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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 
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○司会者（廣田）  定刻になりましたので、これより「平成 27 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」を開始いた

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の廣田が進行させていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。着席させていただきます。 

 本日は記録作成のため、音声の録音並びに会議の様子を写真撮影させていただきたく思

いますので、御了承のほど、お願い申しあげます。 

 最初に資料の確認です。お手元の資料を御覧ください。資料１、本日の会議次第です。

資料２、本日の出席者一覧になります。資料３、こちらは席次表になります。そのほか、

冊子として事前にお配りしております点検及び評価報告書、右上に「平成 28 年７月 15 日

現在」と示してあるものになります。 

 以上になります。資料に不足はございませんでしょうか。 

 それでは、初めに教育長の大和田より御挨拶申しあげます。よろしくお願いします。 

○大和田教育長  改めて皆さん、こんばんは。教育長の大和田でございます。有識者の

先生方につきましては、御多忙の中、この会議に御臨席いただきまして、まことにありが

とうございます。 

 点検・評価につきましては、いわゆる地教行法第 26 条に従って実施するものでございま

して、市議会に報告し、また市民に公表して、効果的な教育行政の推進に資するとともに、

住民への説明責任を果たしていくことを目的としております。毎年のことでございますけ

れども、今年もよろしくお願いいたします。 

 有識者の先生方につきましては、各報告について忌憚のない御意見をいただいて、調布

市の教育委員会全体の事業の改善につなげていきたいと存じておりますので、よろしくお

願い申しあげます。 

○司会者  ありがとうございました。 

 続きまして、次第の２、有識者の皆様を御紹介いたします。 

 座席奥側から、帝京大学教育学部初等教育学科教授の若林彰先生でございます。若林先

生におかれましては、東京都公立学校教諭、国分寺市教育委員会指導主事、東京都教育庁

におきまして主任指導主事、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御活躍されております。 
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 若林先生には、平成 24 年度点検・評価から有識者会議の有識者として的確なアドバイス

をいただきまして、大変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、そして食育ということでございます。若林先生、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○若林  こんばんは。４年目になりました。調布市の皆様の点検・評価報告書を、また

読ませていただきましたけれども、御努力を感じております。どうぞ、またよろしくお願

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、座席手前側になります、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

イスをいただきまして、大変お世話になっております。 

 倉持先生の専門分野につきましては、生涯教育、社会教育学、成人教育などでございま

す。近年は、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

められ、社会教育や生涯学習分野の第一人者として御活躍されていらっしゃいます。平成

24 年度には、調布市の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  皆さん、こんばんは。昨年度の皆さんの取組について伺うのを楽しみにまいり

ました。今日もどうぞ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。 

 そのほか、東京純心大学特任教授の吉澤良保先生にもお願いしておりますが、本日は御

都合により欠席となっております。 

 続きまして、次第の３、平成 27 年度点検・評価に係る前年度からの改善点と、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。 

 最初に、平成 27 年度点検・評価に係る前年度からの改善点についてになります。お手持

ちの報告書（案）３ページ(2)を御覧ください。 

 点検・評価の対象事業は、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

の点検及び評価実施要綱第３において、「教育基本法第 17 条第２項の規定に基づき調布市

教育委員会が作成した教育振興基本計画（以下「教育プラン」という。）に掲げる施策及び

主要事業とする」としております。 
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 本日の平成 27 年度施策・主要事業の点検・評価につきましては、平成 27 年３月に改定

した教育プランの新たな施策・事業体系に基づいて振返りを行いまして、その評価結果に

ついて市議会に報告し、市民にも公開した上で、平成 28 年度以降の教育プランの着実な推

進に向けた各施策・主要事業の進行管理に反映させるものです。 

 また、改定後の教育プランに新たに設定しました７つの重点プロジェクトについても、

組織横断的、重点的な取組であることから、個別の施策・主要事業とは別に振返りを行い

まして、進行管理いたします。平成 27 年度の点検・評価における対象事業は、改定後の教

育プランに掲げる 12 施策、44 事業及び７つの重点プロジェクトとなります。 

 点検・評価の実施方針につきましては、報告書（案）の７ページを御参照ください。点

検・評価シートについても、平成 26 年度から見直しを行いました。 

 また、報告書（案）８ページにあるとおり、平成 27 年度は点検・評価の自己評価につい

て、さらに変更を加えまして、昨年度の４段階から、ＡＢＣＤＥの５段階としまして、事

業の目的や評価に即した成果や効果がより分かるよう変更いたしました。 

 続きまして、本日の有識者会議の進行方法について御説明いたします。本日は、７つの

重点プロジェクト及び施策・事業のうち、12 施策について、各担当課からそのポイントに

ついて御説明いたします。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分間となりますので、教育部の皆様におかれましては簡潔な説明をお願い申しあげます。

持ち時間経過後は事務局にてベルを鳴らしますので、円滑な進行に御協力くださいますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 また、幾つかの施策、重点プロジェクトごとに質疑応答の時間を設けてありますので、

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、御意見、御質問をお

願いしたいと思います。重点プロジェクト、施策の順に説明と質疑応答を行いまして、全

て終了いたしましたら、有識者の先生方に全体を通しての御講評をいただきたく存じます。 

 続いて、次第の４、重点プロジェクトの振返りを行います。 

 報告書（案）の 19 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、最初に教育総務課の野澤課

長より御説明をお願いいたします。 

○野澤教育総務課長  平成 27 年度の主要な取組でございます。下段になりますが、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、平成 27 年５月に市長と教育委員

会で構成する調布市総合教育会議が設置されました。平成 27 年度は４回の会議における協
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議を経て、市長が調布市教育大綱を策定しました。 

 19 ページ下段から 20 ページ上段にかかりますが、教育大綱では、調布市子ども条例の

基本理念を踏まえ、調布の未来を担う子どもたちの健やかな成長を支えるため、３つの基

本方針と５つの連携テーマが示されています。また、法の一部改正に伴い、教育委員会の

代表である教育委員長と、教育委員会事務局を統括する教育長を一本化した新教育長を設

置することとし、調布市では、平成 27 年 10 月に市長が大和田新教育長を任命しました。 

 また、開かれた教育行政を目指し、市立小・中学校 14 校で教育委員による学校訪問を行

い、学校長等と意見交換を行いました。市町村教育委員研究協議会では、他自治体の教育

委員と意見交換を行っています。 

 今後の方向性であります。引き続き、学校や関係団体と意見交換等を行い、教員の負担

感を軽減し、子どもに向き合う時間を増やせるよう、校務改善や学校経営支援に取り組み

ます。また、教育長及び教育委員が広く意見交換できる場の設定に向けて、取り組みます。

さらに、総合教育会議等により、市長部局との連携を強め、教育大綱の連携テーマの迅速

かつ的確な対応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。 

 重点プロジェクト１「教育委員会の改革・改善」について、有識者の先生方から御質問、

御意見等はございますでしょうか。若林先生、お願いいたします。 

○若林  とても分かりやすくていい、テーマ１から５、このテーマという言葉なのです

けれども、どういう位置づけか、分かるような分からないような感じだったのですが、何

となくテーマなのかなと思いました。この辺のテーマという位置づけといいますか、基本

方針は分かるのですが、連携テーマ、テーマというのはどのような縛りがあるかというと

ころを教えていただけますでしょうか。 

○野澤教育総務課長  ４回の総合教育会議で議論をしていただきまして、設定をしたテ

ーマであります。目新しいテーマにはなっていないのですけれども、やはり教育課題と市

長部局で大きな方向性の５本ということで設定をしております。特にテーマ５につきまし

ては、2020 年、オリンピック・パラリンピック教育の推進ということで、今後の調布市を

担うテーマを選んだという認識をいただいております。いずれにしましても、子ども、学

校、安全というような観点から５本のテーマを選んだと認識しております。 

○若林  ありがとうございます。このテーマに沿って何か事業が展開されるというよう
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な視点はあるのでしょうか。 

○野澤教育総務課長  あります。まさにテーマ５などは、これから学校として、どのよ

うにオリンピック・パラリンピック、それから前年の 2019 年、ラグビーワールドカップも

ここには含まれておりますので、そういった取組、機運の醸成など、具体的な対策はこれ

に基づいて進めていくという形になります。 

○若林  ありがとうございました。 

○司会者  倉持先生、お願いします。 

○倉持  開かれた教育行政について伺います。小・中学校の訪問や、他市の教育委員会

との意見交換ということで御報告いただきましたけれども、市民への開かれたという意味

でいいますと、それ以外の教育委員会や学校以外の市民、あるいは家庭教育関係者等との

意見交換などは行われたか、あるいは今後、行うという可能性はあるかについて伺いたい

と思います。 

○野澤教育総務課長  ＰＴＡですとか、調布ですと障害児・者親の会などとの意見交換

というのは適時に行っているところでありますので、直接的・間接的なものを含めて、広

く意見をいただいて、それをお返しする場というのは、それぞれに設けてはおります。 

○倉持  ありがとうございました。 

○司会者  ほかに、よろしいでしょうか。 

 では、続きまして報告書（案）21 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、指導室の神谷室長より御説明をお願いいたします。 

○神谷指導室長  それでは、21 ページ、２「特別支援教育の充実」について、私から説

明させていただきます。 

 まずプロジェクト概要としては、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、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

指導の充実など、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。 

 具体的な取組といたしましては、22 ページを御覧いただきまして、その上段に記載のと

おり、調和小学校によるモデルスクールの取組を通して、年間 10 回の検討委員会を開催す

るとともに、対象児童に対する合理的配慮の検証を行ってまいりました。また、小学校全

校で特別支援教室を設置して、教材や備品を整備するなど、特別支援教育の推進に充実を

図ることができております。さらに、調布市特別支援教育全体計画改定版を策定し、平成
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30 年度までの特別支援教育の在り方を示すことができました。これらの取組を推進してい

くに当たって、幼保小の連携の充実や、各関係機関との連絡、調整を図ることもできてお

ります。 

 今後は、この取組の一層の推進を図るとともに、個別指導計画等の活用による各学校に

おける特別支援教育の組織的な取組の充実を推進してまいります。 

 以上でございます。 

○司会者  ありがとうございました。 

 では、重点プロジェクト２「特別支援教育の充実」について、有識者の先生方から御意

見、御質問はございますでしょうか。 

○若林  調和小における合理的配慮協力員、これは調和小のみでいらっしゃいますか。 

○秋國指導室統括指導主事  合理的配慮協力員は調和小をモデル校として配置していま

すが、市内 20 校の小学校に４人の合理的配慮協力員が５校ずつ担当して、学校に指導、助

言に入っています。 

○若林  よろしいですね。なかなかいいと思います。ありがとうございました。 

○司会者  そのほか、御質問よろしいでしょうか。 

 では、続きまして報告書（案）23 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」、続いて報告書（案）29 ページ、重点プロジェクト４「学校危機管理の取

組」、以上２つのプロジェクトについて続けて説明をお願いいたします。まず重点プロジェ

クト３から、指導室の神谷室長より説明をお願いいたします。 

○神谷指導室長  続きまして、私から３「いじめ・不登校・子どもの貧困対策」につい

て、説明をいたします。 

 23 ページ、上段、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、全ての児童・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

を挙げさせていただいております。 

 24 ページには、平成 27 年度の取組の概要を示させていただきました。支える取組、つ

なげる取組、生きる力・自立心を育む取組の３つの観点から課題解決を図ってまいりまし

た。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、

それから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、そして
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特別支援教室の開設に伴う巡回指導を実施し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、子ども発達センター、

調布市社会福祉協議会、教育相談所などとの連携や情報の共有化を図ることもできており

ます。 

 今後は、生きる力・自立心を育むために、オリンピック・パラリンピック教育の推進を

通した取組の充実や、つなげる、支える取組として、学校いじめ防止対策基本方針を踏ま

えた各学校での対応や、指導室所管の教育支援コーディネーター室と学校との連携を深め

る取組の推進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す。 

 続きまして、29 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

の髙橋課長より説明をお願いいたします。 

○髙橋学務課長  重点プロジェクト４について、御説明します。学校危機管理の取組に

つきましては、防災・防犯・疫病のほか、アレルギー対応など、学校管理下、管理外の事

故など、多岐にわたったリスクマネジメントが必要であり、これまでの事故や事件を教訓

に、関係機関と連携し、取り組んでいる大きな課題となっております。 

 30 ページをお願いいたします。平成 27 年度の取組実績の欄、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、報告をし、情報共有と再発防止

に努めました。 

 29 ページに戻っていただいて、下段、左側の学校における児童・生徒の災害傷病発生件

数のグラフ、それから右側の教育委員会定例会へ報告をした重要事案の件数のグラフ、双

方とも、平成 27 年度は 26 年度に比べて件数が減少したところとなっております。 

 また、全国的に事故が頻発している組体操につきましては、児童・生徒の安全確保を最

優先し、実施する際の配慮事項を定め、学校が教員の指導力や児童・生徒の発達段階を踏

まえて実施を判断するものと決定をしました。 

 その他、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たと

ころでございます。 

 今後の方向性としましては、学校危機管理の取組は学校危機管理マニュアルなどを基本
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として、適切な対応が図られるよう、常に体制整備を行うとともに、個別のリスクマネジ

メントについては関係機関と連携しながら、マニュアル等に沿った対応の確認と改善を適

宜図ってまいります。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございました。 

 重点プロジェクト３「いじめ・不登校・子どもの貧困対策」、及び４「学校危機管理の取

組」の２点について、有識者の先生方から御意見、御質問等はございますでしょうか。若

林先生、お願いします。 

○若林  まず重点プロジェクト３のほうです。感想として、去年も言ったかもしれない

のですが、私は、実は生徒指導を専門でやっている立場もあるので、生徒指導の観点から

言うと、これはすごく間口が広いなと思っています。それで、いじめと不登校と子どもの

貧困、これは全部大事なことなのですけれども、これを一くくりにして、重点プロジェク

トと言うからには、何かその中の重点化を図って、いじめ、不登校について重点的にやっ

ていくのかなという感覚的なものはあるのですが、それが全部広がっている。 

 それから、例えば取組概要を見させてもらっても、いろいろと取り組まれているのです

けれども、生徒指導でかかわるような直接的な取組というところが少し少ないかなという

ようなことで、周りの重要な部分もあるのですが、生徒指導ですと、いじめだとか不登校

も、やはり直接的な取組みたいなこともかなり重要になってくるので、その辺りについて、

少しまた触れられるのもどうかなと思っております。 

 それから重点プロジェクト４のほうの危機管理につきましては、とても減ってきている

のは、確かにこのリスクマネジメントの成果だと思っているところで、評価したいと思っ

ております。ただ、ちょっと出ましたが、実際にまだこれだけの事故等もあるので、いわ

ゆるクライシスマネジメントといいますか、起きてからのマネジメントについても、きっ

とされていると思うので、もうちょっと、このようなクライシスマネジメントについても

研修会を行っているなどというのに触れられるとよろしいのではないかと思いました。 

 以上です。 

○神谷指導室長  ３の「いじめ・不登校・子どもの貧困対策」につきまして、御指摘の

とおり、非常に間口の広い対応になってございます。今、特に指摘をされたいじめ、不登

校等、直接子どもにかかわる部分につきましては、学校、それから教員がダイレクトに子

どもとかかわってくるところの視点について、ここを今後、重点化を図っていきたいと思
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っています。 

 教育委員会等の関係各機関のかかわりについて述べさせていただきましたものですから、

このような分量になってございますが、今後は、子どもたちの自己指導能力を育成すると

いう視点において、生活指導の充実を図るような、各学校の取組を強く推進してまいりた

いと思っています。 

 以上です。 

○若林  ありがとうございました。 

○司会者  では倉持先生、お願いします。 

○倉持  同じく重点プロジェクト３のほうですけれども、調布市の特徴的な取組として、

地域による学習支援というところ、支える取組、つなげる取組のところでの地域との連携、

それからさまざまな団体や組織との連携というところで、かなり積極的に取り組まれてい

るということが大変印象的でしたし、意欲的だなと感じました。 

 伺いたいのは、例えば地域人材、学校ボランティア等を活用した教育支援というのがあ

るのですけれども、そういった人材は、どのように育成や、あるいはネットワーク化とい

うことについて働き掛けたり、取り組んだりしているのかということについて伺えたらと

思います。 

 それから、つなげる取組の白丸（○）の２つ目の「子どもの学習と居場所づくり等の活

動を支援するＮＰＯとの連携」というところで、黒ポツ（・）の３つ目の「民間のボラン

ティア団体で」というところの文章の趣旨がよく分からなかったので、御説明いただけれ

ばと思います。 

 続けて、重点プロジェクトの４のほうなのですけれども、こちらも過去の経験から学び、

安全・安心な教育の環境づくりということに丁寧に取り組まれているという印象を受けま

した。 

 些少なことかもしれませんが、取組実績で、組体操についての言及がありましたけれど

も、実際の実施状況というのはどうだったかということを伺えたらと思います。 

 それから、通学路に防犯カメラを設置したということですけれども、地域の方の理解と

いうか、説明はどのように進められているかということについても伺えたらと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○司会者  ありがとうございました。 

○秋國指導室統括指導主事  地域人材の集約としては、教育委員会に教育支援コーディ
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ネーター室があります。そこを窓口にして、学校ボランティア、学生ボランティアを募り、

学校にその人材リストを配信して、学校から、そのボランティアに連絡をとって、つない

でいくという体制を整えています。 

 その学校ボランティアの人材育成としては、年に１回ですけれども、学校ボランティア

連絡会を実施し、学校ボランティアの立場としては、どういうかかわりが大事であるのか

ということや、学校のニーズは今、学習支援、学級支援に重きを置かれているというニー

ズをお話ししながら、そこに応えていただける学校ボランティアを募っている状況がござ

います。 

 あと、民間ボランティア団体、団体の名前はＫｉｉｔｏｓ（キートス）というところで

すけれども、そこも教育支援コーディネーター室が不登校児童・生徒の状況に応じて、適

応指導教室でも難しい場合は、個別に丁寧な指導をいただける機関でありますので、そち

らの団体と連携をとりながら、子どもの状況に応じて対応を進めている実態がございます。 

 以上です。 

○髙橋学務課長  通学路を撮影する防犯カメラの設置に当たって、地域の中の理解をど

のように得られるのかという御質問だったかと思いますけれども、基本的に、27 年度につ

きましては学校の敷地にポールを設置して、そこから通学路を映すという形で設置をした

ところです。当然、民家なども映り込むという形になりますので、映り込む民家の方々に

つきましては、チラシなどを配布させていただいて、設置に当たっての理解を求めたとい

うことと、それからどうしても撮影されては困るというような方につきましては、民家の

窓ですとかベランダとか、そういったところをマスキング処理という形で黒く塗りつぶし

ながら撮影をするということで理解を得たということでございます。 

 以上です。 

○司会者  組体操の実績についても説明をお願いします。 

○秋國指導室統括指導主事  東京都は休止ということでございましたが、調布市は学校

の実情を考慮して、実施の方向で今年度は取り組んでおります。実施する場合には、あら

かじめ指導の内容、留意事項、保護者への説明を盛り込んだ計画書、指導計画をきちっと

出して、指導室がその内容を把握し、適宜修正を入れながら、安全第一という内容で取り

組んでいただきました。 

 結果は、残念ながら、けがをゼロにはできず、タワー、ピラミッドという高層での事故

を防ぐ意味では件数は減らせたのですけれども、難易度が比較的易しい場の状況であって
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も、子どもの参加意識の状況や、教員の安全配慮の組織体制の部分で十分かと言うと、少

し盲点な部分がありましたので、事故が多かったという結果ではございました。 

 以上です。 

○司会者  では、若林先生、お願いします。 

○若林  防犯カメラの件なのですけれども、これは安全確保のために重要ということで

はあるのですが、私、昔、これを担当したことがあるので、防犯カメラを設置することで

安全が確保されるのではなくて――ないというわけではないのですけれども、防犯カメラ

が設置されていますよということがしっかり市内に認識されないと、要するに抑止力とい

う形では高まってこないのです。後で犯人を見つけるというためならいいわけですけれど

も、そのためにあるわけではなくて、子どもが事故に遭わないようにするためですから、

防犯カメラがあるということが、要するに通学路は見張られているのですよというような

認識を犯人側に持たせるということが大事なことなのです。犯人側というか、そういう思

いを持つようなことがないようにするということが大事なので、どういうことかというと、

防犯カメラが通学路にはしっかり設置されていますよということを広報するということが

大事なのだろうと思うのです。 

 実は、東京都の学校から直接押して警察につながるボタンがあります。あれは私が担当

でやって、あのときに、あれを使った避難訓練を調布市の学校でやらせてもらったのです

けれども、あれもやはりこのようなものが学校には設置されていて、来てもすぐ警察が来

ますよというようなことを広報するということが抑止力を高めるということでありますの

で、防犯カメラについても同じ考えだと思います。設置することはとても大事なのですが、

これが設置されているのだ、調布市の通学路は常にこうやって防犯カメラでしっかり見守

っていますよということをアピールすることも大事かと思いますので、ぜひ御参考にして

いただければと思っています。 

○司会者  そのほか、よろしいでしょうか。――ありがとうございます。では、こちら

については以上とさせていただきます。 

 続きまして、報告書（案）の 31 ページ、重点プロジェクト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）33 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。２件続けて、教育総務課の関口施

設担当課長より御説明申しあげます。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  31 ページをお願いいたします。「児童・生徒数の増減
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に係る変化への対応」について、御説明いたします。 

 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おりま

す。 

 32 ページをお願いいたします。平成 27 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年から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。制度案内と合わせ、中学校全体の児童向け学

校案内を作成、配布し、情報提供を行い、結果として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、情報共有の取組については、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実施してまいります。また、その推計結果に

注視し、校舎増築を含め、教室確保に向けた整備工事を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、可能な限り希望に添えるように努めてまいります。また、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意しつつ、

学区域や小・中連携の在り方を含め、制度の検証を行ってまいります。 

 説明は以上でございます。 

○司会者  続いて重点プロジェクト６の説明もお願いします。 

○関口教育総務課施設担当課長  33 ページをお願いいたします。「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、御説明いたします。 

 学校施設はグラフのとおり、老朽化が課題であり、建て替えや長寿命化など、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おります。 

 34 ページを御覧ください。平成 27 年度の取組実績です。老朽化・長寿命化対策への対

応は、屋上防水の改修や受変電設備の更新を中心に、アレルギー対応専用調理室の整備を

含む給食室の改修など、計画した老朽化対策工事は全て完了しました。また、２校におい

て、構造体の耐久性調査を実施し、構造躯体の状態の把握ができました。 
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 避難所機能の充実につきましては、小・中学校４校で工事が完了したほか、平成 28 年度

に向けて設計が完了いたしました。 

 組織横断的な連携調整、情報共有の取組については、学校及び工事関係部署と連携し、

学校への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低減いたしました。

また、避難所機能の拡充につきましては、防災関連部署と連携し、機能の充実とともに、

活用のための訓練について、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ながら、適切な予防保全に努

めてまいります。平成 28年度も、構造体の耐久性調査を実施し、その結果を踏まえ、建て

替えや長寿命化など、学校施設の整備方針の策定に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。避難所機能の充実につきましても、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。 

 説明は以上でございます。 

○司会者  ありがとうございました。 

 以上の重点プロジェクト５「児童・生徒数の増減に係る変化への対応」について、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、以

上２件について、有識者の先生方から御意見、御質問はございますでしょうか。若林先生、

お願いします。 

○若林  ５のほうの中学校の学校選択制、私はこれを否定するつもりは毛頭ないのです。

それぞれ自分の行きたい学校に行くというのはよい取組だとは思っているのですが、やは

り一方で必ず言われるコミュニティの活性化という視点から見ると、コミュニティの崩壊

だとか、いろいろな話も出てきます。それで、この後の社会教育、生涯学習のところでも、

若い世代の参加が少ないとか、いろいろな話が出てくるところで、ここはやはり相反する

ところを抱えていると思いますので、ちょうど 10 年目で検証するということですが、この

コミュニティの活性化という視点を十分に捉えながら、子どもたちが好きな学校に行くと

いうことばかり優先するのではなく、やはり市全体のコミュニティの活性化ということも

十分に御配慮に入れていただいて、御検討されていただければよろしいのではないかと思

っているところでございます。 

 それから避難所の件ですけれども、本当にこういう取組を改築とともに進めていくとい

うのはなかなか困難ですが、重要な視点ですばらしいなと思うのです。これは、施策のほ

うではちょっと触れたのですが、学校はよく避難所になるわけです。なった場合に、そこ
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の仕組みは教育委員会として十分、調布市ではやっていただいていますが、いろいろ先行

事例を見ると、その中で今度はマンパワー、人のほうなのですけれども、やはり最終的に

は教員が結構中心になって、避難所の経営とまではいわないですが、避難所を動かしてい

る部分があるやに聞きます。よく調べていないので分からないのですが、教員がそれをや

ることが果たして適切なのか、不適切なのかも含めまして、その辺りもまた視点に入れて

いただきまして、ここにというわけではないですけれども、そのうちに御検討いただける

と有り難いのではないかと思っています。ずっと先でも結構なのですが、ただ、そろそろ

直下型が騒がれているところでございます。せっかくこれだけの準備をされていますので、

マンパワーのほうも御検討いただければと思っております。 

 以上です。 

○木村教育総務課長補佐  マンパワーのほうについて、おっしゃるとおり、まず第一義

的に、発災した際には教職員の皆様に、学校が開いている時間には御対応いただくという

ことで、調布市では震災時対応シミュレーションを作成して、それに基づいた行動をとっ

ていただいているところです。年に一度行っております調布市防災教育の日におきまして

は、深夜でありますとか、休日に発災した際に対応する職員の初動要員、それから日中の

開庁中に対応する避難所担当課の職員など、これらの職員も、その防災教育の日に派遣を

して、そうした教員の皆様が地域とともに避難所を開設した後の引き継ぎでありますとか、

あるいは第一義的に初動要員が避難所を開いた際の対応などについての訓練を行っており

ます。教員だけでなく、市職員についても、今年は４月の防災教育の日の実施の前に熊本

の地震が起きましたので、そうしたところの教訓も踏まえまして、我々も緊張感を持って、

そこをやろうということで対応しているところでございます。ですが、今後もまだまだ、

その部分については市長部局と併せて対応していくことになっていくと思いますので、今

後も検討させていただきたいと思います。 

○若林  それはこっちの事業のほうにも、今、おっしゃったシミュレーションができて

いるというようなことも一言触れていただくとよろしいかと思います。 

○司会者  そのほか……髙橋課長、お願いします。 

○髙橋学務課長  学校選択制に関する御意見は、若林先生は従来からそのような御意見

をいただいているというように認識しております。コミュニティスクール、小・中一貫校

と学校選択制というのは、コミュニティの形成ですとか、そういったことからすると相反

する制度ではあると思うのですけれども、今の調布市では学校選択制を導入していまして、
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それは生徒たちの個性の伸長をしてあげたいという観点から導入したという経過もありま

す。おっしゃっていただいたとおり、導入から 10 年たったということもございますので、

今後、この制度を継続していくのか、あるいは国などの動向も踏まえながら、小・中一貫

校とか、そういったものを導入していくのかということについて、かなり大きな問題でも

ありますし、今やっているものを早々にやめてしまうというのも難しいこともあろうかと

思いますけれども、そこは丁寧にメリット、デメリットを検証しながら、より調布市に合

った制度を検討してまいりたいと考えております。ありがとうございます。 

○司会者  そのほか御質問、御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。では、

こちらにつきましては以上といたします。 

 続きまして、報告書（案）35 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、社会教育課の市瀬課長より御説明いたします。よろしくお願いします。 

○市瀬社会教育課長  重点プロジェクト７になります。まず平成 27 年度の取組から御説

明します。36 ページをお願いします。 

 平成 27 年度は、１、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。２、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。

３、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の３つの観点

から取組を推進し、特に３においては、郷土博物館で市制施行 60 周年記念事業等を含めた

さまざまな事業を実施するとともに、実篤記念館では、市内公共施設等との連携事業に加

え、全国の関連文学館等との交流をさらに推進した結果、利用者数が過去最多を記録しま

した。 

 組織横断的な連携調整、情報共有の取組としては、市の生涯学習と社会教育につき、施

策の効率的な連携を進めていく目的で、生涯学習交流推進課と定期的な打ち合わせを行う

とともに、仙川地区にある３つの社会教育施設が５つの市長部局の施設と実篤記念館 30

周年、市制施行 60 周年を記念したスタンプラリー事業を実施しております。 

 以上を踏まえ、今後の方向性ですが、生涯学習と社会教育の施策の効率的な連携に向け

た市長部局との定期的な意見交換等を重ねるとともに、社会教育課と公民館３館組織の在

り方についても検討、見直しを図っていきます。また、家庭教育の支援の充実を図る中で、

貧困により学びに困難を抱える子ども・若者たちへの支援を、障害を抱える子ども・若者

たちへの支援と合わせて検討してまいります。 

 以上です。 



- 18 - 

 

○司会者  ありがとうございました。 

 重点プロジェクト７「生涯学習・社会教育の振興」について、有識者の先生方から御意

見、御質問等はございますでしょうか。では倉持先生、お願いします。 

○倉持  御報告いただいた３つ目の市制施行 60 周年の記念事業について、さまざまな施

設、あるいは団体との連携というのが、それなりに目に見える成果を得たということで、

すばらしい取組だと思います。 

 もしかすると、この御報告というか、重点プロジェクトからずれるかもしれないのです

けれども、今、実篤記念館などは学校との連携事業なども行っていたというような話なの

ですが、図書館や公民館などの社会教育施設においての学校教育との連携というのは、ど

のように――先ほど地域の人材を学校教育にかなり資しているというのが特徴的だという

ようなお話が、学校教育のほうからはあったわけですけれども、社会教育のほうの施設で

図書館、公民館などはどうなっているのかということについて伺えたらと思います。 

○金子東部公民館長  公民館の場合、学校行事にこちらからも参加していくとともに、

去年、初めて、夏休みに公民館を子どもの居場所として開放しようという試みで、予約の

入っていない日を子どもたちの自習室ということで開放いたしまして、近隣の小学校、並

びに児童館等にその開設のビラを配ることを始めております。 

 以上です。 

○小池図書館長  図書館のほうでは、従来から、学校教育において使われるであろう資

料の提供ということで学級への団体貸出し、それと最近では、いわゆる調べ学習の支援と

いうことで、教員から連絡を受けての支援ということを行っております。 

 今、学校図書館自体の充実ということもありますので、そちらとの連携を図りながらと

いうのが今の現状になっているのかなと思っております。 

○高野郷土博物館長  実篤記念館でございますけれども、今現在も始まっておりますが、

夏休みの宿題のサポートなどで、自由研究サポートと題しまして、いろいろな調べ学習を

含めて、宿題のお手伝いをするとか、学芸員が丁寧に応対をさせていただいているような

状況です。 

 また、１つのプラットフォームというのでしょうか、有機的な連携とよく叫ばれていま

すけれども、実篤記念館に来ていただくきっかけをいろいろ作っております。武者小路実

篤という人はもう過去の方で、亡くなって 40 年以上たっていますので、子どもたちには非

常に難しい部分なのですが、まず実篤の描いた絵などをモチーフにした塗り絵をしていた
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だくとか、それから今年はちょっと不作でできませんでしたけれども、園内でとれる梅を

使った梅ジャム作りですとか、いろいろなきっかけを作りながら、子どもたちに遊びに来

てもらうというような取組をしております。 

 また郷土博物館につきましては、文部科学省の学習指導要領の第３学年ということで、

３学期に、ちょっと昔の暮らし展ということを企画しながら、市内の 20 校以上が、中学も

含めて、博物館で授業を受けるというような形をとっているような状況でございます。 

 以上でございます。 

○司会者  倉持先生、よろしいですか。 

○倉持  はい、ありがとうございます。 

○司会者  では、若林先生、お願いします。 

○若林  感想で申しわけないのですけれども、このところのプロジェクトもすごく間口

が広く感じているのです。言ってみれば社会教育のところの公民館、図書館とか、文化財

のほうだろうとは思うのですが、きずなというところの重要性をおっしゃっているところ

で、生涯学習のところもちょっと間口が広くて、何が言いたいかというと、重点プロジェ

クトとして何となく見にくくなってきている。要するに社会教育全部やりますよというの

が、重点と言っているからには、この中でもここを絞ってという感じになるのかなという

私の感想だったのですけれども、そんな感じがしました。お答えは結構です。 

○司会者  ほかに何かありますでしょうか。――ありがとうございました。 

 それでは、以上で重点プロジェクト７つの振返りは終了いたします。ありがとうござい

ます。 

 続きまして、次第の５、施策の振返りを行います。初めに報告書（案）41 ページ、施策

１「豊かな心の育成」、47 ページ、施策２「確かな学力の育成」、53 ページ、施策３「健や

かな体の育成」、以上３件につきまして、指導室の米内山室長補佐より説明をお願いいたし

ます。 

○米内山指導室長補佐  まず施策１「豊かな心の育成」について、御説明いたします。

41 ページをお願いいたします。主要事業といたしまして、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いたします。 

 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 時間以上の道徳授業を行い、指
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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、充実した事例を紹介し、教員の授業力の向上を目指します。道徳教

育の推進では、都による道徳の教科化の先行実施を踏まえて、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、内容の精選等について検討してまいります。 

 施策１についての説明は以上です。 

 続きまして、47 ページをお願いいたします。施策２「確かな学力の育成」でございます。

主要な事業としては記載の５つです。そのうち３点の取組について、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。全ての特別支援学級にタブレット型の端末を配備し、

学習の様子を撮影し、即時に評価するなどして、学習効果が得られました。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、生きる力を身につ

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に対応した指導内容や方法の検討を行います。Ｉ

ＣＴ機器の活用推進では、特別支援学級に導入しているタブレット型の情報端末機器につ

いて効果を検証するとともに、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。 

 施策２についての説明は以上です。 

 続きまして、53 ページをお願いいたします。施策３「健やかな体の育成」について御説

明いたします。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、
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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、より関心が深まりま

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、親子料理教室などを実施して、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、投力や持久力向上のため、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。 

 それでは、施策１「豊かな心の育成」、施策２「確かな学力の育成」、施策３「健やかな

体の育成」、以上３件について、有識者の先生方から御意見、御質問はございますでしょう

か。若林先生、お願いします。 

○若林  命の教育活動の推進が、評価がＢになっているのですが、読んでいて、どこが

Ｂなのかなというところが分からなかったので、そこを教えてください。 

 それから、情報モラルのところのＳＮＳ、これは実は大学生でもいろいろ課題になって

おりまして、なかなか私たち大人がついていけないところもありまして、子どもたちのほ

うが先行してしまうということがあるかもしれません。そういう中で、使用法の徹底の急

務もありますけれども、教員側の研修といいますか、その辺の充実も必要ではないかと思

っているところです。 

 それから、確かな学力についてですけれども、国際教育の推進の中で、外国語活動で外

国人の英語指導講師を入れて、大変すばらしいなと思っています。今度の次期学習指導要

領で英語というのが小学校に入ってくるわけですので、どうなるか、これからですけれど

も、小学校の先生が英語を教えるわけで、内容的に見ていくと、今までのコミュニケーシ

ョンや、自国・他国の文化理解を越えて、いわゆる英語の指導になってきますので、そう
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いうところも含めて、この辺から教員の英語の指導力の向上というあたりについても進め

ていかれるとよろしいのではないかと思っているところであります。 

 オリンピックのところも大変すばらしいと思います。特に施設もありますし、先ほど教

育長ともお話をしていたのですが、東京オリンピックのころのいろいろなものも残ってい

る。マラソンの折り返し地点も残っているなど、さまざまなところで子どもたちに啓発で

き、御指導いただけるということで、このオリンピック教育に目を向けられたのはすばら

しいと思っております。ただ、このオリンピック教育で、いわゆるオリンピア精神とか、

いろいろあると思うのですが、そういう中で、調布市には独自のこういうよいものがある

わけで、また今後、オリンピックの会場にもなることが想定されるわけですので、調布市

なりの子どもたちに育てたいものを、今後少し明確にして、こういうものを育てていこう

ではないかというように進めるとよりよいのではないかと思います。 

 それからちょっと戻ります。体力向上のところで、北ノ台小学校と第三中学校の取組が

すばらしくて感動したのですが、これをほかの学校に、果たしてどのぐらい広げていける

のかなというあたり、これがこれからの課題だと思われるのですけれども、そのあたりに

つきましても、計画的に進められるとよろしいのではないかと思っております。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。今の御質問、御意見に対する説明をお願いいたしま

す。 

○米内山指導室長補佐  まず命の教育活動のＢ評価についてです。先生おっしゃるとお

り、命の大切さを自覚するとか、人の尊厳を重んじるというところについては、おおむね

達成しているところなのですが、１点、応急手当普及員について、複数名の配置というこ

とで取り組んでいるところですけれども、教員の異動があり、それについてがまだ未達成

な状況がありますので、評価としてはＢということにさせていただいております。 

○若林  この応急というのは、僕、すばらしくいいなと思って、二重丸をつけたのです

が、応急手当普及員というのはどんな形のものなのですか。 

○秋國指導室統括指導主事  ３日間研修を受けて、自身で救命救急講習を指導できると

いう立場の者です。ただ、救命救急講習をメインで、テキスト的な内容は指導できるので

すが、まだ具体的な事例をちゃんと持ち得ていないので、やはり消防署の、指導ができる

方の補助的な形で指導しているという現状です。 

○若林  でも、各校に配置できるようにしようという姿勢をお持ちになっているという
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ことですよね。 

○秋國指導室統括指導主事  はい、１校２人を原則に、今、取り組んでいます。 

○若林  それが２人配置し切れなかったところがあるから、Ｂになったと。 

○米内山指導室長補佐  はい、そうです。 

○若林  なかなか厳しいですね。ありがとうございます。 

○秋國指導室統括指導主事  それから、英語科は現在は５、６年生で、今後、小学校は

３、４年から入ってくるということで、今、都は英語推進リーダーを配置しながら進めて

いるのですけれども、そこに調布市は乗り切れていません。なので、都の施策を注視しな

がら、自地区で取り組める内容で、免許取得も補助していただける形なので、まずそこか

ら小学校の教員の力をつけて、その方を中心に来年度は指導効果を高めていこうという考

えはございます。 

 あと、オリンピック・パラリンピック教育の子どもたちの資質能力ですけれども、都が

掲げているボランティアマインドとか、障害者理解とか、スポーツ志向という資質・能力

の向上を目指す調布市の思いも同時に持ち合わせていますので、学校には、その資質・能

力を高めるための年間指導計画、35 時間の授業計画は立てていただいております。その取

組の中で、資質・能力を高める方向で、学校には今、取り組んでいただいております。 

○若林  調布市独自の何かという形にならないかなと。 

○秋國指導室統括指導主事  調布市のスポーツ志向の高まりとしては、2019 年のラグビ

ーワールドカップを目指して、小学校でタグラグビーを、対象学年を決めて、来年度から

は教育課程の中に盛り込んでやっていこうと。自身でも体験し、ラグビーの内容を理解し

ていくという、子どもたちの資質能力を高めていく特色は作っていこうと考えております。 

○米内山指導室長補佐  あとＳＮＳの御質問です。教員についてのＳＮＳへの対応です

けれども、今年から情報教育推進委員会というものを立ち上げまして、そこの中で教員に

対する情報モラルについての研修を行うようにしていますので、指導力も含めた、そうい

ったものの取扱いについての適正なものを身につけるような取組をしてまいりたいと考え

ております。 

 あと体力向上につきまして、２校、北ノ台小学校と第三中学校の取組については、他校

にこれから周知していきたいと考えておりますけれども、今、現状は検討してまいります

ので、今後、対応していきます。 

 以上です。 
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○司会者  倉持先生、お願いします。 

○倉持  やや機械的かもしれませんが、目標達成度がＡではなかったところ、それから

事業展開が継続ではないところについて、その理由、根拠等を伺えればと思います。今、

１の命の教育活動についてはＢの根拠を伺いました。それから、３の道徳教育については

道徳授業地区公開講座の参加数が減少し、地域の参加数について学校ごとに差があるから

というのがＢの根拠でよろしいかどうか。それから４の情報モラル教育については、ＳＮ

Ｓについて生徒間でトラブルが発生しているからということでしょうか。発生しなくなる

ということがあり得るかどうか、よく分からないのですけれども、だからＢなのかという

ことです。 

 それから、施策の２についてですけれども、ここにＣのついている事業が２つあります。

６の国際教育の推進、７のＩＣＴ機器の活用推進。先ほどの御説明だと、非常に展開して

いるというように伺ったような気がするのですけれども、どちらも、今回では最低点に当

たるＣがつけられていますが、この課題のところの文章を読んでも、その根拠がよく分か

らなかったので、なぜＣをつけられたかということを伺えたらと思います。同じく、先ほ

ど御説明のあった少人数学習指導・習熟度別指導の推進についても、Ｂにした理由が、こ

の課題のところでは、私の能力では読み取れなかったのです。それから、９の理科教育の

推進については、都の平均をやや下回っているからということでＢだったということでよ

ろしいかどうか。 

 たくさんすみません、施策の３についてもＢが２つあります。11 の体力向上への支援に

ついては、小・中学校男子の投力など、持久力について都の平均を下回ったり、あるいは

平均的に下降しているからＢということでよろしいかどうか。それから 13 の学校における

食育の推進は、食育講演会の開催を見送ってしまったのでＢということでよろしいかどう

か。 

 今言ったところでよければ、そうですということでいいのですけれども、理由のないと

ころについて、主に御説明いただければと思いますし、特に施策の２について、６から９

の事業について、見直しということが示されています。あと施策の３の食育の推進も見直

しというようになっていますけれども、全体を通して、見直しとつけられている事業がそ

んなに多いわけではありませんので、この４つの事業、どのように見直すのかということ

を、短くで結構ですので、伺えればと思います。よろしくお願いします。 

○司会者  順次説明をお願いいたします。 
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○秋國指導室統括指導主事  道徳教育の推進については、今、御指摘のとおり、道徳授

業地区公開講座の参加、あと意見交換会での、これは授業とは別の保護者参加の働き掛け、

また内容の工夫がいま一つという学校の現状がございましたので、厳しいのですけれども、

Ｂ評価ということにいたしました。 

 情報モラルの教育の推進というところで、セーフティ教室等で情報モラルの内容も盛り

込んで、子どもたちに啓発指導を、また日常の生活指導の中でもしているのですが、日々

の生活指導の報告の中で、このＳＮＳのトラブルの報告が残念ながら上昇傾向にあるとい

うか、増えている傾向にあるので、そこを注視するという意味でＢにしております。 

 それから、施策２の国際教育の推進、ＩＣＴ機器の活用推進というのは、現状でもここ

に表記しているように、取り組んではいるのですけれども、先ほど若林有識者からも指摘

があったように、次期学習指導要領を踏まえた国際理解教育の推進というところでは、ま

だまだ取り組んでいかなければいけないところが多々ありますので、新しい次期学習指導

要領の内容を踏まえた事業の推進というところでは、まだ十分な準備や態勢が整っていな

いところから、見直していくところが多いというところでＣをつけています。 

 またＩＣＴ機器の活用推進で電子黒板やタブレット等を導入しているのですけれども、

教員の指導、活用状況というところで、いま一つ十分使い切れていない。今後、タブレッ

ト端末を多く導入しながら学校環境を変えていくのもいいのですが、その先生方の今の指

導状況に課題を、指導室としては持ち得ていますので、その意味で、見直しを図る必要が

あるいうことでＣをつけさせていただいております。 

 施策３の体力向上への支援ですけれども、投力、持久力に限らず、市の小・中学校の体

力の現状は、８種目の体力調査の中で都の平均を下回る状況が多くあります。体力向上推

進委員会を設けて、授業改善や業間体育の具体的な取組をしているのですけれども、なか

なか改善が図れないところがありますので、本年度、都の施策で、中学校のほうでスーパ

ーアクティブスクールという都の事業に参加し、特に投力、持久力の具体的な改善を図る

研究を向こう３年間、市内の第五中学校ですが取り組んでいただこうと啓発していく取組

がございますので、Ｂの拡充という評価でつけさせていただいています。 

○倉持  では、見直しというのは、縮小という意味ではなくて、アプローチの仕方を変

えるという理解でよろしいでしょうか。 

○神谷指導室長  おっしゃるとおりでございます。国際教育につきましては、先ほど来、

御指摘のあったように、英語の教科化を目指した学校の体制の在り方を目指していきたい
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と思っていますし、ＩＣＴにつきましては、今年度、都の事業を受けて、抜本的に今、研

究を進めている学校、３校を選定して進めているところもございます。そのような形で、

縮小ではなくて、大きく改善、充実をさせていくというところでの見直しというように捉

えています。 

 以上です。 

○廣瀬学務課保健給食係長  学務課保健給食係長の廣瀬です。学校における食育の推進

のところ、Ｂ評価にした理由というところです。先生の御指摘のとおり、食育講演会の開

催を今年度、27 年度は見送るという形になりまして、食育の分野では、児童・生徒への食

育というのも義務教育機関は重要なのですけれども、それと同様か、もしくはそれ以上に

家庭での食育の取組というのは非常に重要だと思っております。そういった意味では、保

護者の方にしっかりとお知らせをしていくという取組の部分で、今回、食育講演会が、や

り方を見直していく中で１回なくなってしまっていますので、参加人数としても大きく少

なくなってしまったかなというところで、今回Ｂとさせていただきました。 

 ただ、実際には市の健康部門や保育園部門との連携という方向で、統合した形で実施を

していこうと考えて、手法の見直しということで見直しを検討してきたところでありまし

て、今年度、28 年度は既に健康推進部門、保育園部門と一緒に、骨とカルシウムというテ

ーマで食育講演会を実施しております。連携してテーマを考えたり、乳幼児から保育園、

幼稚園の子どもたち、あと義務教育機関の児童・生徒まで含めて、どんなテーマがいいの

かというのを一緒に考えながらやっていったり、あと、保育園、学校、それぞれの場面で

ビラを配ったりする形で、啓発を連携してやっていくことが非常に効果があるのかなとい

うことで、そんな形で見直しをしてきたところです。なので、どちらかというと、統合に

近い形で今回は見直しをさせていただきました。 

 以上です。 

○司会者  そのほか、よろしいでしょうか。――ありがとうございます。施策１から３

までについては以上になります。 

 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」、63 ペ

ージ、施策５「教職員の資質・能力の向上」、67 ページ、施策６「魅力ある学校づくりの

推進」まで、３件続けて説明した後、質疑応答といたします。初めに 57 ページ、施策４「安

全・安心な学校づくりの推進」について、学務課の髙橋課長より、お願いいたします。 

○髙橋学務課長  57 ページ、施策４について御説明します。内容につきましては、先ほ
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どの重点プロジェクト４「学校危機管理の取組」の中にこの施策は含まれている内容とい

うことでございますので、よろしくお願いいたします。 

 この施策の狙いにつきましては、児童・生徒の安全確保にかかわる取組を実施し、安全・

安心な学校づくりを進めることでございます。 

 主要事業と達成度につきましては、５事業で、達成度Ａが３つ、Ｂが２つとなっており

ます。施策全体としてはおおむね十分な成果が上げられ、事業展開としては今後も取組を

継続してまいります。 

 施策の振返り、今後の方向性でございますが、３つの事業を中心に御説明します。 

 食物アレルギー対策の推進では、対応マニュアルに基づく取組を継続するとともに、ア

レルギー対応調理室を小学校２校に整備したほか、原因食物が給食で使用しない食材のみ

の児童専用ブルートレイを導入するなど、取組の推進を図りました。今後も学校、保護者、

医師、国や東京都など、関係機関と連携して、取組の推進と改善に努めてまいります。 

 次に、防災教育の日の推進では、新たに安全・安心メールを活用した児童・生徒の引渡

し訓練や、初動要員と避難所要員の避難所運営引継ぎ訓練を実施するなど、実災害を想定

した訓練を行いました。今後、さらなる地域防災力の向上を図るため、中長期的な視点で

取組内容の充実や広報に努めてまいります。 

 ３点目、シックハウスに対する取組では、検査において、２校で一部の物質が基準値を

超える数値を示すことがあったことから、マニュアルで定める検査やチェックリストに基

づく換気など、適正な対策を講じるとともに、関係機関との情報共有に努めてまいります。 

 説明は以上です。 

○司会者  ありがとうございました。 

 続きまして、報告書（案）の 63 ページ、施策５「教職員の資質・能力の向上」について、

指導室の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５「教職員の資質・能力の向上」について、御説明し

ます。63 ページをお願いいたします。主要事業としては記載の２つとなります。 

 まず、指導力向上への取組につきましては、職層研修と経験年数別研修を実施いたしま

した。研修の実施に当たりましては、研修内容を考慮し、講師の選定を丁寧に行ってまい

りました。初任者研修や２・３年次研修を実施するに当たっては、授業力向上推進講師を

授業研究の講師として招へいしました。授業力向上推進講師は、市内小・中学校の教員か

ら、各教科において専門性の高い教員を教育委員会の推薦で選考し、授業力向上推進講師
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がかかわる教員の指導力向上はもちろん、指導力向上推進講師の力量形成に力を注いだ事

業でありました。 

 次に、人権研修の推進として、人権教育推進委員会の幹事会を中心に作成しました「人

権教育ニュース」を年３回発行しました。いじめ撲滅や情報モラルについて、校内研修で

も活用できる資料といたしました。年度末には、調布市の人権上の課題を踏まえた具体的

な改善策を明記しました人権教育指導資料を全教職員に発行し、教職員の人権意識の高揚

を図ってまいりました。また、服務事故防止月間の校内研修の取組を、４月、７月、８月、

12 月に実施いたしました。 

 今後の方向性として、若手教員等の日々の授業改善のために、校内研究の充実や授業力

の向上を図るためのＯＪＴ研修体制の推進に努めます。校長会や副校長研修会において学

力向上策を指導するとともに、指導室訪問での学力向上についての指導や、主幹・主任教

育研修や教務主任会等において、自校の学力向上における中心役の教員に指導・助言する

機会を増やしていきます。また、次期学習指導要領改訂を踏まえ、児童・生徒が問題を発

見・解決するための主体的・協働的な学習の充実を図る授業改善を推進するために指導・

助言を充実してまいりたいと考えております。さらには、教員の服務の厳正を徹底する中

で、人権教育の大切さを指導し、一人一人の児童・生徒を大切にする教職員を育成してま

いります。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございました。 

 続きまして、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、

学務課の髙橋課長より、お願いいたします。 

○髙橋学務課長  67 ページ、施策６について御説明します。本施策は重点プロジェクト

５の中に含まれる施策でございまして、重なる部分があるかもしれませんが、御容赦くだ

さい。 

 施策の狙いは児童・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でございます。 

 主要事業と達成度につきましては、２事業で、いずれも達成度Ａでございます。施策全

体として十分な成果が上げられ、事業展開としては拡充、継続となっております。 

 施策の振返りと今後の方向性でありますが、特色ある教育活動の推進では、地域の実情

を踏まえた魅力ある教育活動を展開するため、地域や家庭と連携して、昔遊び大会や地域
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清掃活動、そば打ち体験などを実施しました。また、市立学校の学校案内を作成し、ホー

ムページに掲載することで各学校の特色を広く周知することができました。今後も、校長

会等の意見を聞きながら、引き続き各小・中学校の特色が生かせるよう、地域人材の積極

的な活用を図るなど、適切に交付金の活用を図りながら取組を進めてまいります。 

 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、受入人数を決定したことなどから、抽選を実施せずに、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、受入予定人数を慎重に検討するなど、可能な限り選択希望に添うことができるよ

う、努めてまいります。また、制度導入 10 年を迎えたことから、コミュニティスクールの

推進や義務教育学校の創設など、国の政策や議論の動向を注視しつつ、学校選択制の今後

の在り方について検証をしてまいります。 

 説明は以上です。 

○司会者  ありがとうございました。以上で説明は終わりました。 

 それでは、施策４「安全・安心な学校づくりの推進」、施策５「教職員の資質・能力の向

上」、施策６「魅力ある学校づくりの推進」について、以上３点について、有識者の先生方

から、御意見、御質問等はございますでしょうか。若林先生、お願いします。 

○若林  事業 14 ですけれども、食物アレルギーのところです。ブルートレイを昨年から

導入されたわけですけれども、その成果はどうだったですかということが１点。 

 それから、指導力向上の取組、これはちょっと答えが難しいと思うのですけれども、研

修が必要なので、いろいろ準備していくのは教育委員会側の立場で十分分かるので、それ

は必要なことだと思っているのですが、そうすると、どうしてもやらされる研修になって

いくわけなので、やはり教員がやる研修、やらされるからやる研修への転換を図っていく

ことも必要だと思うのです。これはなかなか答えが見つからないかもしれませんけれども、

やはり自主的な研修、自ら取り組む研修みたいな、参加型の研修がいろいろあるのかもし

れませんけれども、そんなことの工夫がありましたら教えてください。 

 それから「人権教育ニュース」もすばらしいなと思うのですけれども、発信しているの

ですが、これは読んで理解したというよりも、それを活用するような、それを使ってみん

なで協議をするとか、そんなような紙面作りもまたいいのではないかと思っているところ

です。 

 それから、事業 21 の特色ある教育活動のところで、これは学校に推進交付金が出されて、
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特色ある教育活動の充実に努められているので、すばらしいとは思うのですが、ホームペ

ージに、これの活用の状況が載せられているわけです。私もそうですけれども、学校側の

目から見ていると、うんうんと思うのですが、果たして市民の皆さんから見たときに、と

かく勉強をもっと上げるべきではないかとか、そういう視点が出てきがちなのです。こう

いうことがいかに重要かというようなことで、この特色ある学校づくりの概念規定といい

ますか、学校として、こういう特色があるということがどんなに重要であるかというよう

な概念規定とか、そんなことも少し進められるといいのではないかと思います。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございます。説明を順次、お願いいたします。 

○髙橋学務課長  初めのブルートレイの導入成果ということでございます。平成 27 年度

の学校における給食のアレルギー対応につきましては、アレルギー対応が必要なお子さん

については、学校に管理指導表というものを提出していただくのですけれども、小学校 20

校で大体 300 人ぐらい、お子さんがいらっしゃるのです。そのうち、ブルートレイという

ものを使用することでアレルギー対応の軽減を図れたお子さんが 40 人程度いらしたとい

うことでございます。給食を作って、配膳をし、教室までそれを持っていって、各教室で

もアレルギー対応の確認をしていただくことになるのですが、給食室、栄養士、それから

教職員の皆さんの負担の軽減はそれだけ図れたのかなというように認識しております。 

○若林  ありがとうございます。このブルートレイ、私もそういう意味ですごく成果が

あると思います。私も校長のときにいろいろセットしたりしたのですが、あのとき感じた

のは、教員側、または給食室としては非常にうまくいくのですが、子どもの意識化です。

子どもが自分で、自分はアレルギーがあるのだということで、自分で食に対して管理をし

ていく。子どもがです。子どもが管理をしていこうという意識を高めるという意味でもあ

るのではないかという思いもあるのです。これは私の勝手な思いなのですけれども。です

から、そういうことも含めて、やはり大人がやってあげているときはいいのですが、最終

的には子ども自身が管理をしていく力を高めることも大変重要なので、そういう意味で、

子どもの意識向上ということも御指導の中に入れていただけると有り難いかなと思います。 

○髙橋学務課長  はい。先ほど食育のところでもございましたけれども、その１点とし

ましては、食物アレルギーというものを認識する、理解する、そしてそれが受け入れられ

るように、低学年から指導していくという、そのようなことも入ってございます。その中

で、今、お話がございましたけれども、ブルートレイといったものを使う。そして、その
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子どもが自分でもアレルギーがあるのだということを認識する。そして周りで、ほかのお

子さんがそれを特にはやし立てることもございません。そういった教育ができております

ので、その意味ではブルートレイの浸透というもの、おかわりをしたいというお子さんの

希望にかなうところもありますけれども、今、お話がございましたように全体で、大人の

ほうからということではなく、また子どものほうも受け入れてもらっているのかなという

ところでございます。 

 以上です。 

○神谷指導室長  教職員の資質・能力の向上につきまして、検証の在り方について御指

摘をいただきましたが、確かに受講型、講師の話を聞く受け身の研修からの脱却というこ

とで、今、各種研修につきましては、可能な限り協議型の研修に切りかえております。参

加する教員に対して目的意識を持たせることと、参加した教員の実態に合わせたタイムリ

ーな協議のテーマを設定するということで、協議の内容が充実するように工夫をしており

ます。可能な限り、指導主事が、その協議の中に入ってファシリテートするような形での

協議の研修ということで、今、切りかえているところでもございます。非常に今、実を結

んでおりますので、今後もこの方向性で行きたいと考えております。 

○秋國指導室統括指導主事  人権研修の資料の活用ですけれども、「人権教育ニュース」

を年３回発行しているのですが、Ａ４版の裏表のコンパクトな形に人権課題の内容をまと

めて、職員会等のミニ研修でちゃんと使ってもらえるように、人権教育推進委員の先生方

には推進役として、その活用方法を指示しながら、活用いただいているというのがありま

す。 

 以上です。 

○司会者  よろしいでしょうか。では倉持先生、お願いします。 

○倉持  先ほどと同じくＢ評価のところの根拠の確認をさせていただきたいのですけれ

ども、昨年度もたしか防災教育はＢだったような気がするのですが、16 番です。より多く

の参加者、あるいはより幅広い参加者への周知という意味でＢということでよろしいかと

いうことと、それから 18 のシックハウスは基準値を超える問題物質が見つかったからとい

うことでＢということでよろしいかということの２点の確認です。 

 それから、今もやり取りがありましたけれども、人権研修の推進のところで、今のお話

を伺って、協議型が増えている、あるいは指導主事がファシリテートしているということ

で、大変有効であり、感銘を受けました。あと今後の方向性のところで、ＬＧＢＴについ
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ての研修会を今後やられるということで、これも非常に現代的な課題として重要なことだ

なというように感じました。これはコメントというほどのことではありませんけれども、

併せて、性的役割分業などの固定的な考え方、教師も無自覚である部分があると思います

ので、教師自身が自分自身の価値観を振り返るような研修というのが重要だなと思います

し、研修企画者や運営する側にとっても、これはキャリア上、しようがないことだと思う

のですが、女性の視点や、あるいはマイノリティ、当事者の視点ということをお持ちにな

っていただいた研修の企画や運営ということを御配慮いただければと思います。 

○司会者  木村補佐、お願いします。 

○木村教育総務課長補佐  私からは、16 の防災教育の日の推進のＢ評価についてです。

なにぶん、防災ということにおきましては、十分得られたというところに達するのは非常

に難しいことであるという前提はあるのですけれども、27 年度の場合は、翌日に市議会議

員選挙があった関係で、従来よりも時間を少し短めにやったのですが、その中で人数は前

年度よりも増えたというところもあって、一定の成果は出ていると認識しているのですが、

やはり特定の層にしかアピールできていないのではないかというところで、より幅広い地

域にも周知が必要なのではないかということ。また、避難所対応シミュレーション、先ほ

ど若林先生からも御質問いただいたときに述べさせていただいたのですが、調布市立の

小・中学校 28 校全てで、それぞれの学校の状況に応じた避難所の対応シミュレーションと

いうのを作っています。これを平成 23 年の 10 月に作って、12 月に第２版を作ったのです

けれども、内容をよりブラッシュアップしたり、誰が何の役割を担うのかということをも

う少し明記したもので改定すべきだということで、27 年度、反省材料として持っておりま

して、実際、28 年度に、ここにはないですが、方向は一応達成されているという状況にあ

ります。 

 私からは以上です。 

○秋國指導室統括指導主事  人権教育の中でＬＧＢＴの認識ですけれども、13 人に１人

いると言われている現状で、行政区で同性愛等を認めてという現状です。やはり指導する

教員の側が、こういう世の中の現状があるのだということをまず知って、子どもたちにか

かわるということが非常に大事です。昨年度も、先ほど申しあげました「人権教育ニュー

ス」の１号でこのＬＧＢＴを特集して、まず教職員がその認識を持つ。そういったかかわ

りを教員の側が改めていくというところで進めているところです。 

 今年度も男女共同参画推進課のセクシャルマイノリティの講演会で研修企画があります
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ので、指導室のほうからは、学校から養護教諭や教育相談等の担当教員に参加をするよう、

指示を出しているところではあります。 

 以上です。 

○沼澤教育総務課施設管理係長  事業名 18 のシックハウスに対する取組に関しまして、

評価Ｂにしたのは、倉持先生おっしゃられたとおり、２校について基準値を超えたことに

よって、今回はＢにさせていただきました。少なからず基準値を超えてしまうと、教室の

利用ができなくなるマニュアルになっておりますので、学校カリキュラムに影響を与える

ことから、より換気の励行ですとか、あと備品の搬入ですとか、工事に関しましては十分

な工期、納期を確保して、今後、対応していく必要があると認識しています。 

 以上です。 

○司会者  説明はよろしいでしょうか。――ありがとうございます。 

 それでは、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」、

75 ページ、施策８「学校施設整備の推進」について、２件続けて説明した後、質疑応答と

いたします。まず 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

の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  では施策７「個に応じた指導の充実」、71 ページをお願い

いたします。主要事業といたしましては、記載の３つとなります。 

 まず特別支援教育の推進につきましては、調布市内における情緒障害等通級指導学級に

通う児童の急激な増加傾向を踏まえ、平成 27 年度に新たに飛田給小学校に情緒障害等通級

指導学級を設置するとともに、市内小学校全校に特別支援教室を設置し、特別支援教室拠

点校から巡回指導教員を派遣する巡回指導と、通級指導が行える特別支援教室の体制づく

りを推進いたしました。 

 次に、教育相談の充実につきましては、学校で生じた相談内容については指導室や関係

機関と迅速に連携し、丁寧に解決の方向へと進めてきました。また、特別支援教室による

巡回指導導入に伴って、特別支援教室への入級受付を校内で進められるよう、特別支援教

育コーディネーターとの連携を充実いたしました。 

 そして、いじめ、虐待、不登校等の把握と連携・支援については、いじめの現状把握の

ために、小５と中１に、スクールカウンセラーによる全員面接を実施するとともに、ふれ

あい月間におけるいじめアンケートの実施を行いました。虐待については、関係機関との

連携強化を図り、子ども家庭支援センターや児童相談所との情報共有が迅速に図られるよ



- 34 - 

 

うになりました。不登校については、各校の不登校対策員と指導室や東京学芸大学と連携

し、不登校児童・生徒支援プロジェクトを実施しながら、個に応じた支援体制を整備して

おります。 

 今後の方向性といたしましては、小学校の特別支援教室の指導体制を整えるとともに、

中学校の通級指導体制の見直しなどについて、検討・協議していく必要があります。いじ

め対策については、重篤な事案に備えて、調布市教育委員会いじめ防止対策委員会を発足

し、不測の事態に備えます。不登校対策につきましては、不登校対策員を中心に、不登校

対策委員会で情報共有しながら、個に応じた丁寧な対応を関係機関と連携し、支援する体

制を推進してまいります。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございました。 

 続きまして、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

務課の関口施設担当課長、お願いいたします。 

○関口教育総務課施設担当課長  75 ページをお願いいたします。施策８「学校施設整備

の推進」について、御説明をいたします。 

 施策の狙いは、誰もが安全・安心に利用できるよう、施設整備を進めることです。その

背景としては、本市の教育人口は今後も増加が見込まれ、学校施設の８割が築 30 年を超え、

老朽化が進んでいること、また全ての学校が災害時の避難所となることから、これらに対

して、的確に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。 

 27 年度の取組実績と振返りですが、快適な教育環境の整備につきましては、普通教室の

整備、非構造部材の耐震化や校庭の芝生化など、計画していた教育環境の整備事業全てを

完了しました。老朽化・長寿命化対策の推進ですが、屋上防水の改修や、受変電設備の更

新を中心にアレルギー対応専用調理室の整備を含む給食室の改修など、計画していた老朽

化対策工事は全て完了いたしました。また、２校において構造体の耐久性調査を実施し、

構造躯体の状態の把握ができました。避難所機能の充実につきましては、小・中学校４校

で工事が完了したほか、平成 28 年度に向けて整備工事の設計が完了しました。 

 最後に、今後の方向性です。修正基本計画に基づき、計画的な事業の推進のほか、学校

との連絡を密にし、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、学校施設の整備方針の策定に

取り組んでまいりたいと考えております。 
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 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。 

 それでは、施策７「個に応じた支援及び指導の充実」、施策８「学校施設整備の推進」に

ついて、以上２件について、有識者の先生方から御意見、御質問はございますでしょうか。

若林先生、お願いします。 

○若林  特別支援教育の推進の中で、今年、小学校が、個別指導計画の作成が 98.2、個

別の教育支援計画も 90.6 となっているわけですが、これは一人か二人ということなのです

かね、この辺がどうなのかというのが１つ。 

 それから、いじめ、不登校のところですけれども、先ほども言いましたが、事業展開は

広いわけですが、教育委員会側でこれを総括するのに、本来ならかなり手間がかかるので

はないかという気がするのですが、その辺はいかがでしょうか。 

 いじめ防止対策委員会の発足は急がれたほうがいいと思います。 

 学校施設整備の推進なのですけれども、大変なところだなと思うのですが、老朽化・長

寿命化対策で、ここには触れていないのかもしれませんけれども、今どきの、最新の修繕

といいますか、修繕、改築されるときに、最新の科学的といいますか、そのような新しい

ものも含めた改築を進めているような状況はいかがでしょうかというところです。 

 以上です。 

○司会者  順次、説明をお願いいたします。 

○秋國指導室統括指導主事  小学校特別支援教育の内容の個別指導計画や個別の教育支

援計画です。中学校は 100％だったのですけれども、あってはならないですが、通級の対

象児童の中に作成が不十分であった確認はございました。 

○若林  去年は 100％だった。ですよね。 

○秋國指導室統括指導主事  はい。作成もそうなのですけれども、心身障害児・者親の

会からは、その作成に当たっての面談を通して、保護者、当該児童の意向をきちっと酌み

取って作成することや、年間指導を通した後の結果、還元の場を十分作ってもらえていな

いというところの指摘がありましたので、作成 100％はもちろんですが、その内容充実も

問われているところでありますので、全体計画の中にしっかり盛り込み、特別支援学級の

担当の教員には、こういう現状であるということを明確に提示しながら、作成の改善に努

める研修を実施する予定でございます。 

○関口教育総務課施設担当課長  施設の改修の件について、現在、本市においては、特
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に新しく改築を進めているという状況ではございません。既存の施設の老朽化の改修を順

次やっているというような状況でありますので、革新的な技術を入れるとかということで

は、今はできていない状況であります。ただ、省エネルギーというところの観点でいえば、

照明の改修であればＬＥＤを率先して入れたりとか、空調機の改修であれば、一番高効率

のものを選定したりだとか、当たり前なところでありますが、その辺の改善というところ

でしかできていない状況であります。 

○司会者  では倉持先生、お願いします。 

○倉持  １点だけ、主要事業 25 の評価、いじめ、虐待、不登校がＡなのですけれども、

課題のところの一番最初に、「不登校対策員を中心とした、学校組織体制の構築が不十分」

というのが書いてあって、でもＡなのは、この 27 年度に関しては不登校対策委員会を新し

く設置して、研修会や情報交換会を開いたという立ち上げの期なので、立ち上げたという

ことについて評価し、今後については、それをもっと機能させていくということについて、

次年度以降はそこの部分のハードルが上がっていくような、そういう理解でよろしいでし

ょうか。 

○秋國指導室統括指導主事  不登校対策員の月例の報告をいただいているのですが、教

育委員会との連携体制についてはしっかり定着いたしました。ただ、不登校対策員を中心

とする学校内での個々の児童・生徒の状況に応じた丁寧な対応については、校内体制を活

性化して取り組んでいるという状況に、なかなか指導が入り切れなかったので、不十分な

状況があるということをこちらは認識していますので、この表記にさせていただきました。

ただ、不登校の数として、キーワードとして、新たな不登校を生まないというところでは、

調布市では児童・生徒数が増えていく中で、今回、150 程度の不登校児童・生徒がいる数

は、現状、経年の数でとどまっているというところではあります。 

○司会者  そのほか、よろしいでしょうか。――ありがとうございます。では、施策８

までは以上になります。 

 続きまして、報告書（案）79 ページ、施策９「協働の学校づくり」、報告書（案）の 87

ページ、施策 10「青少年の育成」について、２件続けて説明した後、質疑応答といたしま

す。まず 79 ページ、施策９「協働の学校づくり」について、指導室の秋國統括指導主事、

お願いいたします。 

○秋國指導室統括指導主事  では、施策９「協働の学校づくり」、79 ページをお願いい

たします。主要事業としては記載の６つとなります。そのうち３つの取組について御説明
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いたします。 

 まず 29、地域人材等を活用した教育支援として、地域人材等が学校教育に参画すること

ができる学校支援地域本部事業を市内６校で進めました。学校ボランティアや学生ボラン

ティアを活用し、土曜学習教室を実施、学校環境整備として校庭芝生化の管理や花壇造り

などに取り組みました。 

 次に 31、幼・保・小及び小・中連携の推進においては、就学支援シートのリーフレット

の内容を改善し、子どものよさをつなげていく趣旨が伝わる例示等にし、提出件数の増加

につなげることができました。小・中連携推進協議会では、教員研修の充実を図るととも

に、出前授業や体験授業を実施することで、小学校から中学校の円滑な接続が図れるよう

に取り組んでまいりました。 

 そして 32、学校アセスメントの充実を進めるために、学校評議員全体会に、学校関係者

評価委員も集めて全体会を実施し、それぞれの役割を伝え、学校支援や学校経営の改善が

図られる学校評価の実施を進めるよう、説明いたしました。 

 今後の方向性といたしましては、学校支援地域本部を増設し、学校支援コーディネータ

ーと、学校や市教委との連携を充実させることで、地域人材等の学校教育への参画を充実

させてまいります。幼・保・小の連携の推進につきましては、就学支援シートが確実に個

別指導計画に生かされ、個に応じた教育活動の充実が図られる特別支援教育の体制づくり

に努めてまいります。学校評価につきましては、学校評価の取組に学校間格差が生じない

よう、学校関係者評価委員会の実施時期や評価方法について、所掌事項等を具体的な内容

とともに提示し、適正に実施していただけるよう働き掛けてまいります。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございました。 

 続きまして、報告書（案）87 ページ、施策 10「青少年の育成」について、社会教育課の

市瀬課長よりお願いいたします。 

○市瀬社会教育課長  施策 10「青少年の育成」になります。87 ページをお願いいたしま

す。 

 青少年の育成においては、平成 27 年４月に放課後遊び場対策事業、ユーフォーを、市長

部局である児童青少年課に事業移管したため、平成 27 年度は地域で活躍できる青少年の育

成という観点で、３つの主要事業を実施してまいりました。ユーフォーに関しては、事業

主管課ではなくなりましたが、児童青少年課主催の調布市放課後対策事業運営委員会に委



- 38 - 

 

員として参加し、校長会等での意見の報告や助言等を行うとともに、今後も引き続きフォ

ローをしてまいります。 

 地域で活躍できる青少年の育成に関しては、３つの主要事業いずれにおきましても、参

加者、利用者の確保、増加の観点から、市報、ホームページを始めＳＮＳ、チラシの配架

等、さまざまな手法を活用した広報活動並びに事業内容、プログラムの変更、充実に注力

した結果、一定の成果を上げることができました。しかしながら、参加者の伸び悩みや、

減少傾向にある事業も見受けられるため、今後につきましては、広報活動やプログラムの

充実はもとより、リーダー養成においては、各リーダーグループ同士の相互協力体制を構

築、強化するため、平成 27 年度より開始したリーダーグループ会議の開催回数の増加や、

また青少年交流館や公民館においては、市内他施設や学校等との連携を一層深化させるな

ど、参加利用の拡大促進につなげられるよう努力してまいります。 

 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、施策９「協働の学校づくり」及び施策 10「青少年の育成」について、有識者

の先生方から御意見、御質問はございますでしょうか。倉持先生、お願いします。 

○倉持  今の施策 10 のほうなのですけれども、すみません、ちょっと後半、うまく聞き

取れなかったのですが、青少年のリーダーグループ会議というのを新たに実施するように

なったということでしょうか。そのリーダーグループ会議について、どんな取組かという

ことと、どういうことを目指しているかということを少し伺えればと思いますし、ユーフ

ォーを事業移管した後の影響というか、青少年の育成について、そんなに大きな影響はな

いのか、あるいは少しやりづらいところがあるのかみたいなこともあれば、伺えればと思

います。 

○司会者  市瀬課長、お願いします。 

○市瀬社会教育課長  では、まずリーダーグループ会議からですけれども、平成 27 年度

に立ち上げたもので、このリーダーグループというのは、要するにジュニアサブリーダー

といいまして、小学校のリーダーグループ、各地区、学校単位であるグループです。現在、

市内に 20 の小学校があるのですが、そのうちあるのが 12 なのです。その 12 を、さらに増

やすという目的とともに、単体のリーダーグループではリーダーの人材が不足してきまし

て、１つではなかなか成り立たないというような状況になってきております。それを単体

ではなくて、連携して、相互に協力しながら、リーダー事業を盛り立てられるようにとい
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うことで、平成 27 年度にグループ会議ということで立ち上げたのですけれども、まだまだ

立ち上げたばかりで、回数的にも少ないということもありますので、より回数を重ねるこ

とで、さらにそうした体制を構築したいということで今、考えているところでございます。 

 あと、ユーフォー移管後です。組織全体で考えますと、今まで社会教育課としての事業

のかなりの部分をユーフォーでとられていた部分がありますので、逆に言うと、ほかの事

業に関して時間をとれるようになったということともに、先ほどの重点プログラムの７で

もあったとおり、市長部局の生涯学習との連携というところに今、重きを置いて、事業展

開を進めているということになります。両方とも、課の単位としてはスリム化をしてしま

ったところでもありますので、それを踏まえて、そちらのほうを注力していきたいと考え

ているところでございます。 

 以上です。 

○倉持  ここは、ユーフォーのところはないとしても、全部Ｂになっているのですけれ

ども、それはやはり先ほどお話にありましたように、子ども、若者、児童、青少年の参加

が減っているという数的な部分だけなのか、そうではない、活動そのものが少し低下して

いるということも含まれているのかということも伺えますか。 

○小林社会教育課社会教育係長  一概に統一ではないのですけれども、事業によっては、

やはり数が減っているということもあります。逆に、主要事業の 38 の青少年交流のところ

に関しましては、昨年度スタッフを入れ替えたことによって、小・中学生とスタッフの接

し方を少し変えまして、より接しやすいというか、身近に感じるような接し方をすること

によって、青少年交流館の来館者数につきましては、昨年に比べて 2,000 人以上増えまし

たので、青少年の居場所としての機能は充実したのかなとは思っています。ただ、一方で、

こちらのほうで開催するイベントにつきましては、イベント内容によって、子どもたちが

参加をしないということもありまして、子どもたちが求めているイベントをなかなか実施

できていないというところでＢ評価という形で評価をさせていただきました。 

○司会者  ありがとうございます。そのほか、若林先生お願いします。 

○若林  地域人材の教育支援のほうですけれども、学生ボランティアなどは割といいの

ですが、地域人材がどうしても固定化してしまうということを、私は経験をしてきました。

それでコーディネーターを立ち上げながら、そこをいろいろ広げていこうとされていると

思うのですが、どうでしょうか、各学校での地域人材の固定化、新しい新陳代謝が図られ

ないという、私はちょっと苦労したのですけれども、その辺の状況はいかがですか。 
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○秋國指導室統括指導主事  学校支援コーディネーターの方々からは、入れ替えもそう

なのですけれども、ボランティアそのものの募集というか集約、それもなかなか大変だと

いうお声はいただいています。なので、御自身でも探すのですけれども、先ほども申しあ

げた教育支援コーディネーター室で、市全体で学校ボランティア、学生ボランティアを募

って、そのリストで提示しています。さらに、学校ボランティア連絡会で登録の方全員に

連絡会の参加を促して、直接お会いしていただく場を作って、そこでボランティアのニー

ズを話して、協力いただける方は協力を募るという形を今、計画はしています。なので、

入れ替えというよりは、ボランティアを募ること自体が今、難しいという状況です。 

○若林  イメージとしては、地域の方がどんどん学校に入ってきてくださるといいかな

というイメージなのですが、現実に厳しいことは私もさんざん経験してきたので、なかな

か厳しいのですが、それこそ、社会教育、生涯教育のあたりと連携を図りながら、その辺

がどんどん広がってくるといいなというような感想でございます。 

○司会者  では、そのほか、御質問等よろしいでしょうか。――ありがとうございます。 

 それでは、最後の説明になりますけれども、報告書（案）93 ページ、施策 11「学習機会

の提供・学習活動の支援」、報告書（案）99 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、２件説明した後、質疑応答といたします。初めに施策 11 になります。

社会教育課の市瀬課長、説明をお願いいたします。 

○市瀬社会教育課長  施策 11「学習機会の提供・学習活動の支援」になります。93 ペー

ジをお願いします。 

 多様化、複雑化した生活環境や課題に対応するため、学びの拠点としての機能を充実さ

せ、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という施策の中、４つの主

要事業を展開しております。図書館では、法務ミニセミナー、ＦＣ東京選手の「私のすす

めるこの一冊」等の企画を実施し、市民の読書、調査活動への支援をし、公民館では地域

文化祭、３公民館合同事業や多様な講座を開催することで、地域に根ざした公民館活動を

推進しました。市民、社会教育団体等の活動への支援としては、社会教育関係団体や学習

グループへの助成、学校施設の開放、連絡会や講習会の開催等を通じ、一定の成果を上げ

ることができました。障害のある児童・生徒等の自立活動支援としては、３つの障害者社

会活動支援事業により社会性を学ばせるとともに、特別支援学級等の児童に読み聞かせを

行い、子どもの心の成長を促すことができました。 

 今後ですが、さらなる利用促進に向け、図書館では開館 50 周年記念事業の展開や、マル



- 41 - 

 

チメディアＤＡＩＳＹ製作の準備を進め、公民館では近隣幼稚園等との連携や、従来と異

なる時間帯での事業開催に注力していきます。また、社会教育課においては、助成対象団

体への効果的な周知方法の検討等を行うとともに、障害のある児童・生徒等の支援に向け

てはボランティアスタッフの拡充はもとより、今後の事業の在り方についても検証してい

きます。 

 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）99 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の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「歴史・文化遺産の保全と活用の推進」につ

いて御説明いたします。 

 27 年度は２件を市の文化財に新たに指定いたしました。サレジオ神学院内の市内初のキ

リスト教史跡指定となる鎖国下の日本に潜入したイエズス会宣教師墓碑と、国の重要文化

財である深大寺白鳳仏を安置していた近代漆工芸の傑作といえる厨子です。併せて、イエ

ズス会宣教師墓碑に関する記念講演会を開催し、市民の文化財に対する理解を深めました。

厨子については、28 年度中に記念の展示会を深大寺で実施する予定です。 

 国史跡下布田遺跡の保存・整備・活用では、史跡中央部の未指定地を追加指定し、整備

範囲の一体化を達成しました。調布市史跡下布田遺跡調査評価委員会を開催し、過去半世

紀の発掘の再評価を主な議題として進め、学術報告書にまとめました。28年度は、史跡整

備に向けて下布田遺跡の本質的価値をさらに明確化するため、総括報告書を発行し、平成

33 年度を目途とした史跡公園整備事業に移行できるよう、文化庁と調整してまいります。 

 国史跡深大寺城跡については、追加指定された第３郭のうち、305 平米を購入して公有

化を進めました。今後の整備方針を周知するため、第３郭の仮整備を市民参加で進めます。

文化財講演会や見学会等の実施に加え、平成 26 年度に導入した深大寺周辺地域の歴史・文

化遺産を紹介するスマートフォンＡＲアプリをバージョンアップし、文化財保護について、

普及啓発を図りました。オリンピック等の機会を捉え、産業振興課や観光協会と連携し、

さらに充実してまいります。 

 市制施行 60 周年記念の特別展、戦後 70 年の平和記念事業等の展示事業と学校連携、教

育普及事業を実施し、歴史・文化遺産の活用に取り組むことにより、市民の関心を高める

ことができたと考えております。開館 30 周年を迎えた一般財団法人武者小路実篤記念館の
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事業運営では、夏休み自由研究サポートなど、きめ細かいさまざまな事業に取り組みまし

た。市内公共施設との共同事業にとどまらず、台東区樋口一葉記念館等の文学館等に資料

貸出や情報提供を行いました。今後も実篤関係の展示をパックとして企画し、販売するな

ど、幅広い活動を通じ、集客につなげてまいります。 

 以上でございます。 

○司会者  ありがとうございました。 

 それでは、施策 11「学習機会の提供・学習活動の支援」、施策 12「歴史・文化遺産の保

全と活用の推進」について、以上２件について、有識者の先生方から御意見、御質問あり

ますでしょうか。倉持先生、お願いします。 

○倉持  御報告ありがとうございました。１つは、やはり 42 の障害のある児童・生徒等

の自立活動支援がＣという、今回の評価では最低評価がついておりますけれども、これの

理由というか、根拠を教えていただければと思います。 

 あと、１つ前の市民、社会教育団体等の活動への支援もＡではないようなので、こちら

の理由も教えていただければと思います。 

 それから、先ほど地域、市民人材の、学校教育ということでのボランティアのお話もあ

ったのですけれども、社会教育施設においてもボランティアの育成や活用をすることで、

学びの成果を地域社会に生かせるという、還元というようなことで近年、進められている

と思うのですが、公民館、図書館、郷土博物館や実篤の資料館などでのボランティアの育

成や、あるいはボランティアとの協働などということについて、どのように進められてい

るか、あるいはそこについて何か成果や課題などがあれば、伺えればと思います。 

○司会者  小林係長、お願いします。 

○小林社会教育課社会教育係長  主要事業 42 なのですけれども、こちらのほうは障害者

を対象としたレクリエーション事業で、やはり安全な運営を行うに当たって、より多くの

方の力が必要で、なかなか人手が集まらないというところでＣ評価にしております。まず

遊 ing という小・中学生を対象とした事業なのですけれども、こちらにつきましては、年

度当初に比べて４倍ほどのボランティア人数を集めたのですが、なかなか継続して活動を

続けていただける方がいない。１回来ただけで来なくなったりとか、実施する回によって、

ボランティアとして参加していただける人数が変わってしまうというところで、安全な事

業運営が難しい回もありますので、Ｃ評価となっています。 

 また、次に杉の木青年教室という事業があるのですけれども、こちらは 16 歳以上の障害
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者を対象とした事業なのですが、やはり子どもと違って、大人の障害者というところで心

理的ハードルが高いのか、なかなかボランティアの方が集まらない状況です。こちらは大

人を対象としていますので、宿泊事業やバスハイクなども行っているのですけれども、実

は昨年度行ったバスハイクの中で迷子になるような事案が生じました。これに関しては、

うちのボランティアスタッフを含めて、参加者を安全に見守る人数が少なかったものです

から、安全に事業が運営できないというところで生じてしまったのですけれども、やはり

人手が足りないというところでＣ評価という形で評価をさせていただきました。 

 以上になります。 

○市瀬社会教育課長  では、主要事業 41 のＢ評価について御説明をいたします。こちら

については、一定の支援についてはできているかなというようには思っているのですけれ

ども、やはり幅広く、社会教育関係団体や学習グループに助成支援ができていないという

ところがありまして、補助金などですと、毎年同じような団体が助成を受けているという

ような状況になって、こちらの広報不足というところもあったりしますので、そうした面

を含めて、もうちょっと幅広くしていかなければいけないということでＢ評価という形に

させていただいたところです。 

 以上です。 

○小池図書館長  ボランティアの参加ということでありますけれども、図書館において

は図書館ボランティアという形で参加していただく、図書館という場を使ってのボランテ

ィア活動ということを提供しておりますが、広い目でみれば、自分のこれまでの人生なり、

それなりの活動が、例えば図書館の中での活動につながる、自己実現的な部分での場を提

供できているのかなというようには考えております。大きく館内ボランティアという活動、

それから宅配という形で、図書館来館が困難な方へ本を届けるというような活動と両方あ

りますけれども、特に後者について、意外と件数は少ないのですが、お届けしたときの感

謝とかを受けながら、モチベーションを維持しながらという活動の感想をいただいている

ということはございます。 

○高野郷土博物館長  実篤記念館のボランティア事業でございますけれども、今、登録

者は 34 人いらっしゃいまして、それをそれぞれグループに分けていまして、実篤がお住ま

いだった旧邸とか庭園を環境整備するグループ、それから事業の補助ですとか朗読をする

ような普及事業グループ、それからボランティアガイドです。主に実篤公園のガイドをす

るガイドグループというのがそれぞれいらっしゃいます。かなりの活動でございまして、
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ほぼ１箇月～２箇月、延べ 100 人以上の方が活躍されています。そのほか、実篤記念館に

は友の会というのがありまして、友の会のニュース発行ですとか、それから観梅の集いと

いう、先ほど梅ジャムの話が出ましたけれども、梅がたくさんありますので、その花を見

たりとか、その後にミニ講座としまして、仙川に残る実篤の思い出みたいな講座をやった

後に懇親会とか、そのような交流もしております。 

 また郷土博物館においては、調布史談会という任意団体ですけれども、歴史の研究グル

ープがありまして、その方々に文化財講演会ですとか、そういったもののお手伝いをいた

だいたりとか、郷土博物館の直接事業ではありませんが、連携事業として、いろいろな歴

史の場所を訪ねるようなツアーを行ったりとか、また古文書講座というのをやっておりま

すが、調布市内で発見された資料などを解読したりしていただいております。そういうボ

ランティアもございます。 

 以上でございます。 

○新井北部公民館長  公民館におきましては、図書館のように、館特有のボランティア

組織というか、そういった制度については特にございません。ただ、公民館を利用されて

いる、例えば地域で活動されるボランティア団体、地域を見守ったり、青少年の健全育成

などに携わっていただいている団体の方々が公民館を使って、さまざまな活動をする場合

の、その場の提供ですとか、あと公民館が行う青少年を対象とした事業、あるいは地域住

民を対象とした事業を企画する際に、そういった地域団体の方に企画段階から加わってい

ただいて、さまざまな事業を公民館で展開しているという状況でございます。 

 以上です。 

○司会者  ありがとうございました。それぞれ説明は以上になります。あとはよろしい

でしょうか。――ありがとうございました。 

 それでは、以上で 12 の施策の振返りは終了いたしました。スムーズな進行に皆様の御協

力ありがとうございました。 

 では、続きまして次第の６、有識者講評になります。有識者の先生方に順次、全体を通

しての御講評をいただきたいと存じます。最初に若林先生、よろしくお願いいたします。 

○若林  どうもありがとうございました。吉澤先生がいらっしゃらないもので、責任感

を感じてしまって、ちょっとしゃべり過ぎてしまいました。すみませんでした。でも、本

当に御丁寧に御説明いただき、ありがとうございました。 

 本当に今回の調布市の御説明の中で、施策についても、事業展開にしても、非常に丁寧



- 45 - 

 

だなということを改めて感じさせていただきました。次期学習指導要領の問題だとか、ア

クティブラーニングの問題だとか、オリンピック・パラリンピックの問題、震災対応の問

題、本当に今、世の中で重要視されていることもどんどん素早く、この事業に取り上げら

れているというところもすばらしいなということです。 

 それともう１つ、調布市が過去において課題として取り上げてきたアレルギーの問題と

かシックハウスの問題、それから不適切な指導の問題だとか、そういうことについても施

策として確実に取り上げられており、その辺も丁寧に進められているなということを大変

感じました。 

 それから文化財の話で、私は余り文化財はよく分からないのですが、でも、文化財の保

全の問題についても丁寧にされているということ。それから、やはりそこと学校教育の連

携を図っていらっしゃるということが、まさに文化財を次世代へつなごうとしているとい

う思いを非常に感じさせていただきました。ありがとうございました。 

 それと１点だけ、このプロジェクトと施策の関連がもう１つ、僕の中に読めなくて、例

えば重点プロジェクトに入っている施策については、ほかの事業よりも厚めに展開してい

るのかとか、その辺のことが今回は私には見えなかったということを感じました。 

 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、倉持先生、よろしくお願いします。 

○倉持  皆様、丁寧に御説明いただきまして、本当に充実した事業が行われているとい

うことを改めて確認することができました。それぞれの質疑応答のところでコメント的な

ことも言わせていただいたので、時間が延びてしまって申し訳ありませんでした。 

 全体を通してですけれども、１つは評価の仕方について、今回、４段階から５段階に評

価したということでしたが、結果を見てみますと、ＤとＥには評価がありませんで、ＡＢ

Ｃだけにとどまったわけです。５段階にしたことの意味というのは結局何だったかなとい

うのは、多少疑問を感じました。３段階や４段階でもよかったのではないかというように

思いました。 

 それから、点数に目が向くのはどうかとも思いますが、一応、見えやすい形という意味

での目標達成度で言いますと、Ａが 25、Ｂが 15、Ｃが３ということで、比較的バランスが

とれたというか、真摯に評価していただいた結果かなと思いますし、Ｃがついているもの

がとても悪かったというよりは、反省点や改善点が見つかったということで受け止めまし
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た。ただ、やはり事業の主管課によって評価のばらつきがあるのかないのかということを

多少は思わないこともなくて、Ｂをつけている 15 のうちの半分ぐらいが指導室で、Ｃをつ

けているのも２つは指導室ですので――指導室は持っている事業が多い、いろいろ主管し

ているということもあると思うのですけれども、割とストイックにつけられているのか、

あるいはたまたまそういう結果になったのかというところについての検証も必要かなとい

うようには思いました。 

 いずれの事業も、基本的にこうした評価は事前に立てた目標に対してどれだけ達成した

かということで評価をするということではあるのですけれども、今日、実際にお話を伺っ

ていると、むしろ先を見越した取組であるとか、次への展開ということを展望されていて、

目標を上回るような成果や、あるいは予想外の成果というようなこともあったのではない

かというように感じました。そういうのは、目標達成度でいうと評価しづらい側面はある

とは思うのですけれども、こうしてお話を伺って、継続的に取り組まれている事業ならで

はの、市民のことを考えた教育の取組だと思いました。 

 もう一点は、全体を通して、市民の力をかりながら教育委員会と、それから市民と連携

しながら、実際は子どもや大人たちに対して豊かな教育環境を整えていくということにな

るかと思うのですけれども、そうした市民との連携や協働において、さまざまな形でボラ

ンティアの方とかかわっていくということが、今後、ますます重要になっていくのではな

いかと思うのですが、やはり人の固定化であるとか、ボランティアの不足ということにつ

いては、部署を越えて課題となっているというように思いました。この辺りをこれからど

のように捉えて、人材の育成や、あるいは新たな広がりをつくっていくかというのは、今

後、継続して御検討いただきたいと思った次第です。どうもありがとうございました。 

○司会者  若林先生、倉持先生、御講評いただきまして、どうもありがとうございまし

た。 

 それでは、次第の７、今後のスケジュールについて御説明いたします。 

 有識者の先生方には、本日の振返りにおけます説明、質疑応答を御考慮いただきつつ、

改めて報告書を精査いただきまして、お忙しいところ、大変恐れ入りますが、８月１日ま

でに、先日お送りいたしましたメール、もしくは郵送で意見書を事務局まで御提出いただ

ければ幸いに存じます。 

 先生方からいただきました本日の御意見、また今後の意見を踏まえまして、報告書を作

成し、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。
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その後、８月下旬に市議会に報告書を提出し、９月２日金曜日から開催を予定しておりま

す平成 28 年第３回調布市議会定例会における資料といたします。その後、有識者の皆様に

完成版の報告書を御送付させていただくとともに、教育会館や市の公共施設等に配架し、

市のホームページなどにも掲載して、広く市民に公開する予定でございます。 

 今後のスケジュールとしては以上になります。 

 それでは、最後になりますが、教育部長の宇津木から一言、御挨拶を申しあげます。よ

ろしくお願いします。 

○宇津木教育部長  改めまして、若林先生、倉持先生、本当に今日は長い時間、ありが

とうございます。平成 24年度分からという形になるのですが、今年も点検・評価に御協力

いただきまして、本当にありがとうございます。 

 今、最後にまとめをしていだだいた内容について、少しお答えをさせていただければと

思うのですが、38、39 ページに今年の施策の評価結果一覧を出しています。今、先生方に

御指摘いただいたように、去年４段階に直して、今年は５段階と。去年、３段階から１つ

増やしたのですけれども、ちょっと中途半端な評価基準の設定になってしまって、やはり

明確な業務の成果の違いがみせられなかった。今回５段階にして、もう少しＡからＥまで

で、事業の成果の結果が差別化できるのではないかと思ったのですが、やはりなかなか、

事務方としてはＡＢに固まるような内容になってしまったかなというように思っています。

そういった意味では、今までもそうなのですが、評価の基準、それをつけた理由であった

り、それから気づいた点を、今後どう生かしていくかというところを中心に、しっかり書

き込んでいかなければいけないなと。今回、そういった点で御質問をいただいたというの

は、そこの書込みがまだまだ不足しているというのは大きな反省点だと思います。点検・

評価をやっている意味、市民にこれをどのようにアピールしていくか。他団体、いろいろ

な点検・評価のやり方があると思うのですが、我々も試行錯誤の中で、教育プランに基づ

いた点検・評価、今年は重点プロジェクトと施策を中心に主要事業の評価結果をまとめて

報告させていただいたのですが、やはりどの辺にターゲットを当てていかなければいけな

いのか、改めて今日、反省をしながら、また来年に向けて改善をしていかなければいけな

いと感じました。そういった点についてもまたアドバイスいただければと思います。 

 去年、新しい改定教育プランで、新しい施策の体系で評価をいたしまして、今年はその

２年目になります。そういう意味では、新しい教育プランで１年間実施をした上での今回、

評価だったので、よりいい点検・評価の資料が作れればと思っていたのですが、なかなか
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そこまで十分なものができなかったかなと思っています。これを作る上で、何ができたの

か、できなかったのか、あるいはどんな成果が上がっているのかというのを明確にしてい

こうという意思疎通を十分に図り切れなかったのかなと思います。２年目とは言いつつ、

改定教育プランは４年間の計画の上でのもう２年ですから、将来に向けた課題であったり、

目標を、今回の点検・評価の中でしっかり我々も出していかなければいけなかったなとい

うところの反省点を含めて、次につなげていければと思っています。 

 また、先生方から出たプロジェクトの考え方なのですが、この７つの重点プロジェクト

という、我々も非常に難しい捉え方をする中で、チャレンジとしてプロジェクト化をさせ

ていただきました。大きな教育課題として認識しているものを７つ挙げさせていただきま

した。この７つの重点プロジェクトは、施策とか主要事業を飛び越えて、もっともっと大

きな組織で、組織一体で取り組んでいかなければいけないもの、これは市長部局も含めて

なのですが、そういった組織横断的な、本当に大きな意味で我々が意識して、みんなで取

り組んでいかなければいけないものをプロジェクトとしてまとめたつもりであります。調

布の教育を取り巻く大きな課題という認識をしています。このプロジェクトの課題を認識

していく上で、施策とか主要事業の充実につながるような、本来の意味での特別なプロジ

ェクト、改善計画みたいなものに取り組めるといいなという理想があるのですが、まだそ

こまでは行かなくて、現場の課題、現状の課題把握にとどまっているというのが現実かな

と思っています。そういった目標を持ってプロジェクトを７つ設定して、組織横断的に、

教育全体を含めてしっかり取り組んでいこうと。それをすることで具体的な改善策を見出

していくことによって、より施策とか主要事業の充実につなげていければという、そうい

った意図を持ちながら作ったものなのですが、進行管理をしていく上では、まだまだそこ

までは至っていないかなと思っています。しっかりこの重点プロジェクト、何のために作

ったかというところを意識して、今後の課題として生かしていきたいと思います。 

 そういった中では、最初のほうに教育大綱のお話もあったと思います。総合教育会議が

できて、教育大綱を作ったのは本当に大きなターニングポイントだという認識をしていま

す。去年は教育大綱を作ればという形で１年やってきたのですけれども、調布は、子ども

たちの健やかな成長というところに大きな視点をもって、学校の役割、行政の役割、そし

て地域・家庭の役割という形で、３つの分野で基本方針を作らせていただきました。ただ、

改正地教行法は、やはり市長部局との連携をしっかりしなさいという形で総合教育会議が

設置され、教育大綱も策定をするという、その意図がより具体的に見えるように５つの連
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携テーマを例示的に指し示して、今後、教育大綱を踏まえて、どういった形で連携が進む

のかという形で５つのテーマとして提示をさせていただいた。これは、より柔軟に考えて

いこうということなので、市長の任期の間、この５つだけでやっていくというわけではな

くて、もっともっと柔軟に増やしてもいいし、中身も変えていこうという約束の中で連携

テーマを提示させていただいたというところがあります。こういったところも今後、今年

２年目に入って、本当にそこを教育委員会がどのように運営していくべきなのか。市長が

主催する、教育委員と市長との会議という形で、今後これをどう活用し、市民にアピール

していくかというのは大きなテーマだと思っています。この総合教育会議の在り方につい

ても、ぜひ先生方のサジェスチョンをいただけると、我々の今後に生かせるかとは思って

います。今日、重点プロジェクトの１番の中でそういった御質問、御指摘もいただいたな

と思っていますので、その辺も含めてまたアドバイスいただければというような感想を持

っています。 

 また、重点プロジェクト７の生涯学習・社会教育もちょっと分かりにくい、間口が広い

というお話もあったと思います。説明はあったと思うのですけれども、市のほうも、今、

大きく、いわゆる施設の再配置というのでしょうか、公共施設の総合管理計画を今年策定

していくと。これはやはり施設が老朽化してきて、次の世代に向けて、施設をどう維持し

ていくか、あるいは更新をしていくかというのは大きな課題になっていると思っています。

そういった状況もある中で、社会教育とかは施設も多く抱えています。そんな中で、調布

は生涯学習を市長部局に出して、生涯学習という施策を推進するセクションがあり、かつ

社会教育の施策を推進するセクションもあると。この生涯学習、社会教育が市長部局と教

育委員会と、両輪でしっかり動いていって、市民にとっての生涯学習、社会教育の振興を

図っていくという大きな目的があったと思うのですが、現状、その辺がうまく回らなくな

ってきているのもあるのかなという気がしています。それはやはり時代の変化の中で生涯

学習の考え方、どちらかというと作ったころは参加とか協働とか市民活動とかＮＰＯの支

援とか、そういった意味で生涯学習のまちづくりを積極的に推進していくという上で市長

部局に生涯学習担当を置いたのかなという経過もあったかと思うのですが、そういった部

門については、今、協働推進課というような別のセクションができたり、市民活動支援セ

ンターができたりという形で、市のほうも、施策が大きく転換している時期にも当たるの

で、我々としては大きなプロジェクトの意図として、組織の統合とか事業の再編とかとい

うことは打ち出しにくい現状の中で、やはり生涯学習、社会教育の振興という課題意識を
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持っていこうという形で、連携の中で意見交換をさせていただいているというところがあ

ります。なかなか、そういったところが明確に対外的に打ち出せないという苦渋のところ

もありまして、そういったものを意識しながら、教育委員会も生涯学習、社会教育、しっ

かり現状を把握して、市民にとって何がベストなのかというところを考えて、施策に反映

させていかなければいけないなというところで、プロジェクトを７番に入れさせていただ

いたという経過がございます。 

 そのほかにも先生方からも指摘されたように、調布は３年後と４年後に、ラグビーワー

ルドカップとオリンピック・パラリンピックが開催をされるという、これはやはり教育委

員会としても学校教育を活性化していく上で、しっかり活用していかなければいけないの

で、これも大きな課題だと思っています。 

 また熊本地震の教訓、ここから何を学ぶかというのも本当に大事な話ですし、子どもの

貧困の問題だったり、いじめ、虐待、あるいは不登校の問題、これらもどういった形で取

り組んでいくのか、学校経営とか校務改善にどうつなげていくかということも含めて、子

どもたちを取り巻く環境が本当に変わっていく中で、こうした諸課題に我々一体的に、組

織横断的に、そして継続的に、また効率的に取り組んでいかなければいけないという形の

中で、この点検・評価を生かしていかなければいけないなと思っています。 

 本日、先生方お二人から本当に貴重な御意見、御提案を今年もいただいて、できるだけ、

今年の内容についても反映できるものは修正をかけていきたいと思っています。市民にと

って、御指摘いただいた点を直すことで、分かりやすい報告書になるのかなと思っていま

すので、今日、質疑で出た内容についてはできる限り反映をさせていただきながら、また

先生方の意見は最後に報告書として取りまとめていければと思っています。そういった形

で、教育プランの充実にしっかりつなげていければと思っています。本当に本日は、あり

がとうございました。 

 最後、長年、協力いただいていた吉澤先生が今日は出席ができないということなのです

が、一日も早い御回復をお祈りしなければいけないと思っています。そういったことも含

みおきながら、簡単ではございますが、本日の結びの挨拶とさせていただきたいと思いま

す。本当に長い間、ありがとうございました。また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。 

 長時間にわたり、スムーズな進行に御協力いただきまして、ありがとうございました。

大変お疲れさまでした。それでは、これをもちまして、「平成 27 年度 調布市教育委員会
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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」を閉会いた

します。ありがとうございました。 

 

                                 ――了――   

 


