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令和２年１０月２３日 

教育総務課 

令和２年第３回調布市議会定例会について（報告） 

 

１ 会期 ９月２日～９月２３日までの２２日間 

 

２ 市長提出議案等２０件（うち教育部関連４件） 

―決算は認定，人事案件は同意，その他は可決 

案件名 概要 

議案第６６号 

令和元年度調布市一

般会計歳入歳出決算

の認定について   

〇教育部所管歳出決算額 58 億 4,717 万円余 

（前年度比 5 億 6,239 万円余(約 8.8％)の減） 

（執行率 93.8％） 

〇主な事業等の概要  

・小・中学校施設の整備        19 億 6,473 万円 

・通学路の安全確保の推進         1,962 万円余 

・食物アレルギー対策の推進         213 万円余 

・就学援助制度による支援        1 億 4,620 万円余 

・学校給食調理業務の民間委託の推進   4 億 7,497 万円余 

・体力向上への支援            861 万円余 

・不登校児童・生徒への支援         770 万円余 

・地域人材を活用した教育活動推進     3,953 万円余 

・ＩＣＴ教育の推進         1 億 3,172 万円余 

・学校における働き方改革の推進         5,298 万円 

・令和２年成人式の開催          268 万円余 

・教育相談の充実             5,351 万円余 

・地域に根差した公民館活動の推進      447 万円 

・市民の芸術・文化活動の促進        262 万円余 

・図書館利用支援サービス事業       1,096 万円余 

・国史跡下布田遺跡の整備・活用       591 万円余 

・郷土の歴史・文化遺産を核とした展示・普及事業の推進  

                     256 万円余 

・武者小路実篤を核とした特色ある事業の展開  

                    1,596 万円余 

議案第７２号 

令和２年度調布市一般

会計補正予算（第５ 

号） 

〇教育部所管分 24,224 万円余 

〇内訳 

・修学旅行運営費補助金          907 万円余 

・新型コロナウイルス感染症対策支援用備品購入費の増額  

資料１ 



2 

 

                    4,000 万円 

・小学校への指定寄附に伴う備品購入費の増額 100 万円 

・児童・生徒用タブレット端末運用費    18,020 万円 

・学校給食補助金の増額          510 万円余 

・新型コロナウイルス感染症に伴う指定管理者への対応  

（八ケ岳少年自然の家）         686 万円余 

議案第８２号  

調布市教育委員の任

命について  

福谷 文夫氏を同意  

（任期：令和２年１０月１日～令和６年９月３０日）  

議案第８３号  

調布市教育委員の任

命について  

榎本 竹伸氏を同意  

（任期：令和２年１０月１日～令和６年９月３０日）  

 

３ 陳情５件（教育部関連なし） 

 

４ 諸報告 

  市長報告 損害賠償請求事件の訴えの提起について  

 

５ 一般質問１８人（うち，教育部関連３人） 

○木下 安子 議員（生活者ネットワーク） 

質問

要旨 

１ DV被害者への支援の充実を 

(1) 庁内連携のさらなる強化のために 

イ 全職員・全教職員向けのガイドブック作成を 

コロナ禍で問題の悪化が懸念されているＤＶと性暴力について，子どもを守る視点から調 

布市の取組と課題を明らかにし，早急に改善を求める。 

① ＤＶについて正しく理解し，相談時の適切な情報共有，支援と連携，二次被害を防止す 

るための啓発となるようなガイドブックは作成されているか。（教職員への研修や支援につ 

なぐ仕組みが周知されているか） 

答弁

概要 

（教育部長答弁） 

①各学校においては，全ての教職員が，ＤＶについて正しい理解と認識を深めることができるよ

う，東京都人権施策推進指針に示された人権課題について，研修を行っています。具体的には，

毎年，都教育委員会から「人権教育プログラム」が一人に一冊配布されており，このプログラム

を活用しています。プログラムでは，配偶者等からの暴力に関して，被害者の立場に配慮した対

応に当たることの重要性など，ＤＶに関する理解が深められるようになっています。 

学校においては，ＤＶに関して保護者から直接相談を受けるケースもあり，相談を受けた際は，

適切な相談窓口等につないで対応を行っています。 

引き続き，市教育委員会が行う研修等を通して，全教職員に指導の徹底を図って参ります。 
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質問

要旨 

２ 性暴力被害防止のために 

(1) 人権としての性教育 

コロナ禍で問題の悪化が懸念されている DVと性暴力について，子どもを守る視点から調 

布市の取組と課題を明らかにし，早急に改善を求める。 

     ① 性教育の重要性の認識は。 

② 助産師や産婦人科医など専門家や民間団体による性教育を実施しているか。 

答弁

概要 

（教育部長答弁） 

①性教育は，児童・生徒の人格の形成を目指す「人間教育」の一環であり，「生命の尊重」，「人

格の尊重」，「人権の尊重」などの人間尊重の精神に通底する重要な教育課題であると認識してい

ます。 

また，その指導に当たっては，児童・生徒が自らの心身の成長発達を適切に理解して行動でき

るよう，集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと，発達の段階を考慮し，カウンセリ

ングの手法を用いた個別指導が重要であると捉えております。 

②学校における性教育について，市教育委員会では，これまでも，学習指導要領を踏まえ，発達

段階に応じて適切に指導を行うよう指導・助言を行い，全ての学校において取り組んで参りまし

た。 

さらに，この度の学習指導要領の改訂に伴い，東京都が教員向けに作成している「性教育の手

引」が平成３１年３月に改訂されたことから，市内の小・中学校にこの手引きを配布し，各学校

においては，性教育の基本的な考え方や指導事例等を十分に理解し，教職員の共通認識の下，実

施するよう，指導・助言を行っております。また，学習指導要領に示された目標や内容の範囲を

超えて性教育を実施する場合には，保護者や地域の理解を十分に得る必要があることを指導して

いるところです。  

今年度，調布市立中学校の一校が「令和２年度性教育の授業実施校」として，都の指定を受け

てモデル校となり，性教育の手引きに基づき，産婦人科医を招いて学習を行う予定となっていま

す。 

 市教育委員会としては，モデル校における取組の成果と課題を整理し，今後の指導の在り方に

ついて検証するとともに，その他の学校についても，引き続き，学習指導要領の趣旨を踏まえ，

「性教育の手引き」を活用しながら，発達段階に応じて適切な性教育が進められるよう指導して

参ります。 

 

○西谷 徹 議員（チャレンジ調布２１） 

質問

要旨 

２ コロナ流行下の子どもたちの学習について 

(1) 様々な行事が中止になっている中，子ども達の体験から学ぶことに対する機会のリカバリ 

ーについて 

感染症拡大により，様々な学校行事等の校外における多様な体験を伴う活動が中止となっ 

ている。学びとは，机上の学習だけではなく，体験や経験を通して学ぶことが重要であると 
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考えている。 

① 学校行事等が中止され，校外で体験する学びの機会のリカバリーとしてどのように考え 

ているか。 

② 中止された学校行事等の代替案については何か考えているか。 

答弁

概要 

（教育長答弁） 

①私からは，「コロナ流行下の子どもたちの学習について」のご質問のうち，子どもたちの体験 

から学ぶことに対する機会のリカバリーについての基本的な考え方をお答えします。 

調布市立学校においては，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，今年３月から５月ま 

での３か月を臨時休業としました。 

６月の学校再開後は，「調布市立学校における感染症予防ガイドライン」に基づき，感染症対 

策を十分に講じて教育活動を行ってきたところです。 

しかし，プール指導等の感染リスクの高い教育活動については，延期や中止，活動の見直しを 

余儀なくされました。また，学校行事等のうち，修学旅行，移動教室等，宿泊を伴う行事や職場

体験等の校外における多様な体験活動については，大半を中止せざるを得ませんでした。 

これら校外における学校行事等の多くは，子どもたちが互いに協力し，連帯感を深めたり，公 

共の精神を養ったりしながら，自己の生き方についての考えを深めることにつながる活動であり

ます。更に，こうした活動は，多くの資質・能力を育む上で重要な役割を担っているとともに，

豊かな人間性や社会性を育む極めて重要な教育活動であると認識しております。 

また，調布市教育プランにおいても「豊かな心の育成」を教育施策の第一に掲げ，体験活動の 

推進を主要事業に位置付け，取組を推進しているところです。 

こうした中，コロナ禍における教育活動に関して，国の通知においては，今年度中に十分に保 

障できない教育活動を，翌年度，翌々年度までの教育課程で実施できることが示されていること

から，学校行事等の体験的な学習の取組についても，各学校が翌年度の教育課程に，柔軟に位置

付けられるよう対応して参ります。 

 

（教育部長答弁） 

②私からは，コロナ禍における児童・生徒の体験学習の機会の保障について，具体的な取組をお 

答えします。 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，小学校の第五学年で実施する八ヶ岳移動教室や 

第六学年で実施する日光移動教室，中学校の第一学年で実施する木島平スキー教室や第三学年で

実施する修学旅行など，児童・生徒にとって貴重な体験的な活動が中止となりました。特に，卒

業を控えた小学校第六学年や中学校第三学年においては，小・中学校最後の思い出作りや児童・

生徒同士の人間関係を深める機会となる体験活動の多くを中止としたことで，喪失感を感じてい

る児童・生徒が少なからずいると聞いております。また，体験的な活動は，学校生活に秩序と変

化を与え，学校生活の充実と発展に資するものであることから，各学校には，実施可能な活動に

ついては，方法を工夫して実施できるよう，計画していきたいとの意向があります。 
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 市教育委員会としては，このような児童・生徒の状況や各学校の意向を踏まえ，体験的な学習 

の機会の保障について支援して参りたいと考えております。 

そのため，今年度の小学校第六学年においては，中止した日光移動教室の代替として，９月か 

ら１２月までの期間に，日帰りでの体験学習を計画しています。具体的には，各教科の学習と関

連させ，日光東照宮プラン，鎌倉大仏高徳院プラン，山梨リニア見学プラン，群馬富岡製糸場プ

ランの中から学校が希望する行先を選択し，バスの台数を増やして，密閉・密集・密接の三密を

回避するなど感染症対策を講じながら実施する予定です。また，中学校第三学年においては，各

学校が修学旅行の代替として，卒業遠足の実施を検討しており，現在，すべての学校が，実施の

意向をもっています。 

また，小学校，中学校のその他の学年についても，地域学習等の校外学習，運動会に代わるス 

ポーツ大会，体育の実技の発表会，学習発表会や作品展等，各学校で感染症対策を講じた中で実

施できるよう，方策を助言しています。 

引き続き，市教育委員会では，コロナ禍の状況においても，感染症対策を講じた上で，可能な 

限り，代替となる行事等，多様な体験活動を実施できるよう支援して参ります。 

 

○武藤 千里 議員（日本共産党） 

質問

要旨 

１ コロナ禍における学校教育と子どもを巡る課題 

(1) 感染防止対策と教育活動について 

・一人一人を大切にする手厚い教育を 

① 一人一人の子どもに丁寧に寄り添い，心のケアにしっかり取り組む手厚い教育が必要だ 

と考えるが，市の見解を伺う。 

② 子どもたちの心と学習の状況をどのように把握しているのか，また，把握している子ど 

もの状況について伺う。 

   ③ 感染者への偏見や差別について学校で取り上げることにあわせて，一つ一つの，日々の 

子どもの抱えているコロナの問題に対して丁寧に話す機会を持つことが欠かせないと考え 

るが，学校での取組について伺う。 

・子どもの実態から出発する柔軟な教育を 

④ 学習内容の精選など，文科省の通知にあるように，翌年又は翌々年の学年に移すなど詰 

め込まない教育が必要であると思うが，市の見解を伺う。 

  ⑤ 学習指導要領どおりに急いでカリキュラムを進めるのではなく，子どもの実態に合わせ 

て改善する必要があると思うが見解を伺う。 

⑥ 学校における感染症対策について，現場を交えての検討が必要であると考えるが，どの 

ような体制，仕組みになっているのか，今後の在り方も含めて伺う。 

  ⑦ 川崎市のように，頑張っている子どもたちに楽しいプレゼントを検討してはどうか。 

答弁

概要 

（教育長答弁） 

①私からは，感染防止対策と教育活動の基本的な考え方について，お答えいたします。 
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市教育委員会では，今般，新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から３月から５月までの３

箇月間，調布市立小・中学校を臨時休業といたしました。臨時休業期間中，子どもたちは，学校

に通えないことで，大きな不安を抱えていたことと思います。市教育委員会及び学校は，一日で

も早く子どもたち一人一人が，安心して学校に登校できるよう，環境を整えてきました。 

そこで，６月からの学校再開に当たっては，すべての児童・生徒が安心して学校生活を送るこ

とができること，教職員が必要な教育活動を適切に実施できるようにすることを目的に，市医師

会・歯科医師会・薬剤師会のご協力のもと，「調布市立学校における感染症予防ガイドライン」

を策定し，このガイドラインに基づいて教育活動が実施できるよう，各学校に指導・助言して参

りました。 

本ガイドラインは，感染症対策を踏まえた教育活動や感染予防策について，基本的な考え方や

具体的な取組方法等のほか，感染者，濃厚接触者等に対する人権上の配慮事項についても示した

ものです。  

また，２学期の開始に当たり，新型コロナウイルスについての専門的な見地からの新たな知見

等に基づく国や都の方針や通知等を踏まえて，ガイドラインを改訂し，各学校が，学校行事や教

科指導等において柔軟に教育活動が行えるよう，指導・助言しているところです。 

今後も児童・生徒に寄り添い，コロナ禍にあっても，一人一人を大切にした教育活動が展開で

きるよう，取り組んで参ります。 

 

（教育部長） 

①②私からは，コロナ禍における学校教育と子どもを巡る課題に対する具体的な取組についてお

答えします。 

 今般の臨時休業や学校再開後においては，多くの児童・生徒が様々な不安やストレスなどを抱

えていました。そのため，学校は，一人一人の心身の状況を把握し，必要に応じてスクールカウ

ンセラー等を活用した心理的ケアを行ってきました。 

また，臨時休業中も週１回の学校連絡日を通して，個々の学習及び心身の状況の把握を行い，

学習の支援及び心のケアを行うとともに，学習面や生活面において困ったことや不安などをいつ

でも相談できるよう，校内で相談体制を整えるなど，一人一人の児童・生徒について丁寧な把握

に努め，関係機関とも連携を図ってきたところです。 

さらに，放課後を活用した学習補充教室等を実施し，学習支援の充実を図りました。 

③また，学校再開時と夏季休業明けに，都教育委員会作成の新型コロナウイルス感染症に関する

偏見や差別意識の解消を図る指導資料や日本赤十字社作成の資料等を活用し，新型コロナウイル

ス感染症に係る偏見や差別について，児童・生徒が自ら考え，学習する機会を設けました。 

今後も引き続き，学校が児童・生徒を丁寧に把握していくよう，指導・助言して参ります。 

④⑤⑥⑦ご質問にありました子どもの実態を踏まえた柔軟な教育についてですが，１学期におい

ては，児童・生徒の対話的な活動や歌唱指導，家庭科や体育科の実技指導など，感染リスクの高

い教育活動が制限され，児童・生徒同士の関わり合いや学習の動機付け，協働学習が十分に実施
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できませんでした。 

市教育委員会としては，感染症対策を十分に踏まえつつも，現状における感染症対策の考え方

や国，都の感染症対策を踏まえた教育活動の考え方，そして，学校現場の声を反映させ，２学期

以降については，改訂したガイドラインに基づき，例えば，小学校第六学年では，中止した日光

移動教室の代替として，９月から１２月までの期間に，日帰りの体験学習を計画するなど，柔軟

な対応を行っております。 

国の通知においては，今年度中に十分に保障できない教育活動を，翌年度，翌々年度までの教

育課程で実施できることが示されていることから，市教育委員会として，学校が児童・生徒の発

達段階に応じて，柔軟かつ適切に実施できるよう，指導・助言して参ります。 

質問

要旨 

(2) 配慮が必要な子どもへの対応 

① 家庭には，医療関係者など感染症に直接かかわる仕事をしている保護者も少なくない。 

また，保護者が感染するなどの例も生まれている。こうした家庭や子どもの問題や相談は 

どのように対応しているのか。また，市及び教育委員会としてこうした問題など，コロナ 

の問題の不安や困りごとを受ける専門の相談窓口を設置してほしい。 

② SCや SSWなど心理や福祉の専門家の増員を図ること，また，これまで以上に，福祉部や 

子ども生活部，児童虐待防止センターとの連携を強化すること。 

    ③ 就学援助の申し込み状況，コロナ特例での申し込み状況はどうか？引き続き，周知の徹 

底を求める。 

答弁

概要 

（教育部長） 

①②次に配慮が必要な子どもたちへの対応についてお答えいたします。 

感染症対策による日常生活や学校生活での制限等により，子どもたちのストレスや体力低下，

学習意欲や学校で学ぶことの充実感，達成感の低下なども見られることから，各学校には，子ど

もたちの負担感や配慮が必要な子どもたちの状況を踏まえた教育活動と職員のメンタルヘルス

などを考慮した学校運営が求められます。 

そのため，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー，教育相談所などが相談を受

け，児童・生徒及び保護者の不安に寄り添いながら，必要に応じて，関係機関と連携を図り，対

応しております。特に，学校で新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が発生した場合の対応

や児童・生徒及び保護者への配慮については，市医師会からご助言をいただいております。 

スクールカウンセラー等の拡充については，緊急性の高い場合に臨時で心理士の派遣を行える

よう対応しています。引き続き，都費や市費のスクールカウンセラーともに，学校の状況に応じ

て，必要な相談及び支援体制の充実が図られるよう，柔軟に対応して参ります。 

③また，就学援助については，国の通知を踏まえ，緊急小口資金等の福祉貸付を受けた世帯や収

入が激減した世帯を対象に加え，学校安全安心メールを活用した周知を図るとともに，申請期限

の延長など，可能な限り柔軟に対応して参りました。 

 ６月末の期限までの１６６４件の申請のうち新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入減と

なったことを事由とする申請が１６件あり，８月末に認定者へ援助費を支給したところでありま
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す。 

今後も，引き続き，関係機関と連携を図り，対応して参ります。 

質問

要旨 

(3) 少人数学級の実現について 

三密を回避することを目的として，少人数学級を要望していきたいと考えている。 

 ① 三密について，学校の現状の認識を伺う。 

 ② 少人数学級の実現に向けて認識を伺う。 

答弁

概要 

（教育部長答弁） 

①②次に少人数学級の実現についてお答えいたします。 

学校再開時においては，密閉・密集・密接の３つの密を避けることなど，児童・生徒が学校に

おける新しい生活様式に慣れるようにすること等を目的に，再開後２週間は，教室内の人数が半

数になるように分散登校を実施しました。学校現場からは「児童・生徒一人一人に十分に目が行

き届き，個に合わせた指導ができた」「分散登校により同じ授業を２回行う大変さはあったが，

授業の準備が十分できた」「教室内で十分な距離を確保することができた」等，少人数で指導す

ることのよさを実感するとの声がありました。 

現在は，通常の登校としており，教室内の活動においては，密にならざるを得ない状況が生じ

ているため，換気や手洗いの徹底など，可能な限り感染予防対策を講じているところです。 

また，現在，各学校においては，臨時休業により遅れている教育課程を見直し，夏季休業日の短

縮や月２回の土曜日授業を実施し，児童・生徒に丁寧に指導できる時間を確保する一方，児童・

生徒への影響や教職員の負担増を危惧する声も寄せられています。 

そのため，コロナ禍における学校職員の追加配置については，国の補助制度を活用してスクー

ルサポートスタッフの増員を図って参りました。さらに，都費のスクールカウンセラーについて，

今年度大規模校に追加配置を行い，丁寧に児童・生徒の実態把握に努めて参りました。引き続き，

学校職員の追加配置について，国や都の補助事業等の動向を注視しつつ対応して参ります。 

 また，国においては，ポストコロナ期において、子どもたちを誰一人取り残すことなく学びを

保障していくという観点から，少人数による指導体制などの環境整備について改めて検討を始め

ているところです。市教育委員会としても，毎年，都市教育長会を通じて国及び都に対して，少

人数学級を推進するよう要望しているところです。今後も，一人一人の児童・生徒へのきめ細か

な指導が実現できるよう，必要な教員の加配や少人数学級の推進について，要望して参ります。 

 

 


