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第２回狛江市教育振興基本計画改定検討委員会会議録 

１ 日 時  令和元年８月２日（金） 午後７時～８時 55 分 

２ 場 所  狛江市防災センター 302 会議室 

３ 出席者   委 員 長  渡辺 秀貴（学識経験者) 

委  員  佐伯 英徳（狛江市立小・中学校代表） 

委  員  高橋 こころ（PTA 代表） 

委  員  佐々木リディア（国際化推進・環境教育有識者） 

委  員  半澤 嘉博（特別支援教育有識者） 

委  員  氏家 嘉代（市民委員） 

委  員   中野 育三（市民委員)

事務局  小嶺  大進（教育部理事兼指導室長）   

宗像  秀樹（学校教育課長） 

高橋 治（学校教育課教育庶務係長） 

加藤 花（学校教育課教育庶務係） 

４ 欠席者  副委員長  塚越 博道 （社会教育委員） 

５ 傍聴者  ２人

６ 議 事  １．議題 

（1） 計画改定の方向性について 

２．その他 

７ 会議概要 

委員長   第２回狛江市教育振興基本計画改定検討委員会を開催する。事務局から本

日の資料の確認をお願いする。 

（事務局より資料１・２・３確認） 

委員長   前回は，教育長から諮問を受け，この計画の位置づけ，改定のスケジュー

ル，関連計画について確認した。本日は，理念や目的をどうするか，計画の

骨子をどのようにしていくかなど計画改定に向けた方向性について，議論を

進めたい。事務局から説明をお願する。 

（事務局より資料１・２・３説明） 

・資料１について 国及び都の計画についてどのような経緯や考え方のもと改

定されたのか最新の計画とその前の計画を比較して，大きな理念・目標は変

更されず社会情勢の変化を踏まえ基本方針が変更されていること。最新の計

画で見られる新たな方向性等について説明 
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・資料２について 国・都と狛江市の計画を比較。狛江の計画には基本方針に

当たる部分がない。 

・資料３について 塚越副委員長から本日の会議にあたり提出のあったもの。

「３つの教育目標であったものを，５つの基本方針とし，10 施策をぶら下

げてみた。主要事業はもっと詳細な事業があると思いますが，思いつくもの

を２～４事業を選んでみた。」理念・目標はそのままとし，今後５年間の取

組を明確にする上で，基本的な方向性に当たる部分を新たに入れることを提

案いただいた。 

委員長   それでは，皆さんの意見を伺いたい。 

中野委員  事務局に質問。狛江市は教育振興基本計画が教育大綱になっていて，ここ

で第４次基本構想を市長部局で策定される。東京都や他市で教育大綱を策定

しているところがあるが，大綱を策定していく考え方はないのか。 

事務局   前回の資料の中で，教育振興計画イコール教育大綱と話したが，総合教育

会議の中で市長部局と一緒に考えその方向性でいくと決定している。 

委員長   その他にいかがか。 

佐伯委員  狛江市の基本計画をみて第１期から第２期で具体的な施策は殆んど変わり

なく新たに加わっているものがいくつかある程度。ところが教育目標，理念

は同じだが，第１期ではあった基本方針３つが，第２期ではなくなってい

る。また今回たたき台で基本方針が復活しているのは，どんな理由か。第２

期では 12個の施策がありわかりやすい。教育目標のためには方針があり具

体的な施策があるのがスタンダードな形にもかかわらず何故なくなったの

か。 

委員長   資料３は，本日欠席の塚越副委員長の試案で，前回確認した国や都の方針

と施策と同じ構造を取っているのでわかりやすい構造になっている。このあ

たりは委員会の意見として，目標がありそれを実現する方針の柱があって，

次の施策の括りがある具体的な事業という方が説明や評価をする時にわかり

やすいなら，基本方針を入れ込むということはよろしいかと思う。各委員か

ら意見を伺いたい。それでは，まず佐々木委員がどのような立場で参加され

ているかご専門や経歴などを伺う。 

佐々木委員 専門は環境科学を教えている。外国人として 25 年になるが最初は日本語

を勉強しながら，日本の文化や習慣がわからず少しずつわかるようになり，

去年までは多摩市に住んでいた。多摩市国際交流センター（TIC）で，10年

近く活動し，新しく多摩市に来た外国人の方を支援してきた。そのなかで私

たちのミッション，国際交流センターが教育委員会に依頼されて学校に外国

人を送り，色々な国の紹介をしたり，学生と一緒に情報交換したりする国際

交流活動もしていた。この二つ，環境教育と国際教育・国際交流に貢献でき

る。 

委員長   国や都の施策の中でグローバル化，持続可能な社会の担い手という言葉が
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出ている。佐々木委員の専門的な立場からご意見・ご提案お願いする。続い

て半澤委員お願いします。  

半澤委員  10年位前，都の教育委員会指導部で特別支援教育の担当を中心に行政で仕

事をし，その後小学校の教員養成課程の大学に出て，そこで特別支援を中心

に教育課程等の編成などの学生指導に携わっている。今，いくつかの区市町

村の学識委員として，特別教育の推進計画等に携わり，質の保障というとこ

ろで指導・助言をしいている。基本計画だから，大綱的な計画作りが必要な

部分と，国・都の計画との整合性，市長部局の行政課題としての教育のねら

いや方向性を受けた形で進めていく事が重要。自治体により教育大綱と振興

基本計画と並行するかどうか違いはあるが，狛江市の場合は教育委員会の方

の部分で網羅していく形になるとしても，これから作っていく第３期計画の

なかで教育理念のところ，理念というのは自治体のなかに委員会制度で委員

会として作ってくもので，自治体がどういう教育分野の考え，方向性を示し

ているか，それを受けて教育委員会としてどういう理念でやっていくか示す

もので市の方針と齟齬があってはいけない。これから策定する狛江市の基本

構想のなかの教育分野の理念なり考え方と同じになっている必要がある。ど

ちから攻めていくかというと振興基本計画の方から出していって，第４次の

基本構想基本計画の中にその文言を入れてもらうという動きでもいいが，そ

こはきちんと合っているものが必要。また，もうひとつの教育理念の書き方

ですが，例えば国の教育基本計画では，まず教育の目標となると子どもの姿

としての目標があり，そして教育の計画ですから，学校教育，それから社会

教育，家庭教育を網羅した理念。そして，今どこでも含めているのが，生涯

学習に繋がる部分の理念。ここをどういう文言を整理して，どういう順番

で，整理をしていくかというところが大きい。そういう風に整理をしていく

と，狛江市の第２期の教育目標のところの１．２．３番が，どういう視点で

記載をしているのか，少し重なっている部分がある。ですから教育目標を実

際に第２期の方では，具体化していく施策が，その下に 12 個出ているので

すが，１番目の目標は，11 個の施策に関わっている。２番目の教育目標

は，９つに関わっている。もう全部クロスしている。そうすると基本計画の

整理としてどうなのか。非常に大きく寄与している部分と，関連する部分と

いう違いはあるが，今回の骨子試案で出しているような仕組みに変えていく

のであれば，もう少し目標ごとに施策を整理し，直結していくような形にし

ていくのがよい。最後に私の立場でいうと，４番目の個々の児童・生徒への

支援のところが中心になるが，例えば個々の児童・生徒で言えば，障がいの

ある子ども，不登校や外国籍とか色々な課題があり，個々のニーズに応じ

て，という形の施策を展開していくということになるが，それを考えていく

上では，この第２期の振興基本計画で，どの程度達成しているのかが各施策

で見えないと意見が言えない。ですから，例えば個々の児童・生徒への支援

で，狛江市が全都的に見ても先行している特別支援教室がありますが，ここ

で個別の支援を行っていく仕組みを作ってはいるのですが，それがインクル

ーシブ教育という視点での施策として展開しているのであれば，達成目的と

してどこまでを目標にして，どの程度達成しているのか，ここのところがキ

ーポイントになる。どの位の人数がちゃんと個別支援を受けることができて

いるのか,また，インクルーシブ教育という考え方を展開するのであれば，

障がいがある子どものどの位が，通常の学級に在籍しているのか，それがこ
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の２期の計画の前と現在では，どれ位達成できているのか。変化しているの

か，さらにそれは市の行政課題としてどこまでの目標にしたいと考えている

のか，そこで達成していないなら，ここで課題を今回の第３期に入れなけれ

ばいけないし，達成しているのであれば，次のステップに，次の方策の提案

を入れていくことが必要。現状の評価を共有することが，中身を検討してい

く上では必要。これは全ての施策について。そういう形で協議を進めていけ

ればよい。 

委員長   特別支援制度がスタートした頃，都の最初の政策立案の中核のところにい

らした方ですので，これまでの全体の施策の状況やこれから進むべき道につ

いても色々と情報をお持ちだと思います。全体に関わることで，それぞれの

第２期の評価が必要というご意見をいただきました。 

事務局   前回，半澤委員からご意見をいただき，今各課に作成してもらっている。

第２期に掲げられている目標に対してどこまでやったのか，それに対して評

価をして，次期まで続けてやるのか，社会的な変化によってもうやらなくて

いいのか，達成できてないから続けていきたいのかという部分について各課

に評価をお願いしている。次回の委員会までに提出したい。もう１点，佐々

木委員，半澤委員を紹介させていただいたが，新しい教育振興計画をつくる

にあたり，国際化推進という部分と狛江市の基本構想でもうたわれている水

と緑のまちの実現，環境教育の推進というものが新たな視点として確実に重

要になる。また第２期でも特別支援教育を重視してきたが，今後，個々の状

況に応じた支援が必要となってくる。そうした事柄は基本構想の柱の１つで

もある「人にやさしいまち狛江」にもつながるので，今回，学校関係者とい

うことで，校長代表の方，PTA 代表の方，社会教育委員に加え，その２つを

重要な視点として盛り込みたいという事で有識者として参加していただい

た。 

委員長   第２期の事業評価について各課で整理をしているということですから，次

回一覧表のようなものをもとにやり取りができると細かく進められる。 

事務局   可能であれは各主管課長に出席をお願いし，質疑応答も含め行いたい。 

委員長   成果は何で，今後の課題はどう捉えているのかということを受けてここの

中にどう盛り込むかという話になっていくので，その様な議論ができるもの

をお願いする。お一人お一人のキャリアのようなものを語っていただくと話

しやすくなりそう。佐伯委員は行政経験がありますよね。 

佐伯委員  特別支援教室を拠点校として軌道にのせることが与えられたミッションと

いうところで４年目を迎えている。28 年に着任して以来どの程度成果があ

ったのかということでは，通級指導学級そのものがなかなか中学校の中では

上手く回ってなかったという部分もあって，27年度の通級指導学級利用生

徒数が８人だったのが，特別支援教室を開設してから増加していき，今年度

は 45 人ということで，着実に利用する生徒が増えている。一方で，最終的

にはそれを指導する教員の専門性をいかに高めていくかということが一番の

課題であり，現在その改善に取り組んでいる。令和３年度に新学習指導要領
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が中学校において全面実施される。求められることは明確に違ってくるの

で，当初基礎基本が，重視されていたものが，生きていくうえで活用できる

力の育成が重要であり，新学習指導要領が求めているものをどう盛り込んで

いくか，生きる力については，知徳体のバランスは，そのまま重視して，そ

れぞれのところが意味が変わってきていて，何を学ぶか，どのように学ぶの

か，何ができるようになるのか，この３つの視点を上手くここに取り入れて

いく必要がある。確かな学力と基本方針で，試案としてうたっているが，そ

れだけでは不十分であり，確かな学力とは何なのか，生きる力を育む部分に

ついてこれは新学習指導要領のねらいを上手く関連できるような５年間の計

画の中で目指すものがわかるものにしたい。人権教育はまず生命尊重という

部分が一番大事なところなので，その基本方針を一番に持ってきている点に

ついては，賛成。学力の部分であるとか，具体的な施策としては，外国語教

育の更なる充実という点は絶対に外せない。具体的にはヒヤリングの部分。

ここも絶対に外せない。あとは，国や都の施策としての生涯学習の部分であ

るとか，様々な連携の部分はそのまま市の考えを踏襲というか，市としての

方針として，掲げるべき。行政経験も少しある中で，行政として目指すも

の，学校の環境や仕組みの部分も教育基本計画の中で，明確に打ち出して欲

しい。 

委員長   佐伯委員は，市部と区部の指導課長を経験されている。都の校長で唯一の

方だと思う。教員がこれから掲げることを実現していくには，教員の労働環

境の問題も関係してくる。東京都のビジョンの働き方改革，直に狛江市でも

策定済みですが，そのあたりも行政としてどのように位置づけていくのかと

いうこともご意見いただけけると思う。狛江市としての子どもたちに身に付

けさせたい学力とは何かという学力観に関する提起もいただき，先ほど，理

念とか目標のところに，子どもの姿で，表記すると半澤委員がお話されたよ

うに，例えば学力についても，どういう力が身についた子どもたちを育むの

かそのような視点で目標を記載してもよいと感じた。 

委員長   PTA 代表の高橋委員いかがか。 

高橋委員  体系図の柱を見ると，第２期には「学校，地域，社会が相互に連携，協力

して子どもを育てていく」という都の計画の方針が入ってない，PTA として

は家庭でも子どもを育てていくことが大切だと思う。そういう柱が入ってい

るとよい。また，柱の１．２．３の知徳体が，それだけ見ただけでは意味が

わからず，用語解説のページを確認してはじめてどういったことを指してい

るかわかった。この３つだけでも理解が難しかったので，具体的な言葉とし

て書いた方がわかりやすい。 

委員長   家庭の役割や家庭との関係，連携，また，PTA の組織が非常にしっかりし

ているのは狛江の特徴です。学校教育と PTA の関係性は狛江らしさを表せる

ように計画のなかにうたっていけば，狛江の学校に通わせる保護者は PTA 活

動には参画する。必ず教育の一端を担う覚悟を持っていただく。総がかりで

子どもたちを育てるという思い切ったものになるかもしれません。次に，氏

家委員お願いします。 
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氏家委員  放課後児童支援員をしています。低学年の子どもたちは，生まれた時から

インターネットがあり最近は天気もアレクサに聞く。そしてスマホを持って

いるような子どもたちがこれからどうなっていくのと考えた時に，まず生き

る力が大事だと思う。生きる力は何かと考えた時，困難を自分の力で乗り越

えていく力が大切だと感じる。また，教育目標のところに郷土や国を愛する

心を育むとあるが，国際社会にもっと飛び出してほしい。世界に出て行くチ

ャンスを提供できるとよいと思う。さらにインターネットをもっと活用でき

るとよいと思う。狛江は小さいけれども最先端というところが出るとよい。 

指導室長  狛江第三中学校ではオンラインスピーキングトレーニングという子どもた

ちがフィリピンの学生と１回 30 分位スカイプでインターネットを介しての

やり取りを始めて３年目になる。先日 NHK でも取り上げられた。 

委員長   専門家ではないから言える強みを発揮してご発言いただければと思いま

す。中野委員も行政経験があるとお伺いしています。いかがでしょうか。 

中野委員  元和泉に住んで 17 年になる。それ以前の三鷹市も住みやすいまちでした

が，水と緑のまち狛江市は住みやすいと感じている。まちづくりの視点，教

育の関係に触れながら，生涯学習も含めて計画が策定できるとよい。  

委員長   いくつかポイントが出てきました。事務局でキーワードをピンクが理念，

黄緑が目標，青が基本方針，オレンジが基本政策，その他黄色の付箋に書き

出してもらいました。これを見ながらご意見をお願いする。 

佐々木委員 知徳体の部分です。徳は価値観のことですが，ここには知識にあるべきも

のは含まれている。例えば環境教育は知識ですから知のところに移すべき。

また，コミュニケーション能力は育つものですが，価値観としては例えば多

様な社会をリスペクトするとか，それは国際化に繋がるのですが，これは徳

ではなく知識のところに教育として入れるべき。ここは知と徳が混ざってい

るので分けたほうがいい。さらに知識のところメソッドのところですが，ア

クティブラーニングが出てこない。最近では体験型やアクティブラーニン

グ，プロジェクトラーニングを取り入れないと遅れている。知のところには

ICT が出てきますが，ICT は方法であり，道具。それから持続的な社会は出

てきますが，持続的というときは，まず環境があり，その次に社会，経済。

ところがここに持続的な社会しか出てなくて，環境はどうなっているのか。

今後 SDGs は，外せない理念。SDGs の傘の下に全てが入っているので，それ

を一番大きなところにくるようにしないと今の時代に合わないのではない

か。SDGs 教育というと ESD という教育があります。環境教育の別の名前で

すが，SDGs との繋がりを示しているので，環境教育より ESD を使ったほう

がいい。 

委員長   SDGs と 17 項目の ESD との包括関係はどうですか。 

佐々木委員 SDGs の中の７つは環境です。ESD はその７つに対応している。 

委員長   先ほど，地球レベルで活躍して欲しいと氏家委員からありましたが，SDGs
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の関係でもありますよね。 

佐々木委員 留学の話も出ましたが，小中学校では難しいかもしれないが，興味が育つ

ことが大事。他の国に興味をもつとか，世の中どうなっているのか興味を持

つことは大切なこと。それも教育のプロセスで，家庭の教育，社会全体の地

域教育もですが，学校は大切なところなので育む必要がある。 

委員長   SDGs と ESD については，次回資料をお持ちいただき，レクチャーをお願

いしたい。少し視野を広げながら，大綱を作るときには地球市民教育という

ような視点を持ちながら各論に入っていかないと狭いものになってしまいが

ち。市民の立場と専門的な立場からの話が結びつく協議ができるといい。こ

れは佐伯委員の言う外国語教育の充実とも直接と関わる。前回インクルーシ

ブ教育について話題になった。完全な共生的な社会を目指した上での学校教

育におけるインクルーシブ教育なのか，インクルーシブ教育体制構築を目指

すのか，半澤委員そのたありはいかがですか。 

半澤委員  日本では，特別支援学級，特別支援学校もカスケードとして残しておく。

そして重度の障がいの子どもの教育の場としてのそういった場も含めて，可

能な限り障がいのない子どもたちと一緒に勉強できるものを目指していくイ

ンクルーシブ教育システム構想が国としては基本ですし，東京都もそれに追

従した形ですが，保護者によっては，例えば医療的ケアがあっても看護師を

配置して通常学級で一緒に勉強できないかという希望がありいくつかの自治

体が始めています。今私は世田谷区の生育医療センターで乳幼児の段階から

そういった子どもたちを保育所，幼稚園でも預かる，小学校でも少しそうい

った子どもたちへの対応を広げ，門戸を広げていくという方向で，施策とし

て進めていくような動きを，それは世田谷区の特別支援教育推進計画のなか

に明記しているわけではないですが，ここ２，３年の動きで，少しそういう

風な実務的な部分で進行している部分がある。そうすると今回計画を立てて

いくにあたり，そこの部分を特別支援教室の整備という部分と，もう少し重

い障がいのある子どもたちの交流ある共同学習や，受け入れの環境整備，バ

リアフリー化，ユニバーサルデザインの推進を施策として入れていくかどう

かというところが課題になってくる。 

委員長   新しいキーワードが出ましたが，ひとつは第２期の計画の中で前回も指摘

がありましたインクルーシブではなく，インクルーシブ教育システムの構築

を目指しているというスタンスで狛江はいくということですね。  

学校教育課長 そうです。インクルーシブは施設面で現実的に難しい。 

委員長   ある自治体では教育大綱で市長がインクルーシブを教育大綱に盛り込み，

教育委員会の実務レベルではそれは困難という話になり，大騒動になったと

聞いている。このあたりについては，市長部局とも整理しておいた方がよ

い。それに合せて都立学校の重度の障がいのある子どもたちの受け入れは広

げていく方向を取るのか，今と同じ位の成果を維持していくのか。バリアフ

リー化も費用がかかることなので，学校の改築作業とともに手を入れていく

のかどうかわかりませんが，ここでうたえばそういうことを目指さなければ
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いけなくなる。方向をそちらに持っていくことになれば，例えば就学委員会

のあり方なども見直しが必要というところまで広がってしまう。スタンスを

どの辺にするのかで違ってくる。就学委員会も佐伯委員からあったように中

学校も他の地区に先駆けて特別支援教室制度に着手している成果があがって

いる。その分委員会にかけるケースは増えている。小学校も爆発的に増えて

中学校も何倍にも増えて，当然その委員会の運営についても，私も当事者と

して関わってきましたが，非常にご苦労されている。行政の方も。今でさえ

もそれだけ大変な対応を先生方に強いているわけです。行動観察して面接し

てということを先生が方の業務のなかに位置づけていること自体が，本来先

生の仕事なのか問われるようなというところもあります。これは働き方改革

にもつながるところで，議論の対象になっていく。インクルーシブ教育の方

向でいくにしても，どのあたりでどういう線を引いていくかは少しはっきり

させていく必要がある。ユニバーサルデザインの話は，障がいがあるなしに

関わらず重要。授業改善のアクティブラーニングの学び方自体を変えていこ

うという中で，やはりユニバーサルデザインというアイデアが重要になって

いるということが，今本当に具現化の段階に入っています。色々なところに

でユニバーサルデザインということを考えていかなければならない。 

佐々木委員 インクルーシブ教育という意味では半澤先生もおっしゃっていましたが，

障がい者だけではなく，外国籍の学生もある意味では障がいを持っていると

言えます。これから外国人が増える。５年の間，36 万人位，東京には集中

するでしょう，そのうち半分以上家族を連れて来る。そのような学生に今の

段階でどのような支援の制度があるか。       

指導室長  現状で，外国籍の子ども，例えば日本語がわからない子どもたちが転入等

してきた場合，まずは言葉がわかりませんので，通訳をつけて学習支援とい

うことで，週に最大４回，１回１時間，３ヶ月間を上限として教育委員会か

ら支援員派遣をするという取組みをしている。昨年度は一人。それだけで充

分ということではない。なかなか全ての科目まで行き届いてはいない現状が

ある。 

委員長   今後狛江市の外国人国籍や言語でハンデを負っているようなお子さんがど

れ位増えていくかということを予測して対応していく必要がある。現状で１

回１時間の週４回で，成果があがるのかというところもあると思うが，先を

見据えれば小さくなる話ではないので，そのあたりも少し広げた提案をして

いく必要がある。 

佐々木委員 狛江市はこれからどんな市になりたいのか。狛江市は魅力的な場所，環境

ですよね，将来的に外国人が増えてくると外国人にアピールして住んで欲し

いのか。多摩市では積極的に声かけサポートしてきた。外国人が増えること

は人口，税金が増え，少子高齢化対策にもなりプラスのことにも繋がる。こ

れから狛江市の政策をどうするかに繋がっていく。 

氏家委員  防災に関して，例えば大きな地震が起きた時に小学校が避難所になってい

て，体育館に色々な方が来た時に自分たちに何ができるのか，防災教育を小

さいうちからやっていくと慌てずにできる。子どもたちがそれぞれに自分の
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命を守れることが必要。 

委員長   防災教育の中に色々な価値があって，生命尊重の価値もあるし，地域の協

働ということもある。 

佐伯委員  地域との連携はあまり強くない。狛江市の特徴で育成委員会が４つに別れ

ていて，様々な防災，まさに共育という活動が行われているが，なかなか繋

がりがもてない。第２育成では，小学校をひとつの避難所と想定して，１泊

寝泊りすることで，避難所の体験をする活動をしている。また別に防災委員

会があり，それがタイアップされていない。市の中にも担当部署があるのが

なかなか繋がっていかない。もったいない。学校は３.11 の教訓を活かし

て，様々なシチュエーションで通り一遍の避難訓練ではなく，色々な場面を

想定して，授業中だけではなく昼休み中の避難等を行っているが，地域と連

携してというところまでは，なかなか進めない。   

委員長   避難所運営協議会で，市の防災担当課が中心となって自治会の方々にご尽

力いただき，PTA の方々も入り，年一回大々的に行っている。教員も休日で

もそこに参画させ，学校としてのひとつの体制を取るということもやってい

る。それとは別に育成会が中心となってその地域がいくつかの学校が纏まっ

て輪番で夜，夏休み中に泊まりながらという取組みがある。また学校教育で

も防災教育には力を入れていて，避難訓練を東京都は月１回やらなければい

けない。全国の他府県では殆んどそんな縛りはない。振興基本計画の中でも

そのあたりを包括するようなことが触れられているといい。だいたい同じ方

が関わっているので，そのあたりも含めて課題。「個に応じた～」のところ

では，半澤委員の方から，不登校の話も出て，虐待の話も学校教育は外せな

い。このあたり福祉分野と重なるが，振興基本計画の中の位置づけはどうな

るのか。 

指導室長  教育研究所の中で教育相談や不登校対策を行っているが，来年度から子育

て支援センターと発達支援センター，教育支援センターと教育研究所が三位

一体となった複合施設ができる。そこで切れ目のない支援を行うこととな

る。 

委員長   途切れのない支援を行う体制整備を機能として持つなら，教育支援センタ

ーが中核になり，他部局との連携というかたちで。計画の中にも入れていく

べき。学童，放課後子ども教室あたりも同じような扱いになるのか。それと

も振興基本計画の中には出てこないのか。 

学校教育課長 学童・放課後子ども教室については，計画では触れていない。 

中野委員  虐待は全く教育とは関係ないということはないと思う。 

半澤委員  小１問題もクローズアップされている。保育所は児童の所管か。保育指針

も変わってきているので，小学校で連携や個別の計画の引継ぎ等の部分もき

ちんとやっていかないと，小学校１年生からの学力なりの保障の部分の施策

としては，関係部局との連携というところで，必要になってくる。この計画
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の中で調整が必要となってくる。 

委員長   幼・保・小連携事業ですね。私も在任中は入口の引継ぎのシステムとして

春２日位かけてやっていた。時間を決め幼稚園，保育園の主任の先生方に来

ていただいて，来年度就学する子どもの引継ぎを第一弾として，一斉に２日

間でやってしまう。必要があればその後個別に引継ぎもするというシステ

ム。関係部局と連携して仕組みを作って実施してきた。小・中連携での実情

はどうか。 

佐伯委員  弱い。教員の負担もかなりあり，意味はあるが時間がない。狛江市では７

月１日を小中連携の日として実施していますが，自治体により頻度が違う。

個別では夏休みに小学生を呼んで，部活動体験や合唱交流をする小・中連携

の活動はやっているが，もう少し力を入れてもいいと思う。 

委員長   このあたりは次回，実態と教育委員会として目指す小・中連携の姿を検討

することしたい。佐伯委員が言われたように，狛江は行事ごとに招いて，卒

業間際に小学生が中学校を訪問して中学生の合唱を聴くと言う様な授業を組

み込んだりしている。そのような個別の地域の特性を活かした連携事業とい

うものを成果として示せればよいと思う。 

佐々木委員 地域社会との連携について。自分の経験から例えばボランティアとして授

業に参加する。勉強ではないが読み聞かせや，校庭の庭を造る時は地元のボ

ランティアとして呼ぶ，専門性の高い地元の方を呼んで授業をやってもらう

など可能性としてある。 

委員長   狛江の特色として，農家の方々が学校教育に協力的な方々が多く，大豆作

りや，稲作で手伝っていただいたり，豆腐作りだったり，実績がある。こう

した地域の人材リストをつくる必要があるというような話は，昨年度の教育

委員会の自己点検及び評価審査委員会でも話題になっていた。 

佐々木委員 外部人材の活用は先生方の負担も軽くなるのではないか。体育の授業まで

いかないが，部活で地元の方を呼んで部活の先生をやってもらうなどある

か。 

佐伯委員  部活動の中で，指導員がいれば教員がいなくても練習，試合引率できる指

導員制度や従来の外部指導員制度という形で行っている。 

佐々木委員 PTA に声をかけると保護者，元保護者が手を上げるかもしれない。 

半澤委員  地域家庭学校の連携のところで，文科省としては，2022 年に全学校をコ

ミュニティスクールの形にしていくような構想を出している。東京都でもい

くつかの自治体が既に全校そういった形の体制を作っている。私は新宿区の

第三者評価を担当しているが，一昨年位に全校地域協働運営学校という仕組

みになっている。そういう流れの中で今回の計画が５年間の計画であれば，

狛江としてコミュニティスクールをどのように考え，独自のやり方をするの

か，そういう仕組みをどういう風にするのかは基本方針の中には位置付けて
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おくというのは大きい課題。そこは外せない。 

委員長   学校運営のあり方とか学校と地域の協働のあり方からそういうところにい

くか，そういうスタイルを取らなくても狛江は現状としてそれに近い仕組み

ができているというのであればそのままでいく両方が考えられる。ただ，先

５年を見越しての計画となることから，国からも指針が出ているので，段階

的に少しずつそうしていこうというような提案になるイメージはあるかもし

れない。 

事務局   次回は，骨子一覧とともに第２期計画の評価として，今どれ位まできてい

るのか，担当課としてどうなのか，担当課の説明を聞き，それについて質疑

応答させていただきたい。 

佐伯委員  新学習指導要領がひとつのキーワードになる。目指している理念や目指す

学力，佐々木委員もおっしゃった知徳体それぞれ目指しているものが理念と

して出ていたり，アクティブラーニングや主体的対話的で深い学びという部

分で学力の部分など多くのものが新学習指導要領から出てきている。そこか

ら考えていくと繋がりも出てきていて，そこをどのように計画の中に盛り込

んでいくか，５年間というのは，学習指導要領が全面実施になってといった

ところなので，小学校は来年度から実施となるので，どう考えていくのか大

事なところ。 

委員長   新しい学習指導要領の理念のようなものを整理していくと，国の振興基本

計画もそうですし，学習指導要領もそれに基づいているわけですので，どこ

を基準にして整理していくかというところもこれから話題になっていくと思

う。学校現場に一番近いものは学習指導要領で，このあたりについて指導室

から資料提供していただいて，整理をしていくということでよろしいか。 

では，色々なお立場からご発言いただいた。今日出てきた意見が可視化さ

れているので，事務局の方で整理をしていただく。 

委員長   次に，事務局から次回の日程の確認をお願いします。 

事務局   次回は８月 30 日，４回目は調整中です。 

委員長   これで狛江市教育振興基本計画改定検討委員会第２回会議を終了する。 


