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令和２年第１回調布市議会臨時会及び令和２年第２回調布市議会定 

例会について（報告） 

 

令和２年７月２２日 

教育総務課 

 

令和２年第１回臨時会  

１ 会期 ５月１５日（１日間） 

 

２ 市長提出議案１２件（うち，教育部関連１件）―全て可決・承認 

 案件名 概要 

1 議案第 47 号 

調布市長等の給料の

特例に関する条例  

調布市長等常勤特別職（市長・副市長・教育長）の給

料月額を減額（令和２年６月から同年１１月まで）  

 

令和２年第２回定例会  

１ 会期 ６月５日～６月２４日（２０日間） 

 

２ 市長提出議案・市長報告２５件（うち，教育部関連４件）―全て可決・承認 

 案件名 概要 

1 報告第９号 

一般財団法人調布市

武者小路実篤記念館

の経営状況について  

◎令和元年度決算状況  

・収入総額     １億３，１９７万６，０５３円 

・支出総額     １億２，７８７万１，３５０円 

・収支差額         ４１０万４，７０３円 

・次期繰越収支差額     ３１６万３，４２０円 

◎令和２年度予算額  

・予算総額          １億３，４７２万円 

2 議案第 50 号 

令和２年度調布市一

般会計補正予算(第３

号) 

◎教育費総額（2 億 572 万円余の減）  

【内訳】  

・調布市長等の給料の特例に関する条例に基づき，教

育長の給料月額を減額（49 万 8 千円の減） 

・新型コロナウイルス感染症防止対策として，業務委

託により，小・中学校内の消毒を実施（500 万円の増） 

・国の GIGA スクール構想及び令和２年度一般会計補正

予算（第１号）を踏まえ，令和２年度中に児童・生徒

１人１台タブレット端末を整備（4,900 万円の増）  

・新型コロナウイルス感染症防止対策として，児童・

資料１ 
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生徒及び教職員が使用する保健衛生用品（消耗品）を

購入（1,540 万円の増） 

・新型コロナウイルスの影響により，年度内での工事

完了が見込めないことから，柏野小学校給食室改修工

事及び工事監理業務委を中止（3 億 282 万円の減）  

・柏野小学校給食室改修工事の先送りに伴い，給食調

理業務等委託期間を延長（2,819 万 6 千円の増）  

3 議案第 63 号 

調布市教育委員会委

員の任命について  

細川 真彦氏を同意（任期：令和２年７月１日～令和

６年６月３０日）  

4 議案第 65 号 

令和２年度調布市一

般会計補正予算(第４

号) 

◎教育費総額（5,600 万円余の増） 

【内訳】  

・学校再開後においても感染症対策を徹底したうえで

学習保障を行うための経費（5,600 万円の増） 

 

３ 陳情８件（うち，教育部関連１件） 

 案件名 概要 結果 

1 陳情第 27 号 

学校における感染

症対策の徹底を求

める陳情  

新型コロナウイルス感染症の学校内での感染防止

に向け，学校内での新たな感染者発生に対する万

全な体制と環境整備及び安全な給食の早期再開に

ついて 

趣旨

採択 

 

 

４ 一般質問１２人（うち，教育部関連５人） 

○平野 充 議員（公明党） 

質問

要旨 

２ 市立小学校施設整備計画について 

(1) 若葉小学校及び図書館若葉分館の施設整備について 

ア 教室整備と施設の集約・複合化について 

① 新たな教室はいくつ整備が必要なのか。 

② 体育館とプールをセットに，教室と図書館をセットに複合化すべき。 

イ 図書館「若葉分館」について 

③ 若葉分館スタッフに健康被害が発生していることを認識しているか。 

④ 通院や治療の扱いはどうなっているか。 

⑤ 移転建替え期間に電子書籍導入の準備と提供を行ってはどうか。 

※図書館を建て替える場合，若葉分館の職員の雇用を守るためにも，電子書籍を導入し，サー

ビスを展開してはどうか。 

ウ 用途地域の課題について 

⑥ 地区計画の公共施設整備として，小学校の一部（体育館のみ）を早急に高さ制限を緩和で 
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きないか。 

⑦ 若しくは，地下を活用した整備はできないか。いずれにせよ現況体育館を複合化し容積を 

大きくするべき。 

エ 道路の付け替えについて 

⑧ 現在図書館前面の道路を図書館の裏側への付け替えで図書館を小学校敷地内に移設し，教 

室と合わせた複合施設とするべき。 

答弁

概要 

（教育長答弁） 

若葉小学校の施設整備における基本認識についてお答えします。 

近年，若葉小学校の学区域では，大規模集合住宅が建設され，宅地開発も進んでいることから，

新たな子育て世帯の転入により，若葉小学校の児童数は，今後もさらに増加するものと予測して

います。 

また，校庭が狭いことや，校舎の大部分が築後５０年以上経過しており，施設の老朽化が進ん

でいることなども，課題であると考えております。 

児童数の増加に伴う不足教室対策としては，既存校舎に余裕がなく，対応が難しいことから，

新たに校舎を増築する必要があります。校舎の増築に当たっては，児童にとって適切な学習環境

の確保を最優先としながら，学校施設整備方針の基本的な考え方に基づき取り組んで参ります。 

 

（教育部長答弁） 

私からは，若葉小学校及び図書館若葉分館の施設整備についてお答えいたします。 

①今年度，若葉小学校の総学級数は，２４学級となっています。令和元年度に取りまとめた調布

市教育人口等推計では，令和６年度には３１学級に急増する予測となっており，その後も，学区

域内における未就学児の増加により，総学級数はさらに増加する可能性があるものと考えており

ます。 

②⑥⑦⑧このため，校舎の増築に際しては，今後見込まれる不足教室を確保するだけでなく，音

楽室など特別教室も新たに整備する必要があります。しかしながら，現在の敷地には，相当規模

の校舎を増築するスペースがないことから，増築場所を確保するためには，体育館やプールの改

築も含めた検討が必要であると考えています。このほか，地下部分を活用した整備には，地中部

の掘削や残土の場外への搬出等に伴う建設コストの増や工事期間の長期化などの課題がありま

す。 

なお，若葉小学校における施設整備の中で生じた用途地域上の課題については，第１種低層住

居専用地域であるため絶対高さ制限がありますが，学校の増築等に当たり，良好な学習環境を児

童に提供するために，周辺環境への影響を極力抑えた計画とするなかで，高さに限り，特例許可

の検討ができることを関係部署に確認しております。 

こうした課題も踏まえつつ，若葉小学校における今後の施設整備については，児童数の増加に

伴う不足教室対策に優先的に取り組むこととして，今年度，仮設校舎を建築し対応して参ります。 

そのうえで，校庭面積をさらに確保するため，ご提案のありました道路の付替えによる図書館



4 

 

若葉分館敷地との一体化と，学校施設機能と図書館機能の集約・複合化による施設機能の効果的

な活用についても，今後の課題解決に向けた対応策の一つと認識しており，組織横断的な連携を

図りながら，多角的に様々な検討を進めているところです。 

引き続き，学校施設整備方針に位置付けた，今後の学校施設整備の基本的な考え方に基づき，

不足教室対策は喫緊の課題であるという認識の下，抜本的な校舎・体育館・プール等の施設整備

についても，将来的な学校施設の規模や在り方を見据えながら，実現可能な様々な対策を総合的

に検討し対応を図って参ります。 

次に，若葉分館の状況についてお答えします。 

③④図書館若葉分館については，建物の構造や老朽化，周辺の環境により，雨漏りや結露による

壁紙の剥がれ，書架や書籍，壁等へのカビの発生が課題となっております。これまで職員及び利

用者の安全確保の観点から，専門業者による調査を行い，毒性のあるものではないものの，カビ

自体がアレルゲンであり，館内にカビの胞子が多いということが確認されました。その結果を踏

まえ，応急的な対応として空気清浄機能付き除湿器の設置，空調機吹き出し口のクリーニング，

出入口ドアの改修等を実施しました。除湿器の更なる増設など，引き続き早急に対応可能な対策

を講じて参ります。 

今後は，これらの対応策により，環境がどの程度改善されているのかについての追加調査を実

施するとともに，その結果を踏まえた環境改善対策を検討して参ります。そのため，現在，カビ

の除去や環境改善に向け，専門業者と相談を行うなど，工事を伴う対策も含め，有効な対応策も

検討しているところです。 

職員の健康への配慮については，個別に聞き取りを行い，それぞれの症状を踏まえ担当業務の

見直し等を行ったところですが，今後も職員の健康状況を定期的に確認しつつ，労働安全衛生委

員会でも協議をおこない，産業医や保健師等の助言も得ながら，職場環境の改善も含め必要な対

応を図って参ります。 

引き続き，丁寧な実態把握と環境改善に取り組み，市民の皆様及び職員にとって安全で快適な

図書館であるよう，早急に対策を講じて参る所存です。 

⑤次に電子書籍の導入についてお答えします。 

電子書籍は来館することなく，読書や調査に利用できることから，利便性が高く，市民の学習

の機会の拡大に資するものであると考えます。 

一方，電子化された書籍がまだ少ないこと，電子書籍サービスのシステム導入にかかる経費が

高額であることなどが，課題として挙げられます。 

本年３月からの新型コロナウイルス感染症拡大防止に関して，全国的に図書館サービスの一部

休止，休館が行われました。その中で，電子書籍サービスを実施している図書館において，その

サービスの利用件数が大幅に増加したとの報道もありました。 

現在，都内の公立図書館のうち５館で導入されていることから，市民サービスの向上と図書館

業務の効率化の両面から，これらの事例について調査・検討を行って参ります。 
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○橘 正俊 議員（公明党） 

質問

要旨 

１ ＩＣＴ教育について 

(1) ＩＣＴ教育の取組について 

ア これまでの取り組みについて 

  ① 改めて，これまでの取り組みについて確認したい 

イ  ＩＣＴ機器の環境整備と活用状況について 

  ② 環境整備の状況を確認したい 

  ③ 電子黒板等の活用状況を確認したい 

ウ  教員のＩＣＴ活用について 

  ④ 教員のＩＣＴ活用能力はどうなっているのか 

  ⑤ 特別支援学級での使用状況はどうなっているのか 

エ オンライン授業について 

  ⑥ 臨時休業に伴う要望 

  ⑦ 学校の取り組み 

  ⑧ 今後の方向性 

オ  教員の働き方改革について 

  ⑨ 教員用タブレットを入れて実際働き方改革につながっているのか 

カ 保護者の経済負担について 

  ⑩ 通信費等の負担について，今後の展望は 

答弁

概要 

（教育長答弁） 

①私からは，調布市立小・中学校におけるＩＣＴ教育の考え方についてお答えします。 

情報化やグローバル化といった子どもたちを取り巻く社会情勢が，急速に変化する中，新学習

指導要領において，児童・生徒の情報活用能力の育成が掲げられており，市教育委員会としても

ＩＣＴ教育による情報活用能力の育成は，大変重要であると認識しております。 

 このため，昨年２月に策定した調布市教育プランにおいても，「確かな学力の育成」に係る施策

の主要事業として，「ＩＣＴ機器の整備・活用と情報教育の推進」を掲げ，取組を進めているとこ

ろです。 

今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う学校の臨時休業期間が長期化する中，多方面

から児童・生徒の学びの遅れを心配する声やＩＣＴ機器のより一層の活用を求める意見が教育委

員会にも多数寄せられているところです。こうした意見等を踏まえながら，市教育委員会として，

学校におけるＩＣＴ環境の整備を進めるとともに，主体的・対話的で深い学びにつながるような

ＩＣＴ教育の推進に努めて参ります。 

その他のご質問については，担当よりお答えいたします。 

 

（教育部長答弁） 

①②③私からは，ＩＣＴ教育の取組に関するご質問にお答えします。 
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はじめにこれまでの取組及びＩＣＴ機器の環境整備と活用状況についてです。 

市教育委員会は，従来からＩＣＴ教育の充実を図るため，各校にパソコン教室を設置し，各教科

での調べ学習や資料の活用，デジタル作品の設計・製作，情報モラル教育等において適宜活用す

るほか，電子黒板を導入し，視覚的に分かりやすい授業を展開するなど取組を進めて参りました。 

平成２９年度以降は，教員用のタブレット型パソコンの整備に合わせ，市内小・中学校全校の

各普通教室に無線ＬＡＮ環境や固定式及びポータブル式のプロジェクター，スクリーンを完備し，

これまで普通教室で活用してきた電子黒板は，少人数教室や理科室などの特別教室で活用を図っ

ているところです。 

また，ＩＣＴ機器の活用に当たっては，平成２９年度からＩＣＴ教育推進委員会を設置し，各

校に配置したＩＣＴ教育推進委員が，ＩＣＴ機器の活用方法やプログラミング教育について研

究・研修を重ね，教員のＩＣＴ機器を活用した授業力及び知識，活用実践力を養ってきました。

各学校においては，ＩＣＴ教育推進委員を中心に，校内で機器を活用した授業の研修を実施する

などして，授業での活用を図ってきたところです。 

これら機器の整備や研修等の充実により，授業におけるＩＣＴ機器の活用率は，学校ごとの平

均は授業時数の約３０％から４０％，最も多い月では，６０パーセント以上の時間に達しており，

今後も更なるＩＣＴ機器の活用について取組を推進して参ります。 

④次に教員のＩＣＴ活用能力についてです。本年３月に市内の全教職員を対象に学校における教

育の情報化の実態等に関する調査を実施しました。その結果，「コンピュータやインターネットな

どの利用場面を計画して活用する」ことが一定以上できると回答した割合は８２．２パーセント，

また，「授業や校務分掌に必要な資料などの作成に，ワープロソフト，表計算ソフトやプレゼンテ

ーションソフトなどを活用する」ことが一定以上できると回答した割合は８８．５パーセントと

なるなど，ほとんどの教員がＩＣＴ機器を活用できる一方で，なお活用ができていない教員が１

割以上いることも把握しております。これまで，教員のＩＣＴの活用能力を向上させるために，

夏季休業期間に集合研修を実施してきたことに加え，全ての教員が十分に活用できるよう，今後，

専門的なアドバイザーによる支援や研修の充実を行って参ります。 

⑤次に，特別支援学級におけるＩＣＴ機器の使用状況についてお答えします。市教育委員会は，

平成２７年度に全特別支援学級にタブレット端末を導入するとともに，タッチパネル機能付きの

大型電子黒板及び無線ＬＡＮの環境の整備を進めてきました。 

使用状況については，個々の児童の状況に応じて活用することを前提としながらも，学級ごと

に活用状況が異なることから，より積極的な活用を促す指導を行ってきたところです。 

また，今後のＩＣＴ機器の効果的な活用方法を研究するために，令和元年度の後半には，児童

用タブレット端末を試験的に導入したモデル校の特別支援学級において，３０を超える専用のア

プリケーション・ソフトウェアをインストールしたタブレット端末を活用してきました。 

今後は，授業での活用方法として，学習の流れをプレゼンテーションソフトで提示したり，カ

メラ機能を活用して工作の手順を示したりするなどの活用方法を提供し，各学級における活用状

況がより一層向上するよう，研修や指導の充実に努めて参ります。 
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⑥⑦⑧次に，オンライン授業についてお答えします。新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨

時休業期間中においては，多くの保護者の方から学習の保障の観点でインターネットを使ったオ

ンライン学習を進めてほしいといったご意見をいただきました。 

臨時休業期間中の学校の取組としては，主に民間事業者が提供する教材を児童・生徒が利用す

る「外部サービス活用型」や，教員が課題を作成し，ホームページ上で児童・生徒に配信する「課

題配信型」のオンライン学習の取組を実施してきました。 

また，臨時休業の延長に伴い，試行的に，朝の学活をオンラインで行うなどの同時・双方向の

「オンライン授業型」や「動画配信型」の取組が行えるよう，アプリケーションの環境整備を各

学校の端末に行いました。こうした取組については，一定の効果があることを認識しており，今

後より充実したオンライン学習が展開できるよう，調査・研究して参ります。 

⑨次に教員の働き方改革についてお答えします。 

市教育委員会は，全教員のタブレット端末の整備完了に伴い，令和２年度から統合型校務支援

システムを導入しました。これにより，これまで，手作業や個別に処理していた成績処理，出欠

管理，時数管理，指導要録などのデータの一元化を図ることができたことから，ＩＣＴ環境の整

備が業務改善の推進につながったものと認識しております。 

⑩最後に，保護者の経済負担についてお答えします。 

今般の臨時休業期間中，家庭におけるオンライン学習を行うに当たっては，家庭のインターネ

ット環境等の整備状況により，ホームページの閲覧やダウンロードに係る通信費，教材の印刷や

コピーに係る経費等さまざまな保護者負担が生じたものと認識しております。 

今後，さらに家庭におけるオンライン学習を推進するに当たっては，特に，経済的に困窮する

家庭への支援等，適切な対応が図れるよう検討を進めて参ります。 

 

○武藤 千里 議員（日本共産党） 

質問

要旨 

１ 新型コロナウイルス感染症対策について 

(2) 市民生活・営業支援について 

イ 学校給食食材納入業者への助成について 

① 納入業者の状況や要望を把握しているか。 

 ② 納入業者を市はどのように位置付けているのか。 

 ③ 給食食材納入業者に対しての給食中止に伴う補償制度について 

ウ 学校給食及び保育園・幼稚園の給食費無償化について 

④ 市立小・中学校の給食費の無償化を求める。（さらに，就学援助費は給食費を控除せず， 

生保世帯に対しては給食費同額を支給することを求める。） 

答弁

概要 

（教育部長答弁） 

①まず，食材納入業者の状況についてです。市立小・中学校の臨時休業に伴う給食の休止による

影響を把握するため，５月上旬に，給食食材を扱う市内の１５事業者に対し，売上への影響及び

休業中における営業上の工夫点，現在必要とする支援について聞き取り調査を実施しました。 
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 売上については，多くの事業者が大きな影響を受けており，売上が激減し在庫の処分先を探し

ているという回答や感染症の状況が改善するまでは対応が困難であるという回答がありました。

一方で，店頭売りを強化したという回答や新たな販路を開拓したという回答もありました。 

また，現在必要とする支援については，支援を求める事業者の多くが経済的な支援を求めてお

り，特に経営上の相談を行いたい事業者に対しては，産業労働支援センター等の相談機関を御案

内しました。  

今回の調査結果を関係各課で共有した上で，市独自の支援策として，事業者の中で米穀店につ

いて，給食利用相当分の米を買い上げ，ひとり親家庭などに配付する取組を現在進めているとこ

ろであります。 

なお，臨時休業となった３月から５月までの期間のうち，３月分に関しては給食提供の準備を

進めていたため，発注済の給食食材について補償を行いました。 

②③給食食材納入事業者，とりわけ調布市の学校給食において，各学校への食材提供にきめ細か

に対応していただいている市内の農家や米穀店，青果店，精肉店については，今後も給食の安定

した提供を継続していくために欠かせない存在であります。 

このため，安定した給食提供の体制を堅持していくという観点から，給食休止となった場合な

どにおける給食食材納入事業者への支援策についても，調査・研究して参ります。 

④次に，学校給食費の無償化についてであります。 

学校給食法では，給食の調理・提供に必要な経費のうち，施設・設備に要する経費や人件費に

ついては学校設置者が負担し，それ以外の経費は保護者負担と定められています。 

調布市立学校においても，法に基づき，食材費や牛乳代金の原資を，保護者から学校給食費と

して徴収しています。 

文部科学省が平成２９年度に実施した各自治体における学校給食費の無償化等の実施状況で

は，調査対象となった１７４０自治体のうち，８２の自治体，全体の４．７パーセントが，少子

化対策，子育て支援，定住・転入の促進等を目的に，学校給食費の無償化を実施している状況で

した。 

小・中学校とも無償化を実施している自治体は７６自治体で，そのうちの７割が人口１万人未

満の自治体であり，５割以上が児童・生徒数２００人未満の自治体であるなど，調布市の状況と

は，大きく異なるものと受け止めております。 

また，本年５月に多摩２６市を対象に実施された学校給食の無償化に関する調査では，無償化

を検討しているのは６市で，その大半が期間を限定した取組となっています。無償化を実施しな

い理由として，各自治体とも財政面における課題を挙げております。 

調布市においても，平成３０年度の保護者に負担していただいている学校給食費は，小学校・

中学校合計で７億５０００万円余であり，この全額を市が負担することは財政への影響が非常に

大きく，無償化は困難であると認識しています。 

なお，就学援助世帯については，臨時休業中，食費の増加が想定されたことから，３月分は給

食を提供した場合と同額の援助費を支給し負担軽減を図りました。臨時休業を延長した４月分・
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５月分についても同様に支給して参ります。 

 

○丸田 絵美 議員（チャレンジ調布２１） 

質問

要旨 

１ 学校教育について 

(1) 情報教育について 

ア 市の取り組みについて 

  ① オンライン学習が推進されているが，利用できない家庭に寄り添った対応が求められる

が，見解を伺いたい。 

イ  情報リテラシーについて 

  ② 情報が氾濫する社会において，情報活用能力の重要性が問われるが，どのように指導し

ていくのか。 

答弁

概要 

（教育長答弁） 

①私からは，調布市立学校における情報教育の基本的な考え方についてお答えします。 

今日，情報化やグローバル化の急速な進展に伴い，子どもたちを取り巻く社会環境が大きく変

化しています。こうした，予測困難な時代に子どもたち一人一人が未来の創り手となるよう，新

学習指導要領では，現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力が掲げられています。その

中で，日々の学習や生涯にわたる学びの基盤となる資質・能力として，児童・生徒の情報活用能

力の育成が位置付けられています。 

こうしたことから，昨年２月に策定した調布市教育プランにおいても，「確かな学力の育成」

に係る施策の主要事業として，「ＩＣＴ機器の整備・活用と情報教育の推進」を掲げ，取組を進

めているところです。 

また，情報活用能力の育成に当たっては，情報社会で適正な活動を行うための基となる考え方

や態度といった情報モラルの育成も重要であると考えています。最近のインターネットを介した

トラブルやＳＮＳの不適切利用による人権侵害など，一部，情報モラルが守られていない実態も

あります。こうした社会状況も踏まえ，学校教育において，児童・生徒が情報社会で適正な活動

が行えるよう，地域や家庭との連携を図りつつ，基礎的・基本的な情報モラルの教育の推進を図

って参ります。 

その他の質問については，担当よりお答えいたします。 

 

（教育部長答弁） 

①私からは，市の情報教育の具体的な取組及び学校施設に関するご質問についてお答えします。 

初めに，市の情報教育におけるオンライン学習についてです。 

今般の新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う学校の臨時休業期間中における各学校のオン

ライン学習の取組としては，主に民間事業者が提供する教材を児童・生徒が利用する「外部サー

ビス活用型」や，教員が課題を作成し，ホームページ上で児童・生徒に配信する「課題配信型」

により実施してきました。 
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また，臨時休業の延長に伴い，朝の学活をオンラインで行うなど，同時・双方向の「オンライ

ン授業型」や「動画配信型」の取組が行えるアプリケーションを，試行的に，学校端末に導入し

てきました。 

しかし，オンライン機能を充分に活用できない教員もいることや授業動画を作成するには，通

常の授業準備より非常に多くの時間がかかることから，今後，専門的なアドバイザーによる支援

や研修の充実を行って参ります。 

また，これらのオンライン学習を実施するに当たり，全校で家庭のインターネット環境の実態

把握を行うとともに，家庭の実態に応じて，課題を印刷して配付するなど，個別に対応するよう

指導してきたところです。 

今後，更にオンライン学習を推進していくに当たっても，個別に配慮が必要な家庭に対して十

分な対応が図られるよう，学校と連携して参ります。 

②次に，情報リテラシーについてお答えします。 

社会の高度情報化の急速な進展により，誰もが必要な情報を「いつでも」「どこにいても」調

べられる便利な時代を迎えています。令和元年度の東京都教育委員会の児童・生徒のインターネ

ット利用状況調査では，９０パーセント近くの児童・生徒がインターネットを利用しているとの

結果が出ています。しかし，２０１８年にＯＥＣＤが実施した調査では，学校以外の場所で学習

を目的にインターネットを活用する生徒の割合が，日本は３０パーセントとＯＥＣＤ加盟国で最

も低く，さらには，「情報を探し出す」「質と信ぴょう性を評価する」「矛盾を見つけて対処する」

といった問題に対する正答率も低かったという結果となっています。 

今後の情報教育においては，児童・生徒が，ＩＣＴ機器等を適切に用いて様々な情報源から課

題や目的に応じた必要な情報を収集し，得られた情報を整理・比較したり，分かりやすく発信し

たりできる実践力を育むことが求められています。市教育委員会としても，こうした実践力を育

成するために，各学校が授業の様々な場面で適切に指導できるよう，指導・助言に努めて参りま

す。 

質問

要旨 

１ 学校教育について 

(2) 学校施設について 

ア 今季水泳指導を行わないため使用をしない学校プールについて 

① 今年度は水泳指導を行わないため，プール清掃も行わないと認識しているが，今後の水 

質の管理はどうするのか。藻の発生による臭いや滞留している水による蚊の発生など，近 

所の生活環境においての影響に対する対策や検討はどうか。 

イ 体育館について  

（ｱ） 暑さ対策について 

   ④ 体育の授業や更衣室利用の留意点について 

  (ｲ) 学校体育館の開放事業について 

㋐ 今後の学校施設の開放についてはどのようにしていくのか。 

    ㋑ 再開できることになった場合には，どのような条件をもって再開していくのか。 
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答弁

概要 

（教育部長答弁） 

次に，学校施設についてのご質問にお答えします。はじめに，学校プールについてです。 

従来，学校では，定期健康診断として，学校医による内科・眼科・耳鼻科の各健診や検査機関

による腎臓病・心臓病の検査を実施し，プール実施前に注意・配慮が必要となる疾患の有無を確

認し，必要な児童・生徒には受診を促すなど健康管理を行っています。 

６月１日から，市内公立小・中学校が再開しておりますが，現時点で，本来４月から実施する

予定であった健康診断が未実施となっています。学校再開直後の速やかな健康診断の実施は，日

程の調整が困難であり，児童・生徒の健康確認が出来ていないことから，今年度の水泳指導を中

止とすることを決定いたしました。 

このことに伴い，今年度は，プール清掃を実施しない予定としております。 

なお，プール水槽の水は，消防法による消防水利に指定されているほか，特に，ＦＲＰ製，い

わゆる（繊維）強化プラスチックでできたプールの水槽は，水を抜いた空の状態で長期間，直射

日光にさらされることによって，ひび割れや劣化等が生じることから，年間を通して水を貯めて

おかなければなりません。 

①水を貯めておくことで，夏場に蚊が発生することも想定されますが，蚊の幼虫であるボウフラ

は，薬品による駆除が可能であることから，今後の水の状態を見極めながら，薬品の投入や水の

入れ替えなどを実施することで抑制して参ります。 

④次に，体育館についてお答えします。 

まず，暑さ対策についてです。 

市立学校の体育館の空調設備については，一部の中学校に既に設置しているものの，その他の

小・中学校については，現在，設置に向け計画的に取組を進めているところです。 

このような環境下において，体育の授業等の実施に当たっては，環境省が示す，暑さ指数 ３

１度を超える場合には，原則，運動を中止することとしてます。加えて，暑さ指数のみで判断す

るのではなく，子どもの状況や気象情報を複合的に勘案し判断するよう各学校へ指導していると

ころです。 

さらに，この度の３か月にわたる臨時休業及び外出自粛により，運動不足となっていたり，暑

さに順応できていない児童・生徒が多くいることが考えられます。そこで，調布市立学校におけ

る感染症予防ガイドラインにおいて，当面は，一人でできる体ほぐしやストレッチなどの準備運

動を十分に行うこと，運動の種目によっては，指導する時期を変更することなど，体育の授業を

実施する上での留意事項を示したところです。市教育委員会として，各学校に対して，ガイドラ

インに沿って工夫して指導するよう，徹底して参ります。 

また，体育着の対応については，感染症対策や暑さ対策のため，こまめに着替えができる配慮

を行う等の指導をして参ります。 

体育館やプールの更衣室の利用については，本年５月に示されたスポーツ庁の方針において，

児童・生徒同士の身体間の距離を確保することが困難である場合は，「一斉に利用させず少人数

の利用にとどめること。更衣室利用中は，不必要な会話や発声をしないよう児童生徒に指導する
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こと」が示されており，各学校に対して，同方針に基づき，更衣室や教室の状況に応じて，視覚

的な配慮も含め，工夫して対応するよう，指導して参ります。 

最後に学校体育館の開放事業についてです。 

学校開放事業では，日頃から，学校開放運営委員会や実行委員会を中心に，ＰＴＡ，健全育成

推進地区委員会，地区協議会，自治会等の地域の団体やネットワークが相互に協力，連携して，

地域の交流や住民の健康増進を図るとともに，児童・生徒の見守り活動等，安全・安心な地域づ

くりにご尽力いただいております。 

本年２月２８日からは，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，国及び東京都から出されたイ

ベント等についての自粛要請や，市が定めた対応方針により，学校開放事業は中止しています。 

 他方，５月２５日に国の緊急事態宣言が解除されたことを踏まえ，６月１日から市立小・中学

校は分散登校を開始いたしました。 

㋐㋑教育委員会では，児童・生徒の学校教育活動の平常化を最優先に考えるとともに，児童・生

徒の感染リスクを避けることに万全を期すため，学校開放運営委員会をはじめとする関係各位の

ご理解・ご協力をいただく中で，令和２年度は，学校開放事業であるプール開放，地域運動会，

夏まつり等各種文化活動・スポーツ大会等を中止とすることといたしました。 

 また，学校施設である校庭，体育館，教室の開放については，引き続き当面中止とし，再開時

期については，今後の市内の感染状況，学校教育活動の状況を踏まえて判断して参ります。 

今後，学校以外の公共施設の再開後の使用状況を踏まえつつ，再開する場合には，市が定める

調布市公共施設の開館・利用における感染拡大防止ガイドラインに基づいた適切な対応を図りま

す。 

学校施設を利用される市民の皆様には，利用人数の制限をはじめ，感染防止対策を踏まえた学

校施設の利用をお願いすることになりますので，このことについて，ご理解・ご協力をお願いし

て参りたいと考えております。 

 

○清水 仁恵 議員（チャレンジ調布２１） 

質問

要旨 

１ コロナウイルス蔓延の状況下における子ども・若者への支援と備えについて 

(1) 子どもへの食の対応について 

  ① 臨時休業中にどのような食の支援が検討されたのか。居場所確保にあたり給食提供機能

を活用できなかった理由を問う。 

  ②学校給食委託事業者との連携は図れなかったのか。 

 ③第２波・第３波を想定し，子どもの食への対応の備えをどのように考えているのか。 

答弁

概要 

（教育部長答弁） 

私からは，子どもへの食の支援のご質問のうち，臨時休業中の対応と今後の備えについて及び

成人式についての御質問にお答えいたします。 

①３月に実施した緊急の居場所事業は，実施時間内であれば自由に利用できるよう運用しました。 

そのため，子どもへの食の支援について，学校では，休業の目的である新型コロナウイルスへ
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の感染リスクを避ける必要性をはじめ，食事を用意する場合は，その数の把握やアレルギー対応

の課題があること，各校の職員体制も異なる状況であることなどから，全校一律で給食施設を活

用した食事の提供は難しいと判断しました。 

また，４・５月の教室開放による居場所確保に際しては，徹底した外出自粛が要請された状況

下において，感染リスクの低減が最も重要であるとの認識の下，引き続き，学校での食事の提供

は難しいものと判断しました。 

他方，学校再開後の速やかな給食提供に向けては，教職員・委託事業者と調整を重ねて参りま

した。その結果，６月３日から市立小・中学校全校で給食を再開し，教育委員会としても，いち

早く，児童・生徒への安全な食の提供につながったものと認識しております。 

②③今回の学校休業中，教育委員会としては，子どもの食について，委託事業者や市民活動団体

等と連携した取組は特に行っておりませんが，学校休業時の食の提供に関して，今後の状況の変

化を見据えつつ，感染予防の観点も踏まえ，他市の動向等も参考としながら，市の実情に即した

対応の可能性について，調査・研究して参ります。 

質問

要旨 

１ コロナウイルス蔓延の状況下における子ども・若者への支援と備えについて 

(3) 成人式について 

  ① 令和３年成人式については「開催中止」を回避していただきたいが，開催にあたってはど

のように考えているのか。 

       また，グリーンホールでの成人式となるのか。収容人数の問題があるのではないか。 

  ② 二十歳前後の若者で構成される実行委員会については，廃止することなく，若者の声を何

らかの形で反映する姿勢をもって対応していただきたいが，どう考えているか。 

答弁

概要 

（教育部長答弁） 

次に，成人式についてお答えします。 

①初めに，開催の可否についてです。 

 令和３年成人式の実施については，現時点では定まっておりませんが，今後の状況の変化を踏

まえて，開催に向けて適切に判断して参りたいと考えております。 

 現下の状況が継続しているとすれば，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，調布市公

共施設の開館・利用における感染拡大防止ガイドラインに基づき，感染防止対策を講じての開催

を検討することとなり，グリーンホールの定員約１３００人の半数以下で開催せざるを得ないこ

とが想定され，第１部式典，第２部アトラクションという例年どおりの構成については，変更の

必要があると考えており，あらゆる可能性を検討して参ります。 

②次に，成人式実行委員会のあり方や若者の意見反映についてです。 

 調布市の成人式は，例年，市内の大学から推薦された若者や広く公募した二十歳前後の市民等

で構成する実行委員会が中心になって開催しています。 

 しかしながら，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，令和３年成人式は，現時点では

実行委員の募集を行うには至っておりません。 

 また，今後，成人式が開催できる状況になった場合，実行委員会がどの程度活動ができるのか
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見通しが立たない現況にあります。 

 成人式は一生に一度のかけがえのない経験となるものでありますことから，何らかの形で調布

の若者の意見が反映できるような創意工夫を重ねつつ，検討して参りたいと考えております。 

 


