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令和元年度飾区総合教育会議 会議録 

 

開会年月日：令和元年１１月７日（木） 

場   所：飾区役所４階 教育委員会室 

出 席 者：飾区長 青木 克德 

      教育委員会 教   育   長     小花 高子 

        同   教育長職務代理者     望月 京子 

        同   委      員     日髙 芳一 

        同   委      員     齋藤 初夫 

        同   委      員     塚本 亨 

        同   委      員     大里 豊子 

議   題：（１）かつしか教育プラン（２０１９～２０２３）の推進について 

（２）その他 

開   会：午後 1時 15 分 

閉   会：午後 2時 30 分 

関係出席者：政策経営部長          田口 浩信 

      教育次長            安井 喜一郎 

      学校教育担当部長        杉立 敏也 

      政策企画課長          福島 啓介 

      経営改革担当課長        羽田 顕 

      教育総務課長          鈴木 雄祐 

      学校施設整備担当課長      杉谷 洋一 

指導室長            加藤 憲司 

学校教育支援担当課長      山岸 健司 

統括指導主事          木村 文彦 

統括指導主事          大川 千章 

生涯スポーツ課長        南部 剛 

 

       

 

会議の結果及び発言：２ページ目から２０ページ目のとおり 
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【区長】  

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和元年度飾区総合教育会

議を開催いたします。 

失礼いたしまして、着席させていただきます。 

まず、会議に入ります前に、皆様にお諮りしたい事項がございます。この総合

教育会議は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき原則として

公開することになっております。本日も傍聴の方がお見えになっています。傍聴

を許可いたしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

それでは、ご異議ございませんので、傍聴を許可いたしたいと思います。 

傍聴される皆様につきましては、静粛を旨として、会議の妨害となる行為は慎

んでいただくようお願いいたします。 

なお、当会議の議事録作成のため録音をさせていただきますので、あらかじめ

ご了承をいただきたいと存じます。 

それでは、本日の議題に入りたいと存じます。教育委員会では、昨年度、教育

振興基本計画である新しい「かつしか教育プラン」を策定し、今年度から新しい

プランに基づく様々な施策や取組を推進していると伺っています。 

本日は、「かつしか教育プラン（２０１９～２０２３）の推進について」、教育

委員会の皆様と協議したいと思います。 

 

【教育長】 

 総合教育会議を開催していただきありがとうございます。 

今、区長からお話があったとおり、教育委員会では今年度から５年間を計画期

間とする「かつしか教育プラン（２０１９～２０２３）」を策定し、「みんなで育

ちあう「かつしか」で、自信と誇りあふれる人づくりを進めます」を掲げ、様々

な取組を進めているところです。 

本日は、その中で「教育情報化推進事業」や「英語によるコミュニケーション

能力の育成」など、来年度、教育委員会が重点的に取り組んでいく事業などにつ

いて、協議させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

それでは、事業の概要について、まず事務局から説明いたさせます。 

 

【教育総務課長】  

 それでは、ご説明をさせていただきます。お手元のステープラ止めの資料 1を

ご覧いただきたいと思います。かつしか教育プラン（２０１９～２０２３）の推

進についてということで、こちらに沿ってご説明をさせていただきます。なお、

時間の都合もございますので、内容は概略にとどめさせていただきたいと思い

ます。それでは、1 枚おめくりいただきたいと思います。まず、教育情報化推進

事業でございますが、上段、取組内容及び進捗状況でございます。こちらは、４

行目、今年度の具体的な取組内容及び進捗状況としてございますが、その下の①
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でございます。学校教育総合システムのリプレイス、こちらにおきましては、来

年度４月からの新学校教育総合システムの本稼働に向けまして、システム構築

中でございます。続きまして②、小学校への大型提示装置の整備につきましては、

夏休み期間中に各小学校及び保田しおさい学校に設置しておりますデジタルテ

レビの方を大型提示装置、６５型になりますけれども、こちらに入替を実施した

ところでございます。さらに③、ＩＣＴ機器の活用の推進ということで、１点目

でございますけれども４月に校長を対象といたしました、リーダーシップ研修

等を実施したところでございます。続きまして下段、来年度の主な取組予定でご

ざいます。１点目、先ほど申し上げました新学校教育総合システムへの切替を４

月からやっていきたいというふうに考えてございます。 

また２点目、中学校特別教室に大型提示装置を導入していきたいと考えてござ

います。さらに３点目、小学校プログラミング教育につきまして小学校全校で実

施していきたい等々となってございます。続きまして、２ページ目でございます。

学習センターの整備としてございます。上段の取組内容及び進捗状況でござい

ますが、１点目、今年度は、学校司書の配置を週１２時間から週３０時間に拡大

したところでございます。こういった状況の中で、４点目になりますが、現在、

学校の状況に応じまして、放課後に学校図書館を開放いたしまして、児童・生徒

が読書や学習ができる環境づくりを行ってございます。中学校におきましては、

デスクトップパネル等を整備いたしまして、自学自習できる環境整備を進めて

いるところでございます。下段、来年度の取組予定でございますが、１点目にご

ざいます学校司書の活用を充実させるために、学校司書に対する研修の実施及

び助言、相談対応等を行う学校司書アドバイザーの設置というものを考えてい

るところでございます。さらに、２点目、全体計画及び年間計画の方を作成いた

しまして、各教科において計画的に学習センターを利用できるようにするとと

もに、放課後等における自学自習を実施できるようにする。このほか、その他記

載の内容に取り組んでまいりたいと考えてございます。恐れ入ります。次のペー

ジでございます。かつしかグローバル人材育成事業といたしまして、英語による

コミュニケーション能力の育成でございます。こちら上段、現状でございますが、

１点目、小学校の外国人英語指導補助員、いわゆるＡＬＴの日光移動教室への派

遣につきましては、４９校全校が実施したところでございます。２点目、イング

リッシュキャンプにつきましては中学１・２年生４８人対象といたしまして、２

泊３日で福島のブリティッシュ・ヒルズにおいて実施したところでございます。

それからまた３点目、中学生の海外派遣でございますが、中学２年生４８人を対

象といたしまして、６泊８日オーストラリアで実施したというところでござい

ます。そのほか４点目、英語検定受験費助成等に取り組んでいるところでござい

ます。来年度、令和２年度の取組予定でございますが、イングリッシュキャンプ

につきましては、２泊３日の日程で、福島県ブリティッシュ・ヒルズということ

では引き続きなのですが、参加生徒数の方を拡大して実施していきたいと考え
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てございます。さらに、２点目、中学生海外派遣につきましても、参加希望者の

方が非常に多くなっているということで、参加生徒数の見直し検討を行うとと

もに、事前学習会等を含めた業務委託の導入について、検討を行っているところ

でございます。さらに３点目、中学生の英検受験費の助成につきましては、対象

学年を中学２・３年生に拡大していきたいと考えているところでございます。恐

れ入ります。４ページ目をご覧いただきたいと思います。学校支援総合対策事業

でございます。こちらは、３項目でございます。まず、発達障害の可能性のある

子どもに対する重層的な支援体制の充実についてでございますが、こちらにつ

きましては、現在、特別支援教室を全小・中学校で実施しているほか、自閉症・

情緒障害特別支援学級の設置、いわゆる固定学級の設置等に取り組んでいると

ころでございます。次に太字で書かれています、中段、不登校対策プロジェクト

につきましては、適応指導教室、ふれあいスクール明石の運営に加えまして、校

内適応教室の推進、さらに今年度は２校、金町中と美中の方に新設をして計４

校に拡充したところでございます。さらに、訪問型の学校復帰支援の強化にも取

り組んでおります。さらに、日本語指導の充実につきましては、日本語初期指導

ということでにほんごステップアップ教室の運営、さらに、日本語学級の設置・

運営、日本語通訳の派遣に取り組んでいるところでございまして、来年度につき

ましては、まず、発達障害の可能性のある子どもに対する重層的な支援体制の充

実については、さらに教員の専門性の向上、こちら研修体制の拡充等に取り組ん

でいくというところ、さらに、不登校対策プロジェクトにつきましては、先ほど

のふれあいスクール明石と各学校の連携体制の強化、そして、校内適応教室のさ

らなる増設等に取り組んでまいりたいと考えてございます。日本語指導の充実

につきましても、にほんごステップアップ教室の増設、それから運営のあり方に

ついて検討していくとともに、日本語学級の増設等も考えて行くところでござ

います。恐れ入ります。５ページの方、ご覧いただければと思います。いじめ防

止対策でございます。昨年度の総合教育会議でもご協議いただきましたが、こち

らの取組内容及び進捗状況でございます。まず、昨年３月にいじめ防止対策推進

条例を制定させていただきまして、あわせていじめ防止基本方針も全面改定し

たところでございます。これらに基づきまして、各学校において、学校いじめ防

止基本方針を改定、いじめ防止年間計画を学校ホームページに掲載いたしまし

て、学校便りや学校説明会等において、保護者・地域への周知を図ったところで

ございます。また、条例に基づきます、いじめ問題対策連絡協議会、さらに、い

じめ問題対策委員会の運営、それから、いじめ防止対策の理解の促進といたしま

して、研修等を実施しております。また、いじめ早期発見及び解消に向けた体制

の整備といたしまして、小・中学校全校にスクールカウンセラーを配置し、小学

校５年生及び中学校１年生に全員面接。さらに、児童・生徒へのカウンセリング

等により、いじめの早期発見に努めているところでございます。さらに、道徳の

授業等を通じまして、いじめ防止教育の推進、スクールソーシャルワーカーの活



 

5 

 

用による家庭・地域との連携強化を図っているところでございます。来年度につ

きましては、上記これまでの取組を継続するとともに、教員の対象の研修内容を

拡充するなど、学校におきまして、いじめ認知の感度を更に高めるための取組を

推進してまいります。また、いじめを認知した際の標準対応の検討、それからス

タンダードプログラムの整備に取り組んでいきたいと考えているところでござ

います。こちらについては以上です。次のページをご覧ください。学校施設の改

築でございます。取組内容及び進捗状況でございますが、こちらにつきましては

学校規模の適正化や老朽化の状況等を踏まえまして、地域バランスを考慮しな

がら学校改築を進めているところでございます。２の進捗状況をご覧いただき

ますと、平成２６年９月に決定いたしました改築校６校及び平成３０年９月に

決定いたしました改築校の７校の進捗状況を記載させていただいてございます。

内容につきましては、（１）・（２）の表の通りとなってございまして、これを踏

まえまして来年度でございますが、小松中学校及び本田中学校は新校舎での学

校運営が開始されます。また、高砂小、それから西小菅小では、仮設校舎での学

校運営が開始されます。それぞれ円滑に移行できますよう、学校関係者や工事関

係者との連絡調整を進めてまいります。また、改築校７校のうち、二上小学校・

よつぎ小学校につきまして、基本構想・基本計画の策定に着手してまいります。

恐れ入ります。次のページをご覧ください。スポーツ施設の利用しやすい環境整

備でございます。上段の取組内容及び進捗状況でございますが、２点目の進捗状

況の２点目のところをご覧いただきますと、令和元年度につきましては、奥戸総

合スポーツセンターについて大小体育室の天井改修工事などの実施、それから

またスポーツクライミング施設の建設を行っているところでございまして、来

年度につきましては、奥戸総合スポーツセンターエイトホールの床改修工事、に

いじゅくみらい公園多目的広場への観覧用ベンチの設置工事等を行っていくこ

とを考えているところでございます。資料１についての説明は以上です。続きま

して、指導室から、教育情報化の取組についてご説明をさせていただきます。 

 

【指導室長】 

 それでは続きまして、飾区立学校における教育情報化の取組状況について

ご説明をさせていただきます。資料の２をご覧いただければと思います。本来は

教育の情報化ということですので、ＩＣＴを使って説明をさせていただければ

と思っておりましたが、会場の都合もありまして、お手元の資料に基づきまして、

ご説明をさせていただきます。まず１枚おめくりいただきまして目次として、１

教育の情報化に関わる社会動向、そして２番に飾区の現状及び目指す方向性、

３番にＩＣＴを活用した授業の事例ということで、ご説明をさせていただきま

す。それでは、１番、教育の情報化に関わる社会動向についてでございます。４

ページをお開きください。スライドの右下に少し見にくいのですが、数字がござ

います。まず社会動向でございますが、こちらに掲載されている少子高齢化、そ
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して絶え間ない技術革新、これは、子ども達の約６５％は、今、存在しない職業

に就くというようなお話もあります。そして国が提唱していますＳｏｃｉｅｔ

ｙ５．０でございますが、定型業務をロボットに代替させ、人間は創造性・協調

性が必要な業務や非定型な業務を担うというような方向性が出されております。

そういった、いわゆる、今、求められているような力というところを受けて、次

に５ページでございます。国、文部科学省でございますが、新学習指導要領の中

に、情報活用能力を言語能力、問題発見、解決能力と同様に、学習の基盤となる

資質・能力として位置付ける。そして、いわゆるアクティブラーニングと言われ

ていますが、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善、児童・生

徒が学習内容を深く理解し、資質能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び

続けるようにするといったところが新学習指導要領の趣旨でございます。小学

校につきましては、来年度から、中学校につきましては、再来年度から実施にな

るということでございます。右下にスライドがございます。これは文部科学省の

スライドでございますが、国が示している、５か年の計画２０１８年から２０２

２年の計画というところでスライドを載せております。この指標につきまして、

次の現状のところでも、この指標を使いまして飾区の現状についてご説明を

させていただきます。それでは２飾区の現状及び目指す方向性でございます。

７ページをご覧ください。こちらにまず表がございますが、目標というのは、

飾区と全国、同様の目標でございますが、飾区の実態そして全国の平均という

ことで、載せております。国の示している整備目標との比較ということですが、

まず教育用コンピュータの台数、これは子ども達が使うコンピュータでござい

ますが、現在、パソコンルームに設置をしているものを、今、タブレットパソコ

ンに替えたというところでございまして、まだ、１校当たり４０台ということに

なっておりますので、９．７人に１台、全国平均に比べると、少し少ない現状で

ございます。目標としては３クラスに１クラス分程度ということで国の目標が

掲げられております。そして、普通教室の無線ＬＡＮの整備率、超高速インター

ネット接続率、普通教室の電子黒板整備率につきましては、お示しした通りでご

ざいまして、飾区については、全国平均を全て上回る、１００％の数字でござ

います。８ページに、かつしか教育情報化推進プランということで昨年度末に作

成をさせていただきました。この策定したものにつきまして、抜粋でございます

が、９ページに、主な具体的施策のスケジュールを示させていただいております。

先ほどお話をしました３クラスに１クラス分程度の児童・生徒用のタブレット

につきましては、現在、令和２年度、来年度に中学校の整備台数の試算、令和３

年度には中学校への整備、そして令和４年度に小学校の整備という形で、検討を

しております。国なのですが、３クラスに１クラス分の整備にあわせて、今、２

０２５年、令和でいいますと７年には、１人１台というようなものも、文部科学

省が新たに示したところでございます。次に大型提示装置の整備でございます

が、今年度の夏に、全ての小学校の普通教室・特別教室に大型掲示装置の整備を
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行いました。令和２年度につきましては、追加整備とありますが、中学校につい

ては、先行的に通常の学級に整備をしたのですが、例えば理科室や音楽室、特別

教室にはまだ整備をしておりませんので、その追加整備を令和２年度に行うと

いうことでございます。そして、デジタル教科書でございますが、現在も活用し

ておりますが、先ほどもお話をした新学習指導要領に伴いまして、小学校につき

ましては令和２年度に新しい教科書になります。それにあわせまして、新しいデ

ジタル教科書に変更をして、活用を図っていくということに、計画書はなってお

ります。そしてＩＣＴ支援員の訪問回数の拡充でございますが、現在週１回、令

和２年度から週２回という形で拡充をしていきたいと考えております。そして

校務システムでございますが、来年度、入替えということで、今現在、準備を図

っているところでございます。具体的な事例についてご説明をさせていただき

ます。まず、１１ページでございます。これは小学校２年生の算数でございます。

大型提示装置、６５型でございます。これまでは４２型のデジタルテレビでした

ので、６５型は一番後ろの席からも、非常によく見えるというようなことでござ

います。この様子でございますが、実物投影機に、子ども、児童のノートを写し、

その写した自分が書いたものを、自分で説明をしている。このような形になって

おります。非常に子ども達もよく見ておりますが、見やすくて、また、子どもの

方もプレゼン能力を試されるというかですね、前に立って説明をしている様子

でございます。そして、この写真だとわかりやすいのですが、指導室で、最も学

校に対して大事に伝えていることは、大型提示装置がありますが、大型提示装置

だけで、全ての授業をするわけではないということです。右には黒板がございま

す。黒板にはこういった、残しておくような特性があります。デジタル教科書や

大型提示装置に写すものにつきましては、どんどん変わっていっています。ＩＣ

Ｔの方が良いもの、黒板に板書した方が良いもの、こういったところをしっかり

教員が見極めて使っていくように、今、指導をしているところでございます。次

のページになりますが、これは小学校６年生の社会科でございます。大型提示装

置に社会科のデジタル教科書を提示しまして、そこに書き込みをすることがで

きるということで、非常にリアルタイムにこのような書き込みをしている様子

でございます。次に、１３ページでございますが、４年生の理科でございます。

これにつきましてはまず左側の写真ですが、タブレットのカメラで模型の動き

を撮影し、大型提示装置に投影しながら、児童が予測した仮説を発表している様

子でございます。手元が写るような形で、発表に使っております。そして右の図

でございますが、１人１台ではないのですが、グループに１台ということで、タ

ブレットを活用している状況でございます。次に、体育の活用状況でございます。

これは、１０月１８日、本田小学校で体育の研究発表会が行われました。その際

に、５年生の体育の授業の中で実施されたものでございます。少し説明をします

と、左下の写真が、タブレットの画像になります。ここに、子ども達が実は記録

をしております。誰がパスをしたか、この試合でパスをした回数、シュートをし
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た回数、こういったものを子ども達が計測をしていきます。そして、右の写真に

あります通り、様々なチームのリアルタイムで、どういう状況なのかが見えるよ

うになっております。そして最後に集まって、このゲーム、例えばパスは多かっ

たが、点数がなかなか取れなかったねとか、そういった分析をすることに活用し

ておりました。発表の中でも話があったのですが、このエクセルを少し加工した

ようなソフトなのですが、これについては、ＩＣＴ支援員が教員の要望を聞いて

作ったということで、教員とＩＣＴ支援員、これから週２日という形になります

が、こういった使い方を教えるということだけではなくて、授業の中で活用して

いく、教員にはそういった能力も必要だと感じたところでございます。次に１５

ページ、中学校１年生でございます。中学校につきましては大型提示装置、早め

に導入をしております。これはタブレットのカメラにスマホ顕微鏡というもの

がございまして、それで拡大をしたものを、写真に撮り、それをまとめて、生徒

が発表用のシートにまとめて、発表している様子でございます。非常に今、様々

な形でＩＣＴの活用が進んでいる状況でございます。簡単ではございますが、ご

報告は以上になります。 

 

【区長】  

はい。ありがとうございました。ただいま、ご説明がありましたが、委員の皆

様からご意見をいただきたいと思います。 

 

【塚本委員】 

ただいま、指導室長にご説明いただきました、教育情報化の推進について、非

常に興味深く思ってございます。特に、ＡＩやビッグデータの集積、急加速の社

会情勢に入ってございます。その中で、過日でございますが、富山市で開催され

ました文部科学省主催の市町村教育委員会研究協議会がございまして、出席す

る機会を得て、参加してまいりました。その中では、学校におけるＩＣＴ教育に

ついてというテーマが話題になっておりました。茨城県つくば市の発表を聞く

ことができ、改めて２１世紀型のスキルとその学習を支える、ＩＣＴ環境の重要

性について再認識したところでございます。ただいま、指導室長からもお話あり

ました、ハードとソフトの両面が技術化を図られるという状態だと思います。例

えば、指導室長がおっしゃいましたＩＣＴ機器を活用した授業の事例につきま

しても、積極的に取り組まれております。研究発表指定校の研究発表会でも活用

がみられ、現場の教員のスキルアップが図られたように思います。特に、読解力・

情報活用能力、自分の頭で考え表現すること、会話や共同を通じて知識やアイデ

ィアを共有しながら、説得力がある授業をするということが求められておりま

す。特に先進区では、子ども達に変化がみられたと伺ってございます。それは、

学習意欲の高まり、学習技術の徹底、主体性の高まり、友達との関わりが非常に

深くなった、表現する場が増えることによって表現力が身に付く、自己肯定感の
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向上がみられたということでした。一方で、ＩＣＴを活用した授業のスキルアッ

プを図るには、全ての教員が積極的に活用し、わかる授業、魅力的な授業を展開

するために様々な取組がますます必要だと思っております。現在、９．７人に１

台のコンピュータの配備とのことですが、１人１台となるのもそう遠いことで

はないと思います。また、来年度は、中学校の特別教室への大型提示装置、６５

型の大型提示装置の導入を検討されているほか、小学校のプログラミング教育

が必修化されます。また、プログラミング教育においても、ＩＣＴ機器を活用し

た授業が有効なことから、教育情報化の推進に一層取り組んでいくことが重要

だと考えております。 

 

【区長】  

ありがとうございました。塚本委員から教育情報化の推進についてご意見い

ただきました。他にご意見はありますか。 

教育情報化については、先ほどご説明もありましたが、大変、進んでいる状況

がわかりました。とても、素晴らしいことだと思いますし、今、富山市のお話も

いただきましたが、これから、さらに進めていくことが必要だと思っています。

正直申し上げて、結構お金がかかるということもありますが、社会の状況からす

れば、飾区もさらに進めていかなければいけないと思っておりますので、積極

的に取り組んでいきたいと思っております。また、今後さらに、きめ細かく活用

するためには、先生の能力も高めていかなければいけないと思っておりますの

で、是非、先ほどの先生の能力を高める取組にもありましたが、積極的に取り組

んで、若い人だけではなく、高齢の方も含めて、先生皆がさらに活用できるよう

に、そういう研修も積極的にやっていただけたらと思いますので、よろしくお願

いいたします。それでは、他に何かございますか。 

 

【日髙委員】 

私からは、かつしかグローバル人材育成事業、このことについて触れてまいり

たいと思います。特に英語によるコミュニケーション能力育成、これについて申

し上げたいと思います。現在小学校では、来年度、令和２年度になりますが、新

しい学習指導要領が実施されます。それに基づく教育課程も実施されるという

ことで、現在、小学校３・４年生では年間３５時間、コマ数にすると、週に１コ

マ程度でしょうか、外国語活動を実施しております。それから、小学校５・６年

生では、年間７０時間、週に位置付けますと、２コマ程度の外国語、つまり英語

となりますが、実施をしております。特に、飾区では、こうした時代の習性を

読んで、早めに手をつけて実施をしているというところがありまして、大変いい

方向だなと思いますが、円滑な実施に向けては、平成２７年度から２９年度にか

けて、養護教諭を除く、小学校の全教員向けの研修を行っております。先ほど区

長もおっしゃったように、やはり先生方が気合いを入れて頑張らないといけな
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いという話もありましたが、まさにその通りでありまして、直接指導する教員の

意識が高まらないと、なかなか落ち着いた授業の展開ができない。こういうのも

含めて、事前に検証を行って、そして、平成３０年度から先行して実施をしてい

る。その意味では非常に進んで実施をしている飾区、こういうことになろうか

と自負しているところであります。その他にも、コミュニケーション能力育成に

関わる、外国語指導助手、これはＡＬＴでありますが、小学校４９校、全校の日

光移動教室への派遣、これをやるということで、子ども達の心に残る行事の中に、

こうした外国人の指導助手を連れていき、そして一緒に生活すると、こういうこ

とであります。また、中学生の海外派遣事業、これはオーストラリアに中学２年

生４８名を対象として、しかも６泊８日の日程で、実施されております。英語に

よるコミュニケーション能力の育成には、特に力を入れて取り組んでいるとい

うことがいえると思います。また、イングリッシュキャンプもやっておりまして、

日光での１泊２日から、これまでやっていた内容でありましたが、今年度からは

２泊３日、日にちを増やして、そして、福島県のブリティッシュ・ヒルズに場所

を変えて実施をしております。対象は、中学１・２年生４８人を対象、これも大

変効果的な研修を実施していると、こういうことでございます。また、参加生徒

のアンケート結果では、伝えたいことを、いわゆる、すぐに表現できるようにな

ったとか、あるいは、来年は海外派遣に自分もチャレンジするんだというような

意見も、肯定的な意見がたくさん出ており、大変嬉しく思います。コミュニケー

ション能力育成の方法は様々でありますが、今後は、参加する生徒数の拡大、こ

れをいかにするか、決して区長さんおっしゃるように、安い研修ではありません。

海外に派遣する研修なんていうのは、十分な費用もかかりますし、１人増えると

大変な状況になりますが、できるだけ多くの生徒にこのような機会を、いわゆる

英会話だけで生活する体験だとか、あるいは、学校では体験できない機会を過ご

させたい。こういうお願いでございまして、英語によるコミュニケーション能力

の向上をさらに図っていくことが重要だと考えております。したがって、確かに

予算的なものもありますが、是非、多くの子ども達が参加できるような、そうい

うシステムづくりを考えてまいりたいと考えているとこでございます。よろし

くお願いいたします。 

 

【区長】  

ありがとうございました。この、かつしかグローバル人材育成事業について、

他の方からご意見あればお願いいたします。 

 

【齋藤委員】 

 外国語というのは、子ども達が出会ったときに、嫌な思いをするとやる気がな

くなる、最初のスタートが大事です。細田小学校は、研修量が増えてきて、非常

にいいことで、子ども達を教える先生方がそれを一生懸命やって、それぞれの意
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識で行動している姿が見えます。このようなことで、飾区に行きたいという、

教員が増えてきていると聞いていますので、非常に良い方向に向かっていると

思いますが、細田小学校では、子どもが外国語、英語を嫌いにならないという、

楽しく、遊びなども含めて、元気にやっている姿がありました。低学年１年生か

ら６年生、どのクラスにいっても楽しくやっている。それで、指導してくれた先

生の話では、とにかく英語の発音が上手くなくてもいいから、小学校では、とに

かく、子ども達が英語を嫌いにならないようにすることが大変なんだとお話を

していました。まさに、そのとおりだと思いましたし、そういう中で、来年から

外国語必須化ということになっていくわけですが、そういう中で本当に細田小

学校の研修の成果が素晴らしいので、このようなことを全ての学校でやってい

ただいたら、非常に良いと思っています。ＩＣＴもグローバル人材についても確

かにお金がかかることなのですが、飾区のこれからは、区長もおっしゃいまし

たが、これからの教育は、お金をかけて、次のステップへと考えると、教育に力

を付けていく飾区というのが、非常に将来希望があるのではないかと思いま

す。ＩＣＴにしろ、グローバル人材にしろ、様々な面で大変なお金がかかります

が、努力していただいて、充実させていただければと思います。 

 

【区長】 

はい。ありがとうございました。他にございますか。 

 

【望月教育長職務代理者】 

 この海外派遣の事業について、先日、中学校の文化祭で、２名の生徒の発表を

聞かせていただきました。その時に、やはり最初にホームステイに行った時には、

ホームシックになるような感じだったが、やはり日にちを追うに従って、いろん

なことを体験したということで、すごく楽しかった、行ってよかったというお話

を聞かせてくれました。やはりこういう事業は、大切なので、イングリッシュキ

ャンプもそうですし、海外派遣も、人数を１人でも２人でも増やしていただけれ

ばいいなと感じました。 

 

【区長】 

今、日髙委員、齋藤委員、望月委員からお話しをいただきました。本当にイン

グリッシュキャンプも海外派遣も皆喜んでいて、積極的な状況なのは良いこと

だと思います。スタートが大事というのは、今までの英語嫌いの子どもが増えて

いる状況が改善でき、英語は楽しいというふうになればいいと思っているとこ

ろです。今、飾区に住む外国人の数が増えています。４６万４千人、今、区に

いますが、外国人は２万３千人、約５％になります。あわせて、オリンピック・

パラリンピックもあるということで、区民のアンケートでも外国の方とどうや

ってお付き合いするのかについて、大変関心が高まっています。外国の方には、
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生活習慣に気をつけてほしいとか、お互いの文化を尊重してほしいとか、という

アンケート結果もでていますが、そのためには、コミュニケーションが大事です

ので、是非、来年に向けても、今、お話があったことを含めて、積極的に取り組

めるように考えていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。他に、

ご意見ございますか。 

 

【望月教育長職務代理者】 

 先ほど事務局から説明がありましたとおり、飾区では、学校規模の適正化や

老朽化の状況、そして地域バランスを考慮しながら、学校改築を進めていますが、

最初の改築として着手した中青戸小学校をはじめ、現在、平成２６年９月に決定

した改築校６校、そして、平成３０年９月に決定した改築校７校の改築に取り組

んでいます。昨日の教育委員会で決定した道上小学校の基本構想・基本計画では、

全世代が使いやすい施設とするため、エレベータや誰でもトイレの設置、校内の

段差の解消など、ユニバーサルデザインを導入しております。また、学校避難所

としても、災害時を考慮し、諸室配置と防災機能の設備整備、そして水害時にも

避難所機能を維持できるようにするため、屋内運動場は２階以上とし、近接した

場所には備蓄倉庫を配置するなど、安全・安心な学校づくりの考え方を踏まえ、

改築懇談会で地域の方々と熱い議論を交わしたと伺っております。そして先月

の台風１９号で、飾区でも避難所として区内小・中学校７３校をはじめとして、

合計１１７施設を開放したと伺っております。約２万人の区民が避難したと伺

っております。台風当日、私も学校避難所業務に従事しました。避難所としての

学校の重要性を再確認したところです。学校は児童・生徒の学習の場であり、１

日の大半を過ごす生活の場でもあります。また、地域の核となる公共施設であっ

て、災害発生時の地域の避難所ともなります。こうしたことから、改築に当たっ

ては、安全で快適な教育環境の実現に向け、地域の方々と共に検討しながら整備

していくことが重要だと思います。また、改築にも指定されていない学校で、備

蓄倉庫がいっぱいになっている学校があると聞いております。早い時期に、やは

り２階以上に早期移動をお願いしたいと思います。また、屋内運動場が２階以上

の学校においては、是非、エレベータの早期設置をお願いしたいと思います。当

日、関わったときに、車椅子でこられた方を上の階に上げるという大変な、皆さ

んの作業になっておりましたので、なるべく早くの改築をお願いしたいと思い

ます。 

 

【区長】 

はい。ありがとうございます。今、学校改築の話がありましたが、他に何かご

意見ございますか。 

 

【塚本委員】 
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今、望月委員がおっしゃったとおり、特に今回もそうですが、大雨による水害

で、避難所経験を多くの区民の方がされたと伺ってございます。東日本大震災、

阪神淡路大震災、自然災害というのは、時を待たない状態でございますので、寒

い時期、暑い時期の季節に対する問題等もこれからの学校の改築にあわせて対

策すれば、地域住民の方の良いライフラインになるわけです。今回は、停電や水

の問題もありましたので、備蓄等の対策も大変な作業だとは思いますが、学校は

地域の核になる場所なので、そのへんもご協力いただきたいなと思います。 

 

【齋藤委員】 

 避難所の関係ですが、いろいろな対応をする時に学校なので、校長先生、副校

長先生、それに代わる先生、学校の方がいていただいて、そして、地域の方、職

員の担当の方もいていただき、運営が順調にいくように工夫があってもいいの

かなと感じました。 

 

【日髙委員】 

 今、齋藤委員がおっしゃいましたが、まさにその通りで、学校の教員というか、

校長というか、管理職の関わりがどうなっているか、はっきりしていなかったと

思います。これは、いい機会でありますし、ましてや水害などの場合の連携のと

り方はすごく難しいと思います。そういうことも含めて、やはり学校がどのよう

に対応すればいいのか、あるいは、指示をどのようにしていくのがいいか考える、

いい機会だと思いますので、是非、まきこんだ話し合いを一度起こしていただけ

ればありがたい。そのことが、学校の機能を見直すことにもなりますし、また、

安心して学校に避難をしていく、そういう地域の体制にもなろうかと思います

ので、ご対応いただきたいと思います。 

 

【区長】 

この件について、３人の方からご意見をいただきました。学校の建替について

は、順次やっていけるようにしたいと思います。やはり、重要なので、第一段、

第二段、第三段を、これから順次やっていきたいと思います。特に防災、学校は

教育の拠点であることは間違いないのですが、あわせて、災害時の拠点にもなり

ます。また、地域の活動の拠点にもなるので、そういった点も考慮して、地元の

意見も聞きながら進めていかなければいけないと思っております。今、防災につ

いて、先生の役割についてのお話がございましたが、いろんなところからそのよ

うなお話がでておりまして、一応位置付けとしては、地域の方、消防団、区の職

員、学校の先生となっておりますが、先生が東京都の教員ということになってい

るので、そこの連携をとれるようにしていただきたいと思います。実は昨日、都

の藤田教育長にお会いする機会があったので、そのことについても検討してほ

しいというお話をさせていただきました。聞いたら教育長会でも、そのような議
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論がでていると聞きました。やはり大事なことなので、位置付けもされて、公式

に来ていただく。今回、先生に来ていただいているケースもたくさんありますが、

やはりきちんと位置付けがされている方が望ましいので、お願いをしたいと思

います。いずれにしても、学校は大切な拠点ですから、そこの整理をこれからも

進めていきたいと思います。他に、何かございますか。 

 

【大里委員】 

避難所の運営に関しまして、避難所運営訓練が定期的に実施されるように、継

続的な働きかけをしていくことが、大切ではないかなと思います。今、事件・事

故も多いので、安全・安心の面から不審者対応につきましても考えながら改築を

進めていけたらと思います。 

 

【区長】 

 はい。ありがとうございます。他に何かございますか。 

 

【齋藤委員】 

先ほど、事務局からもお話がありましたが、来年度も奥戸総合スポーツセンタ

ーエイトホールの床の改修工事など、スポーツ施設を安心して利用できるよう、

老朽化に伴う改修や、利便性・安全性を向上させるための改修などを計画的に取

り組んでいくことが重要だと思います。こうした、飾区のスポーツ施設につい

ては、計画的な改修等により、年々、質・量共に充実してきております。こうし

た環境づくりと学校での取組が相まって、子どもの体力についても、小学校、中

学校共に上昇傾向にあり、特に小学校では東京都平均を上回るようになりまし

た。しかし、残念なことに、種目別では依然として投げる力に課題があるのが現

状となっております。以前、この会議でも申し上げておりますが、課題である投

げる力を向上させるには、各学校における運動などの取組や教員の指導方法の

レベルアップのほか、子どもが気軽にボール遊びができる環境整備が重要であ

ると思っております。以前も言いましたが、クラブやスポーツ団体に加入してい

たり、そういう子ども達はかなり運動能力が高いのですが、そうでない子ども達

の体力、運動能力がなかなか伸びていない。一応、少しは伸びているのですが、

投げる力についてはなかなか伸びていないという結果が出ていますので、そう

したところへの取組が必要になっている状況です。現在、飾区としても、野球

やサッカーなどのボール遊びができる河川敷の公園を中心に、多目的に使える

ような場所も７か所あるということなのですが、河川敷というと端の方になっ

ていまして、いつでもどこでも誰でもという状況ではありません。位置的に良い

場所ならいいのですが、区の中央にあたる都市部では、いつでもどこでもできる

という状況ではないのが実態になっております。そのような中でも平成３０年

度からを計画期間とする、飾区スポーツ推進計画では、子どもが気軽にボール
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遊びのできる公園等の整備を、公園改修を機に検討するというふうに明記して

いただいておりますので、それを今後、具体的に進めていただくことが、飾区

の子ども達の投げる力、体力を育てていくので、非常に効果がでてくると思いま

す。このことについて、しっかり考えていただきたいと思っております。 

 

【区長】 

はい。ありがとうございました。スポーツ施設について他に何ございますでし

ょうか。 

 

【大里委員】 

 ボール遊びができる場所や公園に関しましては、子ども区議会でも毎年あが

っております。これについて、環境整備を進めていくということを期待しており

ます。飾区内でもボール遊びをできる公園が全くないわけではなくて、柔らか

いボールならいいなどの条件があるところもありますので、地域の方々、子ども

達にそういったことを周知などして知っていただくということも必要だと思い

ます。 

 

【区長】 

はい。ありがとうございます。 

 

【塚本委員】 

今、齋藤委員にもおっしゃっていただいたのですが、体力・学力もすごく大事

で、体力測定の結果で上向きの傾向にあります。基本になります、知・徳・体と

いう三本の柱を念頭に置きながら、やはり、自己の記録を更新することによって

自信がつくでしょうし、学力の方にも反映するのが、教育の基本だと思います。 

 

【区長】 

 はい。ボール遊びができる施設については、前々から要望をいただいておりま

す。ボールを活用するというのは、野球やソフトボール、バスケットボールとか

いろいろありますが、学校で実施するのが一つあります。それからもう一つは、

地域のクラブ、野球なども地域のクラブがございます。そういったところで、い

ろんな形でやってもらうことも大事だと思います。ただ、遊びながらボール遊び

ができるというのも、とても大事なことなので、今、お話にあったように、区内

７か所というのは、江戸川の河川敷、荒川、それから中川の河川敷の他に、区内

の大きな公園、小菅東、新小岩、高砂北などにあります。そういったところを広

げるのか、大里委員のお話しにもあったように、区内の小さな公園でも柔らかい

ボールならいいなどとなってきています。最近、公園担当にもそういう話をさせ

ていただいたのですが、近隣から窓ガラスを割ったなどの苦情が入るという話
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も聞いていたので、ネットを張ろうとか、いろんな議論がありますが、なるべく

地域の理解を得ながら、尚且つ子ども達にも少し注意してもらえるような状況

というのを醸成していきたいと思います。それにしても、大きな公園には、設備

をつくることも大事だと思いますので、今後、取り組んでいければと思っており

ます。やはり、体力を付けるというのは、知・徳・体といいますが、成績を上げ

るためにも大事なことですので、力を入れていきたいと思います。他にいかがで

しょうか。 

 

【大里委員】 

私からは、学校支援総合対策事業について、触れさせていただきたいと思いま

す。まず、不登校対策プロジェクトについてですが、先ほど事務局から説明があ

りましたとおり、飾区では、平成 28 年度から不登校対策プロジェクトという

ことで、適応指導教室、ふれあいスクール明石の運営や校内適応教室の運営、そ

れから訪問型学校復帰支援など様々な取組を行っています。しかし、全国的にも

不登校は増加傾向にあり、残念ながら、本区でもこうした取組をしているものの、

不登校児童・生徒数が年々増えているというのが現状です。校内適応教室につき

ましては、平成 29 年度に、小・中学校 1校ずつ、幸田小学校と中川中学校に設

置をして、今年度からは、金町中学校と美中学校にも設置をして不登校の児

童・生徒の登校支援などの対応をしています。先日、小学校長会、幼稚園長会の

役員との懇談会がありましたが、不登校児童の４割が６年生ということで、その

中の４割が中学校入学を期にまた学校に通うようになったというようなお話が

ありました。そういう数字を見ますと、やはり多くの子どもが学校に行きたいと

思っているんだなと感じました。そういうタイミングを逃さないことが大切だ

と思いました。それぞれ、理由・事情があって個別対応が難しいところもあると

思いますが、本人と家庭と学校とが密にコミュニケーションをとっていくこと

が大切だと思います。そして次に、日本語指導の充実についてですが、飾区で

は、来日直後等で、日常の学校生活で使う日本語や生活習慣についての指導が必

要な児童・生徒に対して日本語の初期指導を行う、にほんごステップアップ教室

を総合教育センター内に設置をしております。それから日本語学級の設置、それ

と、日本語の理解が十分でない児童・生徒及びその保護者と教職員との間の意思

疎通を支援する、日本語通訳の派遣などの様々な取組を行っております。飾区

における外国人人口が年々増加傾向にあり、先ほどもお話ありましたけれども、

0歳から 14 歳までの年少人口についても、平成 26 年度からの 5年間で約 4.5％

増えているということです。実際の学校現場からは日本語を話せない児童・生徒

や保護者とのコミュニケーションの取り方について、不安や悩みを抱えている

との声を多く伺っています。先日の懇談会でも、区立幼稚園でも外国籍の幼児が

非常に増えているというお話がありました。こうしたことから、携帯型翻訳機の

導入ですとか、日本語学級やにほんごステップアップ教室の増設に向けた検討



 

17 

 

を行うなど、ますます日本語指導の充実を図っていくことが大切になってくる

と思います。また、区立幼稚園では特別支援の必要なお子さんが増えているとい

う話もありました。早い段階からの様々な支援が小学校へつなげることに必要

だと思いました。最後に付け加えたいのですが、そういった外国語、日本語学級

や学校図書館の人材ですとか、不登校などもあわせまして、スクールカウンセラ

ーやスクールソーシャルワーカーそれから巡回指導員などの人材の確保が非常

に大切になってくるのではないかと思います。そして、勤務体系などの面で人材

確保に難があるとすれば、是非そのあたりも充実させていけたらいいなと思い

ます。 

 

【区長】 

 はい。ありがとうございます。他に学校支援総合対策事業について何かありま

すか。教育委員会にお願いをしていますが、フリースクールなどあり、いろんな

形でもうその学校に来なくなってきているわけですが、それも含めて、飾区に

住んでいる子ども達については、しっかり把握をした上で、そこを認めてやって

いかなければいけないと思っております。というのは、多様な生き方だったり、

多様な手段についても認める。従って、当然、学校の中でも、不登校対策につい

て幅広い対策をしていく。ふれあいスクール明石もそうですが、校内での適応教

室もありますが、いろんな形で子ども達が安心して学校で学べるような状況を

つくるのは非常に大事だと思いますので、それに向けた取組を支援できるよう

にしたいと思っています。いずれにしても、飾区に住んでいる子ども達は、す

べて把握をして、いろんな取組をしていることについて、応援ができるようにす

ることが必要だと思っております。体制整備は課題もありますが、できることを

しっかりやっていきたいと思っています。日本語指導のお話がありましたよう

に、外国人が 2 万 3 千人に近づいていて、特に新小岩などたくさんの外国人の

方がいらっしゃるわけで、その外国人の方が日本の学校を義務教育ということ

で来ていただいておりますので、その対応をしっかりと進めることが、親御さん

の対策にも必ずつながるのではないかなと思っております。そして、その子ども

達が母国へ帰った後にいろいろと喋ることが大事なことなので、是非、ステップ

アップ教室にしても日本語学級にしても、飾区としては先進的に進めており

ますので、更に努力をしていきたいと思っております。特別支援、いろいろな形

で支援をしているのですが、できれば自立をしていく方向にしていきたいと思

います。それぞれの委員の皆様からいろんな形で発言をしていただきましたが、

その他に何かあればご意見いただければと思います。 

 

【日髙委員】 

 先ほどと話題が重なるかもしれませんが、不登校の問題です。不登校の問題は

本人の自覚が一番の原因だと思います。ですから、本人をどう変えるかが課題だ
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と思いますし、また、不登校児童・生徒に対する適応教室、一人でも多く現場に

戻していく、この手続きをもう少し活性化できないかなと思います。つまりベテ

ランの元校長先生方が子ども達に関わっているわけですから、経験を生かして

そのあたりの良い刺激を与えて、学校に戻るというような反応ができるような

子ども達にしていくことが大事だと思います。そうでないと、なかなか減ってい

かないので、その辺に楔を入れて、豊かな経験を生かしていただくように、お願

いをしていかなくてはいけないのではないかと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

【区長】 

はい。ありがとうございました。増えるのはいいことではないので、そういう

方向にも努力をしていただけたらと思います。 

 

【塚本委員】 

不登校についてですが、地域の方の見守り、学校、保護者の方、それぞれの環

境整備が必要だと思います。また、幼・保・小・中の連携ということで、特に幼

少期からやさしい心を育み、慈しむという気持ちが、いじめの防止にもつながる

と思いますし、学校に行きたくなるということになると思います。その中で気に

なっていることが、働き方改革でございます。現場の先生は、非常にハードでご

ざいますので、そのへんの改善が必要だと思います。そのためには、保護者の理

解、地域の理解、現場の教員の意識改革が必要だと思います。先生方がつぶれて

しまったら子ども達が育たないので、そのへんも視点に入れながら今後、考えて

いきたいと思っております。 

 

【区長】 

 はい。ありがとうございます。いずれにしても、小・中・高、つながっていく

わけですから、是非、つなげて指導ができるように、また、地域・家庭、皆でや

っていくことが大事だと思います。 

 

【望月教育長職務代理者】 

学校教育において、各学校の格差がすごく見えてきています。そういう部分で

は、やはり学校経営は、校長先生を始めとする職員のつながりが大事ではないか

と思っていますので、是非、校長先生にはそういう部分を意識しながら学校経営

をしていただければと思っております。 

 

【区長】 

はい。ありがとうございました。校長先生の役割は大事ですので、是非、その

ようなことも踏まえてやっていただけたらと思います。 
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【齋藤委員】 

飾区は学力が上がってきていると感じています。飾区に子どもを預ける

と、しっかりと学力がつくという安心感をつくっていかなければいけない、今、

段々とその方向に向かってきています。今年は、予算を付けていただいて、学習

センターもできたし、学校司書もつけていただいたし、その方向性にまた一歩、

階段を上っているなと感じています。学習センターのことで現場の校長先生と

話をすると、学校図書室で静かに本を読む人と空いている所を使って勉強をし

ながら子ども同士で教え合ったりして、自学自習をしたりする人がいます。両方

必要だというような話をすると、そのスペースが足りないという話になります。

学校改築の時や学校の余剰教室ができた時とか、学力向上のことを考えると、静

かに勉強をする環境と教え合ったり自学自習できるスペースも大事なので、ハ

ード的な整備も必要だと思いますし、司書を使ったソフト面の充実もあります

が、その方向に意を注いでいくことが大事だと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

【区長】 

はい。学習センターに期待されている方もとても多いです。場所については、

学校図書館でもそうですが、本を読む場所と勉強する場所、もっと有効に使おう

というような話をしています。ただ、学校の場合であれば、例えば特別教室につ

いて、放課後であれば、第二学習センターにしたりとか、本は無いが、そこで話

をしたりできるようにするとか、そういう有効活用をしていかなければいけま

せん。どんどん膨らますわけにもいかないところもございます。ただ、そういう

機能をつくっていくということにおいて、例えば本があってそこで本を読んで

という人は学習センターで、一緒になって勉強し合いたい人は、別の場所でやっ

てもらうなど、時期によっては、試験の時期で学校図書館に行く人もいれば、学

校の学習センターで勉強する人もいるので、うまく教室を使ってもらえると、よ

り充実するのではないかと思います。 

 

【大里委員】 

 私も学校図書館、学習センターについて、年々、充実してきて大変嬉しく思っ

ています。先日、荒川区の学校図書館を視察させていただき、学校司書と学校司

書アドバイザーのお話を伺うことができました。令和２年度の取組が、ますます

充実していくように願っています。もう1点は、区立幼稚園についてです。年々、

園児が減っているような状況もあります。先ほどの話と重なりますが、特別な支

援が必要だったり、外国籍など様々な子ども達が一緒に過ごして小学校へつな

がっていくようなことが非常に大切になってくると思っています。 
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はい。荒川区はいろんな取組をしていますので、是非、それも生かしていきた

いと思います。幼稚園については、私立・区立、様々ありますが、今、何らかの

形で幼稚園・保育園に預ける方が増えてきています。子どもの数は平成 29 年ま

では 5歳以下の数が増えてきていて、その後、減り、それから先は、また上がっ

ていくという予想もでています。そういう子ども達への対応として、特に今は保

育の問題がいろいろ、課題になっています。実際には幼稚園も私立を中心に預か

り保育を行うようにして、ある程度、預かりながら教育も行っていくということ

で取り組んでいます。実際に通っている数は保育園がどんどん増えていること

もあって、昔は幼稚園が多かったのですが、今は保育園の方が多いです。ただ、

親御さんのアンケートの結果を見ると、保育もしてほしいが教育もしっかりし

てほしいというのが多いので、うまく連携できるようにしてほしいと思います。

やはり、私立幼稚園の役割も大事なので、是非、預かり保育等でしっかりとした

教育も行うという方向でやっていただくと、小学校につないだ時にうまく教育

ができるので、そういう方向で行えるように話をしていきたいと思います。よろ

しくお願いします。どうもありがとうございました。今日は、かつしか教育プラ

ンの推進について、特に来年度の施策の方向性や重点的に取り組んでいく事業

について、教育委員会の皆様からご意見をいただきました。是非、これからも連

携をして、葛飾の教育をしっかり推進していきたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。これにて、総合教育会議を閉会いたします。 

 

 


