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平成 28 年度 
調布市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に係る 

有 識 者 会 議 
 
１．日     時 平成 29 年７月 18 日午後６時 00 分から８時 33 分まで 
 
１．場     所 教育会館３階  301・302 研修室 
 
１．有  識  者 東  京  純  心  大  学 

吉 澤 良 保 
特   任   教   授 

 
          帝 京 大 学 教 育 学 部 

若 林   彰 
初 等 教 育 学 科 教 授 

 
          東 京 学 芸 大 学 
                       倉 持 伸 江 

教 育 学 部 准 教 授    
 
１．出 席 説 明 員        教    育    長  大和田 正  治 

 

 教 育 部 長             柏 原 公 毅 
 
教 育 部 参 事 兼             

                       野 澤   薫 
          教 育 部 次 長 事 務 取 扱 
 
          指 導 室 長             神 谷   出 
 
          教 育 総 務 課 長             小 林 正 雄 
 

教育総務課施設担当課長              関 口 幸 司 
 

教 育 総 務 課 長 補 佐  木 村  良 太 
 

教育総務課施設管理係長              浅 井 伸 浩 
 

          学 務 課 長  髙 橋 慎 一 
 
          学 務 課 長 補 佐             元 木 勇 治 
 
          学務課副主幹（保健給食）兼 

廣 瀬   郷 
保健給食係長事務取扱  
 
学 務 課 学 務 係 長              白 石 健 一 

 
          指 導 室 長 補 佐             米内山   桂 
 

指導室統括指導主事              秋 國 光 宏 
 
          社 会 教 育 課 長             源 後 哲 郎 
           
          社会教育課長補佐兼 
                       小 林 邦 裕 
          社会教育係長事務取扱 
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          教 育 相 談 所 長             高 松 春 美 
 
          東 部 公 民 館 長             金 子 勝 巳 
 
          西 部 公 民 館 長             御 前 智 則 
 
          北 部 公 民 館 長             新 井 英 人 
 
          図 書 館 長             小 池 信 彦 
 
          図 書 館 主 幹 兼 
                       福 島 いづみ 

副 館 長 事 務 取 扱   
 

郷土博物館副館長兼  
 福 澤   明 

          郷土博物館管理係長事務取扱  
 
          郷土博物館事業文化財係係長   立 川 明 子 
 
１．事務局出席者        教 育 総 務 課 庶 務 係 長  廣 田 剛 一 
 
          教 育 総 務 課 庶 務 係 主 事  田 切 良 太 
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○司会者（廣田）  皆様、こんばんは。それでは、定刻を過ぎましたので、これより平

成28年度調布市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関

する有識者会議を開会いたします。 

 本日の会議につきましては、私、事務局の教育総務課庶務係・廣田が進行させていただ

きます。限られた時間ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は記録作成のため、速記者の配置、音声の録音及び写真撮影をさせていただきます

ので、御了承のほど、よろしくお願い申しあげます。 

 資料の確認を行います。資料は４点となります。お配りしました資料でございますが、

まず４枚ございます。資料１、右上にございますが、本日の会議の次第。２枚目、本日の

出席者の一覧。３枚目、本日の席次表。どうぞよろしくお願いいたします。 

 資料は以上になりますが、不足等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、次第に入ってまいります。 

 まず初め、１番でございますが、調布市教育委員会教育長の大和田よりごあいさつ申し

あげます。 

○大和田教育長  改めまして、こんばんは。本日、よろしくお願いいたします。先生方

におかれましては、お忙しい中、本日の平成28年度調布市教育委員会の権限に属する事務

の管理及び執行の点検及び評価に関する有識者会議に御参集いただきまして、誠にありが

とうございます。 

 点検・評価につきましては、いわゆる地教行法に言われる第26条により実施するもので

ありまして、結果を市議会に報告し、また市民に公表することで効果的な教育行政の推進

に資するとともに、市民への説明責任を果たしてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 この後、教育委員会事務局の各課から御説明があると思いますけれども、先生方の忌憚

のない御意見をいただきながら、今後の調布市教育委員会全体の事業の改善につなげてま

いりたいと考えておりますので、本日はよろしくお願いいたします。 

○司会者  ありがとうございました。 

 続きまして、有識者の先生方の紹介をしたいと思います。 

 まず、座席中央でございます。東京純心大学特任教授の吉澤良保先生でございます。吉

澤先生におかれましては、東京都公立中学校教諭、都の教育委員会指導主事を経て、平成

12年４月から東京純心女子大学で教鞭をとられ、副学長を務められた後、現在、特任教授
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として活躍されていらっしゃいます。先生の御専門は道徳教育論、教育的行動学、生徒指

導論と伺っております。また、三鷹市の社会教育委員も務められ、学社融合の推進への御

尽力など、教育分野で大変幅広く御活躍されていらっしゃいます。 

 吉澤先生におかれましては、平成20年度から調布市の点検・評価の有識者として御意見

をいただいており、長きにわたり御指導いただいております。吉澤先生、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○吉澤  どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会者  吉澤先生、ありがとうございました。 

 続きまして、座席奥側、帝京大学教育学部初等教育学科教授、若林彰先生でございます。

若林先生におかれましては、東京都公立小学校教諭、国分寺市教育委員会指導主事、東京

都教育庁で主任指導主事、健全育成担当課長などを務められ、その後、都の多摩教育事務

所指導課長、小平市立小平第六小学校統括校長を経て、現在、帝京大学にて教鞭をとられ、

初等教育学科教授として活躍されております。 

 若林先生におかれましては、平成24年度点検・評価から有識者として的確なアドバイス

をいただいているほか、現在、調布市のいじめ問題対策協議会でもお世話になっておりま

す。専門分野につきましては、特別活動、生徒指導、進路指導、学校経営、そして食育等

でございます。若林先生、どうぞよろしくお願い申しあげます。 

○若林  どうぞよろしくお願いします。 

○司会者  若林先生、ありがとうございました。 

 続きまして、座席手前側、東京学芸大学准教授の倉持伸江先生でございます。倉持先生

におかれましては、同じく平成24年度点検・評価から有識者として貴重なアドバイスをい

ただき、大変お世話になっております。倉持先生の専門分野は社会教育、生涯教育、成人

教育などでございます。点検・評価有識者については目黒区で務められていたほか、武蔵

野市においても務められており、これまで多くの自治体において委員、講師、アドバイザ

ーなどを務めるなど、社会教育や生涯学習分野の第一任者として御活躍されていらっしゃ

います。 

 調布市では、平成24年度に社会教育計画策定の際にもアドバイザーとしてお力添えをい

ただくなど、大変お世話になっております。倉持先生、どうぞよろしくお願いいたします。 

○倉持  よろしくお願いします。 

○司会者  ありがとうございました。 
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 それでは、次第の３番、本日の有識者会議の進行方法について、私から説明を申しあげ

ます。 

 本日は、７つの重点プロジェクト及び12の施策について各担当課から、そのポイントに

ついて説明いたします。説明に係る持ち時間は１重点プロジェクトまたは１施策当たり２

分間となります。教育部の皆様におかれましては、簡潔な御説明をお願い申しあげます。

なお、限られた時間での進行となりますので、持ち時間経過後、事務局にてベルを鳴らさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、質疑応答につきましては、７つの重点プロジェクト終了後と、12の施策の説明の

後、それぞれまとめて質疑応答の時間を設けたいと思いますので、有識者の先生方におか

れましては、報告書（案）及び説明について御質問、御意見等をお願いいたします。 

 以上が終了いたしましたら、有識者の先生方におかれましては、次第の６番の有識者講

評にて全体を通しての御講評をいただきたく存じます。 

 説明は以上になります。 

 それでは、次第の４番、重点プロジェクトの振り返りに入ります。先に配布しておりま

す点検・評価報告書（案）の18ページから説明してまいりたいと思います。早速ではござ

いますが、18ページ、重点プロジェクト１、教育委員会の改革・改善について、教育総務

課、小林課長より説明をお願いいたします。 

○小林教育総務課長  教育総務課長、小林です。どうぞよろしくお願いいたします。重

点プロジェクト１、教育委員会の改革・改善について御説明いたします。18、19ページを

お願いいたします。 

 初めに、現状と課題ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正によ

り、教育委員会の役割や活動など、市民に信頼される執行機関としての役割を求められて

おります。学校を取り巻く課題は児童・生徒への授業や生活指導、部活動などのほか、保

護者への対応や地域との連携など複雑化、多様化しております。また、教職員の指導力が

十分に発揮できるよう学校環境を整えるとともに、ワーク・ライフ・バランスを考慮した

負担軽減にも配慮する必要があります。そのほか、市長部局との連携、協働として総合教

育会議の活用が求められております。 

 次に、平成28年度の取組概要ですが、開かれた教育行政として、教育委員による小・中

学校の訪問を14校実施し、学校長等と意見交換を行いました。学校経営支援の推進では、

教職員のワーク・ライフ・バランスの協議や、児童・生徒への対応、健康管理などの向上
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を図りました。また、総合教育会議における市長と教育長、教育委員による教育課題の協

議、検討を行いました。 

 次に、組織横断的な取組については、総合教育会議において市長部局との共有を図りま

した。また、教育委員会連合会、教育長会、庶務担当課長会を通じて国や都の動向、近隣

市の状況などについて情報収集を行い、適宜、教育委員へ情報提供を行いました。 

 最後に、今後の方向性については、開かれた教育行政として教育委員会の会議内容を精

査するとともに、教育長や教育委員相互の意見交換が円滑に進められるよう取り組んでま

いります。学校経営支援の推進では、小・中学校校長会などにおいて意見交換を行うとと

もに、教員の負担軽減を進め、児童・生徒と向き合う時間が増えるよう学校経営を推進し

てまいります。市長部局との連携では、協働して的確な対応を図ってまいります。 

 説明は以上です。 

○司会者  ありがとうございました。続いて、報告書（案）20ページ、重点プロジェク

ト２、特別支援教育の充実について、報告書（案）22ページ、重点プロジェクト３、いじ

め・不登校・子どもの貧困対策について、指導室、神谷室長より続けて御説明をお願いい

たします。なお、重点プロジェクト３の内容が多岐にわたるため、重点プロジェクト３の

み４分、合計で６分間の御説明をお願いいたします。２つ続けて説明をお願い申しあげま

す。 

○神谷指導室長  私からは、２、特別支援教育の充実について説明させていただきます。 

 まず概要としては、調布市特別支援教育全体計画を踏まえつつ、インクルーシブ教育シ

ステムの実現を目指すこと、そしてその実現に当たっては、教員の特別支援教育にかかわ

る理解や指導力の向上、特別支援学級や特別支援教室等の計画的な整備、巡回指導の充実

等、各学校における特別支援教育の推進を図っていくことが挙げられます。 

 主な取組としては、小学校における巡回指導の充実を図るために、個別指導計画の作成、

活用や、巡回指導を担当する教員の育成、また各学校の特別支援教育コーディネーターの

資質を高めるための研修会を充実させてまいりました。また、小学校全校に配置した特別

支援教育専門員の活用については、業務内容を示した手引書を作成するとともに、特別支

援教育専門員を対象とした研修会を平成28年度から実施するなど、各専門員の資質を高め

る取組を充実させることができております。 

 今後は中学校における特別支援教育の開設や、巡回指導の導入に向けた準備を計画的に、

かつ着実に進めていくとともに、小学校における巡回指導のさらなる充実を図っていくこ
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とが求められていると考えます。さらに、平成31年度の調布市特別支援教育全体計画の改

定に向けた検討を行うことで、特別支援教育のグランドデザインを示しつつも、一人一人

の児童・生徒に焦点を当てたきめ細かな支援が効果的になされていく実効性のある、ある

いは実態が伴った特別支援教育を進めてまいります。 

 以上です。 

 続いて、３、いじめ・不登校・子どもの貧困対策について説明いたします。22ページを

お願いいたします。 

 まずプロジェクトの概要としては、いじめ、不登校などの課題解決のため、教育委員会、

学校、家庭が連携体制を構築していくこと、すべての児童・生徒が夢と希望を持って成長

していくことができるよう徳・知・体の調和のとれた育成を図っていくことを目指してお

ります。特に調布市として特色ある取組として、地域による支援としての地域人材、学校

ボランティア等を活用した教育支援、学校支援地域本部による支援を行うことができたこ

と、３人のスクールソーシャルワーカーを活用した学校支援を推進したこと、特別支援教

室を活用した巡回指導の充実を図ったことなどが挙げられます。 

 なお、本重点プロジェクトを推進していく中で、幼稚園、保育園、子ども家庭支援セン

ター、調布市社会福祉協議会、教育相談所などの関係諸機関との連携や情報の共有化も図

られているところです。 

 さらに、不登校児童・生徒への支援としては、社会的な自立を育むためのサポートの在

り方を検討する取組を平成28年度にスタートさせました。各学校においては新たな不登校

児童・生徒を生まない取組を進めるとともに、特に長期化した不登校生徒については、子

どもたちの社会的自立に向けた支援が行われるよう教育環境の整備を今後も進めてまいり

ます。 

 なお、25ページに記載させていただきましたが、組織横断的な連絡調整、情報共有の取

組について、いじめ問題にかかわって平成28年８月に調布市教育委員会いじめ防止対策委

員会を実施いたしました。このことにより、いじめ防止や重大事案に対する取組を各関係

機関と連携して推進していく体制を確立することができました。しかし、この取組につい

てはその後、法的な位置付けを明らかにするとともに、より機能的な組織となるよう、そ

の在り方を一新し、今年度からリスタートしております。今後はいじめや不登校を未然に

防ぐために、各学校での教員間の連携の強化による組織的取組を一層推進させてまいりま

す。 
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 いじめの認知については、文部科学省及び東京都教育委員会の指導を受け、被害の子ど

もが心身に苦痛を感じているかどうかに鑑み、小さなトラブルをもいじめととらえるよう

にしており、各学校においてはどんな小さな問題であっても校内で情報共有を図りながら、

きめ細かく対応し、初期段階での解消を図っていく取組を進めています。指導室としても、

いじめ防止法、教育機会確保法等の法律や条令に基づいた調布市教育委員会としての組織

的な整備及び支援体制の構築を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○司会者  ありがとうございました。続きまして、報告書（案）28ページ、重点プロジ

ェクト４、学校危機管理の取組について、学務課、髙橋課長より説明をお願いいたします。 

○髙橋学務課長  学校危機管理の取組は、防災、防犯、疫病のほか、アレルギー対応を

含め、学校管理下、管理外の事故など、多岐にわたった危機管理が必要であり、これまで

の事故や事件等を教訓に、関係機関と連携し、取り組んでいる大きな課題であります。 

 29ページの平成28年度の取組実績の一番上、学校における事故等への対応です。学校管

理内外における児童・生徒の事故、事件のうち、重要な事案については教育委員会定例会

において事故防止対策も含め報告し、情報共有と再発防止に努めました。その他、各施策

の振り返りの中でも説明させていただきますが、食物アレルギー対策、安全教育のほか、

防災教育の推進など、さまざまなリスクを回避させる教育活動や取組などを推進し、大き

な事件、事故の未然防止に役立てました。 

 一方で、28ページの下段左側、市立学校における児童・生徒の災害傷病発生状況のグラ

フでありますが、平成28年度は学校内外での災害傷病、いわゆる事故等の件数が平成27年

度に比べ増加したところであります。右側の教育委員会定例会へ報告しました重要事案の

件数のグラフでは、前年度に比べ横ばいとなっております。こうした状況を踏まえまして、

今後も事故の防止と緊急対応に努める必要があると考えております。 

 今後の方向性といたしましては、引き続き学校危機管理マニュアル等を基本として適切

な対応が図られるよう体制整備を図ります。また、各分野とも個別のリスクマネジメント

やクライシスマネジメントについて、各マニュアルなどを遵守し、関係機関と連携を図り

つつ、適時適切に対応を図るとともに、ヒヤリハットの共有や研修、訓練等を通じて対応

の確認とさらなる改善を図ってまいります。 

 説明は以上です。 

○司会者  ありがとうございます。続きまして、報告書（案）30ページ、重点プロジェ
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クト５、児童・生徒数の増減に係る変化への対応について、報告書（案）32ページ、重点

プロジェクト６、学校施設老朽化・長寿命化への対応と避難所機能の充実について、続け

て教育総務課、関口施設担当課長よりよろしくお願いいたします。 

○関口教育総務課施設担当課長  30、31ページをお願いします。児童・生徒数の増減に

係る変化への対応について説明します。 

 小・中学校の児童・生徒数は、グラフのとおり短期的な増加傾向が課題となっています。 

 平成28年度、３点の取組実績です。１点目は、教育人口推計の実施です。平成28年度も

向こう５年間の推計について、東京都の学校別推計表を基に新築、大規模集合住宅の戸数

等を加味して学校別に推計しました。２点目は、児童・生徒数の増加に伴う施設整備です。

教室の不足が見込まれる学校については改修工事を実施し、教室の確保に努めました。３

点目は、中学校学校選択制の実施です。制度案内と併せ、中学校全体の児童向け学校案内

を作成、配布し、情報共有を行ったことで希望者全員が希望校へ入学することができまし

た。 

 組織横断的な連携調整、情報共有の取組は、学校及び関係部署と教育人口推計を含めた

情報共有を図り、施設の状況把握や転用可能な部屋及び工事対象の検討を行いました。 

 今後の方向性ですが、引き続き学校及び関係部署と連携し、国や都が示す１学級当たり

の基準に注視しながら、教育人口等の推計を継続してまいります。また、その推計結果に

注視し、普通教室の整備及び校舎増築を行い、適切に対応してまいります。中学校学校選

択制についても、可能な限り希望に沿えるように努めるとともに、地域との連携を重視し

たコミュニティ・スクールの推進に関する国の動向についても注視し、学区域や小中連携

の在り方を含めて制度の検証を行ってまいります。 

 続きまして、32、33ページをお願いします。学校施設老朽化・長寿命化への対応と避難

所機能の充実について説明します。 

 学校施設は、円グラフに示したとおり、老朽化が課題であり、建替えや長寿命化などの

中長期的な計画の策定や、災害時の避難所機能の充実が求められています。平成28年度の

取組概要は、老朽化・長寿命化対策として、校舎の屋上防水や外壁、受変電設備の改修を

始め、計画した老朽化対策工事はすべて完了しました。また、２校において構造体の耐久

性調査を実施し、構造体の状態の把握ができました。避難所機能の充実については、小・

中学校４校で工事が完了したほか、平成29年度に向けて設計が一部完了しました。 

 組織横断的な連携調整、情報共有の取組は、学校及び工事関係部署と連携し、学校への
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早期の情報提供を行い、教育活動への影響や学校への負担を提言しました。また、避難所

機能の充実は、防災関連部署と連携し、機能の充実を図るとともに、活用のための訓練を

行いました。 

 今後の方向性ですが、引き続き学校及び関係部署と連携し、適切な予防保全に努めてま

いります。平成29年度も引き続き構造体の耐久性調査を実施し、学校施設全体の耐久性の

まとめを行います。また、調布市公共施設等総合管理計画とも整合を図りながら、平成30

年度の策定を目途に長寿命化等施設整備方針の策定に着手します。避難所機能の充実につ

いても、熊本地震の教訓を踏まえ、防災関連部署と連携し、早期の整備完了を目指してま

いります。 

 説明は以上です。 

○司会者  ありがとうございました。それでは、最後に報告書（案）34ページ、重点プ

ロジェクト７、生涯学習・社会教育の振興について、社会教育課、源後課長より説明をお

願いいたします。 

○源後社会教育課長  35ページをお願いします。平成28年度の取組概要についてです。 

 大きく３つの取組を推進してまいりました。１点目は、ライフステージ等に応じた、市

民が学習する機会、場の提供と、活動に対する支援の充実として、図書館、公民館、社会

教育課において、おのおの多種多様な企画、講座等を実施、開催するとともに、市民に助

成や活動の場を提供することで学習の成果を地域へ発信、還元に至る活動を支援してまい

りました。２点目は、社会的に困難を抱える子ども・若者たちへの世代を超えた支援とし

て、知的障害を抱える方々にさまざまな体験活動の場を提供することで、他者とのかかわ

りなどを学び、児童等には絵本の読み聞かせ等を実施することで、楽しみながら子どもの

心の成長を促すことができました。３点目は、文化財・地域ゆかりの歴史、文化遺産の保

存と活用及び連携事業の推進として、近藤勇が養子縁組したときの古文書を市文化財指定

するなどとともに、深大寺白鳳仏の国宝指定に関する情報発信に努めました。また、実篤

記念館では初めて姉妹都市交流展を木島平村で出張展示しました。 

 続きまして、組織横断的な連携調整、情報共有の取組についてです。今日的、社会的な

動向を踏まえ、社会教育の充実に向けて、公民館と定期的に意見交換等を行いました。ま

た、仙川地区の公民館等、社会教育施設や民間施設と連携したスタンプラリー事業を実施

しました。 

 以上を踏まえ、今後の方向性ですが、社会教育委員の会議、公民館運営審議会での意見
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を踏まえながら、社会教育の充実に向けた連携を図っていくほか、生涯学習と社会教育の

施策の効果的、効率的な連携に向けた関係部署との定期的な意見交換等を重ねてまいりま

す。また、障害のある児童・生徒等の自立活動を支援する中で、ボランティアの周知、募

集に努めるとともに、関係部署と連携し、今後の在り方について検討してまいります。 

 説明は以上です。 

○司会者  御説明ありがとうございました。以上で重点プロジェクトの７つの説明を終

了いたします。 

 それでは、この後、各重点プロジェクトについて有識者の先生方から御意見、御質問等

をいただきたいと思います。御意見、御質問等ございますでしょうか。では、吉澤先生、

お願いいたします。 

○吉澤  今、プロジェクトの各報告を伺いました。きちんといろいろしっかりというか、

取り組まれている様子がよく分かります。でも、全体で、やはり調布市は児童・生徒が増

えているということがまず前提があるのです。増えている児童・生徒への対応というか、

それで満足度というか、あるいは地域住民の目線というか、そういうものをどのようにや

って新しく今後の方向性として展開していくかということで、それぞれの御報告がどうあ

ったかという形で私は伺わせていただきました。 

 まず、プロジェクトで教育委員会の改革、改善ということで、やはり市長部局との協働

がうたわれております。この点でやはり社会教育というか、生涯学習というか、それをセ

ットにした形の要するに生涯学習審議会というか、そのような形も今、多摩地区ではかな

り改革、改善されております。ですから、社会教育も生涯学習の１つのジャンルとして扱

うし、指導室におかれても学校教育というか、社会教育も１つに扱う形で住民目線という

か、住民ファーストの視点でいろいろ物を考える施策というか、これも近隣の市でも行わ

れているような気配がございます。そういう点で、調布市の総合教育会議が市長部局との

協働とここに書かれているのですけれども、この点は具体的にどういうことを想定されて

いるのかということがまず私がお伺いしたい点の１つです。 

 その次に、プロジェクト３というか、いじめ・不登校・子どもの貧困対策ということで

うたわれております。当然これは国も都も調布市も最優先課題で、マスコミも追いかけま

すから、こういう点ではかなり神経質にされているのだと思うのですけれども、具体的に

住民というか市民の目線で見てみると、国の方策があって、都があって、調布市があって、

さらに調布の中にいじめ防止に関する規程があって、さらに学校いじめ対策基本方針と細
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かくなっていっているので、果たして住民はどこを見て物が言えるのかなと。仕事をして

いく上では、いじめということで、それぞれ細分化されていて、分かりやすく見えるので

すが、いじめというものを調布市さんとしてどのようにしっかり対策するのかという点を

お伺いしたいと思いました。 

 あと、プロジェクト５で学校選択制が10年導入されております。新しい今後の在り方を

含めて制度の検証を行うという中で、10年前からもそうなのでしょうけれども、コミュニ

ティ・スクールという形も１つの新しい切り口の視点で、国としてもかなり推進したり、

東京都も推進している１つの施策なのですが、こういう点についての具体性というのは調

布市さんとしては今後どのように持っていくと御検討されているのかなと。 

 以上の視点を私のほうでお伺いしたいとプロジェクトの中では思いました。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。それでは、順次お答えいただきたいと思います。で

は、教育総務課の木村課長補佐、よろしくお願いします。 

○木村教育総務課長補佐  最初にいただきました市長部局と教育委員会の総合教育会議

を通じての連携ですけれども、主に総合教育会議では初年度に市長部局と教育委員会で一

体的に取り組んでいく５つのテーマについてまとめた教育大綱の策定を行いました。２年

目に当たります昨年度、平成28年度はその教育大綱に示されたテーマの進ちょくと、そこ

での情報共有を行っていたのですけれども、その中で、主立って行ったこととしましては、

19ページにもありますように、オリパラ教育について、教育分野としてどのようなことを

進めていくか、市長部局の生活文化スポーツ部などと連携したところをどのように取り組

んでいくか、また、取り組んだ内容についての報告がありました。それから、この19ペー

ジの第１回のところにもありましたけれども、先ほど先生からも御質問いただきました点

子どもの貧困対策について、子ども生活部が福祉健康部と連携して進めております調布の

社会福祉協議会「ここあ」についての紹介と、その利用率についての状況を報告いただき

まして、このことについて教育委員と市長での協議を行いました。その中で得られた成果

と問題点などについて認識するとともに、対応を詰めていくというところでございます。

また、今後も総合教育会議を通じまして、現状の教育の課題などを共有しながら、市長部

局と連携を図っていきたいと考えているところです。 

 簡単ですが、以上です。 

○司会者  ありがとうございました。続きまして、神谷指導室長、お願いします。 
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○神谷指導室長  それでは、いじめにつきまして私からお答えをさせていただければと

思います。 

 確かに御指摘のとおり、いじめにかかわる対策の組織的な在り方については、市民から

見たときに大変に分かりにくい構造になっているのは事実でございます。私、指導室とし

ては、いじめの問題をあくまで児童・生徒に特化して見ていったときに、必ずそこに傷つ

いている子どもたちがいるのだという視点を忘れないことが重要だと考えています。その

ために傷ついている子どもを大人がどう迅速にキャッチして、それに対して初期段階で丁

寧に対応していってあげられるのかというところでいくと、やはり学校が非常に大切なポ

イントになってくるかなというところでは、指導室は学校の取組について最大限にサポー

トしてまいりたいとも思っています。 

 また、いじめについては、当事者同士だけでなく、基本的な４層構造と言われる、取り

巻いている子どもたちや傍観者と言われる子どもたちも含めて、いじめの問題について意

識を高めていけるような取組も併せて推進していきたいと考えています。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○司会者  ありがとうございます。秋國指導室統括指導主事、お願いします。 

○秋國指導室統括指導主事  調布市のコミュニティ・スクールの推進というところで、

調布市は平成22年度から学校支援地域本部事業を中心に地域のコミュニティを推進してお

ります。今年度で市内小・中11校の設置に至る状況になりました。保護者や地域住民が学

校の教育活動を支援する仕組みとして、例えば学習支援だったり、環境整備だったり、見

守り活動にボランティアとして協力いただきながら、地域の子どもは地域で育てるという

ことで、調布市としては学校支援コーディネーターという地域と学校のつなぎ役の方を置

いて、今、地域コミュニティを推進しているところでございます。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。髙橋学務課長、お願いします。 

○髙橋学務課長  今の指導室の説明と併せて、調布市では平成19年４月に入学する生徒

から中学校の学校選択制を導入して10年経過したというところでありまして、今の地域と

の連携を重視した学校づくりと、今進めている学校選択制を今後どう継続していくのか、

あるいは改善するのか、また廃止していくのか、そういったところをこれまでの取組を振

り返りながら、あるいは今通っている子どもたち、教職員の方々から意見などを伺いなが

ら、また地域の声も聞きながら、今後どうしていくのかというところについて本年度検討
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を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございました。一通り回答は出ましたが、吉澤先生、いかがでし

ょうか。 

○吉澤  今、すべて御回答いただいたのですけれども、さらに施策に入っていかないと、

プロジェクトの大まかなことで、そういうことだなとは思うのですが、より具体的には次

の段階、施策のほうでまたさらにお伺いしたいと思います。ありがとうございました。 

○司会者  ありがとうございました。若林先生、お願いします。 

○若林  どうもありがとうございました。どの重点プロジェクトも非常に重要で、また

喫緊の問題なので、すばらしいと思っているところなのですが、私、重点プロジェクトを

読みながら改めて思ったのが、重点という言葉がどうも分かりづらくて、例えば１と３は

割と分かるのです。いじめだとか教育委員会の改善は重点というのは分かるのですが、ほ

かのところ、要するに横断的、ほとんど施策がただ並んでいるだけのような感覚にとらえ

てしまいます。例えば特別支援教育の充実というところについても、施策９とか８も入っ

てはいるのですが、ほとんど特別支援のところなのだろうというような形で横断的なとこ

ろが少し弱いと思います。今度、逆に７になりますと、社会教育、生涯教育にかかわると

ころがほとんど載ってきてしまっていて、かなり広がっていて、重点というには何かちょ

っと苦しいのではないかという気がしました。今、吉澤先生もおっしゃっていましたけれ

ども、質問しようかなと思っていても、施策のほうで聞くのかなという感じがちょっとし

てしまいますので、ちょっとその辺がどうなのかなと思いました。 

 １つ聞くとすると、いじめのところで、この取組、重要な重点プロジェクトと私は最初

思ったのですが、出現率で丁寧にやっているところで、ここはいじめの解消率のことは載

せないですか。 

○司会者  ありがとうございます。神谷指導室長、お願いします。 

○神谷指導室長  解消率につきましては、私のほうで各学校に徹底させていただいたの

が昨年度の後半からでございまして、現実、今年度から解消率について、基本100％なの

ですけれども、ここを目指してというところで打ち合せをさせていただいているところで

ございます。 

○若林  ありがとうございました。今後いじめがどんなに多くても、それが細かいこと

もあるけれども、どれも解消に向かっているというところが載せられると御理解が得られ
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るのではないかと思います。ありがとうございました。 

○司会者  ありがとうございました。倉持先生、お願いいたします。 

○倉持  御説明ありがとうございました。私も具体的なところは後半の施策のところか

とも思うのですけれども、少々伺わせていただきたいと思います。 

 １つは、ほかの先生方とも重なるのですけれども、２番の特別支援教育の充実と、７番

の生涯学習・社会教育振興の中の社会的に困難を抱える子ども、若者支援や、あるいは今

後の方向性で出てきた障害のある児童・生徒との自立活動支援についてなのですが、障害

や困難を持つ子どもの生涯を通じた成長や発達ということを考えると、多分２番は学校内

の話で、７番は学校外の話なのだと思うのですが、重点プロジェクト的な、組織横断的な

連携、調整の観点から言うと、相互に大きく影響し合うものなのではないかと思うのです

が、この辺り、今まで、あるいはこれからの方向性として新たな部署間の連携なり、ある

いは教育委員会内の連携なりということが情報交換等を含めて今あって、今後発展する可

能性はどのように考えられているのかということを伺えればと思います。 

 それから、７番の生涯学習・社会教育の振興のところで、生涯学習振興プラン等、この

事業推進の４つのポイントとして、今日の御説明では、最初２つというのでしょうか、ラ

イフステージの学習機会提供の話と、社会的に困難を抱える子ども、若者支援のお話が中

心であったと思うのですけれども、生涯学習の範囲は非常に広いと思うので、自助、共助、

互助、協働のまちづくりと学校教育との連携、家庭教育等の支援という部分においての取

組に加えて、吉澤先生からもあったのですが、組織横断的なということでいうと、教育委

員会内の連携を超えて、市長部局を含め、さまざまな部署間との連携が求められてくると

思うのですが、この辺りの進行状況はどうなっているかということについて伺えたらと思

いました。 

 もう一点は、４番の学校危機管理の取組についてなのですけれども、さまざまな問題、

状況や事故事例などの教訓を生かされて、多様な対応、事前の準備がされていて、マニュ

アル等が作成されていて、十分な準備がされていると思うのですが、一方で、実際にこう

いう事案が起こったときというのは、そこに対面する職員や教員などがどう判断するかと

いう部分が大きく影響するのではないかと思うのですが、マニュアルを作るということと、

それを実際に運用する一人一人の教職員の自主的な判断との連携、兼ね合いについて、ど

のようにきめ細やかな対応が行われているかということについて伺えたらと思います。 

○司会者  ありがとうございます。神谷指導室長、お願いします。 
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○神谷指導室長  それでは、初めに特別支援教育につきまして、組織横断的な取組の中

でという横の連携と、１人の障害がある方に視点を当てたときの、その方の生き方の問題

というところでは、さまざまな考え方があろうかと思いますけれども、１つのメソッドと

しては、私は個別の教育支援計画を活用することが１つあろうかと考えます。個別の教育

支援計画を活用していくことで家庭、医療であり、あるいは関係機関との連携がおのずか

ら図られていく。また、小から中、中から高、あるいはその先のその方の生きていく社会

に向けて、教育支援計画から個別の支援計画につなげていく取組は非常に重要かなとも考

えていますけれども、この個別の教育支援計画の作成、活用を今、学校のほうに働き掛け

ているところでございます。まだまだ十分とは言えないところがございますけれども、今

後もその視点で取り組んでいきたいと思います。 

 以上でございます。 

○司会者  ありがとうございました。小林社会教育課長補佐、お願いします。 

○小林社会教育課長補佐兼社会教育係長  障害のある方の自立支援活動について説明さ

せていただきます。先生がおっしゃったとおり、社会教育課においては障害者の自立支援

活動は土曜及び日曜日にボランティアの方を中心にレクリエーション活動を行うことを主

な活動としております。片や市部局のほうになりますと、放課後デイサービス等が今、市

内17箇所にあるのですけれども、そちらのほうですと専門的な知識がある方がついてきめ

細やかなサービスをしているというのが特徴として挙げられます。 

 まず障害者の扱いなのですけれども、今、特に障害が重い方に関しましては、やはりボ

ランティアの方だけの活動ですと、活動に限りがございますので、そういう部分できめ細

やかなサービスを行っている放課後デイサービス等と今後事業の連携、精査を含めて、支

援の在り方については検討を進めていきたいと考えております。 

 説明は以上であります。 

○司会者  ありがとうございました。では、髙橋学務課長、お願いします。 

○髙橋学務課長  実際に事故等が起きたとき、どう学校で緊急対応を含めた判断をする

かというところの御質問があったかと思いますけれども、例えば食物アレルギーの案件に

ついては、事故の再発防止については学校の食物アレルギー対応マニュアルに基づいて、

事故が起きないような確認ですとか対応をしているところですが、それと併せて事故防止

のためには緊急対応も必要でありまして、基本的にその事故が起こったことを想定した訓

練を必ず年に２回は学校で実施するというようにしておりまして、その訓練を通じてさま
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ざまな事故の想定をしながら、事故が起きてからでも、その場で対応がしっかり図られる

よう取り組んでいるところであります。アレルギー対応以外にもそういった事故などを想

定した訓練については学校のほうでもきちんと対応していらっしゃると思いますので、そ

のほかでも、不審者が学校に侵入してきたことなどを想定した訓練なども、教育総務課の

ほうでスクールガード講習会という警察と連携した取組なども実施していますので、そう

いった訓練を通じて緊急時にどのように素早い行動ができるか、判断ができるかというの

を日々訓練しているというところであります。 

 以上です。 

○司会者  では、秋國指導室統括指導主事、お願いします。 

○秋國指導室統括指導主事  学校教育の現場でいう学校危機管理については２つありま

す。 

 まず、研修の充実です。管理職研修や主幹教諭、また生活指導主任等を対象とした研修

の中で、学校組織を生かしたリスクマネジメント、未然防止の対応や、事が起きたときの

クライシスマネジメントの事例、ケーススタディ等を通して対応に当たることを事前に形

作っておく、意識付けておくということを１つ進めています。 

 もう１つは、緊急対応は指導室のほうで第一報をいただくことになっており、その後の

事故報告等の充実、対応の整理も、指導室から直接その事案に対して学校に指導を通しな

がら学校体制の危機管理の充実を図っているのが言えます。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございました。説明は以上でよろしいでしょうか。倉持先生、よ

ろしいでしょうか。 

○倉持  ありがとうございました。 

○司会者  それでは、ほかに先生方から御質問等ありますでしょうか。――よろしいで

しょうか。ありがとうございます。 

 それでは、次の施策の振り返りに入りたいと思います。 

 初めに、報告書（案）41ページ、施策１、豊かな心の育成について、47ページ、施策２、

確かな学力の育成について、53ページ、健やかな体の育成について、以上３点について、

続けて指導室、米内山室長補佐より御説明をお願いいたします。 

○米内山指導室長補佐  私からは、施策１、豊かな心の育成について御説明いたします。

主要事業といたしましては、記載の５つでございます。そのうち３点の取組について説明
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します。 

 １点目は、命の教育活動の推進です。命の授業や、いのちと心の教育月間の取組を通じ

て、命の大切さと自他を思いやることができる心の育成を図りました。 

 ２点目は、道徳教育の推進です。道徳教育全体計画等に基づいて年間35時間以上の道徳

の授業を行い、指導内容や、家庭でも道徳教材を読んでもらうための工夫に努めました。 

 ３点目は、体験活動の充実と支援です。自然を愛する心を豊かにするとともに、仲間と

協力することの大切さを理解することができました。 

 次に、今後の方向性についてです。命の大切さを自覚し、豊かな心を育成する取組に重

点を置いてまいります。具体的には、命の教育活動の推進では、命の授業や、いのちと心

の教育月間について、授業改善を全校で進め、教員の授業力の向上を目指します。道徳教

育の推進では、特別の教科「道徳」の先行実施を踏まえ、指導内容や方法を周知し、具体

的な授業改善を図ります。また、体験活動の充実と支援では、安心・安全な宿泊を伴う体

験学習の実施に努めるとともに、小学校における宿泊を伴う体験学習について今後の在り

方を見直してまいります。 

 施策１についての説明は以上です。 

 続いて、施策２、確かな学力の育成について御説明いたします。47ページをお願いいた

します。主要事業としては、記載の５つです。そのうち３点の取組を説明いたします。 

 １点目は、国際教育の推進です。コミュニケーション能力の育成を図るために外国人英

語指導講師による授業を行い、英語や外国文化への関心、意欲を高めることができました。 

 ２点目は、ＩＣＴ機器の活用推進です。都のＩＣＴ教育環境整備支援事業や、特別支援

学級にタブレット型の端末を配備し、学習効果が高められました。 

 ３点目は、少人数学習指導・習熟度別指導の推進です。少人数指導講師を配置し、個に

応じた指導等により学習習慣の定着を図ることができました。 

 次に、今後の方向性についてです。確かな学力の育成を図ることで生きる力を身に付け

ることが重要であります。そのため、国際教育の推進では、次期学習指導要領に向けて小

学校５、６年生の外国語活動の教科化や、小学校３、４年生の外国語活動の拡充に対応し

た指導内容や方法の検討を行います。ＩＣＴ機器の活用推進では、都のモデル事業の研究

成果を踏まえて、今後のＩＣＴ教育の展望を図れるようにします。少人数学習指導・習熟

度別指導の推進では、東京方式少人数・習熟度別指導ガイドラインの進行管理を行うとと

もに、指導の充実を図ってまいります。 
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 施策２についての説明は以上です。 

 続いて、施策３、健やかな体の育成について御説明いたします。53ページをお願いしま

す。主要事業は記載の３点です。 

 １点目は、体力向上への支援です。課題を明確にし、体育、保健に関する取組を展開し

て、児童・生徒の体力向上に努めました。 

 ２点目は、オリンピック教育の推進です。全小・中学校がオリンピック・パラリンピッ

ク教育推進校となり、オリンピアン、パラリンピアンとの交流などの取組を行い、オリン

ピック・パラリンピックについての関心がより深まりました。 

 ３点目は、学校における食育の推進です。食に関する指導の全体計画や年間指導計画の

作成等の取組を実施するとともに、親子料理教室や食育講演会を実施して、食物アレルギ

ー対応を含めた食育の推進を図ることができました。 

 次に、今後の方向性についてです。生きる力の柱となる健やかな体の育成を進めるとと

もに、オリンピック教育の推進に重点を置いて取り組んでまいります。具体的にはオリン

ピック・パラリンピック教育全体計画を全小・中学校で作成、推進し、機運の醸成を図っ

てまいります。また、体力向上への支援では、投力や柔軟性向上のため、効果的な取組を

策定してまいります。さらに、学校における食育の推進では、食に関する基本的な知識や

食習慣の指導を行うとともに、地場農産物の給食使用等について、市内農家との連携を通

して組織的に取り組んでまいります。 

 施策３についての説明は以上です。 

○司会者  ありがとうございました。続きまして、報告書（案）57ページ、施策４、安

全・安心な学校づくりの推進について、学務課・廣瀬副主幹より説明をお願いいたします。 

○廣瀬学務課副主幹兼保健給食係長  私から説明させていただきます。施策のねらいは、

１に記載のとおり、安全・安心な学校づくりを進めるというところです。 

 主要事業と達成度につきましては、御覧の５事業で、達成度はＡが３つ、Ｂが２つとな

っております。昨年度と比較しまして、３つと２つという数は変わりませんが、事業別で

は若干達成度の変更があったほか、１つの事業はＢが継続となりました。しかし、施策全

体ではおおむね十分な成果が得られたというところで、一部改善を図りつつ、今後も取組

を継続していきたいと考えているところです。 

 施策の振り返りと今後の方向性について、３つの事業を中心に御説明させていただきま

す。 
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 １点目は、食物アレルギー対策の推進についてです。食物アレルギー対策の推進では、

北ノ台小学校の食物アレルギー対応専用調理室を老朽化対策に合わせて整備いたしました。

また、給食で使用するブルートレイの対象の拡大を検討し、さらに医師会との連携による

セカンドオピニオンの開始というところで各種の取組を推進しました。今後も学校、保護

者、関係機関と連携しまして取組を推進し、また改善に努めてまいります。 

 次に、安全教育の推進についてです。こちらは不審者対応や交通安全の取組等を実施し、

児童・生徒の意識の向上に努めたほか、教職員も学校危機管理マニュアル等を活用しまし

て、安全対策の確認を行いました。しかし、児童・生徒の交通事故が続いておりますこと

から、今後も事故防止の取組の充実に努めてまいります。 

 最後に、防災教育の日の推進についてです。防災教育の日に関しましては、学校安全・

安心メールの活用や、初動要員と避難所担当部職員等との連携強化、また都立高校の参加

協力により３万人を超える参加を得ることができました。今後は、さらなる地域防災力向

上のため、広報の充実を図るほか、避難所機能を新たに充実させてまいりました設備等を

使いました訓練等で活用を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○司会者  ありがとうございます。続きまして、報告書（案）63ページ、施策５、教職

員の資質・能力の向上について、指導室、秋國統括指導主事よりお願いいたします。 

○秋國指導室統括指導主事  では、私から、施策５、教職員の資質・能力の向上につい

て御説明いたします。 

 平成28年度に各学校では児童・生徒に生きる力を育むための教育を推進するために、

徳・知・体の調和のとれた教育活動の充実を図ってきました。また、学校は次期学習指導

要領の趣旨を踏まえて、児童・生徒に何ができるようになるか、何を学ぶのか、どのよう

に学ぶかという内容を考慮した教育活動を通して、変化の激しい社会の中で生き抜くため

に必要な資質、能力を身に付けさせることができるように努めてきました。指導室として

は、児童・生徒の生きる力を育むために、教員の指導力向上を図ることに努めてきました。

各職層に応じた研修や、授業力向上推進講師を活用した授業研究、授業観察を実施し、一

人一人の児童・生徒に応じた学習活動が展開できるように努めてまいりました。 

 また、一人一人の児童・生徒を大切にする心情や態度を養うために、人権教育ニュース

の発行や人権教育プログラムを活用した校内研究の充実を図り、人権教育を推進してまい

りました。 
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 今後は、一人一人の児童・生徒理解を深めるとともに、児童・生徒の主体性を育むため

の指導力の向上が必要であり、そのために各職層や特別支援教育などの専門性に応じた研

修の充実や授業の改善の取組をさらに推進してまいります。 

 私からは以上です。 

○司会者  ありがとうございました。続きまして、報告書（案）67ページ、施策６、魅

力ある学校づくりの推進について、学務課学務係、白石係長よりお願いいたします。 

○白石学務課学務係長  それでは、私からは施策６について御説明させていただきます。

こちらの施策のねらいとしましては、児童・生徒の状況に応じた教育活動や地域の特性を

生かした取組を実施することにより、豊かで魅力ある学校づくりを推進することとなって

おります。 

 主要事業は２事業となっておりまして、達成度はＡが１つ、Ｂが１つとなっております。

施策の全体として、おおむね十分な成果が上げられたことから、一部の改善を図りつつ、

今後も取組を継続してまいります。 

 施策の振り返りと今後の方向性ですが、特色ある教育活動の推進では、東京都教育委員

会のオリンピック・パラリンピック教育推進校の指定を受け、大使館員等との交流による

国際理解教育、オリンピアン、パラリンピアン等、外部講師による授業の実施など、特色

のある取組を推進いたしました。また、生きる力をはぐくむ特色ある教育活動を展開する

ため、地域や家庭と連携して、日本の伝統文化体験や異文化交流体験、自然体験学習など

を実施いたしました。引き続き各小・中学校の特色が生かせるよう、交付金を活用しなが

ら取組を進めてまいります。 

 次に、中学校学校選択制の実施では、各学校の特色を分かりやすく案内するとともに、

各中学校と連携を図り、受入れ人数を決定したことなどから、抽せんを実施せずに選択希

望者全員の受入れができました。今後も教育人口推計や各学校の規模等を勘案した上で、

学校と連携して受入れ予定人数を慎重に検討するなど、可能な限り選択希望に沿うことが

できるよう努めてまいります。また、制度導入から10年を迎えたことから、制度改善の必

要性など、今後の在り方を検証するため、本年度に児童・生徒や保護者、教職員の意向等

を把握するアンケート調査を実施してまいります。 

 以上でございます。 

○司会者  ありがとうございました。続きまして、報告書（案）71ページ、施策７、個

に応じた支援及び指導の充実について、指導室、秋國統括指導主事よりお願いいたします。 
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○秋國指導室統括指導主事  施策７、個に応じた支援及び指導の充実について説明いた

します。 

 調布市では、東京都教育委員会の特別支援教育推進計画の意向やインクルーシブ教育の

理念を踏まえ、障害のある児童・生徒の自立と社会参画に向けた支援が提供できるよう、

通常の学級や通級指導、特別支援学級などの多様な学びの場の環境整備や教育活動の充実

に努めてきました。 

 いじめ対策については、学校における未然防止、早期発見、早期対応の推進を図るとと

もに、児童・生徒の自主的な取組の充実を図りました。また、調布市教育委員会いじめ防

止に関する規則を設け、調布市教育委員会いじめ問題対策協議会を設置することで、重大

事態が発生した際に迅速かつ適正に対応ができる体制を整備しました。 

 不登校児童・生徒については、不登校対策委員を中心とした学校体制を構築し、早期対

応や個に応じた丁寧な対応が努められながら、関係機関との連携、協力体制を充実させて

きました。 

 平成29年度は、通常の学級における特別支援教育のさらなる充実を図るために、一人一

人の児童・生徒のニーズに応じた教育活動の展開や特別支援教室巡回指導の充実を小・中

学校ともに推進していくことを考えております。 

 また、いじめ対策は軽微な内容から見逃さない学校体制を構築し、学校組織で対応する

体制を充実します。 

 さらに、不登校児童・生徒については、適応指導教室や相談学級を新たな居場所となる

教育環境として整備に努め、社会的に自立の支援が図られるよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○司会者  ありがとうございました。続きまして、報告書（案）75ページ、施策８、学

校施設整備の推進について、教育総務課・関口施設担当課長より説明をお願いいたします。 

○関口教育総務課施設担当課長  施策８、学校施設整備の推進について説明します。施

策のねらいは、だれもが安全・安心に利用できるよう施設整備を進めることです。今後も

児童・生徒数の増加が見込まれること、学校施設の８割が築後30年を過ぎ老朽化が進んで

いること、災害時に避難所となる体育館の避難所機能の充実を図ることが課題であり、こ

れらの課題に的確な施設整備を進めていくため、３つの主要事業に取り組みました。 

 28年度の取組実績と振り返りですが、快適な教育環境の整備は、普通教室の整備、非構

造部材の耐震化や芝生化など、計画していた教育環境の整備工事はすべて完了し、教育環
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境の改善に努めました。 

 老朽化・長寿命化対策の推進は、屋上防水や受変電設備の改修を始め、計画していた老

朽化対策工事はすべて完了し、良好な施設の維持保全に努めました。また、２校において

構造体の耐久性調査を実施し、構造体の状態の把握ができました。 

 避難所機能の充実は、４校で工事が完了したほか、平成29年度に向けて一部設計が完了

し、避難所機能の充実に努めました。 

 今後の方向性は、特別教室への空調整備など教育環境の改善を図るとともに、修正基本

計画に基づき、計画的な施設の維持保全の推進のほか、緊急的な修繕対応について迅速な

対応に努めてまいります。また、構造体の耐久性調査結果を踏まえ、建て替えや長寿命化

など学校施設整備方針の策定に着手します。避難所機能の充実は、老朽化対策で実施する

体育館改修工事でも避難所機能に配慮した工事を実施し、早期の完了を目指します。 

 説明は以上です。 

○司会者  ありがとうございました。続きまして、報告書（案）79ページ、施策９、協

働の学校づくりについて、指導室、秋國統括指導主事よりお願いいたします。 

○秋國指導室統括指導主事  施策９、協働の学校づくりについて説明いたします。 

 次期学習指導要領では、社会との連携、協働を重視しながら、学校の特色作りを図って

いくよう示しています。地域と学校の連携、協働に向けた取組については、地域の人々と

目標やビジョンを共有し、地域と一体となって児童・生徒を育む、地域とともにある学校

への転換を図るため、国はコミュニティ・スクールを推進していますが、調布市では学校

支援地域本部事業の拡大に取り組み、地域連携や協働の学校づくりに努めてまいりました。 

 また、地域に根差した学校経営の支援体制の強化を図るために、地域人材の活用や学校

ボランティアの充実、より一層の学校評議員や学校関係者評価委員の協力が得られるよう

努めてまいりました。さらに、小１問題や中１プロブレムの解消のために、幼・保、小連

携検討会議や小・中連携推進協議会の充実に努めてまいりました。 

 平成29年度はさらに学校を取り巻く人々との信頼関係を構築することが必要であり、学

校支援地域本部事業の拡大を図り、地域人材等の学校教育への参画を充実してまいります。

また、郷土博物館や実篤記念館の活用機会や学校、家庭教育セミナーの充実を図り、保護

者や関係機関との協働体制を充実させることが大切であると考えます。 

 こうした取組を通して教育の充実や地域教育力の向上などを図り、学校、保護者、地域

等との連携、協力体制の構築を図り、協働の学校づくりを進めてまいります。 
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 以上です。 

○司会者  ありがとうございました。続きまして、報告書（案）87ページ、施策10、青

少年の育成について、続いて、91ページ、施策11、学習機会の提供・学習活動の支援につ

いて、社会教育課、小林課長補佐より続けてお願いいたします。 

○小林社会教育課長補佐兼社会教育係長  まず、施策10、青少年の育成について説明い

たします。 

 青少年の育成においては、放課後の安全な遊び場、居場所の確保と地域で活躍できる青

少年の育成という２つの観点から施策の展開を図ってまいりました。しかしながら、平成

27年４月に放課後子供教室ユーフォーを児童青少年課に事務移管したため、平成28年度は

主に地域で活躍できる青少年の育成という観点で、リーダー養成講習会の実施、児童・生

徒の意見発表機会の提供、青少年交流・体験事業の推進の３つの主要事業を展開してまい

りました。いずれの事業においても、参加者の確保の観点から、市報、ホームページを始

め、ＳＮＳ、市内全小・中学校へのチラシの配架等、さまざまな広報活動を実施したほか、

事業内容、プログラムの変更、充実に注力してまいりました。 

 その結果として、リーダー養成講習会においては、地域活動の運営に携わる高校生がそ

の日ごろの活動を評価され、２年連続で調布市青少年表彰を授与されるなど、事業の目的

である地域で活躍できる人材の育成につなげることができました。また、公民館では、青

少年の学習活動を支援するため、多様な事業を開催した結果、多くの子どもたちの参加が

得られ、さまざまな体験の場を提供することができました。 

 今後の方向性として、リーダー養成講習会に関しましては、受講生に対し、さまざまな

市の事業の運営に携わる機会を提供することで、事業の企画、運営方法を学び、それを地

域活動に生かすことで、地域で活躍できる人材の育成につなげていくほか、公民館等にお

いては学校等との連携を図り、魅力ある事業の構築や、きめ細やかな対応を心掛けること

で利用者の拡大促進につなげられるよう努力してまいります。 

 続きまして、施策11、学習機会の提供・学習活動の支援について説明いたします。 

 多様化、複雑化した学習ニーズに対応するため、社会教育施設を中心に学びの拠点とし

ての機能を充実させ、市民の自主的な学習活動を支援し、学びの成果を地域に還元するこ

とを目的に４つの主要事業を展開してまいりました。 

 図書館においては、市民の読書調査活動への支援として、ホームページの改良により情

報発信の改善を図ったほか、図書館開館50周年に当たり、図書館を市民に知ってもらう取
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組をさまざま実施しました。 

 公民館においては、地域に根差した公民館活動の推進として、地域文化祭や多様な講座

を開催することで学習の成果を地域に発信し、地域との交流、活動の活性化につなげるこ

とができました。 

 社会教育団体等の活動への支援としては、各団体間の交流や団体運営上の課題の解決、

公開講座の実施等、さまざまな支援を行うことで団体活動の成果を広く市民に還元するこ

とにつなげることができました。 

 障害のある児童・生徒の自立活動支援としては、科学実験やバスハイク等の体験活動の

場を提供することで、自立性の向上に向けた支援を行ったほか、図書館においては特別支

援学級等の児童に読み聞かせを行い、お話の世界を楽しんでもらうことで、子どもの心の

成長を促すことができました。 

 今後の方向性としては、図書館においては第３次調布市子ども読書活動推進計画の策定

や、ハンディキャップサービスのＰＲ等、図書館を市民に知ってもらう取組に努めるほか、

公民館においては、近隣幼稚園、保育園との連携、土曜、夜間での事業の展開等、地域と

のつながりを広めるための取組に注力してまいります。 

 社会教育課においては、社会教育関係団体の活動の成果を市民に還元できるよう今後も

継続して支援するとともに、障害のある児童・生徒の支援については関係部署と連携し、

今後の事業の在り方について検証してまいります。 

 説明は以上でございます。 

○司会者  ありがとうございました。施策の最後になりますが、報告書（案）97ページ、

施策12、歴史・文化遺産の保全と活用の推進について、郷土博物館事業文化財係・立川係

長より説明をお願いいたします。 

○立川郷土博物館事業文化財係長  施策12について御説明いたします。 

 まず、28年度施策の振り返りにつきまして、郷土博物館ですが、史跡下布田遺跡につい

て、有識者による調査評価委員会を開催し、過去の調査成果をまとめた総括報告書を刊行

いたしました。それにより、将来的な史跡公園開園に向けた計画策定の前提となる史跡の

価値の明確化が進みました。 

 また、市民協働事業といたしまして、普及事業として草木染め講座、自然観察会などを

複数回実施いたしまして、市民に広く周知し、愛着を持っていただくことにつながりまし

た。 
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 また、展示では深大寺白鳳仏を安置していた厨子が27年度に市指定文化財に指定された

ことを記念いたしまして、深大寺の本堂で企画展を開催いたしまして、５日間で3,000人

を超える観覧者があり、幅広いＰＲにつながりました。同じく深大寺の白鳳仏の国宝指定

に関しましては、市報臨時号の編集を始めとした普及啓発に努めました。 

 実篤記念館につきましては、４箇月を超える休館期間において、文化会館たづくりや木

島平村等、館外での展示を積極的に実施いたしました。実篤及び記念館を知ってもらえる

格好の機会となり、幅広い年齢層に周知ができました。 

 今後の方向性につきましては、郷土博物館につきましては、下布田遺跡の史跡公園開園

に向けて、整備の理念となる保存活用計画を２箇年で策定し、整備事業を推進いたします。

また、ソフト面の活用事業につきましては、市民協働事業を継続いたしまして、市内外に

向けた普及啓発を図ります。 

 また、深大寺白鳳仏の国宝指定記念事業は、指定年度である今年度の祝賀的な機運を醸

成するため、活発な事業展開を図ります。深大寺との共催で全７回の講演会と、本堂にお

ける企画展を開催する予定となっております。 

 実篤記念館につきましては、館の外への情報提供、事業展開の推進、子ども向け事業の

実施、小・中学校教員向けの見学のプログラムの作成を始め、特色ある事業展開、入館者

拡大のための継続的なＰＲ及び小・中学校への働き掛けの実施に力を入れてまいります。 

 以上です。 

○司会者  御説明ありがとうございました。以上で12の施策の説明を終わります。 

 この後、12の施策、また44の主要事業につきまして有識者の先生方から御質問、御意見

を賜りたいと存じます。有識者の先生方、何かございますか。吉澤先生、お願いいたしま

す。 

○吉澤  最初の41ページからまいります。要するに、調布市民というか、調布の子ども

たちの視点で見たときに、いいところというか、そういう第三者的な気持ちがわくものも

確かにあります。また、教員の目線でもありますので、そういうところをお伺いしたいと

思います。 

 まず、41、48が大体セットになっていると思います。44ページですね。施策１、豊かな

心の育成ということでプランがありまして、チェックになっております。いじめのことが

書かれていて、26年10月の道徳教育の教科化、文科省の答申、この辺りから私は意見がご

ざいます。徳・知・体という形で調布は豊かな心の育成に取り組まれるということで教育
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大綱から明示されている部分だと思うのですけれども、道徳教育を教科化したのではなく

て、特別の教科「道徳」を教科化したので、道徳教育の年間指導計画はございません。で

すから、学校教育の全体計画はありますけれども、つまり道徳授業の年間指導計画を作る

ということは明示されるのですが、道徳教育の全体計画、ここの表現を学習指導要領、中

学校でいえば第２章第１節と第４章第２節にもう一度目を通して、そのように書いていな

いということを明確化していただかないと、新しい道徳のことが誤解されて、何をやって

も道徳だという、また悪いパターン、スパイラルに入ってしまいます。 

 ですから、具体的に申しますと、44ページの事業のねらい、プランの３行目の道徳教育

全体計画と道徳科の年間指導計画に基づきです。それが２の①に入ってくると、そこの一

番頭のところに、後ろのほうに道徳教育全体計画及び道徳教育年間指導計画、これは間違

いです。さらに２の②のところの小・中学校の道徳教育全体計画と道徳科の年間指導計画、

そのようにやって読んでいただくと、まず混乱があると、これから説明していくときに、

また余計な質問というか、いつか来た道をまた歩くことになりかねないので、ここは要注

意だと思います。道徳教育の全体計画は学校全体で取り組む道徳教育です。これはあるの

です。次は、道徳教育の年間指導計画を作ってしまうと、何をやってもいい。人権をやっ

ているから、生命尊重をやっているから道徳授業をやったことになってしまいますので、

35時間ちゃんとやらなければいけない。教科書がございます。そのことも踏まえて、きち

んと道徳科の年間指導計画と位置付けてもらわないと、これは学習指導要領の第２章及び

第４章の第１節のところに明確に書かれていますので、そこのところは、ちょっと注意し

ていただきたい。昨年度のものにも多分同じようなトーンで書かれていて、私、昨年欠席

してしまいましたので、そこのところは言えませんでした。そこのところを御説明という

か御答弁はなしでいいと思います。そんなことを踏まえていただければ。 

 次、事業６です。国際教育の推進のところで、今後の方向性、アクションのところのデ

ジタル教材の内容についてと真ん中ら辺に言葉があります。授業に活用する方法を明確に

していく。このことが新しく生徒が増える、あるいは調布に転入されてきた児童・生徒に

とって、他市でこういうところをきちんとというと変ですけれども、そういうところに熱

が入っていたところから転校してきたとなると、非常に困ることになる。つまり、本市で

はやっていませんということになると、ここのところをどのように説明していくのか。そ

のことは次の事業７のＩＣＴ機器の活用のところの取組実績、２のところの上から２つ目

のところに小・中学校の通常学級において、各教科等で電子黒板、プロジェクター等を活
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用した授業を積極的に行ったという、ここのところとの整合性も出てきます。ＩＣＴに関

する推進は特定学校はやられていると思うのです。28の学校についておしなべて見たとき

に、デジタル教材の取組をどのように調布市教育委員会としてお考えかということは、今

までのしがらみのない児童・生徒にとっては、保護者が、ちょっとクエスチョンマークが

付くのかなと思います。より詳しく電子黒板とかプロジェクターのことについてはお伺い

したいと思います。 

 さらに続いていくと、学校図書館の件で52ページのところなのですけれども、取組実績

（ＤＯ）の部分です。取組実績（ＤＯ）の部分で、図書館のところの評価がＢになってい

ます。そこのところにも言葉として、学校図書館の全体計画及び年間指導計画って、何の

年間指導計画なのかなと。つまり活用、利用について、そこのところがちょっと分からな

いかなという気がしました。ちょっと読み不足とは思いますけれども、何の年間指導計画

なのか。活用の全体計画だったら分かるのですけれども、そこのところにちょっと課題が

ありました。 

 次、事業11の健やかな体の育成ということで、まずプランでいきますと、１番のはじめ

ですけれども、年間指導計画の改善や授業改善推進プランの活用を推進し、コーディネー

ションを推進するとなっているのですが、何の年間指導計画なのか。つまり、これは教科

のことを言っているのか、それとも学校全体で取り組む体育的な行事というか、そういう

ものに関する年間指導計画なのか、ここのところがちょっと分かりません。あるいはオリ

ンピック等に絡んでのことなのか、そこのところをお伺いしたいと思います。 

 次に、59ページの安全教育の推進ということで、点検・評価、チェックのところで評価

がＢになりましたけれども、②の課題のところに市内における児童・生徒の交通事故が続

いていることからということで、ここのところは具体的な数値というか、余りよくない数

字、見たくないのでしょうが、そんなところを具体的に数値で示す必要があるのかなと思

います。 

 次に、63ページ、64ページに入っていきますけれども、指導力向上への取組、つまり64

ページですか。ここのところの今後の方向性のところで、新学習指導要領に対応した授業

改善推進委員会を立ち上げて、主体的、対話的で深い学びの視点から授業改善の実施を行

い研修うんぬんと書いてありますけれども、具体的にどういう内容をテーマとしてこれか

ら扱っていく方針なのかをお伺いしたいと思います。 

 次、68ページの事業21のところで、今後の方向ということで、特色ある教育活動は、各
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校の特色ある学校づくりに役立っていることから、引き続き実施するということで明確に

表現されております。こういう特色ある学校というのは大事なのでしょうけれども、今後

さらにどんな特色を学校に期待しているのか、その辺りの見解をお伺いしたいと思います。 

 さらに、81ページの事業30、学校経営への支援ということで、指導室事業の精選という

ことでスクラップ・アンド・ビルドによっていろいろ事業の削減をしていった。こういう

非常に分かりやすい部分があります。次、３の②のところ、副校長の負担軽減を図るため

の人的配置が不十分であったというのが課題で、それで経営支援員を全校に配置して、副

校長等の事務作業を軽減する必要があるということで、もう少し具体的に御説明いただき、

例えばどんな内容だったのかお伺いしたいと思います。 

 さらに、83ページのところになります。４、今後の方向性のところに学校評議員とか学

校関係者評価委員全体会において、次期学習指導要領の概要について説明を行いというと

ころで、学校評議員の半分近くは一般人の方がおられるので、とにかくどのように分かり

やすく説明されていく方針なのか。学習指導要領の言葉で言っても多分通用しないと思い

ますので、カリキュラム・マネジメントという発想で、必要性がある。だから、このカリ

キュラム・マネジメント、要するに、もうちょっと分かりやすい言葉で、例えば情報公開

として、こんな内容で、このようにしたいのですけれどもという情報をある程度公開する

というか、そのようなスタンスを持っておられるのかどうか、より分かりやすい言葉で、

難しい言葉ではなくて、皆さんのわきにあるそのことが新しい教育の１つの目玉なのです

という発想で、気付かなかった部分をふっと取り上げていくような分かりやすい説明とい

うか、多分工夫されておられると思いますので、その辺りのことをお伺いしたい。 

 85ページ、家庭教育への支援ということで、点検・評価のところ、３の②の課題のとこ

ろで、今後、とても内容の濃い社会教育情報紙「コラボ」について子育て家庭が必要とす

る情報をいかに把握し、掲載できるかが課題です。これは具体的にどういうことなのか。

例えばウェブページというか、ホームページ等で活用して、そういうところで情報公開と

いうことも含めて、どの程度ブラックボックスに近いような部分に踏み込んでいけるのか。

その辺の具体的なものをどのようにお持ちなのか、もしあったら御説明いただければ助か

ります。 

 88ページ、リーダー養成講習。調布市には、他市町村に誇るもので、ジュニアリーダー、

シニアリーダーの講習会を長年されている実績がございます。でも、シニアリーダーの受

講生が減少傾向にある。だから、高校生をいかに引き止めて、シニアリーダーの育成を担



- 30 - 

 

うのか。それは従来どおりのマンパワー的に、特に相対で人がここに来ないと研修になら

ないというのではなくて、今こういう情報化の時代ですので、相対しなくても具体的にウ

ェブページ上でできる施策をお持ちなのかどうか、その辺りのことをお伺いしたいと思い

ます。 

 隣の89ページも同じことです。意見発表会機会の提供で、課題に観覧者が減少傾向にあ

る、積極的に事業を周知していく必要があるということですので、具体的に情報のウェブ

ページというか、そういう形で、何か別の形の発表形態は考えられているかどうか。その

点ももしあったらお伺いしたいと思います。 

 92ページのところの社会教育の図書館の件なのですけれども、今後の方向性ということ

で、「じろ」を使うことによって、図書館に親しみを持ってもらい、利用促進に取り組む。

この辺も具体的にどのように取り組んでいく御所存なのかということがもしあったらお伺

いしたいと思っています。 

 94ページのところで、市民、社会教育団体等の活動への支援の課題のところには、ここ

は増加する読書会に、読書会指導者を主に、社会教育指導員の方ではもう超えてしまって

多過ぎるという、うれしい悲鳴というか何というか、ちょっと違う意味の悲鳴というか、

そういうものがあるので、具体的に会員の高齢化とか、共催、他の講演会、スクラップ・

アンド・ビルドな形で何か御検討されているのかどうか、もう少し御説明いただくととて

も参考になります。 

 ちょっといろいろ飛びましたけれども、以上でございます。ほかの先生たちももし重な

っているのだったら、併せてやっていただくと一番いいのかなと。これ、個別対応してし

まったら、時間が幾らあっても足りないですので、そこは司会の方、コーディネーション

をよろしく。 

○司会者  では、若林先生続いてお願いいたします。 

○若林  私は、７点ございます。 

 事業１の命の教育活動の推進、ありがとうございます。とてもすてきな取組だと思うの

ですが、課題のところに防災等に関する教材を効果的に活用する。どんな教材を使うこと

を想定されているのか、１点です。 

 それから、事業４、ＳＮＳの学校ルール、家庭ルール、これは東京都から出ている 

ＳＮＳのあそこのところかと思うのですけれども、家庭ルールを作ろうということは結構

東京都でも言っているところですが、調布市もされている中で、学校は一体どんな形でそ
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れを、やってくださいとただ呼びかけているだけなのか、または、それを呼びかけて、ど

の程度学校、家庭ルールができているのかのチェックはどんな形でされているのか。 

 それから３点目、事業６、国際教育の推進のところで、ここは今度、次期学習指導要領

で英語が入ってくる訳ですが、ＡＬＴ、外国人講師の問題がここで挙げられています。情

報公開がうまくいかないということはいつも言われているところなのですが、今後教員が

この指導をかなりやらなくてはならない中で、どんなことを含めてやっているのか。英語

教育推進リーダーが各学校に訪問指導と書いてありますが、これのみなのかという辺りの

御質問です。 

 次が事業11と12、オリンピックのところ、それから体力向上のところですが、これは評

価Ｂになっているのですが、私はこれを読んでいる限りでは、随分すてきな取組で、特に

オリンピックなど、先ほどもお話がありましたように、全部推進校として成果が上がって

いるお話で、なぜＢなのかということがちょっと分からなかったので、とてもいい感じに

は読めたのですが、御説明いただければと思います。 

 続いて事業15、安全教育のところで、吉澤先生もおっしゃっていましたが、交通事故が

多いということですが、吉澤先生は数も言っていましたけれども、これは事業17とのかか

わりかもしれませんが、交通事故が続いていることから自転車の乗り方について、指導の

必要があるというのですが、事故が多いので、今、実際学校でもっと何か取組を行ってい

るのかどうかという辺りをお聞かせください。 

 それから、事業25、いじめ、虐待、不登校。いつもこれを読んで思っていて、評価Ａで

すばらしいのですが、考えてみたら、いじめと虐待と不登校を３つ併せてって、すごく広

いですよね。いじめはうまくいっているけれども、不登校にはまだ課題がある、何か出て

くるので、今回これで答えは出ないかもしれませんが、これは本当に事業１つで、ひとく

くりで評価してしまって、ちょっと大変になるのではないかということを感じました。 

 最後です。事業29で地域人材等を活用した教育支援というところです。これは私も校長

のときちょっと悩んだのですが、やはり地域人材は固定化が図られてきますよね。何かそ

の辺を打破するような取組をされているか否か、または何かお考えかどうかという辺りを

お聞かせください。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。続いて、倉持先生お願いいたします。 

○倉持  私のほうはそんなにないのですけれども、１つは、今回、Ａ評価とＢ評価だけ
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でＣ、Ｄ、Ｅがなかった。もちろん御説明を伺って、そこの妥当性については特に疑問は

ないのですけれども、Ｂ評価の見直しになっているところで、事業５以外はどうして見直

しなのかがこの評価表を読むだけでは、あと説明を伺うだけでは、どう見直して、なぜ見

直しなのかというのが少し分かりづらかったので、８番、少人数学習指導・習熟度別指導

の推進のところと、16番、防災教育の日の推進のところと、21番、特色ある教育活動の推

進のところがどうしてＢの見直しになっているのかの御説明をいただければ幸いです。 

 それから、施策12の歴史・文化遺産の保全と活用の推進が非常に活発に活動されていて、

計画を上回る活動があったのだということが御説明でよく分かったのですけれども、御説

明いただいた中身が評価表に書いてあることを超えて、活発な中身だったので、ちょっと

メモし切れなくて、評価表の中身とうまく対応関係が見えなかったので、補足いただくか、

説明の文書を後でいただけるとうれしいと思います。 

 それから、少し評価から離れてしまうかもしれませんけれども、施策11の学習機会の提

供・学習活動の支援のところで、先ほどの重点施策のところで教育委員会以外との連携、

協働というところについての質問をさせていただいたのですが、近年、自治体の持ってい

る資源だけではなくて、地域の教育機関や、あるいは民間等も含めた多様な学習機会の提

供、場がある中で、そういったところとどう連携、協働していくかということも大きな課

題やテーマになっていると思うのですが、市内のそうした教育機関等との連携、協働につ

いて既にやられている、あるいは今後やる可能性があるということのお考えがあればお聞

かせいただければと思います。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございました。では、順次お答えをお願いしたいと思うのですけ

れども、まず、44ページ、道徳の関係からページごとに追っていきたいと思うのですが、

秋國指導室統括指導主事、お願いします。 

○秋國指導室統括指導主事  先生御指摘のとおり、特別の教科「道徳」ということで、

道徳科の年間指導計画という御指摘、訂正として適正に表記していく考えでございます。

また今年度、小学校の特別の教科「道徳」の教科書採択、今、調査委員と適宜進めながら、

考え、議論する、子どもが主体的に取り組む道徳の授業を進めるのと同時に、教科書採択

についても丁寧に進めているところです。御指摘いただき、ありがとうございました。 

○司会者  ありがとうございます。続いて、情報モラル、４のところ、家庭のＳＮＳル

ールのチェックというところでお願いできますでしょうか。では、秋國指導室統括指導主
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事、お願いします。 

○秋國指導室統括指導主事  ＩＣＴ機器の活用については、次期学習指導要領の中でも

子どもの情報活用能力の推進や、学習のねらいを達成するための手段として効果的な内容

であるということは提示があります。調布市教育委員会としましても、近隣地区の状況を

加味しながら、タブレット端末及びプロジェクター等の導入を年次計画で今年度より導入

する計画でございます。 

 あと、ＳＮＳの東京ルールにつきましては、調布市と学校とでＳＮＳの提言を示し、各

家庭でＳＮＳの家庭ルールを作ってくださいということを全部の学校から保護者に発信し

ました。その状況を昨年度の秋口に確認して、その割合を示した情報を全部の学校に還元

しながら、定着はなかなか難しい状況をこちらは把握していました。その情報を基に各学

校で課題視する部分を明確にしながら、やはりＳＮＳ、携帯電話、スマートフォン等の取

り扱いは各家庭の責任ですというところを、協力を得られるような啓発資料を作り、保護

者会でそのことを推進することを昨年度、情報教育推進委員会を年５回設けて、学校の先

生方と協力してやってきた経緯はございます。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。続きまして、48ページ、事業６及びその次の７です。

６のほう、下のところですけれども、デジタル教育の活用についてと、ＡＥＴの活用、今

後の教員への訪問指導の内容及び７番のデジタル教材の活用等について、よろしいでしょ

うか。秋國指導室統括指導主事、お願いします。 

○秋國指導室統括指導主事  外国語活動でのＡＬＴ（外国語指導助手）を活用した授業

内容では、子どもたちに視覚的に理解する授業内容が効果的であるというところでは、東

京都が御提示のあるＤＶＤ教材等を活用して、毎時間子どもたちにその取組を推進してい

るところです。 

 また、ＡＬＴの情報交換の課題について御指摘がありましたけれども、直接の時間の交

流というのはやはり授業の時間にとられるので、そこの課題については継続審議というと

ころで市教委としても状況を把握しています。ただ、東京都から今年認められている英語

教育推進リーダー、この方、今、海外研修中ですけれども、２学期以降は小学校20校、全

部の学校に外国語活動推進委員となっている中心者に、先生がＴ１（ＡＬＴはＴ２）にな

れる外国語活動の授業の指導、アドバイスに入っていく計画を考えているところでござい

ます。 
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 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。続きまして、倉持先生からございました８番のとこ

ろ、評価、今後の事業展開の見直しというところなのですけれども、なぜ見直しだったか

というところについてお願いいたします。 

○秋國指導室統括指導主事  課題のところで、東京都からベーシックドリルの啓発と活

用というところで、調布市としてはそこに重きを置いて取り組む意向がございます。ただ、

これまで市独自の調布市ステップアップワークの教材開発推進というところでありました

が、それを廃止し、授業の精選を図っていく必要があったというところでＢ評価というと

ころが１点と、今、少人数指導講師の経年での配置が難しい各学校の状況があるので、単

年で終わってしまう指導講師配置の部分で、講師の資質、能力の向上の部分で課題が残る

というところでＢ評価をさせていただきました。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。それでは、続いて、10番、52ページ、学校図書館の

活用の推進ですけれども、学校図書館のルール、年間指導計画は何かというところでお答

えございますか。 

○秋國指導室統括指導主事  学校での図書館の利用が各教科、例えば社会科の調べ学習

で学校図書館との連携というところでは、年間指導計画がありませんでしたので、その都

度、担任から学校司書、学校図書館専門嘱託員に相談というところが多くありました。そ

れを１年から６年生まで、年間で学習指導の内容を提示することで学校図書館との連携を

図る年間指導計画を作成したのが今回の主な内容でございます。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。続いて、事業11、54ページのところですけれども、

最初の事業の目的のところ、同じくどういった年間指導計画かというところの御説明をお

願いいたします。 

○秋國指導室統括指導主事  これは各学校での体育科における年間指導計画の充実を図

っています。領域によって偏りがないように、バランスよく計画を立て、しっかり運動量

を確保した、子どもたちに明確な目当てを持たせる年間計画を作成することをねらいとし

て設けています。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。もし私が質問を飛ばしていたら御指摘いただければ
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と思います。続いて、12番ですけれども、オリンピック教育の推進ですが、評価がなぜＢ

かというところの御説明をお願いいたします。 

○秋國指導室統括指導主事  各学校は年間35時間の全体計画を作成して、東京都の授業

と合わせながら推進はしているのですけれども、例えば東京都授業でいう世界ともだちプ

ロジェクトを関係する５つの国、地域と、調べ学習こそするのですが、直接交流でやはり

対応あぐんでいる実態があります。また、直接体験でアスリートとの直接交流もあるので

すけれども、交流先、依頼先というところで、なかなか直接の体験場面を作れていない学

校の実態も聞こえてくるところですので、Ｂ評価という内容でございます。 

○司会者  ありがとうございます。続きまして、59ページ、事業15でございます。こち

ら２点かと思いますが、まず交通事故、課題の②ですけれども、こちらの具体的な数値が

あればというところが１点と、もう１つは、学校での具体の取組はどういったことかとい

うところでございますが、お答えをいただけますでしょうか。 

○秋國指導室統括指導主事  交通事故の事案報告については、毎月定例の教育委員会の

中で重篤な事案については報告させていただいております。その取りまとめの数を評価シ

ートの中に具体的に明記して、数字をお知らせしたいと考えています。 

 あと、交通安全の確保の取組ですけれども、事案が発生した際、毎月の校長会及び生活

指導主任会において、その事案の具体を説明しながら学校に取り組んでいただく。また、

自主的な取組としては、自転車安全教室という形で低学年の子どもを中心に子どもたちへ

の自転車の安全な乗り方を指導している実態がございます。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。続いて、60ページ、事業16、防災教育の日の推進に

ついて、こちらの事業展開見直しというところですけれども、こちらの理由をお願いいた

します。木村教育総務課長補佐、お願いします。 

○木村教育総務課長補佐  防災教育の日がＢ評価で、見直しとしている理由につきまし

て、主に防災教育の日の取組は、午前中の学校での授業を中心とした取組と、午後の避難

所運営を中心として地域、学校、市職員などによる取組の２つに大きく分かれるのですけ

れども、午前中の防災教育の部分については28年度までの５年間の取組の中で一定の効果

が出てきているものと思っております。 

 一方で、午後の避難所運営に係る部分の実効性の向上につきましては、まだ課題が多く

あります。地域の方、市職員、学校教職員などが一堂に会するというセッティングはでき
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ておりますが、これまでの取組などを見直しながら、新たなアプローチを行い、より実効

性を上げていく必要があると考えて、このような評価にしております。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございました。それでは、続いて19になりますでしょうか。64ペ

ージ、指導力向上への取組ですけれども、こちらの今後の方向性、改善推進委員会の具体

のテーマについてお願いいたします。 

○秋國指導室統括指導主事  今年度、指導室が一番力を入れている新学習指導要領に対

応した授業改善推進委員会の目的は、各学校における校内研究の充実を図る、仮称ですけ

れども、授業力向上推進リーダー、各学校の中で授業改善を中心的に図るメンバーを委員

とし、次期学習指導要領の趣旨を踏まえた主体的、対話的で深い学びの指導の在り方を推

進することをこの委員会のメンバーが各学校の中で取り組んでいくこととしています。こ

ちらが今目的としている指導案のひな形を提示し、その視点に沿った指導案をこの委員会

のメンバーが作成して、自分の学校で授業を見せたり、その指導案を教員に周知したりと

いう活動があります。また、実際に小学校で３回、中学校で１回の授業研究を実施し、そ

こに委員会のメンバーが参加して自分の学校に還元するという形で、授業改善を中心に取

り組む委員会として今年度、授業研究が４回と、委員会としては３回の形で進めています。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございました。続きまして、21、68ページのところですけれども、

特色ある教育活動の推進のところで、４番の今後の方向性の最初のところですが、今後の

特色というか、具体的なものがあれば教えてほしいということでございます。いかがでし

ょうか。 

○秋國指導室統括指導主事  ここにも書きましたが、学校支援地域本部事業で放課後学

習教室や学習支援に対する国や都の経費が出る形になっています。そういった形で、学校

としては学習指導の充実を特色として上げてもらう推進を指導室としては進めていきたい

考えでございます。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。続きまして、25、74ページの事業の範囲が広いとい

うことで、いじめ、虐待、不登校、評価としてはＡですけれども、こちらの中身が広くて

とらえ方が難しいのではないかというところなのですが、こちらについてございますか。

神谷指導室長。 
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○神谷指導室長  恐らく昨年も若林先生からここは御指摘をいただいたのではないかと

思っています。もともとある教育プランの中での１つの項目ということで、このテーマで

ずっと来させているところです。確かに広いテーマでありますけれども、なるべく焦点を

絞り込んで、その年々のテーマで点検・評価を行っていきたいと考えております。御理解

いただければと思います。 

○司会者  ありがとうございます。次は29でよろしいでしょうか。80ページでございま

す。こちらにつきましては、地域人材の活用というところでございますけれども、こちら

のところ、あと多様な学習機会ですか。お願いいたします。 

○秋國指導室統括指導主事  地域人材の確保については、やはり学校支援地域本部事業

のコーディネーターもなかなかボランティアが集まらないというところでは御指摘がある

ところです。今年新たな取組としては、東京外国語大学の学生さんに地域連携というとこ

ろで、今、指導室からはできることをお願いしたいというところではアプローチをしてい

るところがございます。大学連携を中心に学生ボランティアの推進を図っていく考えがご

ざいます。 

○神谷指導室長  先ほどの御質問、たしか地域人材の固定化をどう打破するかという御

質問だったかと思いますけれども、今出た大学連携に加えて、体育協会との連携を通じな

がら、地域の人材を探し出す手だてを各関係機関とも連携しながら、見つけ出すと言うと

言い方はあまりよくないのですが、そのような取組を進めているところです。 

○司会者  ありがとうございます。続きまして、30、学校経営への支援ですけれども、

こちら、３番の②課題のところ、副校長への人的支援策への具体的なものというのはどの

ようなことかというところ、よろしくお願いします。 

○秋國指導室統括指導主事  各学校に経営支援部という形で副校長の補佐的なセクショ

ンを設けました。その内容で公務の精選及び改善を図り、副校長に業務が肩よりがちなも

のを明確に役割分担するという意味合いでこの経営支援部を設けています。また、都の非

常勤教員を経営支援員という形で、現在６つの学校には配置できておりますが、ここに書

いてあるように、その推進を今後全校に広めていきたい考えはございます。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。その次ですが、32、83ページですけれども、学校関

係者評価委員等への次期指導要領の説明、情報公開と言うべきか、というところですが、

そういったところ、御説明よろしいでしょうか。 
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○秋國指導室統括指導主事  これも６月の下旬に学校評議員・学校関係者評価委員全体

会を実施しました。次期学習指導要領の内容、趣旨といってもなかなか難しいので、子ど

もの主体性をどう育てるかということで、今、学校は授業改善に努めていますという話で、

学校を見る際には、先生方が子どもの主体性をどう引き出そうとしているかというところ

に重きを置いて応援していただきたいですし、評価をいただきたいということを伝えなが

ら、実際に学校評議員、学校関係者評価委員の方々にもどうやったら子どもたちの主体性

を引き出すことができるか、自分たちで地域力としてどういうことができるかというのを

そのときに御協議をいただいて、参加している方が主体的に学校にかかわれる、そういう

話し合いをしながら御趣旨理解というところを努めてまいりました。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。続きまして、85ページ、34、家庭教育への支援のと

ころ、課題のところでございますけれども、「コラボ」等のところですが、子育て家庭へ

の情報提供の具体的なもの、今後のものがあればというところですが、いかがでしょうか。

小林社会教育課長補佐、お願いします。 

○小林社会教育課長補佐兼社会教育係長  社会教育情報紙「コラボ」は、２万5,500部

発行して、市内の幼稚園、保育園、小・中学生全児童・生徒に配布しております。「コラ

ボ」の中で専門家の方にコラムをお願いしているのですけれども、その内容を毎回どうす

るのか、どういう情報を本当に求めているかということを課題という形で今回上げさせて

いただきました。実際「コラボ」の中では、保護者の方にこういう情報をコラムとして掲

載してほしければ連絡くださいという案内は、一応掲載はしているのですが、過去におい

てこういうコラムを書いてほしいという問い合わせがあったことは１件もありません。 

 また、「コラボ」を発行している専門嘱託員の方が、10年近く同じ方が作成しているこ

とから、どうしてもコラムの内容が同じような内容に偏っているという課題もございます。

そこで、ここ最近のコラムの内容につきましては、お子さんがいる職員にどういう情報が

欲しいかということを聞いたり、あとはＰＴＡの方にも直接声を聞いて、本当に必要な情

報を聞くような形をとっております。あとは、子育てに特化した専門誌等も多く発行して

おりますので、そういう内容も読んだ上で、いろいろなところから情報を集めて、子ども、

家庭が必要とする情報について内容を精査した上でコラムをお願いしているという形をと

っております。また、ここ近年は市役所内でも子育てに関するイベントや、担当部署が多

数ありますので、そういう担当部署から情報提供をいただくことによって、「コラボ」に
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載せる内容の充実に努めているのが現状でございます。 

 以上であります。 

○司会者  ありがとうございました。続いて、35、36へ参りますが、１点目のシニアリ

ーダーの受講者数の減少に対する対策、２点目、36の意見発表会の観覧者数減少傾向への

対策というところで続けてお願いできますでしょうか。小林社会教育課長補佐、お願いし

ます。 

○小林社会教育課長補佐兼社会教育係長  シニアリーダーというのは高校生を対象とし

た事業なのですけれども、やはりこれが減少傾向にあるということで、対策としては当然

これまでも市報やホームページ、またツイッターの発行のほか、市内私立の高校も含めま

して、全生徒に案内チラシを配布するなどしておりますが、実際それを見て新たに高校生

から受講される方は年間で１人ないし２人というのが現状でございます。 

 実際リーダー養成講習会を受講する方がどういう流れで受講されるかといいますと、や

はり小学生のうちに各地域で行うジュニアサブリーダー講習会を受講して、中学生のジュ

ニア講習、高校生のシニアリーダー講習という流れで行くことが多くございますので、今、

各地域との連携として、各地域が行っている活動をいかに中学のジュニアリーダーに上げ

るかというのが課題でありますので、そこにつきましては昨年度から各地域との情報交換、

意見交換の場を年３回設けまして、情報共有、連携を図ることによって、昨年度は中学生

対象のジュニアリーダー講習会に大幅に受講したという傾向がございますので、今後も地

域の方との連携を密にしながら、いかに高校までつなげていくかということに注力してい

きたいと考えております。 

 児童・生徒の意見発表会の機会の提供なのですけれども、これは小学生を対象とした意

見発表の場なのですが、これについても当然市報やホームページ、ツイッター、または調

布市の地域情報紙等でも観覧の案内等をしておりますが、減少傾向にございます。これに

つきましては特に大人の方だけに観覧してほしいという希望はございませんので、今後に

つきましては同級生の方とかクラスメイトの方にもぜひお友達の意見等を聞いてほしいと

思っていますので、学校単位での案内について注力していって、小学生の観覧者数を増や

していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○司会者  ありがとうございます。では、続いて92ページ、事業39の今後の方向性です

けれども、キャラクターの「じろ」の今後の活用、具体的なものがあればというところで
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お願いできますでしょうか。 

○福島図書館主幹兼副館長  「じろ」というのは市の鳥メジロをモチーフにしてこうい

うゆるキャラなのですけれども、職員がデザインして、いろいろなところで、広報で使っ

ています。図書館の課題としては、未利用者の方、図書館に来ていない方にいかに足を運

んでいただくかということを考えております。ラインスタンプなども発売しているのです

が、実際には、例えば今、神代高校の生徒さんが図書館のポスターを学校の授業でかいて

くださったのを掲示しているのですが、それを見に来てくださいということで、神代高校

の生徒さん向けに、全生徒さんにチラシを配ったところにも「じろ」のキャラクターを入

れて、利用申請書もくっつけたものを全校で配布してもらったという形で、外向けにＰＲ

していくときに使っていって、図書館に親しみを持っていただきたいということで活用し

ていっております。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。続きまして、41、94ページかと思います。課題３つ

目の公民館利用団体の高齢化というところですけれども、こちらへの対策、対応等があれ

ば御説明をお願いいたします。金子東部公民館長、お願いします。 

○金子東部公民館長  公民館で講座を開くときに、なるべく新しいサークル化ができる

ようなものを選んで年に何回かやるということと、既存の団体につきましては、たより等

で可能な限り会員募集をかけるというところが現状でございます。 

 以上です。 

○小池図書館長  図書館のほうで読書会の御指摘をいただきました。今、図書館ではや

はり本を読む人を増やしたいという１つの活動として、数人で同じ本を読むとか、同じテ

ーマについて語り合うような読書会を推進しておりまして、ここ10年ぐらいの間に年に１

つぐらいのグループができるという状況にあります。その指導といいましょうか、アドバ

イスをいただくということで、指導員ということでお願いしている方がいらっしゃる訳で

すけれども、やはり読書会体験をすると自分たちもやってみたいという方たちが増えてき

ていまして、指導員の方の時間の関係もありまして、どうしても増えていく部分にすべて

は対応できないというのをここの記述にさせていただきました。 

 ただ、工夫としましては、すべての会には出席できないけれども、年に３回とか４回伺

いますという形の中での独立をしていく。指導者がいなければできないという読書会では

なく、自立した、自分たちの中での運営ができる読書会を図書館としては一方目指してお
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りますので、数は増やし続けていきたいなと。 

 一方、次第に会員が減少する中で、先ほど公民館にもありましたけれども、会員の方は

次第に高齢化していく中で少なくなっていくというところの中で、終了していく読書会も

ありますので、そういうところの中で新しい活動を増やしつつ、終了するところを見なが

ら、というところで現状としては見ているところであります。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。秋國指導室統括指導主事、お願いします。 

○秋國指導室統括指導主事  防災教育の御質問で、若林先生からどんな教材を使ってい

ますかという補足ですけれども、東京都教育委員会が発行している防災ノートや、地震と

安全、ここは定番で学校ではよく活用させていただいております。 

 以上です。 

○福澤郷土博物館副館長兼郷土博物館管理係長  施策12、歴史・文化遺産の保全と活用

の推進ということで少し分かりにくいところがあったということで、補足させていただき

ます。 

 ちょっと順番が前後しますが、実篤記念館からさせていただきます。施策の振り返りの

外部での展示を積極的に行ったということで、木島平村や文化会館たづくり、あと公民館

で３館、出張展をやっております。その中で姉妹都市交流展なのですが、初めて木島平村

まで行って実施いたしましたが、展示だけではなく、たくさんの人が来ていただきたいと

いうところから、併せて講演会の実施やギャラリートークの実施を行いました。また、文

化振興課と共催で、この時期に合わせて木島平村のバスツアーを組んでいただいて、たく

さんの方に来ていただくようなことを実施いたしました。 

 あと、今後の方向性のところで、実篤記念館入館者の拡大のための継続的なＰＲ及び市

内小・中学校への働き掛けというところで、将来の入館者を増やすというところで、夏休

みの自由研究サポートというもので、お子さんと保護者の方が一緒に来ていただくような

事業を実施しています。例えば昔、実篤のマンホールがあったのですけれども、諸般の事

情がありまして、撤収になってしまい、その現物を実篤記念館に保管しております。その

マンホールを使って拓本を作ったり、しゅろの葉を使ってバッタを作ったり、あと実篤記

念館の絵でパズルを作ったりということをやっておりまして、お子さんと保護者の方にた

くさん来ていただきたいということで実施しております。 

 あと、小・中学校の働き掛けということで、新たに先生のための見学プロジェクトを実
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施しようということで考えております。多くの学校の教員の皆さんに実篤記念館の取組を

知っていただくということから、展覧会や行事の見学をすることができるプログラムを実

行しようということで、これはもうすぐなのですけれども、７月22日から８月27日まで実

施するということです。実篤記念館に対しては平成26年度から指定管理者制度を導入して

おりまして、一般財団法人調布市武者小路実篤記念館のほうで実施しております。 

 併せて、立川から郷土博物館のほうの説明をさせていただきます。 

○立川郷土博物館事業文化財係長  事業43のところで、載ってはいなかったけれども、

説明したというところで、ちょっと補足になるのですが、下布田遺跡の普及事業といたし

まして、こちらのシートのほうでは縄文の杜プロジェクトとしか書いていないのですが、

こちらに市民協働として草木染め講座を行っておりまして、こちらで企画運営、講師のほ

うまで市民の方と協働で進めております。 

 あと、全く載っていないことにつきましては、施策として当初予定していなかったこと

で、３月に報道解禁になりました深大寺の白鳳仏の国宝指定がございます。そういった関

係で28年度の振り返りとして多少載せましたことと、今年度、深大寺と協働で相談しなが

らやっている状況ですので、そういったことについて急きょ載せることといたしまして、

取組として説明させていただいた次第です。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございました。戻りまして、施策の11、学習機会の提供で民間機

関との連携というところの御質問について金子東部公民館長、お願いします。 

○金子東部公民館長  民間機関との連携ということでございますが、公民館各館におい

ては地域の団体の方との共催、それから市民の方の企画事業、時には公民館で活動してい

るサークルさんが講師になる等の連携、地域の商店の方などを講師に招いて講座を行うな

ど、庁内の組織以外にも数多くの連携事業を実施しているところでございます。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございました。小林社会教育課長補佐兼社会教育係長。 

○小林社会教育課長補佐兼社会教育係長  社会教育課におきましては、ＮＰＯや民間教

育機関との連携は特に行っておりませんけれども、子育てや青少年育成に関するセミナー

やイベントを行う際に、東京都のほうで専門家の方を無料で活用できるような支援策がご

ざいますので、そういうものを活用して、専門の方を呼んでセミナーやイベントを昨年度

実施いたしました。また、知的障害者の自立支援の中では、大学や、元教師、地域団体の
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方に御協力いただきまして体験活動の場を提供しておりますので、そういう部分ではさま

ざまな団体の方と連携した上で事業を進めております。 

 以上でございます。 

○司会者  ありがとうございました。木村教育総務課長補佐。 

○木村教育総務課長補佐  46ページの主要事業の５の評価がＢですけれども、見直しで

ある定義と、54ページ、主要事業の11は内容から見てＡでもよいのではないかという御指

摘。それから、68ページの主要事業21の評価がＢで、これが見直し手法であるということ

について御質問があったと思います。 

○司会者  こちら、評価のところですけれども、５番のところから、事業展開の見直し

というところの理由、説明、補足があればお願いいたします。では、秋國指導室指導主事、

お願いします。 

○秋國指導室統括指導主事  46ページのＢ評価、また見直しというところでは、昨年度

まで２年間、小学校宿泊行事検討委員会という形で中学年の宿泊行事の見直しを図ってき

たのですが、中学年に限らず高学年、また長期的な宿泊等の総合的な検討の見直しという

ところで、その検討を所管課も含めて見直しを図る意味でこの評価にさせていただいてい

ます。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。続いて、11、こちらがＢという理由が上げられれば

御説明をお願いいたします。 

○秋國指導室統括指導主事  具体的な取組を学校、教育委員会として取り組んでいるの

ですが、体力調査の総合評価がことごとく子どもの体力低位というところで、経年、課題

視しているところです。学校としては授業をメインに運動量の確保や体力向上というとこ

ろで東京駅伝とか、企画的に機運の醸成も図っているのですけれども、実際に子どもの体

力の向上というところでは課題が残る部分でＢという評価をさせていただいています。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。すみません、長くなって恐縮ですが、ほか、質問に

漏れていたところはございますか（「21」との声あり）。21について、よろしくお願いしま

す。 

○米内山指導室長補佐  特色ある教育活動の交付金ですけれども、これまで部活動につ

いてや、学習指導についても入っていましたが、28年度、昨年度からは学校支援地域本部
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の設置校につきましては、そちらのほうの補助対象経費ということで、部活動と学習支援

については認められましたので、そういった事業の仕組みを少し変えたところで見直しの

評価をさせていただいております。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。ほかはよろしいでしょうか。 

 それぞれ回答させていただいたかと思いますが、先生方から何かございますか。――よ

ろしいでしょうか。質疑応答が長くなってしまって恐縮なのですけれども、一通り施策の

振り返りは終了いたしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、次第の６に移ります。有識者の先生方からの講評になります。順次、全体を

通しての御講評をいただきたいと思います。倉持先生お願いいたします。 

○倉持  御説明等いただきまして、ありがとうございました。数年来かかわらせていた

だいていますけれども、丁寧な説明になっているかと思いますし、実態、実績を踏まえた

御説明で根拠を持って内容等を把握することができたと思います。また、きめ細やかな推

進が行われているかと思いますし、教育委員会内の連携等が着実に進んでいると実感しま

した。改めてですけれども、こうした評価が次の施策の展開、あるいは見直しにつながっ

ていくように、それぞれのところでまた取組を進めていっていただければと思います。あ

りがとうございました。 

○司会者  ありがとうございます。若林先生、お願いします。 

○若林  ありがとうございました。全般的に前年度までの指摘だとか反省などが確実に

反映されて、非常に施策、事業が展開されているように感じました。ありがとうございま

した。 

 それで、先ほどから評価がＢのところなのですが、それぞれ課題が出ているということ

ですけれども、次の課題が明らかになっていて、その点は大変すばらしいと思います。そ

の課題が解決の方向へ向けて頑張っていると感じられましたので、その点も評価したいと

思っています。 

 それから、全く違う視点の感想なのですけれども、全般的に調布市だけではないのかも

しれませんが、参加者だとか対象者だとか、どうも固定化のきらいがありますよね。今の

社会の状況なのかもしれませんけれども、その辺が多くの市民の皆さんが積極的に参加で

きるような取組が、または社会の状況なども含めてなのでしょうが、なるといいのにとい

う感想は、これとはまた違う視点なのですが、持っております。 
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 丁寧な説明、どうもありがとうございました。以上でございます。 

○司会者  若林先生、ありがとうございました。では、吉澤先生、お願いいたします。 

○吉澤  本当に御丁寧な御回答ありがとうございました。２点ございます。これだけの

中身を例示というか、検討して書き込むというのは相当な時間がかかって、これだけの事

業をたくさんやっているということなのです。そのときに、今、若林先生が触れられたの

ですけれども、参加者だとか、賛同するというか、観覧者が少ない、増えない、固定化、

なぜなのか。１つ、こういう非常に有り難い会に参加させていただくと、学校教育と社会

教育の方の発想というか、違うなと。もうそれは端的なのです。例えば今の「じろ」を見

たってメジロだと言われると、そうだなと。端的な表現ですから、それは結局何かに残る

のです。あるいは、学校教育と違って社会教育の人は物腰が柔らかいのです。これだけた

くさんのいろいろな事業をやられているときに、このことに気が付かないでいる。これは

社会教育の領域、こちらは学校教育の領域ですから、お互い何となく見て見ぬふりとは言

いませんけれども、領分が違いますから触れなくてもいいということになりかねないので

す。 

 とにかく大事なことは、調布の市民の皆様に一番、ファーストというか、これに応えて

いかなければいけない。それは子どもを媒体にすると言っては変ですけれども、とにかく

子どもの後ろに保護者がいて、その後ろに地域があるのだと。そのときに学校だ社会だと

いうのは、ここの組織のことであって、住民の皆さん、子どもにとっては関係ないことな

ので、そこの普通にやられて、とても気が付かないいいことにもう一度焦点を当てるとい

うのですか、とにかく見過ごしてしまった、あるいは流してしまったとは言いませんけれ

ども、そこに焦点を当てることが大切かなと。だから、次期学習指導要領が改正になって

出てきたら、また何か考えなくてはではなくて、やられているこれを切り口で、例えば主

体的、対話的、深い学びという視点で、どのように見直して磨いたら、どういう光が出て

くるかなという、そのことだけなのです。そうしないと仕事ばかり増えていって、また参

加者がどうの、そういうことばかりお話しになってしまう。ですから、もう既にやられて

いるのです。それの見直しとは言いません。見方を変える。このことが多分大事なことな

のだろうなと。そのために今、学校教育、社会教育と言わずに生涯学習という視点の発想

が出てきているのはそのせいだと思います。 

 ですから、見方を変えて、お互いの領分をとっぱらって、もう平場でやってみる。その

ときにいろいろなことを聞く、伺う。コミュニティ・スクールだとそういうことも大事に
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する。あるいは開放をする中で、いろいろな高齢者とか、年齢とか、そういうことを言わ

ずに、みんなちょっと聞いてみる。とりあえず聞くということが多分今風にいったらリス

ペクトアザース。感謝というのはそういう意味で、今までの領分で切らないで、聞く。と

りあえず聞いて、いろいろやる。だから、そうだと余り断定しない。だから、そのことが

こういう会ではとても大事なことなのだろうと思いました。長時間いろいろ参考になる情

報をありがとうございましたというか、耳が痛いこと、指導室に向かって相当中身があっ

たと思いますけれども、気にしないで調布のために情報発信したと思っていただければ有

り難いです。どうもありがとうございました。 

○司会者  ３人の先生、どうもありがとうございました。 

 それでは、７番の今後のスケジュールに参ります。 

 有識者の先生方におかれましては、本日の振り返り及び質疑応答等を考慮していただき

つつ、お忙しい中、大変恐縮なのですけれども、改めて報告書（案）等を精査いただきま

して、７月26日までに意見書をメール、または郵送にて事務局までお送りいただきますよ

う、よろしくお願い申しあげます。短期間で恐れ入りますが、お願いいたします。 

 また、事務局では先生方からいただいた本日の御意見、また意見書等を参考にいたしま

して、８月17日に予定しております調布市教育委員会臨時会に提出する予定でございます。

その後、庁議や市議会に報告書を提出しまして、９月４日から開催を予定しております平

成29年第３回調布市議会定例会における資料といたします。有識者の先生方におかれまし

ては、完成した報告書についてまた別途御送付したいと存じ上げますので、よろしくお願

いいたします。また、こちらについてはホームページ等で広く公表してまいりたいと思っ

ております。 

 今後のスケジュールについては以上になります。 

 それでは、長きにわたり説明等をしてまいりましたが、最後に８番の閉会あいさつとい

うことで、教育部長の柏原からごあいさつをお願いいたします。 

○柏原教育部長  教育部長の柏原でございます。本日は、３人の先生方、本当に長い時

間をかけて評価作業等を行っていただきまして、ありがとうございます。非常に個別具体

的に細かいところまで御意見等をいただきました。私ども事務方は、どうしても日ごろの

業務に忙殺されて、なかなか気が付かない点も多々ございまして、そういった点から私ど

もの日ごろの取組に新たな視点を入れていただける貴重な機会かなと思いながら拝聴して

おりました。 
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 あと全般的にちょっと思ったのは、こういった評価をする際には、シートを作る際に、

いかに簡潔な表現で過不足なく、かつ分かりやすく書くということが難しいかということ

を非常に感じまして、これは多分永遠の課題なのだとは思いますけれども、こういう評価

を行って、それが今日の会議だけではなくて議会にも報告する、さらには市民にも公表す

るということを考えたときに、やはりシートの書き方１つについても、私どもはそれを前

提になるべく理想に近付けていくという努力を重ねていくことが必要なのではないかと感

じた次第でございます。 

 あと、評価の在り方も課題なのだろうと思いました。なぜＡなのかＢなのかということ

も問われましたけれども、もちろんＣ、Ｄ、Ｅがないというのは、本来あっては困ること

でありますので、ＡとＢしかないというのは、しっかりやっていれば妥当なところだと思

うのですが、なぜそう評価したのかという説明責任といいますか、そういったものもやは

り私どもには求められているのだろうと思います。それを踏まえてシートを作っていく必

要があるのだろうということを感じた次第でございます。 

 こういった評価等をやる中で次にどう生かしていくかということになりますと、調布市

では市の基本計画も含めまして、平成31年度から新しい計画に移行することになっており

ます。教育プランも同じでございます。それに向けて今年度から改定の作業が始まってま

いります。重点プロジェクトと施策の違いがどうなのかということも御意見をいただいた

かと思いますけれども、やはり私どももそういった貴重な御意見も踏まえて、より分かり

やすい計画を作っていきたいと教育部内では話をしているところでございます。また今後

も先生方にいろいろと御助言等をいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。今日は本当にありがとうございました。 

○司会者  ありがとうございました。皆様、長時間にわたり御協力くださいまして、本

当にありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして平成28年度調布市教育委員会の権限に属する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価に係る有識者会議を閉会といたします。大変お疲れさまでし

た。どうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 

 


