
1 

調布市教育プラン策定検討委員会 第１回 
会議録 

 
日時：平成 30年６月 18日（月） 

 午後６時～８時 

会場：教育会館３階 会議室 

 
＜出席委員＞ 

神永 典郎 委員 

遠田 恵理 委員 

細川 真彦 委員 

進藤 美左 委員 

福田 なお美 委員 

木下 安子 委員 

川島 隆宏 委員 

平岡 盛仁 委員 

西牧 たかね 委員 

柏原 公毅 委員 

高松 春美 委員 

執行 純子 委員 

秋國 光宏 委員 

 

＜議 事＞ 

１ 教育長あいさつ 

２ 委員紹介 

３ 委員長・副委員長の選任 

４ 事務局説明 

５ 質疑，意見交換等 

６ 次回日程等 

７ 資料 

 

＜配布資料＞ 

資料１ 調布市教育プラン策定検討委員会委員名簿 

資料２ 調布市教育プランの位置づけ，現行プランの体系等 

資料３ 現行プランの取組成果，市を取り巻く教育環境と課題 

資料４ 次期教育プラン策定のポイント等 

資料５ 次期プラン策定スケジュール（案） 
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資料６ 次期教育プラン体系（案）  

資料７ 調布市教育プラン策定検討委員会設置要綱 

資料８ 調布市教育プラン（平成２７～３０年度） 

資料９  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

評価報告書（平成２８年度） 

追加資料１ 調布市子どもの生活実態に関する分析報告書の概要 

追加資料２ 東京都立公立学校教員勤務実態調査の集計結果について 

追加資料３ 「学校における働き方改革推進プラン」の策定について（概要） 

 

＜会議録＞ 

１ 教育長あいさつ 

教育長よりあいさつが行われた。 

 

２ 委員紹介 

出席委員よりあいさつが行われた 

 

３ 委員長・副委員長の選任 

委員会設置要綱に基づき学識経験者である神永委員が委員長に選任された。 

委員会設置要綱に基づく委員長の指名により柏原委員が副委員長に選任された。 

 

４ 事務局説明 

事務局より資料の説明が行われた。 

 

５ 質疑，意見交換等     

委員長 資料２から５について意見はあるか。 

委員 資料３の(4)不登校児童・生徒の出現率，(5)情緒障害等により，特別な指導

を受けている児童・生徒の推移について，数が増加している要因は把握でき

ているか。 

委員 通級指導が受けやすい環境の整備を行ってきたということ，教育人口が増加

していることなどが考えられる。 

 不登校児童・生徒の出現率の増加の原因については，学校における実態は把

握できているが，原因は現在調査中である。 

委員 通級指導が受けやすくなったという実感はある。また，「情緒障害」という表

現は「精神障害」と混同されてしまうことが気になっている。 

委員 対象とする障害種である言語障害，自閉症，情緒障害，弱視，難聴，LD，ADHD，

肢体不自由及び病弱・身体虚弱という表現に基づいている。 
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委員長 通常の学級に在籍しながら特別指導を受けられる環境が整備されてきたこと

は一定の成果と捉えられる。 

委員 通級指導を希望する児童は小学校２年生から増えることがある。入学後の１

年間を経て保護者が教員と相談し，判断しており，子どもをサポートするう

えで重要なことだと感じている。一方で，通常学級での対応が難しい児童が

増えることについて，普通学級のあり方に根本的な解決策が必要である。 

委員 通級指導の目的は児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し，生活や学

習上の困難を改善，または克服することであり，その後，通常学級の中で生

活，学習を行うことを目指して指導に取り組んでいる。 

委員 資料５を見ると，９月にプランの素案について議論することとなっている。

限られた時間の中であるため，委員会ではどこまで踏み込んだ意見を挙げて

よいのか。 

事務局 本日配布した資料はあくまで事務局案である。委員から率直な御意見をいた

だき，議論・検討をお願いしたい。 

委員 学力の育成に関して、現在、中学校で最も大きな問題は、低学力の生徒の存

在だと思う。中学校の定期テスト結果を度数分布で表すと，中ほどが高い山

になるだけでなく，山が二つできるような現象も見られる。低学力の生徒に

対して、基礎的な学力をつける施策が必要である。また、すべての子どもた

ちに、最低限度どのような学力をつけたらいいのか、ということも明らかに

し、それを実現する方法も見当すべきだと思う。児童・生徒の学力を数値だ

けでなく，本人の意欲なども加味して評価していけるとよい。 

委員 資料３(6)市の教育費の推移（平成 27～30 年度 歳出予算）の中で，学校の

施設改修費は教育に関する予算に含まれるのか。 

事務局 学校の施設改修等にかかる費用は「教育費」に計上されている。 

委員長 市全体の予算は増加しているが，教育に関する予算は減少しているという理

解でよいか。 

副委員長 市全体でみると，平成 30年にかけて京王線連続立体交差事業に伴う駅前広場

整備の予算が大きく計上されており，増加傾向にあった。教育部の予算も前

年と比較すると減少しているが，これも平成 29年にかけて深大寺周辺の用地

取得があり，増加していたという背景がある。 

 限られた財源の中で，教育人口の増加等に対し，十分な対応ができるよう予

算獲得に取り組んでいく。  

委員  追加資料２について，実際に教員の勤務時間の削減はできるのか。通級指導

などの体制が充実していくことは大事だが，一方で教員の業務量が増加して

いるようにも感じる。 

委員 例えば部活動において教員が割く時間を減らすことは，すぐの実現は難しい
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と感じている。特に週末に大会などがあると，生徒の意欲や保護者のニーズ

を汲み取り，土日両日活動をさせたいと考える教員は多い。ルールを厳格に

して「違反」ということまで制度化しないと，制限することはできないと感

じている。 

委員長 国の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」もあるが，調布

市としてどのように取り組んでいくか，実態に即した対応が重要となる。 

委員 追加資料３に「取組の方向性」が挙げられているが，実現に向けて着実な取

組ができるとよい。 

 学校支援地域本部など，実際に教員をサポートしていただくとともに，地域

一体となって教育を推進できている点は，引き続き充実していけるとよい。 

委員 学校支援地域本部の取組は，地域も熱意をもって取り組んでいる。しかし一

方で，ボランティアにも限界がある。 

 例えば学校に関わるボランティアに対する予算措置ができれば，より責任を

もって取組が推進できると感じる。 

委員長 資料６について意見はあるか。 

委員 施策４の「15 児童・生徒の貧困対策」が新たに追加されたことが非常に重

要なことだと感じる。 

委員 スクールソーシャルワーカーの配置とあるが，これは市内各校に配置される

のか。 

委員 現在，教育委員会に３人配置しており，各校に派遣する体制である。 

委員長 スクールカウンセラーは何名いるのか。 

委員 都のスクールカウンセラーを各校１人配置し，加えて，調布市独自のスクー

ルカウンセラーも各校１名配置している。 

委員長 スクールソーシャルワーカーもスクールカウンセラーと同様に配置していけ

るとよい。 

副委員長 予算措置など，すぐの対応は難しいが，市の基本計画とも整合を取りながら，

全市的な取組に位置づけて実現に向けた検討を進めていきたい。 

委員長 例えば市全体の基本計画の中で教育分野の重点的な取組を位置付けることで， 

 予算措置も含め実現性が高まる。 

委員 施策４で「不登校対策の推進」と「いじめ，虐待の防止と対応」が分かれる

ことで，取組がよりわかりやすくなった点はよいと思う。 

委員 施策２「少人数学習指導・習熟度別指導の推進」は，少人数指導＝習熟度別

指導となるのか。 

委員 教員の加配は，学校ごとに計画を立てて目的を明確化することで実施される。

実態としてそのようなケースもあるが，少人数指導が必ずしも習熟度別指導

となるわけではなく，学校ごとの考え方によって決まる。 
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委員 習熟度別指導については、デメリットがあることを踏まえる必要がある。点

数でクラス分けをすることによって、成績下位のクラスになった子どもたち

の意欲がいちじるしく低下する。また、同様の子どもたちが集まることによ

って、指導も難しくなる。一律に成績で分けるより多様な子どもたちが集ま

ったクラスの方が活気ある授業ができる、などの点を考慮すべき。児童・生

徒の意欲も踏まえて，指導の方法を検討していけるとよい。 

委員 例えば英語では習熟度別にクラス分けをすることは適切ではなく，都も習熟

度を均等に分けて少人数指導を行う「均等割」を認めている。一方で数学に

関しては「均等割」が認められないなど教科ごとに扱いは異なるが，習熟度

別指導についても，１年間固定ではなく，定期テスト毎にクラスの変更も想

定している。 

委員 単元ごとのクラス変更なども，児童・生徒，保護者と相談しながら検討して

いくこともある。 

委員長 資料６は太字で下線を引いた箇所が変更点となっている。変更点について意

見はあるか。  

委員 施策２「グローバルな人材の育成とオリンピック・パラリンピック教育の推進」

は国際交流と共生社会の実現といった２つの内容が統合されたかたちとなって

いるが，どちらかの取組が薄くなることがないようにしてほしい。 

委員 施策２「ＩＣＴ機器の活用と情報教育の推進」は具体的にどのようなことに

取り組むのか。 

委員 新学習指導要領にある「主体的・対話的で深い学び」という，子どもの主体

的な学びにつなげるため，ＩＣＴ機器を活用していくことを考えている。具

体的には，まず教員がタブレット端末を授業に活用できるようになることを

考えている。機器等の活用を通して論理的な思考を児童・生徒が身に付ける

ことを目的としている。 

委員 プログラミング教育というものもあるが，単にコンピュータのプログラミン

グを学ぶだけでなく，課題を論理的なプロセスを経て解決していくことを学

ぶものである。論理的な思考は他の教科にも応用できるものである。 

委員  子どもが主体的に学べるようになるという目的が事業概要から読み取れるよ

うな記述になっているとよいと感じた。 

  また，市内には電気通信大学もある。大学等との連携も検討していけるとよ

いのではないか。 

委員 施策２「ＩＣＴ機器の活用と情報教育の推進」だが，機器の扱いが得意でな

い教員も一定数いると思う。機器の使用を前提とすると，教員の新たな負担

が懸念される。 

委員 児童・生徒はスマートフォン等のＩＣＴ機器に触れて育っているという実情
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がある。実情をふまえ，ある程度教員がそれに対応していく必要があると考

えている。現場の声として，ベテラン教員からＩＣＴ機器を活用してこれま

でできなかったことができるようになり，授業の幅が広がったという声もあ

がっている。 

 子どもの学びのプラスといった目的を明確にするとともに，教員の負担にな

らないよう研修等も充実していくことで，ＩＣＴ機器の活用を推進していき

たい。 

委員長 子どもの主体的な学びにつなげるといった，ＩＣＴ機器導入の目的を明確に

するとともに校務改善にもつながるような施策としてほしい。 

委員 施策４「児童・生徒の貧困対策」とあるが，児童・生徒の実態は現場ではど

の程度把握できているのか。 

委員 現場の教員はどの児童・生徒が就学援助の対象となっているかは知らない。

指導にあたっても，その点は意識していないのではないか。 

委員 対象となる児童・生徒の数は市内でも学校，地域により状況は異なるかもし

れないが，国や他市と比較して多くないと感じている。 

委員 施策４「児童・生徒の貧困対策」で「調布市子ども・若者支援地域ネットワ

ーク」における関係機関との連携とあるが，学校には連携の窓口はあるのか。 

委員長 地域と連携するにあたって，学校支援地域本部がある。 

委員 子ども，家庭の実態を把握し対策を取っていくことも重要だが，教員が「支

援の対象となる児童・生徒がいる」という事実を常に認識しながら指導にあ

たることが重要であると感じている。 

委員 施策５「教職員の指導力・人権意識の向上」では，「児童・生徒の貧困対策」に

対する教員の意識向上につながる研修等に取り組んでいくのか。 

委員 子どもの人権を考えた時に子どもの貧困対策は１つの課題になる。研修等を

通して調布市の子どもの実態を教員にも周知していくことは重要であると考

えている。 

 貧困対策そのものは，全てが教育分野の取組とはならないが，福祉等の関係

課と密に連携して取り組んでいく。 

委員 スクールソーシャルワーカーが間に入る役割を担っていけるのではないか。 

委員長 スクールソーシャルワーカー等が，関係課が連携するにあたってつなぐ役割

を担っていけるとよい。 

 

６ 次回日程等 

事務局より次回策定委員会の日程について，説明が行われた。 

以上 


