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第８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８月３日（金） 

午前 10 時 00 分～午前 11時 00 分 

場所：男女平等推進センター 多目的ホール 

委員長：皆様大変暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。定刻になりまし

たので、これより第８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会議録作成のため、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。それでははじめに傍聴希望者

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、本日は３人の方が傍聴を希望してございます。 

委員長：それでは、傍聴希望の方にお入りいただいて下さい。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：本日の連絡事項でございます。まず委員の出欠状況でございます。本日、

幼稚園 PTA 連合会代表の山田委員、小学校 PTA 連合会代表の大畑委員からご欠席

の連絡をいただいております。それから、都立高校の高野委員が、まだお見えに

なっていない状況でございます。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（素案）」。以上、資料１と２につきましては、事前に

郵送させていただいてございます。また机上に「本日の次第」、「席次表」、資料３

といたしまして「変更箇所一覧（新旧対照表）」、それから「第７回飾区教育振

興基本計画策定検討委員会会議録」、それから「第９回飾区教育振興基本計画策

定検討委員会（平成 31年 11 月９日）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にお申しつけいただければと思いますが、

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。また第７回飾区教育振興基本計画策

定委員会の会議録につきましては、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。前回お配りいたしました第６回の会議

録ですけれども、こちら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。よろしくお願い

いたします。連絡事項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（素案）についてです。前回からの変更点を中心に、説

明をお願いいたします。 
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教育総務課長：それでは私の方からご説明をさせていただきます。前回骨子案からの変更

点につきましては、前回の策定委員会でいただいたご意見、その後に骨子案を報

告した教育委員会、及び区議会の文教委員会でいただいたご意見を踏まえた上で、

さらに事務局におきまして内容を精査した結果を反映しているものでございます。

資料につきましては、資料１で変更点をまとめさせていただいたところでござい

ますけれども、変更内容の記載だけですと、少し分かりづらいところもあるかと

思いまして、本日資料３といたしまして、新旧対照表の方を配付させていただき

ました。本日はこの資料３によりまして、主な変更点をご説明させていただきた

いと思います。それでは資料３をご覧ください。まずこちらの対照表の１ページ

の一番上の項目でございます。「計画の位置付け」、こちらの説明文中、〇の３つ

目にあたるところでございますが、こちらの区の各種行政計画との「整合性を図

る」、という点につきまして、様々な行政計画がある中で、それら全ての計画と厳

密に「整合を図る」ということにとらわれてしまうということになりますと、教

育独自の方針、それから事業の展開を図りづらくなるのではないか、といったご

指摘を受けたものでございます。こちら検討した結果、こちらにありますように

「連携を図る」といった形への表現に変更させていただいたものでございます。

次に対照表１ページの２番目の項目、「児童・生徒数の推移説明」でございますが、

こちらにつきましては、児童・生徒それぞれの傾向を記述したものでございます。

次に３番目の項目でございます。第２章の検証と評価におきまして、計画策定に

係る意識調査結果を記載しておりますけれども、パーセンテージの後ろに全て説

明を加えたものでございます。引き続きまして４番目の項目でございます。前回

別添資料としてお示しいたしました、新たな飾区教育大綱、こちらを計画本体

に掲載したものでございます。次に５番目の項目といたしまして、施策の体系の

文言ですが、前回策定委員会でご指摘いただきました、「国際化への対応」として

いた表現ですが、こちら取組内容に合わせまして、端的に「日本語指導の充実」

とさせていただいたものでございます。ページをめくっていただきまして、対照

表の２ページでございます。基本方針１施策（１）の１つ目の項目になりますけ

れども、①学力向上のための取組みの充実、のうち、「チャレンジ検定」について

の記載につきましては、前回「習熟度に合わせた問題を作成する」という表記を

しておりましたけれども、習熟度に合わせるということになりますと、問題作成

側も相当の工夫が必要になってくるというところで、現実的な側面も踏まえて、

検討の結果、「学習状況を踏まえ」、具体的な問題作成に当たっては、柔軟な対応

が図れるような表現としたものでございます。次に対照表の３ページでございま

す。前回策定委員会でのご意見を踏まえまして、②体力向上のための取組みの充

実、の説明文の中で、オリンピック・パラリンピック教育を通して学ぶこととし

て、「スポーツ・インテグリティ」の保持、などということで記載させていただい
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ております。さらに体力向上の一環といたしまして、身体を使った遊びの要素を

取り入れることが重要とのご意見も頂戴いたしまして、検討の結果、「主な事業等」

に「体を使った遊びの奨励」といったものを加えております。次に１枚めくって

いただいて、対照表の４ページでございます。ページの１番下のところになりま

すが、③主体性・協働性を育む教育の充実、の「主な事業等」におきまして、「授

業モデルの開発」、こちら教育委員会が主体となる事業ということで、こちらにつ

いては削除いたしまして、「飾スタンダード」といった項目の中で触れていまし

た、「飾教師の授業スタンダード」を主な事業として、改めて追加したものでご

ざいます。次に対照表の５ページでございます。施策（２）①人権感覚・社会性

や道徳性の育成のところでございますが、こちら主な事業で「人権教育研修会」、

それから「人権尊重教育推進校」というものをあげておりましたけれども、今回

こちら両方とも「人権教育の推進」としてまとめるとともに、「主な事業等」に本

区の人づくりを展開するよりどころとなります、「かつしかっ子宣言」、これの定

着ということで加えさせていただいております。次に１枚めくっていただきまし

て、対照表の６ページでございます。１番下の項目、施策（２）③自信と誇りを

もてる子どもの育成、の「主な事業等」が、こちら１つしかこれまであげられて

いなかったのですが、こちらに「学級経営の充実」、「生命尊重教育」ということ

で加えさせていただいております。次に少し飛びまして、対照表の９ページでご

ざいます。施策（３）③開かれた学校づくり、の「主な事業等」、こちらについて

も、主な事業が１つしかあげられていなかったところですが、「学校評価の充実」

の取組みを加えております。次に同じ９ページの基本方針２施策（２）①青少年

育成支援の充実、の「主な事業等」の概要中に、「かつしか郷土かるた全区競技大

会」や、「子どもを犯罪から守るまちづくり活動支援事業」といった記述を追加し

ております。次に１枚めくっていただきまして、対照表の 10ページでございます。

基本方針３施策（１）②連続する学びの場の充実、の「主な事業等」につきまし

て、前回策定委員会のご意見を踏まえまして、記載順を変更するとともに、中高

の連携の概要の内容を変更しております。次に対照表 11 ページ③新しい時代に対

応する教育の充実、こちらの「主な事業等」につきましては、「英語教育の充実」

では、「イングリッシュデー」等の記述を追加、それからまた、「理数教育の充実」

のところには、算数、数学に関する記述の方を追加するということで、全体的に

文言を直したところでございます。次に対照表 12ページでございます。施策２（２）

②いじめや不登校などへの対応につきましては、「主な事業等」に「（仮称）飾

区いじめ防止対策推進条例の周知徹底」、それからまた２ページ後になりますけれ

ども、「地域や家庭との連携」というものを追加するとともに、事業の記載順につ

きましては、「いじめの防止」から「いじめの対策」の流れになるような形で、順

序を変更しております。次に、やや飛びまして、対照表の 16 ページでございます。
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上段の「自殺予防教育の推進」のところでございますが、前回策定委員会でご指

摘いただきました、「SOS の出し方に関する教育」と合わせまして、身近な大人た

ちがその SOS を受けて止めて、「支援できるようにする」、そういった取組みとい

うことでの記述を追加しております。さらにそのページの下段でございますが、

こちら先程申し上げた取組内容の変更、「国際化への対応」を「日本語指導の充実」

ということで、記載の変更をしております。次に 17 ページ、施策（３）①こちら

の説明文のところでございますが、既存の学校施設についての対応、こちらの方

をより具体的に記述したところでございます。その下の「校庭の人工芝生化」に

ついての記述ですけれども、こちらも前回の策定委員会でのご意見を踏まえまし

て、「主な事業等」の名称を「校庭の芝生化」と変更するとともに、概要中の記述

を「芝生化が可能な学校を検討」と、「希望校への人工芝生化」という記述に変更

しております。１枚めくっていただきまして、対照表の 18 ページでございます。

③学びの機会の充実、のところでございますが「主な事業等」の「学習センター

の整備」、「学校図書館利用の促進」につきましては、前回の記述から利用期間、

それからまた時間の幅を広げるような記述に変更しております。また、放課後や

長期休業中の学習教室を「学習支援事業」として、事業の概要をより詳しく記述

したところでございます。さらに同じページのその下、基本方針４施策（１）①

区民のニーズや課題をとらえた学習機会の充実、の「主な事業等」でございます

けれども、こちら「障害者などの学習機会の充実」を加えております。次に対照

表 19ページでございます。②生涯にわたるスポーツ活動の推進、の「主な事業等」

の中で、「区民スポーツ参加促進事業」の概要で、前回の策定委員会でのご意見を

踏まえまして、「スポーツ種目の裾野を広げ」といった表現にしていた部分を、「競

技人口を増やし」といった記述に変更したところでございます。１枚めくってい

ただきまして、対照表 20ページの１番上、施策（２）②飾への愛着が深まる事

業の推進、の「主な事業等」といたしまして、「区内文化財の保存と活用」につき

まして、文化財保存と活用、そもそもの活動内容を付記したところでございます。

次に対照表 21ページ、施策（３）①学びを促進する環境の整備、の「主な事業等」

のうち、「身近な公共施設の利用促進」の部分については、前回から記述の内容を

より詳しくしたところでございます。その他、生涯学習に関わる部分は、全般的

に「主な事業等」の内容を充実させたところでございます。次に 22ページ中ほど

の③利便性の高い図書館の整備、の「主な事業等」につきまして、「電子書籍の導

入」、こちらを追加しております。さらにその他ということで、前回策定委員会で

のご提案を踏まえまして、第５章のところの「計画の推進に向けて」ということ

で、資料２をご覧ください。93 ページでございます。各担い手がどのような形で

この計画に関わっていくのか、といったものを、この５章の計画の推進体制に合

わせて、まとめてみたところでございます。こういったところでまとめさせてい
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ただきましたけれども、またこちらについてもご意見をいただければと思います。

さらに、巻末に用語解説をはじめとして、参考資料を追加したところでございま

す。ここで１点お詫びを申し上げたいと思います。資料２の 108 ページでござい

ます。策定委員会の委員さんの名簿が出ているのですけれども、上から５番目、

本宮委員さんの職名でございますが、現在「自治町会連合会 会計」と記載にな

っておりますが、こちら「副会長」の誤りでございます。大変申し訳ございませ

ん。こちらについては速やかに訂正させていただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。さらに、最後、全体を通しまして、新旧対照表の方に戻っ

ていただきますと、引用文や区の事業名等に鍵括弧を付与するとともに、用語解

説に該当いたします用語の初出時には、＊（アスタリスク）マークを付与したと

いうことでございます。大変雑駁ではございますが、私からの説明は以上でござ

います。よろしくお願いいたします。 

委員長：ありがとうございました。これから質疑に入りますが、この基本計画につきまし

ては、これまで数回にわたって委員の皆様のご意見をいただいて、本日に至って

いるわけでございます。また、当委員、教育委員会、さらには文教委員会、そし

て事務局の方で更に念をいれて出していただいたということになっております。

本日は、これまで皆さんからたくさんご意見等、ご要望等いただいたわけでござ

いますが、それらを確認するというような形で進めさせていただきたいと思って

おります。進め方につきましては、まず最初に第１章から３章、そして４章、そ

して５章、そして全体、という形で進めさせていただきたいと思います。それで

は事前に配られていますので、ご覧になられたかと思いますが、それを前提に質

問させていただきます。まず、第１章「計画の策定」から第３章「飾が目指す

これからの教育」までについて、ご確認、または追加等ございましたら、お知ら

せいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。次に進

めさせていただきたいと思います。それでは第４章についてでございます。こち

らにつきましては、これまでもたくさんのご意見をいただいたかと思いますが、

こちらについても確認したいと思っております。いかがでしょうか。 

委 員：65ページですけれども、「体力向上のための取組みの充実」の「主な事業等」の中

で、「体を使った遊びの奨励」という文章ですけれど、この文章の中に、「遊びた

めの」となっているのですが、遊び「の」が入るのではないかと思うのですが。

これは、遊「ぶ」ため、ですか。遊び「の」ための環境も整えます、ではないか

と思うのですが。 

委員長：ありがとうございました。脱字があるのではないかということでございますが、

いかがでしょうか 

教育総務課長：大変失礼いたしました。こちら、遊び「の」ための、の誤りでございます。

訂正させていただきます。ありがとうございます。 
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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：同じページの、②体力向上のための取組みの充実、の３行目ですけれども、「基礎

体力の定着と運動に取り組む」と書いてあるところで、基礎体力は定着なのか、

あるいは確保なのか、あるいは向上なのか。普通だったら多分、基礎体力の「向

上」、と書くと思うのですけれども。その辺いかがですか。 

委員長：「定着」でなくて「向上」ではないかというご意見でございます。これについては

検討していただくということで、よろしいでしょうか。それでは事務局の方で検

討していただいて、次回、案を出していただければと思います。よろしくお願い

します。他にいかがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：65 ページの主体性・協働性を育む教育の充実のところですが、文言があって、最

後に「ICT を活用した授業を推進します」と書いてあります。ICT っていうのは下

の事業等を見ても、３つのうちの１つじゃないかと思うのです。ここで言いたい

ことは、ICT の活用を推進することではなくて、主体性・協働性を育む教育を充実

させることなので、そうすると ICT を活用した授業は、少し上にきて、手段にな

って、「ICT の活用等を通して、主体性・協働性を育む教育を推進します」という

ような形にならないと、ここの項目が「ICT 活用の推進」になってしまいます。で

すから、言葉の順序などを入れ替えて、できれば「飾スタンダード」とか、「教

師の授業スタンダード」が入っておりますから、こういったことも含めて、主体

性・協働性を育む教育を推進します、という文言になっていくのではないかと思

うので、検討していただきたいと思います。 

委員長：ご意見でございます。よろしくお願いします。 

指導室長：ありがとうございます。ご指摘のあったことにつきまして、検討していきたい

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す。その方向で検討していくということでよろしいですね。

はい、お願いします。他にいかがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：文言、表記上の問題ではありませんけれど、教えていただければありがたいと思

います。69 ページの「飾教育の日」は大分歴史を踏まえつつ、教育効果はそれ

なりに出てきているのかと思いますが、実際私はそういう「飾教育の日」にも

ボランティアで出前授業に参加させていただいている一人なのですが、どうでし

ょうか。学習的、それから保護者向け、児童向け、生徒向けの、それから教員に

とっても、それなりの効果があろうと思いますけれど、その点のことについて少

し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。「教育の日」についての成果、効果等についてお聞きし

たいということでございますが。いかがでしょうか。 

指導室長：ありがとうございます。「飾教育の日」ということで、土曜日に、学校の授業

を公開しております。学校の授業を公開することによりまして、学校の教育活動
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を理解していただくということ。それからその授業を公開するに当たりまして、

教員が授業の工夫をすることで授業力の向上につながると思っております。それ

から見ていただいた際にアンケート等がございますので、それによって改善につ

ながります。私も見て回っておりますけれども、授業の公開をすることで、教員

の授業力が上がり、子どもたちは楽しく授業をしているというようなことが見え

てきていると思っております。以上です。 

委員長：ありがとうございます。いかがでしょうか。 

委 員：ありがとうございます。正直なところ申し上げまして、個人的なことなのかもし

れませんけれど、実際出前授業などをさせていただく時に、教師はほとんど腕組

みをして見ている状況です。私はそういう意味では必ず教師が授業すべきものだ

と思っておりますので、必ず教師を中に入れて、一言二言児童への指導をすべき

と思っております。注意しなければならないところは出前授業をする。今年度か

ら「教育の日」は３時間から４時間になっていますが、そういう意味では教師の

負担もあろうと思いますが、授業者にお任せスタイルは、私はあってはならない

ことだと思います。綿密に打ち合わせをする中で、教師の出番をきちっと作るこ

ともしなければならないと思って、指導案を立てておりますけれど、その辺り、

よろしくお願いしたいと思います。以上です。感想です。 

委員長：ありがとうございました。この計画性そのものについては対応いただいていると

いうことですので、その運営についてはその点もっと工夫していきたいというこ

とでございます。これでよろしいでしょうか。ありがとうございます。他にはい

かがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：75 ページでございます。こちらの方も文言のご検討をお願いしたいということで、

取組内容①の１行目に、「ライフステージに合わせて」と書かれているのですが、

教員の専門性を考えた場合に、これは「ライフステージ」よりも「キャリアステ

ージ」に当たるのではないかと思います。教員は主任とか、職階に応じた資質、

あるいは能力向上という、そういう捉え方ではないかと思いますので、ご検討い

ただければと思います。 

委員長：ありがとうございました。ただいま「ライフステージ」か「キャリアステージ」

かということで、案を出していただきましたがいかがでしょうか。よろしくお願

いします。 

指導室長：その表現につきまして、もう一度適正な表現になるように検討させていただき

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。他にいかがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：もう１点は 83 ページでございます。基本方針４のところの、「障害者などの学習

機会の充実」というところの、その文言のところで「困難な障害者などのための」

というのが、分かっているようでやや分かりづらいので、この辺の「など」とい
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うのを、どこまで含むのかというのを、明確にした方がいい、あるいは別の文言

にするのがいいのかを、ご検討いただければと思います。 

委員長：はい、事務局お願いいたします。 

生涯学習課長：「障害者など」の「など」でございますけれども、これは高齢者を指してい

まして、障害者と高齢者の方が主ですが、その他にも考えられるものもございま

して、「など」ということでまとめさせていただいたのですが、今ご意見をいただ

きましたので、少しこちらの方でも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。お願いいたします。 

委 員：今の 83 ページの場所ですけれども、事業等のところに「障害者などの学習機会の

充実」と記載されているのですが、この言葉にやや引っかかりを感じます。ある

意味、事業等のところは「学習機会の充実」だけでもよろしいのではないかと感

じました。 

委員長：事務局の方、よろしくお願いします。 

生涯学習課長：この項は新しく加えたところでございます。前回、基本方針４の生涯学習

の部分が、少し内容が薄いのではないかというご意見をいただき、加えさせてい

ただいたものでございまして、特色ある「かつしか教室」という事業を少し PRさ

せていただきたいと思いまして、こういった表現にさせていただいたところでご

ざいます。 

委員長：よろしいですか。はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。お願い

いたします。 

委 員：今更ではありますが、第４章見ていて気が付いたのですが、この「主な事業等」

のところに入る名称ですけれども、これは事業の名前を入れているのか、それと

もその事業をどうしたいということに触れているのかが分からなかった。例えば

ですね、69 ページ見ると「飾教育の日」は、飾教育の日を設定とか、そこで

は事業をやるわけですけど、次の「学校評価」は「学校評価の充実」と書いてあ

り、ここは「充実」ですよね。でも、他は例えば「チーム学校」、「OJT の充実」、

「校内研修の充実」と書いてあるところもあれば、67 ページでは「宿泊行事」、「文

化的行事」っていう、行事の名前があげてある。まあ「充実」、あるいは「実施」、

「設置」、というような言葉が入っていくのか、それとも事業名だけ入れていくの

かによって、大分違うと思うのですが、統一感が全然ないので、これを整理した

方がよろしいかなと感じました。 

委員長：ありがとうございました。お願いします。 

教育総務課長：「充実」、とされているところに関しましては、現状からの拡大といったと

ころの意味合いが含まれているところが多くございます。ただですね、やはり先

程新しく加えたところの、66 ページの「かつしかっ子宣言」の定着、といった行

為を表す言葉ですね、こちらが付いていたり付いていなかったりというところが
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ございますので、なるべく内容のところと合わせた形での表現を通して見直した

いと思います。 

委員長：これは大変かと思いますが、よろしくお願いいたします。他にいかがでしょうか。

実質的に今日が最後のご指摘、ご要望になるかと思っておりますので、できるだ

け、お申し出いただければと思いますが、いかがでしょうか。それでは４章につ

いてはこれで終わりにいたしますが、また後で何かありましたら、ご意見いただ

ければと思います。それでは、次に第５章の計画の推進について、及び参考資料

についてでございます。これにつきまして、ご確認をいただければと思いますが、

いかがでしょうか。副委員長お願いいたします。 

副委員長：93 ページのところに計画の推進のイメージ図を載せていただきまして、ありが

とうございました。１、２、３、４という流れが、どこに相当するのか。これも

黄色に示していただいたところで、文章を読んでいくだけよりも、見やすくなっ

たのかなと思います。ただ、学校というのが、端っこの方に少し寂しげにあるの

が、少し気になるので。可能でしたらご検討いただければと思います。 

委員長：はい、いかがでしょうか。 

教育総務課長：ご指摘ありがとうございます。そうですね、学校が主体の一つとして、３

のところと合わせて全体の囲みの中でこういった記載になったところでございま

すけれども、飾区の中にあるいは入れた方が、本来的な意味合いに近いのかな、

と考えておりますので、そこも含めまして、また精査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す。お願いいたします。 

委 員：１点教えていただきたいのですが、やはりこの 93ページのこの図も、大分分かり

やすいと思うのですが、これと多分関連してくるのが、PDCA サイクルがどうなっ

ているのかというのが、分かるようなものが欲しいというのが、もしかしたら出

てくるかも知れないので。そういうことに関して何かお考えがあるのか教えてい

ただきたいと思います。 

委員長：ありがとうございました。PDCA サイクルについてということでございます。難し

いのですけれども、いかがでしょうか。 

教育総務課長：こちら計画の進行管理、１番のこの文章ですけれども、例年行われている

取組みといたしまして、計画の進捗の状況を計画の推進委員会の方にご報告して、

またご意見をいただく、というような形。それからまたこちらの図にもあります

けれども、学識経験者の方々のご意見も頂戴するというような形で、現在の取組

みの実施状況の点検、それからまた評価をしていくというような形になっており

ます。それを次年度の取組みに反映させていく、これを単年度でやっていくとい

うのが今の仕組みでございまして、引き続きそれをやっていきたい。それで、こ

ちらの図の中に書き込むかどうかというところは、また考えさせていただくとい
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たしまして、これからまた計画の推進に当たっては、そちらの点検、評価、取組

み、というのをぐるぐる回していくような形を取らせていただければと考えてお

ります。 

委員長：ありがとうございました。これは別組織での教育委員会の事業を点検、評価とい

うことでよろしいですね。はい、ありがとうございました。よろしいですか。そ

れでは次に移りたいと思いますが、全体を通してご質問等いかがでしょうか。感

想でも結構でございます。では、お願いいたします。 

委 員：特別問題のところじゃないのですが、54ページ、55 ページで、青のベースのとこ

ろに黒文字で書いてあるのですけど、非常に字が読みにくいので、これは工夫し

て見やすくしてもらったらいいのかなと思いました。以上です。 

教育総務課長：はい、工夫をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

委員長：ありがとうございます。お願いいたします。 

委 員：93 ページの計画の推進イメージで、黄色い部分に番号が付与されているのですが、

計画の進行管理というのが１番なのか、それとも地域や家庭からの区民からの情

報収集とかの方を重要視しているのか。番号をつけない方がイメージが良いのか

なと。区民の目で見たところ、「計画の進行管理が先なんだ」、っていう捉え方を

なさる方もいるのかな、と感じました。 

委員長：ありがとうございました。ただいまのご意見いかがでしょうか。 

教育総務課長：こちら 92ページの表題の項目の番号との連動という意味で、分かりやすい

かなと思ったところでございます。おっしゃる通り、どれが先という部分ではな

いところですが、便宜的にふられた番号ということでの、突合、整合ということ

で、ふらせていただいておりますので、ご理解いただければと思います。 

委 員：それはもちろんですが、図にすると視覚って違うものだなっていうのが、この図

の方でやや見えてしまって。文章で書いてあるものと、若干こう受け止めるイメ

ージっていうのが、文章読むのが嫌いな人は図しか見なかったりするものですか

ら。 

委員長：これにつきましては、検討テーマとしてご配慮いただければと思っております。

よろしくお願いします。お願いいたします。 

副委員長：表現の仕方の問題ですけれど、各基本方針の下に、施策（１）（２）（３）、リー

ド文って続いていきますが、そのリード文の表現のところで、前の方から見てい

くと、ほとんどのところは表題の文言を拾って、基本方針１（１）リード文が、

子どもの育成っていうようなところ。それから２で一つひとつ、リード文が整合

しているかなと思うのですけれども、一番最後ですね。基本方針４のところだと、

施策（１）が「機会の充実」となっていて、施策（２）が、「しくみづくり」とあ

りますが、ここも「機会を充実」。施策（３）が「環境づくり」ですが、ここは「し

くみをつくります」と文が終わっていますので、書いてあることの順番を繰り返
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したりすると、もう少し表現が分かりやすくなるのではないかと思いました。例

えば、施策（２）だけは少し修正のイメージがあって、前半と後半を入れ替えれ

ばいいのかなと思いますが。表題と、リード文の表現というのは、対応している

方が、読みやすいのかなと思います。 

委員長：ありがとうございました。今の指摘、もうおわかりでしょうか。はい、お願いい

たします。 

生涯学習課長：先生からいただいたご意見を踏まえて少し検討させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

委員長：ありがとうございました。今、全体を通してご意見、その他感想等をいただいて

いるところですが、いかがでしょうか。お願いいたします。 

委 員：すみません、各論に戻ってしまいますが、68ページのところの「飾区立小学校・

中学校研究会の充実」という項目がありますが、これは「教育研究会」って、「教

育」が抜けていますかね。その概要のところには「飾区立小・中学校教育研究

会」って書いてあるのですが。 

委員長：お願いいたします。 

指導室長：ご指摘の通りでございますので、修正させていただきます。 

委 員：はい。教育が抜けているとしたならば、「飾区立小・中学校教育研究会」という

のは、先生方の研究団体ですよね。で、その先生方の研究団体の充実というのが、

この教育基本計画に入るものなのかが疑問だったのですが、教えていただけます

か。もちろん教育委員会として支援をしているとか、そこら辺についてはあるか

もしれないですが、運営そのものは教員ですよね。そうすると、もし書くとして

も文言が変わってくるのではないかと。要するに「飾区立小学校・中学校教育

研究会」への支援、というような表現になるのではないかと思いますが、いかが

でしょうか。 

委員長：事務局の方、よろしいでしょうか。お願いいたします。 

指導室長：これは区内の、まあ小研とか中研と言われているような、区内の教員が集

まって行う研究会、研修会等を示しておりますけれども、その文言につきまして、

今ご指摘の「支援」というような言葉を入れるかどうかというところも含めまし

て、検討して参りたいと思います。 

委 員：概要のところに「飾区立小・中学校教育研究会」がより連携して活動すること

で、専門性の向上を図ります云々ってあります。これはやっぱり、主体が教員で

あれば、この文言を教育委員会が書くのは少し行き過ぎなのかなと思います。中

身は教員が考えることですから。だから、もしこの教育振興基本計画に書くので

あれば、別な言い方をしなければいけないと思います。以上です。 

委員長：ありがとうございました。この研究会が、教育委員会で設置しているかのような

誤解を受けるのではないかという指摘だと思います。これは任意の団体だと思い
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ますので、少しご検討いただければと思います。他にいかがでしょうか。お願い

いたします。 

委 員：32 ページの②就学前教育の推進のところですが、題名としては「就学前教育の推

進」で、文章とかグラフを見ますと、次のページの③の学校間連携の推進の方の

内容が書かれているように思います。この整合性を図っ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：これについてはいかがでしょうか。 

指導室長：32 ページの②のグラフが、「幼保小中連携教育の推進」についてのグラフになっ

ているということと、33 ページの学校間連携の上のグラフが「幼保小中高連携連

携教育の推進」に効果があると思う教員の割合、ということで、この分け方が、

少し似ているようなものであるということでしょうか。すみません。 

委員長：先程の、もう一度質問の主旨を説明していただければと思いますが。 

委 員：はい。就学前教育、保育園や幼稚園の教育というものが大事だということは、昨

今言われていまして、区内でも内容の充実を進めていただいているところだと思

います。そのことがきっとこの②就学前教育の推進、っていう題名だと思うので

すけれども、この文章に書かれている内容は、「連携」のことが書かれているので、

そこのズレについてご質問させていただきました。 

委員長：ありがとうございました。 

指導室長：理解しました。すみません。「就学前教育の推進」が、「連携」ということの指

標ではないということで、就学前教育自体の指標を入れた方がいい、ということ

でございますね。少しその指標があるかどうかというようなことも確認しなけれ

ばなりませんが、そこのところにつきましては、研究させていただきたいなと思

いますけれども、よろしいでしょうか。 

委員長：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。それ

では委員長の方から質問させていただきたいと思いますが、109 ページのところに、

検討経過ということで入っていたところでございますが、これはどのレベルまで

か。どの程度まで、検討経過が入ってくるのか。それについて少しお聞きしたい

なと思っております。どうでしょうか。 

教育総務課長：こちらにつきましては、前回というか現行プランのところにも載せている

ところですけれども、それと準じた形で、まずこの当委員会の策定、前回ですと

１回から 10 回までということで、いつ、どんなことをやったということでの項目

を載せさせていただいた上で、その後、この調査の前段階にありましたアンケー

ト調査をやりました。それから、パブリックコメント、それから教育委員会での

決定がいつだというところまでを載せていくと、いうようなことで考えてござい

ます。 

委員長：ありがとうございました。他の自治体のこの検討経過を見ますと、こういった外
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部の人にインタビューなども行っているわけですけれども、折角これだけのこと

をちゃんとやっておりますので、できるだけ、単にこの委員会だけの研究ではな

くて、せめて事務局としても、より多くの人が携わっているということについて、

分かるような記載にしていただきたいと思っています。以上です。 

委 員：17 ページですが、人権感覚のところで、小学校、中学校、平成 26、27、って年度

が書いてあるものは、その年度に調査したとわかりますが、その下のグラフの出

典にも年度を書いておいた方が親切なのかな、という意見です。 

委員長：ありがとうございました。その通りだと思います。よろしくお願いいたします。

それではよろしいですか。本日予定しておりました案件はこれで全て終了いたし

ました。これ以外で何かございますか。お願いいたします。 

委 員：今、子どもの貧困ということが非常に問題になっていまして、私もこの間貧困の

講習を受けてきたから言うわけではないのですけれども、いわゆるその朝食を食

べてこない子どもの割合とか、あるいはひとり親家庭の子どもの割合というのが

非常に増えています。その中で、学力向上においては塾の役割というのは大変大

きく、貧困家庭では塾に通えない。そのために放課後、学習塾の代わりに勉強を

教えたり、何回も講演をやっていますけれども、そういったことが今後、かなり

大きな比重を占めてくるのではないかと思います。今回は取り上げなくいいのか

なと思いますけれども、今後このような計画を立てる時にやはり、そういった貧

困家庭というか、ひとり親家庭、そういった子どもの実態か何かも入れて、考え

ていった方が良いのではないか思いますが、いかがでしょうか。 

委員長：ありがとうございました。これは５年後のまたこの計画の時のために視野に入れ

ておくということでよろしいでしょうか。 

委 員：そうですね。視野に入れておいた方がよろしいかと思います。 

委員長：ありがとうございました。じゃあ事務局の方、よろしくお願いいたします。それ

では他にございませんので、最後に事務局の方から事務連絡がございましたらお

願いいたします。 

教育総務課長：私の方から連絡事項を申し上げます。まず次回の策定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９回の開催通知の通

り、11 月９日（金）午前 10 時から、男女平等推進センター、当会場になります、

１階の多目的ホールにて開催を予定しております。内容につきましては、本日の

策定検討委員会でのご意見等踏まえまして、９月の教育委員会、及び文教委員会

に計画の素案を報告後、９月下旬から 10 月下旬までパブリックコメントを実施す

る予定ですので、次回の策定委員会、パブリックコメントの結果を踏まえまして、

計画の最終案ということでお示しを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。 

委員長：ただいまの件について、ご質問等はございませんでしょうか。それではご協力あ
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りがとうございました。これをもちまして、第８回飾区教育振興基本計画策定

検討委員会を終了いたします。本日はありがとうございました。 

以上 


