
 

- 1 - 

          令和２年調布市教育委員会第４回臨時会会議録 
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                       執 行 純 子 
          指 導 室 長            
 
          教 育 部 次 長             高 松 春 美 
 
          教 育 部 副 参 事 兼            
                       髙 橋 慎 一 
          指導室学校教育担当課長            
 
          学 務 課 長             廣 瀬   郷 
 
          学務課主幹兼課長補佐             金 子 勝 巳 
 
          指導室統括指導主事             濱 田 昌 也 
 
          教育支援担当課長兼            
                       小 山 暢 子 
          教 育 相 談 所 長            
 
１．事務局出席者        教 育 総 務 課 長             鈴 木 克 久 
 
１．会議録署名委員 教 育 長             大和田 正 治 
 
          委         員  福 山 めぐみ 
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○大和田教育長  おはようございます。ただいまから令和２年調布市教育委員会第４回

臨時会を開会いたします。 

 ここでお諮りいたします。本臨時会については、４月２日に開催しました令和２年調布

市教育委員会第３回臨時会において、５月６日までの調布市立学校の休業の措置について

御承認いただいたところです。 

 その後、４月24日には、都立学校の対応を踏まえ、５月７日及び８日を調布市立学校の

管理運営に関する規則第４条第３項に基づき、各学校において児童・生徒を登校させない 

日といたしました。 

 今般、５月４日に国の緊急事態宣言が５月31日まで延長されました。また、このことを

踏まえ、昨日５月５日に、東京都教育委員会においては都立学校の臨時休校を国の緊急事

態宣言と同様に５月31日まで延長する方針が示されるとともに、市区町村の教育委員会に

対して同様の対応を依頼する通知がなされました。このような動向を踏まえた中で、改め

まして５月９日以降の調布市立学校の具体的な対応について御協議いただくため、急きょ

本日、臨時の教育委員会を開催することといたしました。 

 このため、通常であれば、開催について周知の上、公開で委員会を開催するところであ

りますが、教育委員会第２回臨時会と同様に、そのいとまがなかったことから、調布市審

議会等の会議の公開に関する条例第４条ただし書きを準用し、事前公表することなく開催

しております。 

 つきましては、会議録の公開をもって、会議の透明性を確保することといたしたいと思

います。これに御異議ございませんか。 

     （「異議なし」との声あり） 

○大和田教育長  御異議なしと認めます。 

 また、臨時代理の取り扱いについてお諮りいたします。 

 令和２年３月末日に調布市教育委員会の権限委任等に関する規則第４条第１項の規定に

より、教育長の臨時代理の処理として２件の規則を制定いたしました。本来であれば、直

近の教育委員会である本日の会議で本臨時代理の承認に係る議案をお諮りするところです

が、本日は急きょ、予定の日程を御審議いただくため招集いたしました。このため、本臨

時代理については、次回の第５回定例会において議案としてお諮りすることといたしたい

と思います。これに御異議ございませんか。 

     （「異議なし」との声あり） 
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○大和田教育長  御異議なしと認めます。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

 日程第１ 令和２年調布市教育委員会第４回臨時会会議録署名委員の指名について 

○大和田教育長  これより日程に入ります。 

 日程第１、令和２年調布市教育委員会第４回臨時会会議録署名委員の指名について。本

件については、調布市教育委員会会議規則第29条の規定により、福山委員を指名し、教育

長の私、大和田とともに署名委員といたします。よろしくお願いいたします。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

 日程第２ 報告事項 

○大和田教育長  次に、日程第２、報告事項に入ります。 

 執行教育部副参事兼指導室長から、５月７日、８日の市立学校の対応について報告をお

願いいたします。執行指導室長。 

○執行教育部副参事兼指導室長  私からは、５月７日及び５月８日の市立小・中学校の

対応について御報告いたします。資料１を御覧ください。 

 市立小・中学校においては、４月２日に臨時教育委員会で決定したとおり、小学校にお

いては４月７日から５月６日まで、中学校においては４月８日から５月６日までを臨時休

校と決定したところですが、４月23日、東京都教育委員会より、５月７日以降の対応につ

いては、国の緊急事態宣言の動向を受けて都の方針を決定すること、また５月７日は大型

連休の翌日であり、事前に学校や保護者等に十分な周知を行うことが難しい状況にあるこ

とから、５月７日及び８日については、都立学校について臨時休校をする旨の通知があり

ました。そして、同様の対応を区市町村立学校においてもとるよう要請がありました。 

 調布市立学校においては、こうした状況を踏まえ、４月24日に、５月７日及び８日につ

いては、調布市立学校の管理運営に関する規則第４条第３項に基づき、各学校において児

童・生徒を登校させない日として対応するよう通知いたしました。これを受けて、各学校

においては、５月７日及び５月８日については、児童・生徒を登校させない日としたとこ

ろです。 

 また、同日４月24日の午後には、このことについて調布市教育委員会から学校安心・安

全メールにて保護者あてにも周知したところです。 

 報告は以上です。 

○大和田教育長  以上で報告は終わりました。本件について質疑、意見等がございまし
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たらお願いいたします。よろしいですか。 

     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  質疑、意見等がないようですので、以上で報告事項を終わります。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

 日程第３ 協議題 

  市立小・中学校の臨時休業の延長について 

○大和田教育長  次に、日程第３、協議題に入ります。 

 「市立小・中学校の臨時休業の延長について」を議題といたします。本件について執行

教育部副参事兼指導室長、濱田指導室統括指導主事、髙橋教育部副参事兼指導室学校教育

担当課長から説明をお願いいたします。執行教育部副参事兼指導室長。 

○執行教育部副参事兼指導室長  私からは、市立小・中学校の臨時休業の延長について

御説明いたします。資料２を御覧ください。 

 ５月４日、政府において国の緊急事態宣言の延長を５月31日まで行う旨を決定し、５月

５日、東京都においても新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第７項に基づき、東

京都知事から東京都教育委員会に対し必要な措置を講じるよう要請がありました。 

 このことを受けて、東京都教育委員会においては、都立学校について令和２年５月７日

から令和２年５月31日まで臨時休業を実施することを決定し、区市町村立学校においても

同様の対応をとるよう５月５日に要請があったところです。 

 このことを受けて、市立学校においても児童・生徒の安心・安全を第一に考え、５月７

日から５月31日までを改めて臨時休業としたいと考えております。 

 なお、臨時休業の延長に当たっては、東京都教育委員会より、学校施設を活用した子ど

もの居場所の確保やＩＣＴの活用も含めた学習支援の取組等の対応等の依頼もあったこと

から、引き続きこれらの対応を進めてまいります。 

 また、今般の延長の決定後には、これまでの臨時休校についての取組への感謝と、改め

て調布市教育委員会としてさらなるお願いをお伝えしたく、別紙のとおり調布市立学校に

通う児童・生徒の保護者様あて並びに調布市立学校の教職員の皆様あてに通知と併せてお

手紙を送付したいと考えております。 

 続いて、資料３の臨時休業に伴う学習の保障等については指導室統括指導主事・濱田よ

り御説明いたします。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 
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○濱田指導室統括指導主事  私からは、臨時休業期間延長に伴う学習の保障等について

説明いたします。資料３を御覧ください。 

 臨時休業期間を延長するに当たっては、４月21日付けの文部科学省の通知において、児

童・生徒が自宅等にいる状況にあっても、規則正しい生活習慣を身に付け学習を継続する

とともに、学校の再開後も見据え、学校と児童・生徒との関係を継続することができるよ

う、各教科等の指導計画を踏まえ、主たる教材である教科書及びそれと併用できる教材等

に基づく家庭学習を課すこととされております。こうした状況を踏まえ、臨時休業中の学

習の充実について対応してまいります。 

 １、家庭学習の充実について説明いたします。(1)学習課題の提示については、学習習

慣及び生活習慣を崩さないよう、毎週金曜日に、翌週の月曜日から金曜日までの１週間分、

内容としては原則、週時程に位置付けられている各教科の時数分の内容としております。

これらの教科書を使用した学習課題やそれと併用できるプリント、３月分の未指導分の学

習課題を学校ホームページに掲載することとします。 

 各学校では、副教材を購入していますので、教科書の配布と同様に分散登校するなどし

て副教材を配布し、課題として提示してもよいこととしております。また、家庭のインタ

ーネット環境等により、学校ホームページで課題を受け取ることができない家庭があるこ

とも想定されることから、印刷したものを配布できるよう個別に対応できる準備を進める

ようにしています。 

 さらに、課題を与えるだけではなく、児童・生徒が１週間分の学習課題を基に自己の学

習計画を立てられるように、学年だよりなどを利用して学習の手引き等を示しておくよう

に準備を進めております。 

 (2)学習及び心身の状況の把握については、５月18日月曜日の週に学校連絡日を設定し、

学習課題を提出させるなど、学習及び心身の状況の把握を行い、児童・生徒の学習の支援

及び心のケアを行うこととしております。その際、新型コロナウイルス感染防止のため、

保護者が児童・生徒を登校させたくない場合については、保護者の来校を促すなど、確実

に児童・生徒の学習状況等を把握できるよう対応を行うようにしています。 

 原則、設定する学校連絡日は、２０日水曜日から２２日金曜日までの３日間としていま

す。このほかにも、各学校においては課題を説明するなど、状況把握の日を設定するなど

しています。 

 (3)相談体制の整備については、児童・生徒が学習面や生活面において困ったことなど
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をいつでも相談できるよう、学級担任以外も含めて校内で相談できる体制を整備するよう

にしています。また、対面での指導の必要性が高い場合は、感染症対策を徹底した上で、

短時間の最小限度の範囲で行うことができるようにしています。 

 また、すべての児童・生徒の心身等の状態を把握するために必要な体制として、通常の

学級及び特別支援学級の担任や学級担任と校内通級教室の教員が連携しながら、電話等を

通じ、臨時休業に伴い自宅で過ごす児童・生徒及びその保護者との連絡を密にし、必ず定

期的に児童・生徒の心身の健康状態を把握するとともに、保護者だけではなく、児童・生

徒本人とも直接電話等で会話するなどして、児童・生徒の状況を的確に把握するよう指示

をしております。 

 ２、教育委員会の学習支援の取組については、各学校は、安全・安心メールでベネッセ

コーポレーション、ミライシードのＵＲＬを周知し、個人用学習ページで計算や漢字など、

オンライン学習を行うことができるようシステムを構築しております。このほかにも双方

向でのオンライン学習が可能か検討を行っているところです。 

 また、インターネット環境が整っていない家庭の実態把握を連休明けに実施し、必要な

家庭については個別に対応できるようにしていきます。 

 ３、その他として、(1)各学校が課した家庭学習の取り扱いについては、国が示してい

る学校再開後に当該内容を授業で再度取り扱わないことができる特例的な措置とするもの

ではなく、学習の予習としての扱いであり、学校再開後は見直した指導計画を基に弾力的

に指導することとしています。また、このことにより、一部の児童・生徒の学習の定着が

十分でないことが想定されることから、学校再開後は学習ボランティア等を活用し、放課

後の学習、追加の家庭学習を適切に課すなど、必要な措置を講じるようにしていきます。 

 (2)教室開放については、資料４において髙橋教育部副参事兼指導室学校教育担当課長

から説明いたします。 

 私からの説明は以上です。 

○大和田教育長  髙橋教育部副参事兼指導室学校教育担当課長。 

○髙橋教育部副参事兼指導室学校教育担当課長  私からは、資料４について御説明いた

します。臨時休業の延長に伴う学校における教室開放についてです。こちらは保護者あて

の事務連絡文書となっております。 

 臨時休業期間中の教室開放による家庭で過ごせない児童・生徒の居場所の確保について

は、これまでも実施してきておりますが、あらためて臨時休業に伴い、継続して実施をす
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るものであります。 

 記書き以下のところですが、１の臨時休業期間中の学校の対応の欄を御覧ください。現

在、学童クラブは原則休止で、医療従事者等、就業先によっては特例的に受け入れるよう

な体制を取っておられますが、５月11日以降につきましては、午前中から開設となるとい

うことであります。よって、学童に参加できる児童については学童への参加を、学童に参

加できない児童につきましては引き続き保護者の就労等、家庭で過ごせない場合に教室開

放に参加していただくことができます。 

 また、その下の欄①教室開放の実施時間でありますが、これまで午前８時30分から各学

年の下校時刻までとしておりましたが、低学年と高学年の兄弟の場合など、一緒に下校で

きたほうがよいといった理由によりまして、終了時刻を14時30分と原則統一化することと

いたしました。 

 なお、利用に当たっては、裏面にございます同意書兼申請書に必要事項を記入の上、学

校に提出していただくこととしてございます。 

 説明は以上でございます。 

○大和田教育長  以上で説明は終わりました。本件につきまして質疑、意見等がありま

したらお願いいたします。川原委員。 

○川原委員  この案件ということではなくて、今までの状況といいますか、市内及び学

校関係、教室開放がどのぐらいの割合とか、その辺が分かれば教えていただきたいのです

けれども。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  まず初めに、教室開放を実施した４月７日の週ですが、こ

のタイミングでは1,500人の子どもが教室開放に出ておりました。その後、東京都からの

緊急事態措置を受けて700人ぐらいに減っております。さらには、学童クラブのほうが特

例的な育成を始めたところから、400人前後の児童・生徒が教室開放に参加している状況

でございます。 

○大和田教育長 川原委員、よろしいですか。 

○川原委員  学校の関係はどんな状況になっているのか教えていただきたいのですけれ

ども。 

○大和田教育長  臨時休業中の学校の様子ということでよろしいですか。 

○川原委員  はい。 
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○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  教科書を配布したり、家庭学習を配布したりということで、

各学校さまざまですが、登校日を設けて来校させているところもあります。また、学習の

みならず、家庭では居られない、ネグレクト、家庭の問題を抱えているお子さんなどが学

校に相談をしに来るなど、スクールカウンセラーとつながったケースもございます。 

○大和田教育長  川原委員。 

○川原委員  何か問題があったとか、事故があったとか、そういうのは特にないのでし

ょうか。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  現時点では、例えば公園でけがをしたとかといったような

報告は受けておりません。 

○大和田教育長  川原委員。 

○川原委員  分かりました。ありがとうございました。 

○大和田教育長  よろしいですか。ほかにございますか。加藤委員。 

○加藤委員  関連してなのですけれども、以前、自主登校という言葉が出て、ちょっと

抵抗があると私は意見を申しあげたのですが、その言葉はなくなってしまったのでしょう

か。教室開放と表現されているので、このように表現が変わったのかどうかが１点と、今、

川原委員から質問があった、教室開放にどれくらい来ているかというのは、市全体で言わ

れてもピンと来ないのです。各学校どのくらいなのかとか、率としてはどのくらいなのか。

例えば600人規模の小学校で何十人ぐらいなのかというように説明していただけると大変

分かりやすいのですが、まずはその２点を質問させていただきます。よろしくお願いしま

す。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  登校日という言葉が学校にも保護者にも、登校しなければ

ならないのだというような意味で取られてしまうということもありまして、教室解放への

参加、そして教育委員会から指定するものについては学校連絡日と表現をして発出してい

るところです。教室開放においては、例えば一番大きな学校ですと、児童の約６％が参加

している。人数が少ないところについては、１人、２人がすごく大きなパーセントを生じ

てしまいますので、ここでは大きな学校を説明させていただくと、平均的に毎回５～６％

の子どもが参加しているといえると思います。 
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○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  分かりました。イメージがわきました。ありがとうございます。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。福山委員。 

○福山委員  資料３なのですけれども、家庭学習の充実というところで、登校するとき

に分散登校をするなどして副教材を配布したりという御説明が書かれてありますが、分散

登校の具体的な形というかスタイルというか、そこを教えていただきたいのと、分散登校

の意味といいますか、どういったことを考えて分散登校をしようとされているのか、具体

的にはどんな形で分散しているのかというところがちょっと見えないので、教えていただ

けますか。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  これまでも各学校が分散登校をしてノウハウはあります。

方法としては、人数が多い学校でしたら学級をＡ班、Ｂ班と分けるようにして、時間設定

で学級を分散してやっている学校もあります。学級数が少ないところにおきましては、学

年ごとに時間設定し直して登校させています。 

 分散登校する意図としましては、一気に校門に集まる、昇降口に集まってしまうことを

避けるということも１つあります。また、教室で担任が見るときに、例えば一教室30人を

入れるのではなく、15人、15人と分けることによって、担任が自分の学級の子どもを把握

できるといったメリットもあることから、分散登校するように指示を出しているところで

す。 

○大和田教育長  福山委員。 

○福山委員  ありがとうございます。分散登校の背景には、もう１つ、子どもの家庭の

状況を把握する意味もあるかなと思うのです。例えば、虐待があるかどうかということを

把握するために、また早期発見できるようにするために必要なのかなというようにも思い

ます。ただ、授業の状況、またどのように家庭学習をしているのかといったところを担任

の先生がしっかりと保障されるということはもちろんなのですが、子どもの顔色とか家庭

の状況とかをしっかりと把握するという意味もあるのかなと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  委員のおっしゃるとおりでございます。心身の状況の把握

といったところについては、当然、家庭での子どもの様子も含めて、顔色であったりとい
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うことを確認していくことが重要になりますし、この臨時休業期間中においても、そうい

った要保護にかかわるような児童・生徒について十分に把握していくようにということで

指示を出しているところでございます。今後も引き続き、そういった対応をしてまいりた

いと考えております。 

○大和田教育長  福山委員。 

○福山委員  ありがとうございます。そういったところがとても気になるところですの

で、保護者の皆さんも仕事をやめざるを得ないという状況の中で、精神的にも安定しない

状況があったりすると、子どもに当たったりということが。普段はそんなことは無いと思

いますが、状況が状況ですので、そういったところもどういうフォローができるのかとい

うのも考えていかれるといいのかなと思いますので、その点よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それと、もう１つお伺いしたいのは、おうちで１週間分の学習課題を基にそれぞれが学

習計画を立てて勉強しているのだと思うのですけれども、東京都は、小池知事が各学校に

タブレットを都のほうから貸与しますというような話をされていましたが、現状、おうち

でそういうＩＣＴを使った学習ができている子どもの割合というのはどの程度なのでしょ

うか。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  その点については、まだ現状、実態を把握できていない状

況でございます。連休明けには早急に学校安全・安心メール等のアンケート機能を活用し

て、どの程度インターネット環境で学習ができるのかを把握し、対応していきたいと考え

ております。 

○大和田教育長  福山委員。 

○福山委員  文部科学省のほうもＧＩＧＡスクールという構想を練って、今回の国の30

日の補正予算の中には、タブレットとかパソコンを各１人に１つという体制のための、い

わゆるＧＩＧＡスクールのための予算も入っていると聞いているのですけれども、それが

この機会にそういう体制になっていくといいのかなと思っております。私の意見です。 

 新型コロナウイルスで私たちの生活がとても脅かされてはいるのですけれども、こうい

う機会に生活様式がちょっと変わってくる、変わらなければいけないというお話もありま

すので、どんな子どもも取りこぼさないように、どんな状況の子どもであっても自分で学

習ができるような体制にするには、ＩＣＴを活用していくというのは、これからの時代の
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すう勢だろうと思います。できれば積極的に取り組んでいただいほうがいいのかなと思い

ますので、これについてはいかがでしょうか。 

○大和田教育長  髙橋教育部副参事兼指導室学校教育担当課長。 

○髙橋教育部副参事兼指導室学校教育担当課長  国のＧＩＧＡスクール構想につきまし

ても、積極的に手を挙げてまいりたいと考えてございますが、何分、予算がかなり多額に

なるということも想定されておりますので、そちらのほうにつきましては、市の部局と調

整を図りながら可能な限り進めていきたいと考えております。 

○大和田教育長  福山委員。 

○福山委員  どうかよろしくお願いいたします。学習の機会、９月の入学ということも

今いろいろ取り沙汰されておりますけれども、それが実現するかどうかはともかく、何が

あってもこれからウイルスとの戦いといいますか、人類が生きていくにはウイルスとの戦

いは欠かせないというようにも歴史的に言われていますので、そういう状況になったとし

ても、子どもたちを１人も置き去りにしない、だれもが学べるチャンスがあるはずですの

で、調布市の教育委員会としては積極的に、そういう体制へ能動的に取り組んでいくとい

う姿勢をぜひお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。要望です。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。はい、徳田委員。 

○徳田委員  資料３の学習課題のことについてお伺いしたいです。今現在、参考資料に

学校ホームページに掲載するチェックリストというのが出ています。こちらの資料にも書

いてありますが、長引くにつれ、学習についての不安が皆さんものすごく大きくなってき

て、学校から課題を出していただいていて、ホームページに出ているのですけれども、私

もほとんどの学校を見せていただきましたが、非常に差が大きい。多分、その差が大きい

というところでこういうチェックリストを作っていただいていると思うのです。 

 ちょっと見た限りですが、例えばベーシックドリルを自分で見て、そこから必要なのを

自分で出してやりなさいぐらいのことしか書いていない学校もあれば、非常に丁寧に週間

予定表から課題まですべて出してくださっている学校もあって、そこにすごく差があるの

です。知り合いのお母様でいろいろな学校に行かれている方がいるので、いろいろな声を

みんなが交換しているのですが、あそこの学校はこうらしいけれども、うちはこんなだみ

たいな、そこの差がすごく、皆さん心配になるところだと思いますので、早急にこの課題

の、どの学校でも同じレベルにきちんと、まさにこのチェックリストのものですが、これ

は今されていることで、５月のいつから本当にどこの学校も同じレベルの課題が出せるよ
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うになるように進めてくださっているのかというのを教えていただきたいのが１点。 

 それと、学校によって校長先生が自らメッセージを出されたり、体幹トレーニングみた

いなのをYouTubeで先生自らやられて、動画を配信されているような学校もあるようなの

ですが、これも学校によってすごく差が大きく、別にやるのがいいと、どこの学校もやれ

ばいいと思っているわけではないのですが、やはりそれを発信してくれた学校の保護者の

方はすごく安心したり、評価をされているのです。そういった学校ごとの動画の配信みた

いなことに関してはどのようにお考えなのかというのがもう１点です。 

 それと、ベネッセのミライシードの活用なのですが、こういうものも確かに便利ではあ

るのですが、結局は、どの課題をやらせるかというのは親が見ないと、本人一人では到底、

今の自分の段階に合わせた課題がこれで、このドリルをどういう配分でやっていこうみた

いなことというのは、ただこういうコンテンツがあっても、なかなか取り組めないので、

そういうのを含めた本人のスケジュール立てであるとか、１日の過ごし方のコントロール

であるとかというところを保護者がきちっと見られるお子さんであれば何とかなるのです

が、多分１人でおうちにいるようなお子さんは、すごくそこら辺が浅くなってしまうので、

子どもによってはそこまで踏み込んだ見取りをしていただくぐらいのこともあってもいい

のかなと思っているのですが、それについていかがお考えでしょうか。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  まず１点目の学習の充実については、やはり私たちもホー

ムページを見てみて、各学校について課題格差があると課題を認識しているところです。

改めてこちらを学校のほうに提示し、５月11日以降はこれに乗ってできるようにというこ

とで進めております。ただし、準備ができている学校からは、５月11日に限らず進めてい

けるようにということで指示をしているところです。 

 ２点目のYouTube、動画の配信については、市のホームページ上ですとそういった配信

をすることができないことになっており、現時点では学校長のもと対応していただいてい

るところです。そこで、市として動画であったりオンラインという学習がどのようにでき

るのかという検討を進めまして、検証をした上で、できるのであれば全学校に共通したも

のができるようなことで現在検討を進めているところです。 

 ３点目の課題のコンテンツの使い方については、自己の学習計画が立てられるように、

発達段階に応じて各学校が学年だより等を通じて配布するということになっておりますが、

これは当然、家庭の御協力も得なければ十分には不可能かなと思っておりますので、家庭
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に御協力を求めつつも、適切に把握できるように、学校が動いていけるように指示をして

いきたいと考えております。 

○大和田教育長  徳田委員。 

○徳田委員  ありがとうございます。今の回答はよく分かりました。よろしくお願いし

ます。 

 続けて質問というか要望みたいになってしまうのですが、特に心配されているのが新小

１、中１のお子さんの保護者の方で、結局、入学式も校歌が歌えなかったので校歌も知ら

ないしみたいな、担任の先生から一度も電話もないし、かといって小学校の先生にももう

相談できないしというところで、そうでなくても小学校から中学校への中１プロブレムが

すごく心配なところで、中学校の学習というものにどう入っていけばいいのかというのが

すごく心配されている御様子があるので、中学３年生ももちろん心配だとは思うのですが、

特に中学１年生に関して、学校への帰属意識であるとか仲間意識みたいなところに踏み込

んだぐらいの対応をお願いしたいというのが１点。 

 あと、特別支援学級なのですが、こちらに関しては、例えば学校のホームページには特

別支援学級の課題は出ていないわけですよね。学級からも特に大した、日記を付けましょ

うぐらいのものしか出ていなくて、これに関してもすごく取り残されている感を特別支援

学級の保護者は持っていると思います。先生方も大変だとは思うのですが、子どもが行っ

ていないのでもう少し先生方も手が……言い方は悪いですけれども、６人に対して担任が

１人に介助員の先生が１人いらっしゃるわけですから、子どもに合わせた課題をもう少し

考えて出していただくであるとか、うちの子どもに関して言いましたら、休校措置までの

間に１回だけ担任の先生から電話がありましたけれども、小学校の特別支援学級はまさか

そんな頻度で連絡されているとは思いませんが、学習だけではなく、生活とか自立活動の

部分の課題などももう少し丁寧に取り組んでいただきたいと思いますので、家庭学習の充

実チェックリストに合わせて指導していただけるのであれば、特別支援学級のほうにもぜ

ひ指導をよろしくお願いします。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  私からは、新小１、中１の学習についてお話をさせていた

だきます。電話がない状況で非常に課題があると認識しております。今後はしっかりと確

実に連絡を取るようにということと、また学校再開後、学校での過ごし方という部分も見

据えて対応ができるように各学校へ指示してまいりたいと考えております。 
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○大和田教育長  小山教育支援担当課長兼教育相談所長。 

○小山教育支援担当課長兼教育相談所長  ただいま委員御指摘のとおり、知的障害学級

及びはしうち教室等のホームページ上の課題の提供について、各校かなり差があるという

ことについては認識しております。４月28日時点でこちらでも調査しておりまして、把握

しているところでございます。知的障害学級、はしうち教室の児童・生徒につきましても、

通常学級の生徒と同じように家庭学習であったりとか、生活や自立活動について家庭で学

習ができるように、こちらのほうから指導、お願いをしていく予定でございます。 

○大和田教育長  徳田委員。 

○徳田委員  どうぞよろしくお願いいたします。ただ、５月31日以降もまだみんな全員

一斉に学校に行けるかどうかというのは、なかなか微妙だと皆さん思っていらっしゃると

思うのですが、そこに関して、もしこれがもう少し延びるようになったらこういう手立て

がみたいな、今の段階での見通しがありましたら教えていただけますでしょうか。 

○大和田教育長  執行教育部副参事兼指導室長。 

○執行教育部副参事兼指導室長  これまでも学校が再開した場合にどのように再開して

いくかということで、幾つかのパターンを検討してまいりました。ただ、東京都の場合は、

国が例えば分散登校ですとか時差登校を推進している中でも、今回の延長に限っては、そ

ういった措置、各区市町村ごとに工夫したというところについては、なかなか踏み込める

体制にはありませんでした。ということで、都内のほとんどの区市町村においては、31日

まで特別な学校との連絡を除いて、そういった分散登校ですとか毎日の時差登校というこ

とは考えていないところです。 

 先ほどのお話に戻しますと、恐らく学校を再開しても、例えば１つの教室に同じように

大人数がいるということは非常に難しいですし、また市内においては1,000人規模の学校

もありますので、そういった学校についてどのようにしていくのかというのは、幾つかの

検討をしているところです。今考えているところとしては、やはり曜日ごとに登校する学

年を変えるですとか、それから時間を変える、そういった工夫によって、徐々に再開して

いくということをやっていくしかないのかなと考えております。およそ２、３週間は分散

や時差で登校させながら、通常に戻していけるのかいけないのかというところを見極めて

いくしかないと思っています。 

 それに当たっても、授業日数としてカウントしていくには非常に十分でない状況が考え

られますので、その辺も十分に状況を把握しながら、夏休みをどのようにしていくのかと
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いうことも今後の最終決定に向けて考えていきたいと思っております。 

○大和田教育長  徳田委員。 

○徳田委員  よく分かりました。ありがとうございます。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。加藤委員。 

○加藤委員  関連することが幾つもあるのですが、まず３点ほど。１つ、今話題になっ

ている再開後、授業時数が大幅に足りなくなるのは目に見えているわけです。そこで、例

えば具体的な意見？としては夏休みがなくなるとか、諸行事、特に運動会には何十時間ぐ

らい準備にかかるのか、私ははっきり把握していないですが、少なくとも５、６時間では

準備が整いませんよね。そうやって考えた場合、もう今から、今年は運動会はないんだよ

ぐらいのメッセージを出してもいいのではないか。大胆過ぎる発言かもしれないけれども、

私としては、それくらい今は非常事態だというように考えたほうがいいのではないかと思

っています。これは意見だからお答えなくてもいいのですけれども、それぐらいの考えが

あっていいだろうというところはお分かりいただきたい。 

 それから、次に２点目は、私、どうしてもイメージできないのは、いろいろな方の質問

と重複するのですが、小学校１年生の自宅学習って何をどうするのだろう。ホームページ

ものぞいてみたけれども、本来、小学校１年生というのは、字が読めない、書けない、計

算できないというところからの前提で出発ですよね。もちろんそういうことがクリアでき

ている子が最近はいっぱいいるのは知っているのですけれども、そういう前提に立った場

合、小学校１年生への工夫は特にこんなのがありますよという例があれば聞かせてもらい

たいというのが質問になります。 

 ３点目、資料３の中に教科書を使用した学習課題となっているのですが、今までは復習

が中心だったように私は聞いているのです。この書き方ですと、新しい教科書を使った学

習課題と読み取れるのですが、それで合っているでしょうか。つまり、新しい教科書での

学習課題となると、それをだれが、先生がだと思いますが、点検しなければいけない。あ

るいは、もっと考えれば、評価と結び付いて考えなければいけない。このようにも思われ

るのですが、その点は従来の考え方と今回のいろいろな指示内容とは違うのかどうか、そ

こをお聞かせいただければ有り難いと思います。まずは３点にとどめておきます。よろし

くお願いします。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  まず、１点目の学校行事等については、現在、校長会と中
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止を求めるものという部分も含めて、学校行事の精選、見直しについて連携を図って対応

しているところでございます。 

 ２点目の小学校１年生の学習については、校長会と話をしたところ、やはり小学校１年

生、２年生については、学習の仕方という部分も十分に身に付いていないといったことが

想定されることから、分散登校をさせてでも、学習の仕方について、短い時間で話をして

持ち帰らせたいといった意向が多くありますので、それについては十分に感染対策を講じ

て実施するようにということで投げ掛けているところです。それに来ない生徒については、

個別に対応するということを聞いております。 

 また、３点目の学習については、委員がおっしゃるとおり、これまでは復習を中心とし

ておりました。今後は新学年の内容として実施していく。ですから、教科書のこのページ

を読んでどんなことを考えますかであったり、算数であれば、この解き方を基に解いてみ

ようであったりというようにやっていくのですが、これは学校連絡日を用いて提出するこ

とになっており、それを基に先生が学習状況を把握します。ただし、これが評価になって

いくということではございません。資料３の３(1)に示させていただいたとおり、特例的

な措置というものではなく、学校再開後にスムーズに学習に取り組めるようにするための

予習的な措置として扱っておりますので、やっているやっていないを基に子どもの評価を

していくものではございません。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  大変分かりやすい御回答、ありがとうございます。私の文章上の読み取り

の誤りもありましたことを認めます。ありがとうございました。 

 続いてもう一件、電話についてなのです。これは教員から聞いた話で、市内の話ではな

いのですけれども、電話は大変大切だと思っていたら、いろいろ問題点があるというのを

聞いたのです。調布市内でもそういう話が届いているのかどうか。つまり、こういう例で

す。うちは虐待が怪しいから電話をくれたのですかと怒っている家庭があるとか、あるい

は担任の先生が電話しても、要件以外のことをたくさん注文されてしまって、担任が答え

ようがない内容になってしまったとか、そうすると、その学校では電話による子どもとの

交流を進めていたのだけれども、中途で変更せざるを得なくなったというのも聞いていま

す。 

 私は、子ども、あるいは家庭と学校とがつながっていくうえでは、今は電話は極めて貴

重なツールだと思えてならないのです。例えばどこの学校でしたか、中学校だったか、時
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間が設定されていて、何月何日には何年生の担任が電話しますということをあらかじめ保

護者に予告している学校がありますよね。これは市内の学校です。そういうシステムで事

前に親御さん、家庭に知らせておけば、電話による家庭との意見交換、電話による子ども

の状況把握等も可能ではないかと思っているのです。そこにとどめますが、いかがでしょ

うか。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  私たちに関しても相談体制の整備ということで、電話の重

要性を認識しているところでございます。また、電話だけでは黙認できないような状況も

ある場合については、各学校、現在も家庭訪問を実施するなどして、しっかりと状況把握

に努めていただいているところです。 

 先ほど委員のおっしゃった、家庭が居りやすい何日の何時から何時までという工夫につ

いては、各学校の校長に周知をするなどして、適切に連絡が付くように対応できるように

各学校に投げ掛けていきたいと思います。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  ありがとうございます。今、家庭訪問という言葉が出たのですが、ついで

にそれも聞こうと思っていたのです。私は単純に、担任の先生が家庭訪問して回るくらい

の姿勢でいるのかなと勝手に思っていたのですけれども、それは接触になるからよくない

ことなのですか。そこが私には分からないまま今日来てしまったのですけれども、そこだ

け教えてください。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  中には、こういった接するということを避けなければいけ

ない状況下で家庭訪問することを問題視されている方がいるということも現実的にはござ

います。ただ、こちらは子どもの安否、健康状況も含めてやらざるを得ない状況もあると

思っております。ですから、まずは電話というコンタクトも含めてですが、やはりそれで

連絡が取れない、安否が確認できない、状況を把握できないというものに関しては、やは

り家庭訪問するなどして、これは学校だけではなく、すこやかも含めて連携体制を取りな

がらですが、対応していく必要はあるのかなと考えております。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  ありがとうございました。 

 ３つと言いながら最後にもう１つ、教員のことなのですけれども、通勤していますよね。
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企業では在宅ワークなどが推奨されているのだけれども、教員ってそれは難しいと思うの

ですが、現状、どのようになっているのかということも分かる範囲で教えていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  私たちも教員の在宅勤務については必要性を認識しており

まして、今回、臨時休業につきまして、すべての学校を回って教員の勤務体制について確

認をしてヒアリングもしたところです。今、多くの学校、教室開放をするに伴い、子ども

が学校に通ってくるということもありますので、すべての教員がとは言いませんが、学年

に１人を残して配置するなりして、体制を３体制であったり２体制にすることによって、

いわゆる６割カット、７割カットということで、６割、７割の教員が在宅勤務をするよう

な環境が現時点でも十分できているということです。 

○大和田教育長  加藤委員。 

○加藤委員  分かりました。私はその内容を全然知らずにいたものですから、ありがと

うございます。先生たちも大変なのだというメッセージもぜひ御家庭、子どもたちに伝え

ていただければということだけ最後に意見として申し添えて終わります。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。川原委員。 

○川原委員  資料２、３、４の関連性ということでお伺いいたしたいのですけれども、

資料２は校長先生宛て、その２枚目が保護者の皆様へということで保護者の方に出す形で

はないかと思うのです。それから３が校長先生、４が保護者の方へということで、保護者

の方には資料２の２枚目と資料４を配布というか連絡する形になるのでしょうかというこ

と。 

 あと、保護者の方々は学校の連絡先が多分分かっていると思うのですけれども、一応、

保護者宛てにどこに連絡するかという、その辺を明示されていないのですが、その辺は特

に問題ないのでしょうか。２つお願いします。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  この教育委員会で決定した後に、関係部署等に御報告した

後、ホームページ等、また学校安全・安心メールで周知いたします。各学校がさらに学校

ホームページにこのような対応をするということにしておりますので、保護者の問い合わ

せは基本、学校への問い合わせになっております。これでよろしいでしょうか。 

○川原委員  学校は電話１本で、例えば、本数が連絡あったとかという場合とか、案外



 

- 19 - 

時間がかかるとかという場合は、話し中とか、そういう問題はあまり考えなくてよろしい

わけですか。回線は１本ではないのですかね。番号は同じでも分かれるとか、その辺はど

うなっているのですか。 

○大和田教育長  鈴木教育総務課長。 

○鈴木教育総務課長  詳しいことは調べないとお答えできないところがあるのですけれ

ども、回線は１本なのですが、複数何本か取れるようなシステムにしておりますので、御

家庭のように１つの回線が通話中だとずっと通話中になってしまうという状況ではないと

いうことにはなっています。 

○川原委員  分かりました。ありがとうございます。 

○大和田教育長  ほかにございますか。はい、徳田委員。 

○徳田委員  また学習課題についての質問というか意見なのですけれども、今年から教

科書にＱＲコードが載るようになったので、教育熱心なお母様方がいち早く見付けて、こ

れで読み取るといろいろ出てきますよということをＬＩＮＥ上とかで皆さん教えてくださ

って、いち早くやっていらっしゃるのです。学習課題を出す際、文科省の手引きでは、Ｑ

Ｒコードで読めるので、それで勉強してくださいみたいなことを出しているらしいのです

けれども、学校として課題を出す際にＱＲコードについての案内であるとか取り扱いとか、

積極的に告知していくのかどうなのかというのを教えていただきたい。 

 何でそういう質問をするかというと、私、周りのお母様方がすごく教育熱心で、熱が入

っている方が割と多いので、心配しているのが、逆に先走って家庭で教えることで誤学習

を生んでしまう恐れもないことはないのではないかと思っているのです。そこの点につい

てはどのようにお考えかという、ＱＲコードの扱いについて教えてください。 

 それともう一個、連休明けに家庭のＩＴ環境についてのアンケートを取るということな

のですが、具体的にどんな感じで聞かれるのかというのをちょっと教えていただきたい。

というのは、単純に使えるパソコンがありますかみたいな形だと、今、我が家でも主人が

テレワークをしていますので、彼が１台パソコンを使っていて、姉は大学の授業のものを

やっていて、うちは割とｉＰａｄとかそれぞれ個人で持っているので何とかなるのですが、

多分１台しかないような御家庭で、お父様が平日仕事で使われていたりとかしたら全然使

えなかったりもすると思うので、例えば平日何時間使えるであるとか、そういう環境にあ

る場合もあるということを想定した問い掛けになっているかどうかというのを教えてくだ

さい。 
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○大和田教育長  髙橋教育部副参事兼指導室学校教育担当課長。 

○髙橋教育部副参事兼指導室学校教育担当課長  その辺りはすごく難しい課題でして、

設問の内容も正直かなり悩んでいるところで、まだ固まったものではないのですけれども、

家庭の工夫で何とか児童・生徒が学習できる状況であれば、それはそれでいいのかなとい

うところもありますので、まずは児童・生徒が日中、学習活動ができる環境が整っている

かというところですとか、通信環境の制約があるのかですとか、そのようなところを聞い

てみたいと思っています。細かく分類していくと、本当に細かい分類になってしまって、

ちょっと取りまとめもかなり難しくなるのかなという想定もしておりますので、その辺は

ちょっといい案配でできればいいなと思っているのですけれども、今のところ、まだその

ようなところでありますので、検討したいと思っています。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  ＱＲコードの扱いについては、学習課題を出す際に、当然、

必要な学習のところにＱＲコードが掲載されていれば、そういったものを活用してという

ことが想定されるかもしれませんが、広く一般的にＱＲコードを活用しなさいというよう

な学習課題の提示の仕方はないのかなと思っております。 

 ただ、指導室としては、現在すべてネット上に上がっている東京都、文部科学省、図書

館等、インターネットのコンテンツも含めて今洗い出しをしております。そういったとこ

ろをすべて掲載して、こういったところで学習支援ツールがあるのだということは周知を

して、学習の充実を図っていくような対応をしていこうと考えております。 

○大和田教育長  徳田委員。 

○徳田委員  よく分かりました。ありがとうございます。 

○大和田教育長  ほかにございますか。奈尾教育長職務代理者。 

○奈尾教育長職務代理者  各委員それぞれ詳細にわたって質問があって、よく理解をす

ることができました。ただ、この中で私自身、子どもたちの学力、体力は、低下というよ

りもとても差が出るのではなかろうかという危惧をするところです。学習については、先

ほど来いろいろ御説明がありましたけれども、いわゆる健康状況の把握、それから健康維

持に対する指導というのも併せてする必要があるのではなかろうか。 

 例えば、資料４の教室開放の中で、臨時休業中における健康観察表への記入とあります

けれども、やはりここら辺りは今回の場合、休業に当たっては欠かせない大事なところで

あろうと思います。既にそれが周知されているので、子どもたち、あるいは保護者には理
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解が浸透しているのだろうとは思いますけれども、改めてこの通知文を出すのであれば、

どこかにそういった記載も。せっかく心身の状況の把握とございますので、そこら辺りを

含めて、もう一度御検討いただければ有り難いと思います。 

 それから、ちょっと前後して申し訳ないのですが、４月26日付けだったでしょうか、５

月７日、８日の扱いについて出ておりましたけれども、それは市の学校管理運営規則に基

づいて、いわゆる登校しなくてもいい日という扱いで決定されたわけですよね。今回、休

業についてはその前から、７日からという管理運営規則で許可したのを前倒しというか、

含めて休業、そこら辺の扱いでもう少し具体的に説明をしていただければと思います。 

 最後に、これから分散登校、時差登校等々出てきて、さらに予期せぬ事態というのは起

こり得るであろうと私は思うわけです。特に登校した際のいわゆる３密状態の解消につい

ては、学校では恐らくかなり綿密な計画が立てられていると思うのですけれども、やはり

人的な保障といいますか、人的に配置するシミュレーションみたいなものをしておかない

と、あるいはその中で学年が同一の問題について子どもたちに話ができるような対応とい

うか、そこら辺りも各学校に対してはさらに密なシミュレーションを通して、子どもたち

がなるべく安心して登校できるような状況に持っていくように御努力いただきたいと思い

ます。 

 ここで一番心配するのは、教職員の中に感染者が出たときの対応、あるいは在宅勤務の

中で接触する機会は増えているのだろうと思うのですけれども、家族に感染者が出た場合

の対応であるとか、そこら辺りは理解されていると思うのですが、最悪の事態ということ

まで考えた対応の仕方については、ぜひ御検討いただきたい。大変細かいところまでの指

導を含めて対応されていることについては、本当に敬意を表したいと思います。 

○大和田教育長  濱田指導室統括指導主事。 

○濱田指導室統括指導主事  まず、健康維持というところに関しましては、各学校が健

康観察表を継続してやっていく必要性を十分に認識しているところでございます。これら

の通知を受けて、各学校から保護者の方に健康観察表について改めて周知をさせていただ

きます。 

 また３点目の動静の部分に関しては、現在、学務課と指導室のほうで連携を図りながら、

実際にどのような動静を図っていけばいいのかということも協議をしているところでござ

います。11日以降、臨時休業に伴って、また再開に向けてどのようにガイドラインを改訂

していけばいいのかということを連携を図りながら検討を進めていければと思っておりま
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す。 

○大和田教育長  髙橋教育部副参事兼指導室学校教育担当課長。 

○髙橋教育部副参事兼指導室学校教育担当課長  ５月７日、８日の対応につきましては、

今、委員おっしゃったとおり、調布市立学校の管理運営に関する規則第４条第３項に基づ

いて、各学校長から教育委員会に児童を登校させない日ということで承認を求める中で、

７日、８日については、事実上の休業取り扱いという形で対応させていただいたところで

あります。 

 ただ、都立学校も同じ対応をとっておりまして、今回、都立学校の休業延長につきまし

ても５月７日から31日までという形で示されたこともありますので、事実上の休業的な扱

いとしていたものについて、改めて上書きをして７日から31日まで休業期間とすることを

教育委員会として決定させていただくということで進めさせていただければと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○大和田教育長  奈尾教育長職務代理者。 

○奈尾教育長職務代理者  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 学力面について補足になりますけれども、資料３のチェックリストのところにあります

が、課題を与えて子どもたちが自主的に、主体的に学習を進める。ピンチの状態だけれど

も、課題解決学習を身に付けるには絶好のチャンスではないかと思うところです。だから、

そこら辺り、先生が各家庭に連絡をする際のアドバイスの仕方として、中高学年以上にな

ると思うのですけれども、ぜひ御指導いただきたい。 

 ちょっと細かいところですけれども、チェックリストの項目の８番、学習の取組状況を

適切に把握しとあるのですが、その後の助言の仕方といいますか、計画を立てて取り組み

なさいよ、それに対して振り返りの仕方であるとか評価の仕方であるとか、そこら辺りま

で踏み込んでいくといいのではなかろうかと思っております。ぜひここら辺りを大事にし

ていただきたいと思います。いずれにしても、何とかピンチをチャンスに変えられないも

のか、そういう努力をしていけたらいいと思うところでございます。よろしくお願いいた

します。 

○大和田教育長  ほかにございませんか。福山委員。 

○福山委員  １点だけ。ちょっと心配というか気になっていることがあるのですが、給

食の食材を作ってくださっている事業者の方たちに、いよいよ廃業せざるを得ない方もい

らっしゃる。例えばパン屋とか、八百屋や肉屋とかです。そういった情報というのは、も



 

- 23 - 

しこれまで仕入れていた業者の方が廃業になった場合は、たちまち困るのではないかとい

うことも気になったことなのですが、その辺りはどのように考えていらっしゃるかお聞か

せいただけますか。 

○大和田教育長  金子学務課主幹。 

○金子学務課主幹兼課長補佐  今のところ、食材を扱う業者でそういった廃業になった

というお話は聞いておりませんが、万が一なったときを想定しますと、例えば青果であれ

ば青果で、１つだけではなくて幾つかありますので、代わりの業者にお願いするですとか、

そういう対応は取れると思っています。現実に今、例えばＡの八百屋が何か仕入れられな

かったときに、急きょＢの八百屋に頼むような対応も取っておりますので、そこら辺の食

材の確保はできると考えております。 

○大和田教育長  御質問は、食材の確保のことではなくて、そういう事業者がいるかど

うか状況はどうですかという御質問ですけれども、それについて答えられますか。金子学

務課主幹。 

○金子学務課主幹兼課長補佐  現在のところ、廃業になっている業者はないと思います。 

○大和田教育長  福山委員。 

○福山委員  調布の給食のパンを作っている業者の方がテレビに出ていました。このま

まだと廃業せざるを得ないということで、もうこれで終わりですというようなお話をされ

ていたので、調布かと思ってとても心配になったのです。そういう方が今いろいろ保障の

面とか、そういったところでうまくかみ合っていけば廃業しなくてもいいのかなと思って

はいるのですけれども、もしそういうところがあったりしたら、実際には肉屋で、もう大

変大変とおっしゃっているところもあったので、そういう情報もきちっとつかんでおかれ

たほうがいいのかなと思ったので、どの程度掌握されているかということをお尋ねしたの

です。 

○大和田教育長  金子学務課主幹。 

○金子学務課主幹兼課長補佐  詳細までは把握し切れなかったのは事実ですが、実際、

そういう事業者に関しては、正しい販路といいますか、これは直接学務課でやるのは難し

いのですけれども、そういう検討は調布市でいうと産業振興課になりますが、そちらのほ

うと連携をして検討していきたいと考えております。 

○大和田教育長  福山委員、よろしいですか。 

○福山委員  はい。よろしくお願いします。 
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○大和田教育長  ほかにございますか。 

     （「なし」との声あり） 

○大和田教育長  それでは、御質問等ないようですので、お諮りいたします。本件につ

いては原案どおりとすることで御異議ございませんか。 

     （「異議なし」との声あり） 

○大和田教育長  御異議なしとのことでありますので、さよう決定いたします。 

 以上で今臨時会に付された案件はすべて終了いたしました。 

 これにて令和２年調布市教育委員会第４回臨時会を閉会いたします。どうもありがとう

ございました。 
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