員：ちょっとそもそもなのですが、小学校高学年、中学生に上がるにつれて、体育・

保健体育が好きじゃないっていう子が増えているということなんですけれども。

その理由というのは、元々今の中学生は、もう小学校のときから嫌いな子たちだ

ったのか、それとも学年が上がるにつれて嫌いになっていったのか、その辺どの

ように捉えられていますでしょうか。 

指導室長：一人の児童を中学校まで個別でデータというところまで、今いっておりません。

全体的な傾向で、今現在、個別ではデータは分析していないところでございます。

申し訳ございません。 

委 員：ちょっとよろしいですか、今の件で。大変良い質問で、たまたま今朝 NHK でやっ

ていたんですが、スマホを中学校の２年生になると非常に多く持つようになるん

ですよね。小学校よりもどんどんどんどんスマホで遊ぶ時間が長くなってくると、

運動しなくなって勉強もしなくなると。そういうのが出てきているんですよね。

それで、先程『「一校一取組」運動』というのを小学校では強制的にやるわけです

よね、こういう言い方は悪いけれど。強制的にやると、確かに体力も上がるけど、

中学生になると、もういいやと思ってしまう子がいるのではないかというところ

も一つあるわけです。あとはスマホ、それ以外のものということで、別に嫌いで

はないんだけども、動かすのがどんどん減っていくというのがあるんではないか

と。10年前に中央区の方で、小学校があそこ 16 校あるんですね。それで小学校か
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ら中学校に進学する児童が、50％を切ってしまった。それで中学生が非常に魅力

がないということで、中央区の教育委員会が困りまして、それでたまたま私の大

学と一緒に、コオーディネーショントレーニングなどを取り入れながら、一校一

スポーツ運動というのを小学校で８年ぐらいやったんです。そしたら中学校の生

徒が、いわゆる運動好きが増えたというようなことで、今文京区とか別のところ

でやっているんです。コオーディネーショントレーニングを上手に入れるという

ことで、保健室に行く生徒が少なくなるとか、廊下で鉢合わせしたりして、ある

いは転んだりして、こんなことで転ぶのかという、そういう風な怪我が少なくな

ったというような、そういう風な傾向があります。関係ない話でごめんなさい。 

委員長：ありがとうございました。それでは基本方針４までございますので、基本方針１

につきましては最後にまたご意見等いただきたいと思いますので、次に基本方針

２の方に入らせていただきたいと思います。基本方針２につきましては 16ページ

から 29 ページになります。「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」という基本方針でございます。この基本方針２につきまし

てご意見、ご質問等ございましたら出していただければと思います。はい、お願

いいたします。 

委 員：先程ご報告の方で基本方針２の２番目の「地域の力による子どもの育ちと支援」

というところで、わくチャレの話がありましたけれども、今わくチャレを１年か

ら始めているところが 14校に増えたということで、学童が１年から３年なんです

ね。その辺との関係というのが非常にこれから大切になってくるんではないかな

という風な気がします。学童クラブは今、学校内にも作るということで増えてい

るということなので、その辺で学童とわくチャレと児童館、それと学校との連携

というのが、非常に求められてくると私は思っています。こちらの報告書を見た

ときに、一緒にプログラムをやる『放課後子ども総合プラン』というのを実施し

て、一緒に活動するように場を設けているという部分ですが、子どもが体育館で

一緒に遊んだりとか、そういう場はあるんですが、大人の情報交換というのが、

まだ徹底していないという印象を受けます。子どもというのは児童館とか学童で、

学校では見せない姿というのを大変よく見せます。ですからそういったことで、

子どもの姿をお互いに共有するということは大切になってくると思うので、まあ

先生方の連携が増えるとなると負担も増えるとは思うんですけれども、今後学童

とわくチャレ。その辺の大人の情報交換とか子どもについての共通認識とかいう

ことを、どのように進めていくのかということで、ご意見を伺いたいと思いまし

た。 

地域教育課長：月に１回程度、わくわくチャレンジ広場においては、サポーターさんたち

が会議を開いています。子どもの様子などを共有して、どういう点で安全管理を

更に進めなければならないかといったようなことなど話し合っていらっしゃいま
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す。その会議に、小学校からは校長先生、あるいは副校長先生、そして学童保育

クラブ側からは指導員の先生方、学校、学童、わくチャレの３者の方々が集まっ

て、情報交換をしています。学校教育でみている先生方の目、学童保育クラブの

先生方が放課後みている子どもたちの様子、そしてわくわくチャレンジ広場につ

いては授業が終わった後の自由遊びということで、サポーターの方は危険がない

ようにといった範囲での目配せをしていただいているわけです。それぞれ立場が

違うのですが、子どもたちにとってより良い状況をどのようにつくったらいいか

ということについて、関係機関の方々が集まって、情報交換を進めて事業を行っ

ているという状況がございます。以上でございます。 

委員長：ありがとうございました。よろしいですか。 

委 員：はい、これからもっと進めていただけたらいいなという風に思います。 

委員長：はい、ありがとうございました。今基本方針２をやっておりますが、他にいかが

でしょうか。お願いいたします。 

委 員：21 ページにジュニアリーダー講習会というのがあるんですけど、これのご説明い

ただけますでしょうか。 

地域教育課長：こちらについては、子ども会活動の役割の一端を担っていただく、子ども

たちのお兄さん・お姉さん役として、様々な区のイベント、地域のイベントに関

わっていただく、高校生からは二十歳前後までの活動期間になりますけれども、

そういった方々をジュニアリーダーと呼んでいるわけでございます。ジュニアリ

ーダーになるためには、講習会を受講していただくというのが本区の仕組みでご

ざいます。受講可能な年齢は、原則として中学１年生から中学３年生までの３年

間、毎月１回、日曜日、中学１年生のときは初級、２年生は中級、３年生は上級

と、それぞれ講習の内容を変えて受講していただいています。単位制をとってご

ざいまして、内容といたしましては、「危険・予知トレーニング」「レクリエーシ

ョン技術習得」「野外活動宿泊実習」などの知識や技術の習得となっています。講

習会を修了した方に、ジュニアリーダーとして活躍していただいているところで

ございます。以上です。 

委 員：ちょっと分からなかったんですが、よろしいですか。いわゆる中１から中３まで、

３年間。初級、中級、それから上級を受からないと、高校生になってジュニアリ

ーダーになれない。そういうことですか。 

地域教育課長：単位制の高校・大学と同じで、１年間で最低単位以上を取得しなければ、

次の級に上がれないという仕組みを取っています。ですから初級の単位を落とし

てしまいますと、中学２年生になっても、もう一度初級を受講していただくとい

う仕組みでございます。 

委 員：そうしますと、高校生になってから１年おきでやってみたいという場合も、初級、

中級、上級をやって、それで、ということになるんですか。 
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地域教育課長：初級の受講対象は中学１年生から３年生までとしていますが、中学１年生

から初級を受講し、３年生で上級を修了するというのが状況でございます。ただ、

単位が取得できなければ、中学３年生で修了する予定が、高校１年生になって上

級コースを受講するということになります。ただ、高校生になりますと学業との

両立などが難しくなり、受講機会が確保できずに、完全な受講修了することが困

難になっているのも現状でございます。以上です。 

委員長：ありがとうございました。お願いいたします。 

委 員：すみません、ちょっと教えてください。28 ページの③にキャリア教育の推進とい

う項目があるんですが、わざわざ上の丸と下の丸で「働くことの意義や大切さを

学ぶ進路指導」というのと、それから下に「進路指導」というのがありますが。

これはどのように使い分けたら。特に下の方の「進路指導」というのは、「働くこ

との意義や大切さを学ぶ進路指導」以外の「進路指導」という風に読み取った方

がよろしいんでしょうか。ちょっと教えていただきたいんですけども。 

委員長：それでは、これちょっとあとで回答していただきたいと思います。他にこの基本

方針２につきましてありましたら、お聞きしたいと思いますが。いかがでしょう

か。はい、お願いいたします。 

委 員：全体的に感想というか意見なんですけれども、昔に比べて学校の食育の点におい

て素晴らしい状態だなと思います。小学校のわくチャレに関わらせていただいて

いるんですけれども、掲示物などでも保健室の前とか、色んなところで、やはり

保護者の方にも子どもにも、目で見る感覚というのか、食育についてのことがす

ごく情報が確かに、子どもたちに浸透していると思われるので、それがただ、ま

だ一部の保護者の方が、朝ご飯を食べさせられないで、出している方も中にはい

らっしゃるんじゃないかなあと思うので、やはりそこの部分の啓発みたいなもの

が、今プラスα、何かあるといいのかなあという風に感じます。以上です。 

委員長：はい、ありがとうございました。これは感想ということで。他に何かご意見等ご

ざいますでしょうか。よろしいですか。それでは、先程の質問の回答、お願いい

たします。 

指導室長：すみません、お待たせいたしました。こちらの方の上の部分、「働くことの意義

や大切さを学ぶ進路指導」というのは、将来の夢といいますか、自分が就きたい

職業、就職とかそういう部分を含めた主にそういうものです。下のただ単に「進

路指導」という部分につきましては、進学に関する、そちらの方に重きを置いて

取ったものでございます。すみません、遅くなりました。 

委 員：よく分かりましたけれども、ではキャリア教育という言葉と進路指導という言葉

はどのように使い分けていらっしゃるんですか。これはキャリア教育の中の下位

項目として「働くことの意義や大切さを学ぶ進路指導」と、今おっしゃったいわ

ゆる進学指導ですか。進学指導ということが二つ書かれておりますけれども。キ
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ャリア教育というのをどのように位置付けていらっしゃるんでしょうか。ちょっ

と教えていだたきたいんですが。 

指導室長：キャリア教育につきましては、小学校からただ単に中学校のときに進路指導と

いうことで、一部の就職や、進学ということを意識するだけでなく、自分が将来

的にどういう仕事に就きたいのかということをしっかりと子どもたちに、小学校

の主に高学年になりますけれども、しっかりと意思を、気持ちを持たせるという

ことが大切な教育であると考えております。ですので、本区におきましてはキャ

リア教育といった場合に、その辺の将来の夢的な、じゃあその仕事に就くために

はどうしたらいいのかというのを、子どもたちに将来の夢としてしっかり持たせ

る指導、それから更には中学校では主に、それを実現に近づけるために、職場体

験で具体的な、自分のなりたい仕事を見つけ、実際に働くことの意義を感じたり、

更には自分に足りないことは何かというのを探るというようなことで、実施して

いるものでございます。お答えになっていますでしょうか。 

委 員：ありがとうございます。大変素晴らしい試みだと思うんですけども。キャリア教

育っていう言葉自体は、単にその、いわゆる進路指導という範囲ではなく、人間

としての生き方全体に関わる問題だと、こちらは捉えております。例えば学校で

行うキャリア教育というのは道徳の時間とか。勿論特別活動が中心になりますけ

ども、各教科によるとかそういったことが全部絡んで、キャリア教育ということ

になるということなのですね。飾区の考え方はそれでもよろしいですけども、

例えば 29ページのキャリア教育の推進といった場合、いわゆるその職業観・勤労

観だけっていう範囲ではないのではないか、とい私は捉えております。キャリア

教育の推進については、もう少し広くお考えいただいた方がいいと思います。以

上でございます。 

委員長：ありがとうございました。まあ今突然の質問だったので、このような答え方をさ

れたのだと思いますが、今回事務局の方のお示しいただいた資料の一番最後に参

考資料用語解説ってございまして。そこにキャリア教育については一つ、増やし

ていただけると分かりやすいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。

他に、今基本方針２をやっておりますが、いかがでしょうか。それではまた、後

ほどありましたらご意見いただければと思っております。では次に基本方針３の

方に移らせていただきたいと思います。基本方針３は 30 ページから 45 ページで

ございます。「子どもがいきいき学ぶ、教育環境づくりを推進します」という基本

方針３でございます。それではこれにつきまして、いかがでしょうか。はい、お

願いいたします。 

委 員： 34 ページの「理数教育の充実」のことについて質問させていただきたいと思いま

すけど、「理科支援員」についてです。「理科支援員」、大変効果をあげているよう

ですが、保護者のパーセンテージと教員のパーセンテージに、かなり開きがある
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ものですから、全校配置ではないかという風に理解しております。折角効果のあ

る支援員が学校にいらっしゃるのに、例えば重要だと思う保護者は 59.2％。それ

から教員の方は小学校では 84.1％と、30％くらいの開きがあるわけですよね。私

はどうも、これはその学校に理科支援員が配置されているかどうかっていうこと

が分からない保護者が多いのではないのかなという風に、勝手に推測をします。

従って、例えば我が校には「理科支援員」がいるんだよという周知は、どのよう

に保護者には紹介しているのでしょうか。例えば学校だよりとか。そんなことで

紹介されているのでしょうか。その点、配置がされているのである、ということ

がはっきりわかれば、私はこのパーセンテージがもっと、保護者の理解度が高く

なるのではないのかなという風に思うものですから。その辺りを教えていただけ

ればありがたいです。 

指導室長：理科支援員につきましては、基本的には全校配置ということで、本区の場合で

すと、区内にある東京理科大学にお願いをして、学生さんに来ていただいている

というようなことをしております。ただ年度途中でどうしても予定が合わずに、

いなくなってしまっている学校が数校あることも事実でございます。全校に配置

はできるものの、それが年度末にはかなえられていないというところもございま

す。ただ、ほぼ大方は配置ができているという風にこちらの方では認識してござ

います。今委員ご指摘の通り、その割には保護者の認知度が非常に低いというこ

とにつきましては、やはりまだまだ学校の方からの広報といいますか宣伝、お伝

えする方法というのが、具体的に少ないのではないかなと考えています。公文書

上とか、組織表として、年度初めに担任発表と同様に、理科支援員の名前を入れ

ていただいているところがほとんどなんですけど、それが年度途中、授業の中で

どのように活用されているかとなりますと、やはり担任が中心になり、Ｔ２にな

る役割になってしまいますので、その部分については学校に今一度伝えた上で、

理科支援員が本区の中にいるということを、もう少し広くアピールしてまいりた

いと考えております。 

委 員：全校配置というのは大変ありがたいことで、素晴らしいことだなという風に思い

ます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

委員長：今、検証と評価ということでご意見をいただきました。ありがとうございました。

基本方針３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：基本方針３のところで、前回のこの委員会のときにご意見が出ていたんですけれ

ども、このアンケートに参加しているのは、かなり良い家庭ではないかと思いま

す。朝食を採っている子どもが大変多いとか、家族で一緒に食べている子どもが

多いとか、８時間以上寝ているとか、そういった回答が非常に多いということは、

かなり良い家庭の保護者がアンケートに参加しているのではないかと、私もそん

な印象を持ちます。ただ現実に、12時過ぎに寝ている子どもは実際はかなりいる。
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朝ご飯は食べてこない児童はかなりいる。そういった実態を見ると、私はスクー

ルカウンセラーというのは大変大切なのですが、これからはソーシャルワーカー

がもうちょっと大切になってくるのではないかなあという風な気がします。そう

いったこう、恵まれない家庭が非常に多いのが実際なわけですから、そういった

ときに、スクールカウンセラーも大切ですが、そういう関係機関と結びつけるソ

ーシャルワーカーの立場は非常にこれから重要になってくると思うんですが、実

際はソーシャルワーカーは各校に一人はいませんし、区役所に何人か在中して、

校長先生の依頼を受けて学校に来るというのが実態ですので。自由意見というと

ころを出していただいたんですけれども、その中にも、ソーシャルワーカーに対

して役割と相談窓口をもっと周知すべきで、できれば１校に１人欲しいとか、あ

と活動内容がよく分からないとか、連絡の方法も分からないという自由意見も実

際に出てきているので。もうちょっと先程理科支援員についても周知する必要が

あると思うし、ソーシャルワーカーというのが実はいますよということで、周知

する必要があると思うし、区役所に数名しかいないという実態をもうちょっと改

善していく必要も、これからは出てくるのかなあという気がしますし、保護者だ

けではなくて一般教員にもソーシャルワーカーの実質をこう、知らない教員が結

構いるというのが実態だと思われますので。その辺への周知徹底というのも、も

う少ししていく必要があるのかなというような気がします。ソーシャルワーカー

について、今後どのようにしていくかということをちょっとお聞かせ願えたらと

いう風に思っております。 

学校教育支援担当課長：学校教育支援担当課長です。私どもの方の総合教育センターの方

に、スクールソーシャルワーカー４人を今、配置をいたしまして、学校の方から

要請のあった段階で対応しております。そちらの方は主に不登校の傾向にある児

童・生徒に対して、学校の方とご相談に応じて、家庭の方への支援が必要である

というような場合に、派遣をしているところでございまして、実際に国の方でも

スクールソーシャルワーカーの重要性とかというところに対して、事業を進めて

いきましょうというような方針を出されているのもございますので、ここは検討

はさせていただきたいとは思っておりますけれども、いずれにつきましても学校

の方と相談をして、家庭の方の支援が必要かというところの部分に対して対応さ

せていただいている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。今後プランに関わってくる内容でもあるかなと思いま

した。ありがとうございました。それでは基本方針３について、いかがでしょう

か。はい、お願いいたします。 

委 員：前回も国際、グローバル化への対応出てまいりましたが、是非幼稚園から取り組

んでいただきたいと要望しております。よろしくお願いいたします。以上です。 

委員長：はい、これもプランに対するご意見だと思いますが。何かございますでしょうか。 
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指導室長：区立幼稚園は今３園ございます。小学校が外国語活動、英語が入って平成 32年

度から完全実施になりますけれども、それに向けて幼稚園もおろそかにせず、数

時間、取り入れられるかどうかということは検討してまいりたいと思います。た

だ、前の委員会の時にもお伝えさせていただきましたけれども、やはり幼稚園の

時に必要なことというのが、本区の場合に読み書きそろばんとかっていわれるよ

うなものを、幼稚園のときから身に付けさせることではなく、興味・関心をきち

んと持てる子とか、色んなことに興味・関心を持てるような遊びを中心にしたと

ころから学びを見つける子どもを育てたいと考えています。ですので、そういう

要件を重要視しながら、グローバル化の部分が、取り入れることが必要であるか

どうかということも、今後検討し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。それでは基本方針３につきましては、この辺で終わら

せていただきまして、また何かありました最後にご意見を伺いたいと思います。

それでは次に基本方針４でございます。ページ数で言いますと 46 ページから 64

ページでございます。「区民の学びが地域に活きるしくみづくり」という基本方針

の４でございます。これにつきましてご質問、ご意見等いただきたいと思います

が、いかがでしょうか。はい、お願いいたします。 

委 員：どうもありがとうございます。障害者スポーツ指導者の養成講習会、46、47 ペー

ジに色々あるんですけれども、健常者のスポーツ実施率は先程お話されたんです

けども、障害者関連のスポーツ実施率というのはどのようになっているんでしょ

うか。 

生涯スポーツ課長：区の政策施策マーケティング調査では、62.5％という評価の数字が出

ているのですが、障害のある方のスポーツ実施率についてはアンケートを取って

おりませんので、そこの数字は申し訳ありませんが持ち合わせておりません。 

委員長：ありがとうございました。よろしいですか。 

委 員：いいって言っちゃっていいんですかね。 

委員長：これからプランを作成する段階ですので、何かご要望があればお伺いしておきた

いと思います。 

委 員：はい。それではよろしいでしょうか。たまたま東京都の方のスポーツ振興計画が

ほとんど固まりまして、そちらの方ではやっぱり障害者に対するものが非常に手

厚くなっているんです。飾区のところはそこが全くないっていうか、抜けてる

っていうのが、非常にこの辺が弱いんじゃないかなという風に思うんですけどい

かがでしょうか。あるいは、ちょうど今パブコメやってますので。パブリックコ

メントの方で飾区としてはこうだ、とおっしゃっていただくと、私も大変助か

るんですけども。 

生涯スポーツ課長：ご指摘のとおり飾教育振興基本計画の中には、具体的に項目は上が

っておりませんが、今並行して生涯スポーツ課の方で、来年度平成 30 年度から平
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成 34 年度までの飾スポーツ推進計画というのを策定させていただいております。

そちらの方も先だって１月 10日までパブリックコメントを行っておりまして、も

う素案ができている状態なんですが、そちらの方には障害者スポーツに関しては

かなりの取組みを充実させるという方向で、計画をまとめ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。他にいかがでしょうか。はい、お願いいたします。 

委 員：図書館についてのお話を少しさせていただきます。学びと自立を支える課題解決

型図書館サービスという形で、プランに入っているんですけれども、今社会教育

委員として図書館の在り方について、皆さんで話し合いをさせていただいており

ます。その中でまとまってきている、まだまだまとまっている状態ではないんで

すが、課題解決型、というだけではなくて、全ての、誰もが、居場所となるよう

な、図書館という形っていうのが、飾区の中でずっと続いていくといいな、と

いう風に感じております。この間中央図書館に見学に行かせていただいたんです

けれども、椅子に全ての幅広い年代の方が、座って読書をなさっていて、前に比

べて、椅子に座っている率っていうのが、すごく高いな、という風に感じました。

それだけ飾区の中でも、図書館っていうのが人それぞれ在り方も変わって来て

いて、必要な場所になってきているんだなというのを感じておりますので、その

部分がまた居場所としての形が、プランの中に盛り込まれるといいのかなという

風に感じております。あと、先程英語の話が出ていたんですけれども、上平井中

学校の研究発表を見させていただいた時に、中学校１年生が自分たちで寸劇みた

いな形でやっていたんですけれども、すごく楽しそうに英語で会話を、コミュニ

ケーションを取る授業をやっていました。で、「あ、中学校何年生なのかな」と思

ってよく見ると１年生だったんです。なので、やはり飾区の英語教育っていう

のも随分変わって来ていると思いますし、先生方の対応っていうのが、私の子ど

もが習っていた頃とは全然変わって来ているなというのを肌で感じました。これ

は感想です。 

委員長：ありがとうございました。ただいまの図書館と、それから英語教育についてお話

ありました。折角ですから何かこの件につきまして事務局の方からご回答ござい

ますでしょうか。 

中央図書館長：今ご指摘ございました、誰もが居場所になるような図書館ということで、

現在中央図書館もそうですが、児童室のエリアと一般室のエリアと、二つに分か

れておりまして、大体児童室については小学校のお子さんが走ったり、まあ少し

騒いでもいいような形で、今やらせていただいております。また一般室につきま

しては、中央図書館ですと、例えば中高生の方が少しわいわいやりながら、でき

るような場所や、それから一部の地域図書館なんかでも、そういう場所を設定し

たりしておりますので、これからもそういうようなところをかなえていきたいと
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いう風に思います。以上になります。 

委員長：ありがとうございました。はい、お願いいたします。 

委 員：すみません 43 ページ、42 ページにもあるんですけども、校庭の芝生化をモデル事

業として行っているということですが、これは校庭の芝生化事業について課題が

あるので人工芝生化をまたチャレンジしているというように、捉えてよろしいん

でしょうか。それとも地域によって人工芝生化するのか、というようなことにつ

いて、少し説明をしていただきたいなと思います。 

学校施設課長：校庭の人工芝生化につきましては、それ以前に校庭の天然芝生化というこ

とで事業を進めてまいったわけでございますけれども、人工芝生化を一部モデル

事業として実施した理由としましては、校庭を天然芝生化した場合、その手入れ

の手間というのがどうしても学校だけでは行えないものですから、地域の力を借

りるというようなことで、校庭の天然芝生を維持してまいってきたということが

ございます。また、今ご意見の中でもありましたけれども、校庭の砂塵の影響だ

とかそういったところもございまして、天然芝生化ができなかった場合に、一つ

の選択肢として人工芝生化というものがあるのかどうか、また、教育活動やまた

地域の活動へどういった効果があるのかということを検証するために、今回人工

芝生化を実施したということになります。 

委員長：ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

委 員：はい、分かりました。要するに今検討中ということですね。つまり今後、今まで

の方針の芝生化というのをそのまま進めるかどうか、ということを検討するため

にという意味で捉えてよろしいですか。 

学校施設課長：天然芝生化をどうするかというよりは、天然芝生化は天然芝生化で実施を

これからもしていきたいという風には考えておりますけれども、校庭の整備の方

法の一つの選択肢として人工芝生化ということはどうなのか、実施した場合にど

んな影響があるかということを検証しているというような状況です。 

委員長：ありがとうございました。はい、お願いいたします。 

委 員：施策の３のところで、色々な施設の整備がございますよね。昨年スポーツ庁の方

から出された、ストックの適正化という風な観点からの評価みたいなものは、今

回されていないんですか。 

生涯スポーツ課長：今の質問は。ちょっとすみません。 

委 員：意味が分からないかな。スポーツ庁の方から出てきたのは、色々なところに色ん

な施設が点在してるんだけれども、それはどうも、効率的・効果的ではないので。

もうちょっとこれからは集約化していこうと。それから拠点を作っていこうとい

う風な流れで。それから学校の体育施設で社会体育施設、社会教育施設、全てに

当てはまるような言い方になっておるので、教育の方から見るとこれすごい重要

なポイントだと思うんですけども。そういう観点から例えば集約化、あるいは拠
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点化、とかそういう風な観点の評価はされないんでしょうか。今回は。 

生涯スポーツ課長：飾の体育施設の部分について申し上げますと、集約化ということは

まだ具体的には考えておりませんが、拠点化という意味では、今まで奥戸総合ス

ポーツセンター一つでしたが、平成 28 年３月から水元に総合スポーツセンターが

新たにできました。ということで、区内に二つの総合スポーツセンターというこ

とで、その二極化を図るということで、拠点を二つに整備したという状況になっ

てございます。何か集約していくという状況には今、なってございません。 

委 員：ストックの適正化がいいという風に言っているわけではないんですけども。こち

らでも書いてあるように、いわゆる身近な施設だから皆やりに来るって書いてあ

るんですよね。それじゃ、身近じゃない人たちに対してはどのようにしてるんで

すか、というのが多分質問で出るだろうというのが一点。それから河川敷という

オープンスペース、あるいは公園的なものをもっと有効かつ計画的にこれから使

えという風にいわれているので。その辺のところも今回含めていかれるのか。い

や、それはその次だという風にされるのか、教えていただきたい。 

生涯スポーツ課長：こちらにつきましても、先程申し上げました飾区スポーツ推進計画

の方で、身近な場所でスポーツができるっていうところで、コミュニティ施設で

すとか、学校施設、後は公園等々の活用というのを考えていくということで、計

画の中に盛り込ませていただいております。 

委 員：はい、分かりました。ありがとうございました。 

委員長：ありがとうございました。ただいま基本方針４についてやっておりますが、いか

がでしょうか。はい、お願いいたします。 

委 員：この中で地域の担い手の養成と支援ということで、かつしか区民大学のボランテ

ィア講座ということが書かれています。地域の担い手と言いますと、今、実際に

は地域の担い手不足ということで、例えば自治町会とか私たちの民生委員児童委

員などの担い手不足ということが、よく言われているんですけども、53 ページの

検証と評価には「様々な分野でのボランティア養成講座を開催するとともに、区

主催の講座だけではなく、区内の各種団体との連携講座」となっているんですね。

これは、講座を通してということなので、やはりそういった地域での担い手不足

ということを考えているわけではなくて、あくまでも講座の開催を通じてボラン

ティア団体の活動を支援するということなんでしょうか。 

生涯学習課長：ご意見ありがとうございます。確か以前にもそういうご意見をいただいた

という風に思いますけども、地域で実際に、例えば自治町会の会員を集めるなり

やっていただくという講座が現実的にできるかというと、非常に悩ましさがある

と思います。そういうのは課題として受け止めさせていただいて、実現可能かど

うかも含めて研究をしたいという風に思います。まずは地域の色々な事業ですと

か活動に繋がるような形で人を育てていくということを、引き続きやっていきた
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いということでございます。直接的に地域に還元できるような形がより進んでい

けば、あるいは進められれば、それに越したことはないと思うんですけども、以

前にもお話したかもしれませんが、講座を受けたらこうしなきゃいけないといっ

た制約があると、逆に人が来てくれなくなるということもございます。その辺が

義務というような形ではなく、いい形でできないかということで、開催の可否を

含めて引き続き検討していきたいという風に考えているところでございます。以

上です。 

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

にいかがでしょうか。お願いいたします。 

副委員長：48 ページ、49 ページ辺りのところなんですけれど。『わがまち楽習会』ってい

うところについて、少し説明いただければという風に思います。と申しますのも、

生涯学習事業というのは学校教員に比べても、自治体ごとに事業名もバラバラで

もありまして。こう書かれていてもなかなかイメージを共有しにくいというとこ

ろもあろうかと思いまして。先程ご指摘いただいたような、講座というものが、

何か目的、養成的な講座っていうものと、その手前で、まず学習の層を広げると

いうような、色んな狙いというのも多様になっているところで。コンパクトにま

とめてはいただいているところかと思いますけれど。多様性のご説明を全てとは

いかないかと思います。で、そこでこの『わがまち楽習会』っていうのは丁度で

すね。町会、そういったことにも直接つながっていくような事業という風に認識

しております。ところがこの数字で行きますと、数はちょっと減少しているよう

にも見えますので、その理由ですとか、今後の方針についてお聞きしたいという

風に思います。よろしくお願いいたします。 

生涯学習課長：ありがとうございます。今お話にございました『わがまち楽習会』ですけ

れども、その名前のとおり、地域の方々による自主的な学習活動を支援し、地域

の方々が楽しく学び、考え、交流し、住みよいまちづくりを進めていくことを目

的として開催しているものでございます。地域での学習活動が活発になるように

企画・運営をお手伝いするとともに、講師謝礼等の経費を助成するということで、

21 年度から試行で実施して、23 年度から本格実施という風になってございます。

実際に地域の方々、団体になりますが、と私どもが共催という形で、協働してや

ってきたのですけれども、なかなか公募という形では手が挙がらない部分もござ

いました。地域性というのも一つの売りにしておりますので、そこにも書いてご

ざいますように、28 年度からは、先程の自治町会の話とも被る部分がありますが、

逆にこちらから、パッケージではないんですけども、防災ですとか、身近なテー

マを持ちかけて、営業活動というわけではないですけど、やってみませんかと働

きかけもしながら、地域の実情ですとかを確認して認識を深めてもらったという

ような経過がございます。そうしたことが、なかなか浸透してこないという状況
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もございまして、残念ながら実績としては一桁の団体数しかないんですけど、今

後も引き続き働きかけを続けながら、少しでも多くのところで事業を実施してい

ければという風に考えているところでございます。単純に講師を派遣して謝礼を

支払うという助成事業との違いが分かりにくいというのが、今までございました

ので。その辺を明確化しながら、今後進めていきたいという風に考えているとこ

ろでございます。以上です。 

委員長：よろしいですか。 

副委員長：ありがとうございました。聞いていて、大人に学んでくれと働きかけることっ

ていうのが、いかに難しいかっていうところがあろうかと思うんですね。学校っ

ていうところを通じながら、ここは学ぶ場であると認識されると思うんですけれ

ど。大人に対して、あなた対象者だから学んでくれ、ということをですね。そう

簡単にはいかない。その時に一つ、その町会、あるいは一つの地域に住んでいる、

このわがまちっていう自覚がある、ペーパーシップの自覚があるところでですね。

学びの機会が持たれるというのは、非常に可能性を感じるところですので、公募

で待っているだけではなくて、働きかけていくっていうようなお言葉を聞けたの

で、頼もしく思っております。ありがとうございました。 

委員長：ありがとうございました。他にいかがでしょうか。それでは時間も迫ってきたも

のですから、基本方針１から４まで全体を通してですね。また何かありましたら、

あげていただければと思いますが。いかがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：先程のグローバル化、大変前向きな答えありがとうございました。参考までにお

伝えしておきたいと思います。スイスの心理学者のジャン・ピアジェの９歳の壁

というのがございまして、この中で小さい時期から外国語教育を開始すると、異

文化に対する偏見を持たなくなる。９歳までに外国語に触れないと、異文化に対

する偏見を持ってしまうというのがあります。幼稚園というのはその９歳の中の

教育、飾区が関わる教育の中の４歳、５歳、６歳という半分を占めています。

それが幼児時期なので、ぜひご参考にしていただきたいと思います。以上です。 

委員長：ありがとうございました。他にいかがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：私立幼稚園の立場から、ただいまのグローバル化ですが、私立幼稚園の多分半数

以上は、色々なやり方というのはあると思いますが、英語の教師を、外国人の講

師だったり、日本人だったりしますけども、そういう英語を使って遊ぶというと

ころがあります。ただあの、それは考え方で私立幼稚園の場合、建学の精神、そ

れに基づいてやっているので。公立学校がやるに関しては、慎重な検討が必要だ

と思います。 

委員長：はい、ご意見をいただきました。ご意見としてあげさせていただきたいと思いま

すが。全体を通して他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。お願いいたし

ます。 
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委 員：全体を通してということで、青少年の育成、要所要所に飾区青少年育成地区委

員会という記述がありますけれども、これで見ると例えば 20 ページ・21 ページ、

青少年委員会が毎年度８つの地区と５つの専門部による定例会を開催するという

ことになってますけれども、実際にその出てられている方、私も出たこともある

んですけども、結局まあそういうのは出る人はいいんですけど、じゃあ、人集め

をして何かをしようというと、結局やる人いないんですよね。例えば先程、少年

の主張大会、ありましたけども。委員やる人いないから私のところに、行かれな

いって言ってるにも関わらず、やってくれとか言うんですよね。できないって言

ってるのに。いつもその時期は予定があるのでダメだって言ってるのに、要する

にやる人がいないんで結局ぐるぐる回って私のところ来てしまうような話なんで

すけども。そんなこともあるので。定例会の出席数もなんか 90％超えていると書

いてありますけども、実態はどうなんでしょうかねえ。なんか、イベントか何か

やると、人がいないから町会さんの方でお願いしますとかっての必ず来ます、私

の地区の青戸だけかも知れませんけれども。町会さんの方で人を出してください

って、必ず。じゃあ誰が行くんだとかってのは、必ずそういった問題が出て来る

ので。その辺りもっと、やはり充実させていただきたいのかなあと。結局行く人

間が同じなので。そうすると、やる人間があれもこれもじゃできなくなってしま

いますので。その辺り行政の方としても考えていただきたいと思います。 

地域教育課長：青戸地区委員会のお話だったと思いますけども、区内には 19 の地区委員会

がございます。今委員がおっしゃった定例会の出席率というのは、地区委員会で

はなく青少年委員さんで構成されている青少年委員会の出席率でございます。少

年の主張大会の例がありましたけれども、その他にもロードレース大会等々、様々

な事業を各地区委員会で実施していただいているわけです。19 の地区委員会で構

成員の方が約 1700 人ですので、一つの地区委員会あたり 100 人前後の方で構成さ

れているということになっています。ただいまのお話ですと、いつも決まった方

にオファーが来るということですけれども、19 の地区委員会で、それぞれのやり

方があるのかなと認識しているところでございます。私どもといたしましては、

区の教育委員会としてかつしかっ子の健全育成というものについては主体的に取

り組むべきものという部分もございます。そのような認識のもと、当然行政でカ

バーしきれるものではありませんので、地区委員会をはじめ地域の方々のお力添

えをもって、飾区をあげて、子どもたちを健全育成に導いていくということが

必要だろうと思っています。そういう点において、行政の支援というご指摘があ

りましたけれども、ご示唆を踏まえまして、今後も地区委員会の支援というもの

について教育委員会としてしっかり取り組んで参りたいと考えております。以上

です。 

委員長：ありがとうございました。それではよろしいですか。それでは最後になりますが、
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副委員長から今日の総括といいますか、まとめてお話いただければと思います。

お願いします。 

副委員長：まとめの役ということなんですが。毎回委員さんからたくさんのご意見をお出

しいただいているところですので、まとめようがないなというのが正直なところ

ですが、今日の会議にあたって２段階に分けてですね、区の方から資料送ってい

ただきました。はじめに届いたこの分厚い報告書ですけれど、本当にスピード感

とこの作業量にまず感謝いたしたいという風に思ってございます。様々なここで

出た意見等踏まえながらですね、調査を行ってまとめられて。更にそれを概要版

という形で分かりやすくしていただいたところで、今日のこの委員会での様々な

お声があったかと思うので。それでも、要約をしたところでもですね、まだ情報

量が多いところですので、これだけの。まあ前から同じこと言っていますけれど、

これだけ多くの方が同じ時間に同じことを見るっていうことができるというのは、

効率よく進められていること、そのことが本当にありがたいなと思います。ただ、

一つだけ要望が応するとすれば、一緒に送っていただいたこの自由意見というも

のなんですけれど。どれだけ意見があったかっていうことの件数もちゃんとお書

きいただいているんですが、概要版という風になっていて。全体で出た数字と、

お示しいただいているのはこれ、全部じゃないということですよね。あの、もし

差支えがなかったら、耳の痛いこととか、知りにくいこともあるのかも知れない

んですけれど、まさにそういうところにですね。場合によっては今後考えるべき

大事なところもあろうかと思うので。何らかの形で知れるようなことができたら

なという風に思っています。それ一つ要望になってしまいましたが、最後に付け

加えさせていただきました。 

委員長：ありがとうございました。皆さんご協力ありがとうございました。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。この案件以外で何かご意見等あ

りますでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは事務局から、事務連

絡等ございましたらお願いしたいと思います。 

庶務課長：次回の策定検討委員会でございますが、本日机上にお配りさせていただいてい

る第４回の開催通知の通り、平成 30 年３月 16 日午前 10時から、本日と同じ会場、

男女平等推進センター１階の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、骨子案についてを検討し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：ありがとうございました。それではこれをもちまして、第３回飾区教育振興基

本計画策定検討委員会を終了させていただきます。本日はご協力ありがとうござ

いました。 

以上 


