
 

 

 

令和３年度第１回千葉市学校教育審議会議事録  

１ 日時： 

 令和３年７月３０日（金） １８時００分～２０時００分  

 

２ 場所： 

 千葉ポートサイドタワー６階 ６０１会議室  

 

３ 出席者：（委員）１４人  

 貞広斎子委員（会長）、奥山慎一委員（副会長）、  

青木志乃委員、阿部学委員、江藤悦子委員、江波戸正子委員、  

神尾祝子委員、黒川雅子委員、小池公夫委員、笹口芳則委員、  

篠田ますみ委員、豊田英男委員、原田恵理子委員、保坂亨委員  

  （事務局）  

 磯野教育長、宮本教育次長、香取教育総務部長、鶴岡学校教育部長  

山﨑企画課長、片見教育改革推進課長、田中企画課課長補佐  

 

４ 報告： 

（１）市の教育施策の動向について  

（２）第２次千葉市学校教育推進計画の進捗状況について  

 

５ 議題： 

（１）会長及び副会長の選任について  

（２）第３次千葉市学校教育推進計画の策定について  

 

６ 会議経過：  

 別紙のとおり  
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○田中企画課長補佐   それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和

３年度第１回千葉市学校教育審議会を開会いたします。  

  委員の皆様におかれましては、お忙しい中、また遅い時間にもかかわらず

お集まりいただき、誠にありがとうございます。  

  私は、今日、司会を務めさせていただきます企画課課長補佐の田中と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。  

  感染症対策について申し上げます。  

  皆様におかれましては、検温及び手指の消毒にご協力いただき、ありがと

うございました。  

  本日は、委員の皆様の間隔を空けるため、机の間隔を空けて配置しており

ます。また、空気の入替えのため、出入口は開けさせていただきます。  

  お手数ですが、マイクは横の列にて委員の皆様で回して使用してください。

ワイヤレスマイクのスイッチは発言が終わりましたらオフにしてください。

机の間に除菌シートをご用意いたしましたので、必要に応じてご活用くださ

い。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。  

  本日の会議でございますが、１５名の委員のうち半数以上の方が出席され

ておりますので、千葉市学校教育審議会設置条例第６条第２項により、会議

は成立しております。  

  千葉市学校教育審議会設置条例については資料１を後ほどご参照ください。  

  ここで、傍聴の皆様に申し上げます。  

  傍聴に当たっては、お手元の傍聴要領の２に記載しました注意事項を守っ

ていただきますようお願いいたします。注意事項に違反した場合、退場して

いただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。  

  机の上に委任状を配付させていただきました。本来でしたら、教育長より

皆様お一人お一人にお渡しするところですが、限られた時間の会でございま

すので、机上配付で替えさせていただきますこと、ご容赦ください。  

  それでは、お手元にお配りしました資料の確認をさせていただきます。  

  まず、１枚目、会の次第でございます。また、委員名簿、その次に席次表

となっております。以降、各つづりがございまして、右上に資料番号を記載

させていただいておりますので、随時確認をお願いいたします。  

  まず右上、資料１千葉市学校教育審議委設置条例、以降、資料番号のみ読

み上げさせていただきます。  

  資料２－１、資料２－２、資料２－３、資料２－４①、資料２－４②、資

料２－５、資料２－６、資料３－１、資料３－２、クリップ止めになってお

りますが、資料４－１、資料４－２、資料４－３でございます。資料につき

ましては、各委員様専用となっておりますので、書込み等ご自由にお願いし

ます。不調等ございませんでしょうか。お気づきの点などありましたら事務

局にお申しつけください。  

  それでは続きまして、会議の公開等についてご説明させていただきます。  
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  議事録についてでございますが、公開することとなっております。議事録

の内容につきましては、委員の皆様に確認をいただき、その後会長の承認を

もって本審議会の承認となりますので、よろしくお願いいたします。議事録

確定後は市のホームページに公開するものとしております。  

  なお、本日の会議の終了時刻は２０時を目安と考えておりますので、ご協

力をお願い申し上げます。  

  続きまして、千葉市学校教育審議会委員の皆様をお手元の資料１委員名簿

に沿ってご紹介させていただきます。  

  委員名簿をご覧ください。  

  五十音順にてご紹介させていただきます。  

  青木委員。  

○青木委員  青木でございます。よろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐  阿部委員。  

○阿部委員  阿部と申します。よろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐  江藤委員。  

○江藤委員  江藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐  江波戸委員。  

○江波戸委員   江波戸でございます。よろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐  奥山委員。  

○奥山委員  奥山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐  神尾委員。  

○神尾委員  神尾と申します。よろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐  黒川委員。  

○黒川委員  黒川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐  小池委員。  

○小池委員  小池でございます。よろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐  笹口委員。  

○笹口委員  笹口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐  貞広委員。  

○貞広委員  貞広と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐   篠田委員におかれましては、ご事情により後ほど参ら

れます。  

  豊田委員。  

○豊田委員  豊田でございます。よろしくお願いします。  

○田中企画課長補佐  原田委員。  

○原田委員  原田と申します。よろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐   中村委員におかれましては、本日はご欠席とのことで

ございます。  

  保坂委員。  



3 

 

○保坂委員  保坂です。よろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐   続きまして、年度の初めの審議会でございますので、

司会より千葉市教育委員会事務局を紹介いたします。  

  初めに、教育長の磯野でございます。  

○磯野教育長   磯野でございます。よろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐  教育次長の宮本でございます。  

○宮本教育次長  宮本でございます。よろしくお願いします。  

○田中企画課長補佐  教育総務部長の香取でございます。  

○香取教育総務部長  香取と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐  学校教育部長の鶴岡でございます。  

○鶴岡学校教育部長  鶴岡でございます。よろしくお願いします。  

○田中企画課長補佐   学校教育部参事教育改革推進課長、片見でございます。  

○片見学校教育部参事教育改革推進課長   片見でございます。よろしくお願

いいたします。  

○田中企画課長補佐   学校教育審議会を所管しております企画課長の山﨑で

ございます。  

○山﨑企画課長  山﨑です。お願いいたします。  

○田中企画課長補佐  以上で、事務局の紹介といたします。  

  それでは、開会に当たりまして、千葉市教育長の磯野より、ご挨拶を申し

上げます。  

○磯野教育長   改めまして、皆さん、こんばんは。  

  本日はお忙しい中、学校教育審議会にご出席いただきまして、ありがとう

ございます。  

  そして日頃より本市の教育のためにご理解とご支援をいただいていること

を改めて自席からですけれども、お礼申し上げます。ありがとうございます。  

  このたび、学校教育審議会の委員を皆様にはお請けいただきましたことを

改めて感謝を申し上げます。これまでも審議会ではいろいろな議論を重ね、

この４年間で多くの成果を上げることができました。学校適正規模・適正配

置に関しましては、今年度も新たに３つの学校が開校しました。学校環境の

充実では、普通教室のエアコンの設置など、多くのことを決めていただきま

した。これらにより千葉市の教育において本会議の重要性が認識され、いろ

いろな面で教育に反映できていること、改めて感謝とお礼を申し上げます。

ありがとうございます。  

  私がこの職に携わったときから、本市の教育現場では安全・安心というこ

とをキーワードにやってまいりました。そして、教育環境の充実も掲げてき

ました。今、まさにＧＩＧＡスクールの始まる中、新しいスタイルの学校教

育という形で、このキーワード３つを掲げて、教育施策を進めているところ

であります。  

  現在、各学校では、築３０年以上の学校がかなり増えており、トイレの洋
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式化が一番の課題になっている状況であります。当初は令和８年度までに全

学校の洋式化を進める予定でしたが、社会情勢を踏まえ２年前倒しをし、令

和６年度までに全学校のトイレの洋式化の完了を目指します。今児童生徒が、

汚い、臭いということでなかなかトイレに行きにくい状況もありますので、

この点については早急に改善をしていきたいというふうに考えておりますの

で、宜しくお願いをいたします。  

  そして、先ほども申し上げましたように、学校適正配置については、今年

小学校が２校、千城台みらい小学校と大宮小学校が開校し、そして中学校が

１校、高洲中学校が開校して、新たにスタートを切ったところです。  

しかしながら、適正配置方針だけでは方向性が決められない課題があると

いう状況です。それは、小規模校が大分増えておりますので、この点につい

ても適正配置だけではなくて、小規模校の特認校についても検討を進めてい

くなど、新たな課題がまた見えてまいりました。審議会でいずれお諮りする

こともあると思いますので、何卒よろしくお願いいたします。  

  また、令和４年度には県内初の中等教育学校、稲毛国際中等教育学校が開

校し、その後、令和５年度には夜間中学が真砂に開校いたします。そして、

近い将来には、打瀬地区の若葉地区に小学校の開校も計画をされています。

多くの課題に沿って進めていかなければいけない状況にありますので、ぜひ

委員の皆様にはご忌憚ない意見をいただければと思います。  

  私ども、社会情勢が大きく変化する中で、子供たちのためにと考え事業を

進めておりますが、いじめ問題等の課題がありますが、適切に対応するとと

もに事業の見直しを進め、千葉市で学んでよかったと思える教育を推進して

いきたいと思います。そのためにはこの審議会の皆様の意見を、事務局がし

っかり受け止めて教育施策に反映していくことがこの会の役割と認識してお

ります。ぜひご忌憚なくいただければと思いますので、よろしくお願いいた

します。  

  今日は、短い時間ですけれども、充実した会議になればと思いますので、

ひとつよろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐   議事進行につきましては、会長が決定するまでの間、

磯野教育長が議長を務めさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょ

うか。  

     （「異議なし」の声あり）  

○田中企画課長補佐  ありがとうございます。  

  それでは、磯野教育長、議事進行をお願いいたします。  

○磯野教育長   それでは、承認をいただきましたので、会長が決まるまでの

間、議長として会議の進行を務めさせていただきます。  

  それでは、議題に入らせていただきます。  

  会長及び副会長の選任につきましては、会長の役割といたしましては、本

審議会の議長を務めていただくほか、会議の招集等、会を代表していただき
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ます。  

  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代理してい

ただく役割でございます。  

  千葉市学校会審議会設置条例第５条により、会長及び副会長につきまして

は、委員の互選により選出することとなっておりますが、どなたか立候補、

または推薦等される方はいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいました

ら、よろしくお願いします。  

  小池委員。  

○小池委員   立候補と勘違いされると困るのですけれども、推薦ということ

で。この会で２期会長を務めていただいて大変優れた会の運営をしていただ

きました貞広委員が中教審の委員をされ教育政策の動向にも大変詳しいとい

うことで、ぜひこのまままた３期目大変ですけれども、会長を引き受けてい

ただければということで推薦申し上げます。  

○磯野教育長   ただいま小池委員より貞広委員を推薦いただきましたが、皆

様いかがでしょうか。  

     （拍  手）  

○磯野教育長   賛同ありがとうございます。 

  では、ご承認いただきました貞広委員には千葉市学校教育審議会の会長を

改めてお願い申し上げます。  

  会長におかれましては、会長席のほうにお移りいただければと思います。  

     （会長  会長席に着席） 

○磯野教育長   では、早速でございますけれども、貞広会長、一言ご挨拶を

いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  

○貞広会長  皆様、こんばんは。  

  改めまして、千葉大学の貞広と申します。本審議会の会長を務めさせてい

ただきます。  

  会長就任に当たりまして一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。  

  コロナ禍で学校の機能の問い直しというものがされています。また、今般

学習指導要領の改定があって、今までのようにどんどん知識を蓄えていくよ

うな学びというよりも、それも大事なんですけれども、いろいろな人たちと

協働的に学ぶことで新しい価値を生み出していくような、そういう学びとい

うものが求められている。まさに教育が変わる今結節点にあるようなタイミ

ングです。  

  千葉市は政令指定都市ですので、いろいろなリソースに恵まれていて、政

策の選択肢もかなり広く私たちの前に広がっています。まさに、日本の教育

政策をリードするような潜在力のある市ですので、ぜひ皆様方のお知恵を頂

戴していい形で計画を練り上げてい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。  

○磯野教育長   貞広会長、どうもありがとうございました。  
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  それでは、会長が決定いたしましたので、私の任はここまでとさせていた

だきます。大変ご協力ありがとうございました。  

  ここから、貞広会長、進行のほうよろしくお願いいたします。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では着座にて失礼いたします。  

  続きまして、副会長の選任に移りますけれども、こちらについて、どなた

か立候補、またはご推薦をいただける方はいらっしゃいますでしょうか。  

  では、小池委員、お願いいたします。  

○小池委員  それでは、副会長に奥山委員を推薦したいと思います。  

  奥山委員は、市立稲毛高等学校の校長先生を務められて、また教育行政施

策に非常に精通されている方だと存じ上げておりますので、適任かと思いま

す。  

○貞広会長  どうもありがとうございます。  

  ただいま小池委員より副会長に奥山委員をご推薦いただきましたが、皆様

いかがでしょうか。  

     （拍  手）  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  皆様にご承認いただきましたので、奥山委員に千葉市学校教育審議会の副

会長をお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。  

  では、奥山委員、副会長席へお移りいただければと思います。  

     （副会長 副会長席に着席）  

○貞広会長  それでは、奥山副会長からも一言ご挨拶をお願いできればと思

います。  

○奥山副会長   改めまして、皆様こんばんは。  

  副会長を仰せつかった敬愛学園高校の奥山と申します。微力ではございま

すが、貞広会長を補佐して、本審議会が円滑に運営されるよう尽力してまい

りたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  それでは、早速でございますが、議事に入らせていただきます。  

  議事次第のほうご覧いただきますと、本日は報告と議題がございます。  

  報告が２つ、そして議題が１つです。このうち、議題に時間を多く取り、

皆様からご意見を広く頂戴したいと思いますので、目安でございますけれど

も、報告（１）を１０分、報告（２）を１０分、そして議題について８０分

程度時間を割くという予定で進めさせていただきたいと思っております。  

  どうぞよろしくお願いいたします。  

  ではまず初めに、報告（１）市の教育施策の動向について事務局よりご説

明をお願いいたします。  

○香取教育総務部長  では、改めまして、教育総務部長の香取と申します。  

  私のほうからは、千葉市の学校教育の概況及び動向についてご説明させて
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いただきます。  

  申し訳ございません。着座にて説明させていただきます。  

  それでは、お配りしてございます資料の、私のほうから、資料の２－１か

ら２－６までについてご説明させていただきます。  

  まず、お配りしてございます資料の２－１、教育要覧をお開きいただきた

いと思います。  

  １ページをお開きいただきたいと思います。  

  １ページでございます。  

  千葉市教育委員会の構成が記載されております。磯野和美教育長、教育長

職務代理者、小西朱見委員、和田麻理委員、藤川大祐委員、武田賢委員、高

津乙郎委員の計６名で構成されてございます。  

  続きまして、５ページをお開きいただきたいと思います。５ページでござ

います。  

  こちらには教育委員会の人員配置が示されています。それぞれの組織の下

に、数字が入ってございます。こちらがそれぞれの所属の人数になります。

組織体制それぞれの所属人数を記載している表になります。現在の教育委員

会では約５，０００人の教職員が働いてございます。  

  続きまして、６ページでございます。  

  ６ページに示します基本理念、「人間尊重の教育」、またその下にござい

ます目標の１、未来を担う人材を育成する、目標の２、生涯を通じた学びを

支える。これらの理念ですとか目標の下、また、次のすみません、８ページ

から９ページに教育委員会の主な事業を掲載してございます。こちらに記載

しました令和２年度当初予算の主な事業をはじめとしまして、様々な事業を

実施しているところでございます。  

  また、ページ飛びまして恐縮でございます。１８ページをお開きいただき

たいと思います。  

  １８ページに記載してございますのが、小学校、中学校の児童生徒数の推

移でございます。こちらをご覧いただきたいと思います。  

  令和３年度の４月に３つの統廃合がございました。令和３年度現在の市立

学校数で申し上げますと、小学校１０８校、中学校５４校、高校が２校、特

別支援学校３校の合計で１６７校となってございます。  

  人数で申し上げますと、令和３年度現在、市立学校に通います児童生徒数

は小学校で約４万６，０００人、中学校で２万３，０００人となっておりま

す。  

  こことはちょっと別ページの記載になりますが、高等学校で申し上げます

と約１，９００人余り、特別支援学校４００人程度となります。これらを含

めますと、市立学校合計生徒数につきましては約７万２，０００人となって

ございます。  

  本日は時間の都合上、大変恐縮ですが、省略させていただきますが、ペー
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ジ戻りますが、こちらの１２ページから３６ページまでに学校教育に関する

詳細を記載してございますので、適宜ご覧いただきたいと思います。  

  続きまして、資料変わりまして２－２をご覧いただきたいと思います。資

料２－２でございます。  

  １枚目の教育に関する大綱をご覧いただきたいと思います。  

  平成２８年の３月に前市長から千葉市の教育に関する大綱が示されてござ

います。まちづくりは人づくり、人づくりはまちづくりのコンセプトの下、

市長部局と教育委員会が一体となって進めるという点からについて、１枚お

めくりいただきまして、２枚目のテーマでございます。  

  ２枚目のテーマにお示ししてございます重点的に連携を強めて取り組む項

目に、子供たちの放課後対策の充実、地域社会全体で子供の成長を支える仕

組みの整備、生涯を通じたキャリア教育の推進等３つの項目を掲げていると

ころでございます。  

  続きまして、資料２－３をご覧いただきたいと思います。  

  第２次千葉市学校教育の推進計画の概要版でございます。  

  千葉市教育委員会では、平成２８年３月から６年間、平成２８年から平成

３３年度の本市の学校教育の基本方針を示すものとしまして、第２次学校教

育推進計画を策定したところでございます。  

  本計画では、２ページ、ご覧いただきたいと思います。  

  ２ページの２の右側の図の中段にございますとおり、本市学校教育の「目

指すべき子どもの姿」を、「夢と思いやりの心を持ち、チャレンジする子ど

も」とし、これを実現するために教育目標としまして、右側の「自ら考え、

自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ」を掲げてございます。この目標の

達成に向けまして、その下に記載のとおり「１ 確かな学力を育てる」、

「２ 豊かな人間性を育てる」、「３  健やかな体を育てる」など、７つを

策定委員会の方向性をまとめましてそれぞれの施策をさらにその下に記載が

ございます学校、家庭、地域、行政の４者の連携等により展開することとし

てございます。  

  また、計画では、７つの施策の方向性の下に、１４の施策をまとめてお

り、１４施策のそれぞれで施策の方針を示すとともに、施策の目標を実現す

るための手段としまして、個別具体の事業から成るアクションプランを掲載

してございます。  

  時間も限られてございますので、詳細な説明は省かせていただきますが、

詳しくはこの概要版の３ページから５ページを参照していただければと思い

ます。  

  続きまして、資料は２－５になります。  

  ２－５で、２０２１年度の学校教育の状況についてご説明させていただき

たいと思います。  

  資料５のほうは教育だよりちば４月号でございます。  
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  １枚おめくりいただきまして、３ページでございます。３ページの上段に

教育費の予算が記載されてございます。教育費の当初予算額、令和３年度の

当初予算額は６８７億７，０００万円で、市の一般会計予算約１５%を占め

てございます。教育費には、公民館ですとか、公立図書館などの社会教育関

係のなどの予算も含まれており、学校教育に関する予算としましては、約４

７８億円を計上しているところでございます。  

  主な事業の説明をさせていただきたいと思います。  

  戻りまして２ページをご覧いただきたいと思います。  

  学校教育予算の新規・拡充事業のご紹介をさせていただきます。  

  まず、学校教育の充実としまして、中学校におけます外国語指導助手や外

国人児童生徒指導協力員の配置を拡充してございます。  

  また、２ページの一番下段の右側でございますが、いじめや不登校などの

様々な悩みに応えるために、ＳＮＳを活用しました教育相談を週２日から週

３日に拡充し、夏休みや冬休みなどの長期休業中も含めて通年で開設いたし

ます。  

  ３ページ、教育環境の整備としまして、計画的な保全改修を行うとともに

トイレ改修や外壁改修などの老朽化対策を行います。  

  続きまして、５ページをお開きいただきたいと思います。５ページでござ

います。  

  １人１台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備しますＧＩ

ＧＡスクール構想に伴いまして小・中学校、特別支援学校に１人１台のタブ

レットＰＣを整備しました。また、今年度より、ＩＣＴ支援員を大幅に増員

し、市内全ての小・中、さらに特別支援学校を巡回指導しているところでご

ざいます。  

  最後に資料は２－６になります。教育だよりちばの７月号でございます。  

  今年度に補正予算計上しました事業についてご説明いたします。  

  １枚おめくりいただきまして、２ページでございます。  

  ２ページの下にございますように、多子世帯の子育てに対します経済的負

担の軽減を図るために、令和４年１月分以降の第３子以降の学校給食費を新

たに無償といたします。  

  資料飛びますが、６ページをご覧いただきたいと思います。  

  ６ページの下段に記載がございます、今年度から運用を開始しました連絡

システムをご紹介させていただきます。遅刻・欠席連絡機能ですとか、アン

ケート機能などを備えました学校・家庭間双方向型連絡システム、すぐーる

の運用を開始し、保護者の方ですとか、教職員の負担軽減を図ってまいりた

いというふうに考えてございます。  

  また、右側７ページには、教育相談をはじめとしました悩みに応じた様々

な教育相談窓口の紹介を記載してございます。  

  以上、簡単ではございますが、本市の学校教育の概況及び動向についての
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報告とさせていただきます。  

  よろしくお願いします。  

○貞広会長  ご説明いただきましてありがとうございます。  

  ご質問受ける前に篠田委員がいらっしゃいましたので、ご紹介いただけま

すでしょうか。  

○田中企画課長補佐  開会に先立ちまして各委員様の自己紹介をいただきま

した。篠田委員におかれましても、自己紹介をお願いいたします。  

○篠田委員  はじめまして、株式会社ＺＯＺＯという会社のフレンドシップ

マネジメント部という部署から来ました篠田と申します。今回から初めて参

加させていただきます。私たちの部署では去年から市内の小・中学校に対し

てキャリア授業の出前授業をやらせていただいたりですとか、あとは今、中

堅職員の方の研修というところの受入れをやっていたりだとか、会社として

も次世代教育に対して今後注力していきたいと思っておりまして、今回私、

参加させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。  

○貞広会長  ありがとうございました。突然お願いしてしまいまして、申し

訳ございません。力強いご紹介をいただきましてありがとうございます。  

○篠田委員  よろしくお願いいたします。  

○貞広会長  では、議事のほうに戻りまして、ただいまご報告いただいたこ

とについて、ご質問、ご意見のある方、いらっしゃいますでしょうか。  

  ご意見、ご質問のある委員の方は、名札を私のほうから名前が見えるよう

に立てていただければと思いますが、いかがですか。  

  かなり資料も大部で事前にいただいてはいるんですけれども、なかなかこ

こでは質問が出ないかもしれません。  

  では、ちょっとここで出なくても、改めて事務局のほうにお問合せいただ

ければということでございますので、不明な点等ありましたら、事務局のほ

うにお問合せをいただければと思います。よろしいでしょうか。  

  では、続きまして報告（２）第２次千葉市学校教育推進計画の進捗状況に

ついて、事務局よりご説明をお願いいたします。  

○片見学校教育部参事教育改革推進課長   学校教育部参事の片見でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。  

  座って失礼いたします。  

  報告事項の２番目の第２次計画の進捗状況でございますけれども、資料３

－１と３－２をご覧いただければと思います。  

  ３－２が事務点検・評価の本体なんですけれども、大部ですので、概要資

料である３－１でご説明させていただきます。  

  まず、評価制度の１、事務点検・評価制度の概要でございますけれども、

法令上の根拠の地方教育行政の組織及び運営に関する法律、これに基づいて

実施しているものでして、教育委員会自らが事務の適正な執行について確認

をするとともに、市民に対して説明責任を充実させ、市民の信頼の向上を図



11 

 

ること、これを目的として行っているものでございます。毎年度こうした報

告書を作成し、市議会に提出するとともに、これを公表することが法律上義

務づけられております。  

  本年度も８月の教育委員会会議にて議決をいただいた上で、９月の市議会

の定例会に報告書を提出したいというふうに考えておりまして、本日、提示

している資料につきましては、現状の案の段階であることをご了承いただけ

ればと思います。  

  また、教育に関して学識経験を有する者の知見を活用することとされてお

りまして、学校教育分野につきましては、千葉大学教育学部准教授の小橋暁

子氏に評価所見をいただいております。全体に関わる評価に加えて、新規・

拡充となった事業を重点的に評価するため、視察やヒアリング、それを評価

委員で行っていただいておりまして、今回は専科指導のための非常勤講師の

配置とスクールカウンセラーの活用、この２つを重点的な項目として選んで

おります。  

  次のⅡはちょっと飛ばしましてⅢの点検・評価の結果でございますけれど

も、まず（１）全体の評価でございますけれども、この事務的評価について

は先ほど少し紹介のありました資料の２－４の①ですけれども、この学校教

育推進計画の進捗状況を評価することによってこの事務点検・評価を行って

おるというような形にさせていただいております。  

  全体の評価、この表がありますが、学校教育推進計画はまず成果指標とい

う指標の部分とアクションプランという個別の施策の部分がございます。こ

の成果指標については、６年間で達成すべき目標をもう既に達成していると

いうものが二重丸です。丸というのが達成すべきことの８０%に達成してい

るものというものでございます。こう見てみると５４成果指標がありまし

て、二重丸が２、丸が２、バツが１０、このバーが４０になっていますけれ

ども、バーというのは、達成率で評価できない、主観指標と言われています

けれども、調査をして、児童生徒だったり、保護者だったりの主観で何か評

価するという項目に当たるものでして、それは評価できないということにし

ておりますので、こういう形になっておりますが、バツがかなり多くなって

おります。  

  一方、アクションプランのほう見ていただきますと、１０８のうち達成が

２４、順調が６７、遅れが１２ありますけれども、こちらにつきましてはお

おむね順調に進んでいるというようなそういう状況でございます。ですの

で、アクションプランは順調に進んでいるけれども、実施している取組の成

果が表れていないということが分かります。  

  これは次の議題でまたお話をさせていただこうと思いますけれども、成果

指標の妥当性だったり、成果指標とアクションプランの整合性、また今後続

くと予想されるコロナ禍での取組も含め、より効果の高い事業を実施する、

また検討していく必要があろうかと思っておりますので、本日、この後ぜひ
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ご審議していただければというふうに思っております。  

  次に、（２）重点的に評価する事業、この２つでございますけれども、専

科指導のための非常勤講師の配置、どんなことをやったかでございますが、

専門性の高い授業を実施するとともに、担任教員が児童と向き合う時間を確

保するため、非常勤講師を７５名増員したと、新たに図工、家庭、体育の講

師を配置いたしました。  

  次に、スクールカウンセラーの活用ですけれども、小学校大規模校等４３

校について、カウンセラーの配置時間を週３時間から４時間に拡充し、児童

の心のケア、不登校やいじめの未然防止、早期発見、早期解決を図りまし

た。また、コロナウイルス感染症の拡大に伴い、学校再開後、様々な不安や

ストレスを抱える児童生徒に丁寧に寄り添うために配置の拡充を行い、きめ

細やかに対応する体制を整えました。  

  そして、評価委員による評価ですけれども、全体についてですが、令和２

年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、学校休校や夏季休暇の短縮もあ

ったが、学校は子供たちの育ちに多様な役割を担っていることを改めて認識

されたとも言えるということ、また、児童生徒を取り巻く課題は多様化して

おり、専門的な知見からの対応や質の向上のためにも、教職員への支援が一

層求められるだろうというご意見をいただいております。  

  また、重点項目について、専科指導のための非常勤講師の配置につきまし

ては、専門性が生かされる図工等の非常勤講師を配置することにより、きめ

細やかな指導が行われ、児童が意欲的に活動していること、また、校内での

各教員の授業担当コマ数が軽減されていることが確認できたということ、今

後の配置継続や実際の運用面の充実としまして、専科教員と他の教職員との

児童生徒の理解、個別の指導方法を共有する時間の確保というのが重要にな

ってくるであろうというようなご指摘を承っております。  

  また、２つ目のスクールカウンセラーの活用についてでございますけれど

も、児童生徒と教員間の関係をつなげたり、継続して関わることで教員、児

童生徒、保護者らの不安感を除いたり、児童生徒自身の相談するスキル向上

にもつながることも見え、学校運営にとってなくてはならない役割を担って

いるということ、また、課題としましては、スクールカウンセラーの勤務時

間の制限もあり、教職員間での打合せの難しさ、また校内での情報共有の方

法など好事例を市の学校間で共有できるようにしていくことも質を高める一

助になるのではないだろうかと、そういうふうにご指摘をいただいておりま

す。  

  今回いただいた点はさらなる向上を目指し、ご意見については真摯に受け

止め、今後の事業の進め方等をさらに検討してまいりたいというふうに思っ

ております。  

  報告は以上でございます。  

○貞広会長  どうもありがとうございます。  
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  次の議題の第３次千葉市学校教育推進計画のほうに、この結果を反映させ

ていくということにもなろうかと思いますけれども、今のご説明について、

ご意見やご質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょう

か。  

  今、申し上げましたとおり、次の計画に反映させていくというものですの

で、そこの中でまた関連づけながらご意見をいただくということもあろうか

と思いますので、では、こちらについては一旦切り上げさせていただいてよ

ろしいでしょうか。また、さらにご不明な点については、ここで発言いただ

くことに加えて、事務局のほうにお問合せをいただくということもあろうか

と思いますので、よろしくお願いします。  

  では、続きまして、議題に移ります。  

  議題１、第３次千葉市学校教育推進計画の策定について、これについて

も、まず事務局からご説明をお願いいたします。  

○片見学校教育部参事教育改革推進課長   片見です。よろしくお願いいたし

ます。  

  今回、第３次千葉市学校教育推進計画の策定につきましては、この審議会

に諮問をさせていただき、ご審議いただきたいというふうに思っておりま

す。  

  ですので、初めに、磯野教育長より諮問書を提出させていただきたいと思

います。貞広会長、奥山副会長、磯野教育長、前へお願いします。  

○磯野教育長   諮問書。千葉市学校教育審議会設置条例第 2 条により、次に

掲げる事項についてご審議のうえ、答申いただきたく、理由を添えて諮問い

たします。諮問事項、第３次千葉市学校教育推進計画の策定について。以上

でございます。よろしくお願いいたします。  

     （諮問のセレモニー）  

○貞広会長  諮問書について確かに承りました。  

  それでは、改めまして、第３次千葉市学校教育推進計画の策定について、

事務局からご説明お願いいたします。  

○片見学校教育部参事教育改革推進課長   よろしくお願いいたします。  

  資料４－１、４－２、４－３に基づきまして説明をさせていただきます。  

  主に、４－１をご覧いただきたいと思います。  

  資料の名前が第３次千葉市学校教育推進計画策定基本方針（案）というふ

うにさせていただいております。  

  まず、そもそも学校教育推進計画、位置づけでございますけれども、本計

画は教育基本法に基づいて地方公共団体における教育の振興のための施策に

関する基本的な計画、これを定めることとされておりまして、そこに位置づ

けられるものでございまして、具体的には学校教育ですので、小・中・高等

学校及び特別支援学校の教育、それに関連する重要施策を対象範囲として、

千葉市の学校教育の基本的な一番大枠を定める計画となるものでございま
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す。  

  まずは、２ページ目に飛んでいただきまして、２の第３次千葉市学校教育

推進計画の対象期間というふうに掲げられておりますが、その真ん中の辺り

にスケジュールという表があります。  

  今、第２次の計画の期間中でございまして、その第２次の計画の、この表

の一番上のところに、２０１６年から２０２１年まで、この６か年の計画に

なっております。通常ですと、２０２２年から千葉市第３次計画が始まると

ころでございますけれども、市の全体の基本計画が１年間空いて２０２３年

から新たな計画がスタートするという形になるということ、また国の教育振

興基本計画も２０２３年からスタートするということになるということか

ら、今の第２次計画を１年延長いたしまして、第３次計画は２０２３年から

の計画にするということとしております。  

  また、この期間でございますが、今後また検討事項でもあるんですけれど

も、２０２３年から１０年間の計画、つまり、市の計画が１０年間の計画で

あることから、この３次の計画も１０年間の計画にしてはどうかというふう

に考えております。  

  すみません、１ページ目に戻っていただきまして、４－１の資料は基本方

針ということであり、これからまさに第３次の計画の中身を本審議会で考え

ていただく際の基本的な方針を、教育委員会として現時点で考えたものをま

とめたものでございます。  

  ですので、本日、いろいろご意見をいただきまして、この基本方針の内容

を定めて、それに基づいてさらに具体的な中身を今後検討していきたいとい

うふうに考えております。  

  １ページ目の真ん中から下の部分でございますけれども、先ほどもお話し

させていただきましたように、第２次計画期間中の取組はどうかでございま

すが、この表の部分、これは先ほどは令和２年度のまだ途中段階の評価でし

たが、これは令和元年度の確定した結果を見てみますと、成果指標、二重丸

が５、丸が２、バツが１７、アクションプランは達成２４、順調７６という

ような形になっておりますので、アクションプランは順調なんだけれども、

それが成果指標にうまく届いていないという、こういう状況であるというこ

とが分かります。  

  ２ページ目見ていただきまして、こうした状況も踏まえまして、２ページ

目の下半分、第３次計画の検討の視点でございます。  

  これは、３次計画をつくる際に、総論的なポイントをまとめたものでござ

いますが、まず（１）第２次計画の課題への対応ということで、アクション

プランは順調に進んでいるが、成果指標の達成にはつながっていない。では

その理由は何なのかというところを少し考えてみますと、第２次の計画で

は、アクションプランが網羅的にばあっと並んでいるんですけれども、それ

ぞれのアクションプランが成果指標の達成に本当に必要なものかどうかと見
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てみると、正直いろいろ並べてはおりますが、そこの関係性が薄いものも結

構あるんじゃないかということ、また、アクションプランの実施に関係者は

尽力しているんですけれども、その成果指標、最終的な目標をきちんと認識

していますかというと、なかなかその目標を認識した上で日頃の業務を行っ

ているということができていないというのが結構あるんではないかというこ

と、また、学校現場の教職員の皆様にこうした計画の目標等の共有が十分に

されていないのではないかということ、そうした課題が挙げられるというふ

うに考えております。  

  ですので、第３次計画では、以下のことに留意して検討を行いたいという

ふうに考えております。  

  １つ目が、単なる施策の羅列にせず、千葉市の教育が目指すべきものとい

うのは何なのかというのをしっかり考えた上で、その実現のための計画にな

るような中身をしっかり考える。多くの者の胸に落ち云々と書いてあります

が、先生方は日頃の業務で忙しい中で、そんな先生方もこれはちょっとぱっ

と見たら、こういうことを目標に自分の日頃の仕事というのはやっていくん

だなと、そういうことがちゃんと胸の中に落ちて、日頃念頭に置きながら仕

事をしていただけるような、そういった計画にする必要があるんだろうと思

います。また、周知にもちゃんと力を入れていくということ。  

  それから、３ページ目に移っていただきまして、（２）第２次計画の継承

と書かせていただきましたが、目指すべき子供の姿、教育目標、ここにあり

ますとおり、これらについては第１次の計画から継承をされておりますの

で、公教育の安定性・継続性を踏まえまして、第３次計画においても一部ち

ょっと表現は変えようと思っておりますが、継承する方向で検討を進めたら

どうかというふうに考えております。  

  また、（３）計画の体系化でございます。全体計画が分かりやすくなるよ

うに、ぜひ分類をしっかりしたいというふうに考えております。  

  （４）主観指標について、先ほども少しありましたが、バーで評価できな

い主観指標はできるだけなくすべきという考えもあるんでございますが、実

は、資料２－４①をちょっとご覧いただくと、①の例えば５８ページの成果

指標１８、学校の勉強がよくわかる児童生徒の割合、これは勉強がよく分か

るかどうかを児童生徒に聞いておりますので、主観指標ではあるんですけれ

ども、まさに千葉市がわかる授業を推進しているということであれば、それ

が反映できているかどうかを調べるのは、まさにこういう指標でなければ調

べられないわけでございまして、主観指標と言いましても、内容は様々であ

りますので、主観指標を全て排除するのではなく、さらに、今は評価しない

というふうになっておりますが、きちんと評価をしていくべきなんじゃない

かなと、そういう主観指標もあるというふうに考えております。  

  元の資料に戻っていただきまして、（５）保護者や教員を対象としたアン

ケート調査は、資料の４－２で後ほど説明させていただきますが、アンケー
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ト調査を実施したいというふうに思っています。  

  また、（６）、（７）施策を精選し、施策の大くくり化をし、より分かり

やすい計画となるようつくっていきたいというふうに思っております。  

  次のページ４でございますけれども、先ほどもお話ししました、要は第３

次計画が目指す、学校教育の目指していく姿というのはどういうものなのか

というのをまとめたのがこのページでございます。ポイントだけ簡単にお話

しさせていただきますと、１つ目の丸、Society5.0 時代が到来しつつある。

２つ目の丸、人間はＡＩにはできない人間の強みを生かした活動に注力する

ことになる。３つ目の丸、新型コロナウイルスの感染症など予測が極めて困

難な事態というのが到来している。４つ目の丸、そうした社会全体が答えの

ない問いにどう立ち向かうのかというのが人間には問われているのではない

か。次の丸、こうした時代にあって、子供たちには、どのような未来を創っ

ていくか主体的に考え、解決すべき課題を見出し、想定外の事態に向き合

い、多様な立場の者と協働的に議論し、最適解や納得解を生み出す、そうし

たことができる力を育成することが必要ではないか。  

  次の丸、日本人は礼儀正しく、勤勉で道徳心が高いというのもありますけ

れども、そういったことも踏まえまして、人間的な温かい心を持ち、他者を

思いやり、尊重し、多様性を認め、社会に貢献しようとする豊かな心を育成

することが重要である。  

  最後の丸ですけれども、以上まとめまして、千葉市で育つ全ての子供が豊

かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよう、そ

の資質・能力の育成を目指す。こうしたことを一番大きな目標として掲げて

いってはどうかというふうにしております。  

  次のページでございますが、５、第３次計画策定において大切にすべき事

項というふうに書かせていただきましたが、これは各具体の施策を考えるに

当たって、根底に流れる考え方で重要なものをピックアップしております。  

  １つ目、人間尊重の教育を基調とし、子供たち、いろいろな人たちを大切

にしていく。２つ目、すべては子供たちのために。３つ目、多様性、これは

多様化する子供たち一人一人に向き合うという観点と、また子供たち自身が

多様性を認め合うことができることを目指す。そうした２つの面があると考

えております。  

  そして、新しいスタイルの学校教育、これはＧＩＧＡスクール構想をはじ

めとしまして、従来の枠組みにとらわれないような新しいスタイルの学校教

育の確立を目指すということ。 

  最後、学校・家庭・地域・行政の連携・協働、これは第２次計画でも重要

な要素として挙げさせていただいておりますが、こうした連携・協働の体制

をしっかりつくっていくということが大事ではないかというふうに考えてお

ります。  

  また、教育委員のほうから、人権の尊重という条件もポイントがあるので
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はないかというご意見がありましたので、それも加えたらどうかというふう

に考えております。  

  次の６ページからが、以上のことを踏まえて、第３次計画の全体像と施策

の柱というのをどうしていくかというところを整理したものでございます。  

  イメージ図、これはまた考えていかなければならないと思っております

が、重要な要素としましては、真ん中のほう、児童生徒とありますが、児童

生徒の確かな学力、豊かな心、健やかな体、やはり知徳体、この３点を伸ば

していくべきだろうと、そのためにはということで、下に２つ手があります

が、質の高い教職員、魅力ある教育環境、これをしっかりしていくことでこ

の３つの知・徳・体を伸ばしていく。その真ん中のほうにちょっと読みにく

いんですけれども、個別の支援が必要な児童生徒へのサポートと書かせてい

ただいております。要は、一律に教育をしていったのでは対応が十分ではな

い特別な支援が必要な児童生徒がおりますので、そうした子供たちへのサポ

ートを充実する。  

  この６つの要素を施策の柱として挙げまして、これらを充実させていくこ

とによって、上のほう、矢印で上がっていっておりますが、自ら考え、自ら

学び、自ら行動できる力を育む、夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く子供

となって、その子供たちが社会の創り手となり、豊かな人生を送っていく、

こうしたことを全体的なイメージとして捉えて具体的な中身を考えていって

はどうかというふうに思っております。  

  そうしまして、次のページからが具体的な柱の中身でございますが、すみ

ません、時間もないので、ちょっと省略して紹介させていただきますが、ま

ず、Ａ、前半の部分は児童生徒の資質能力の育成に直接関係する部分でござ

います。（１）確かな学力の育成につきましては、読解力、情報活用能力、

基盤的な力をしっかり育成し、思考力・判断力・表現力や主体的に物事に取

り組む力を身につけさせていく。また、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向か

って、協働的な学び、創造性を育む教育、効果的な個別学習の充実などを行

っていく。また、３つ目の丸ですけれども、自らの学習を調整しながら粘り

強く取り組む態度、多様な他者と協働して主体的に取り組む態度、そういっ

た学びを展開する。  

  （２）豊かな心の育成につきましては、人間的な温かい心、他者を思いや

り尊重する心、またそれだけではなく自己肯定感、そういったものをバラン

スよく育む。また、２つ目の丸、異文化や多様性、人間関係をつくり出す

力、主体的に行動できること、そういったようなことを促す。  

  ３つ目、高い志や意欲を持つ、そういう観点でのキャリア発達を促すとい

うこと。  

  （３）健やかな体の育成につきましては、２つ目の丸ですけれども、積極

的に体を動かす子供、学校体育の充実、３つ目の丸、学校給食、食育の推

進、次のページにいっていただきまして、適切な生活習慣、健康な生活の実
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践ということが重要ではないかなというふうに考えております。  

  次のＢがそれら知・徳・体の育成を支える教育環境の整備の部分でござい

ます。 

  （４）質の高い教職員につきましては、まず１つ目は指導力の育成が重要

であろうということで、まず１つ目の丸ですけれども、様々な研修の機会を

提供する、２つ目の丸ですが、いろいろな現代的課題が出てきておりますの

で、こうした課題に向け、社会の変化に対応できる質の高い教員を育成す

る。 

  それから、大きな要素として働き方の改革の推進が挙げられると思いま

す。働き方改革の推進により、教職員のモチベーションの維持向上を図ると

ともに、新たな志願者を増加させていくという。  

  （５）魅力ある教育環境につきましては、１つ目の要素としては、特色あ

る教育活動とさせていただいておりまして、丸のところですけれども、既に

少人数学級による指導、また専科指導の充実を進めてきておりますので、次

の９ページ見ていただきまして、そうした特色ある教育活動を充実させる、

学校間の連携、市立中等教育学校・高等学校改革、学校規模の適正化、そう

したものを推進していく。  

  次の丸でございますけれども、学校は安全で安心な環境であることが必要

でありますので、危機管理体制を確立する。  

  また、次の丸、放課後の子供の居場所というものも重要ですので、放課後

子ども教室やアフタースクールの拡充ということを書いてあります。  

  さらに２つ目の要素として、充実した教育施設・設備としまして、１つ目

の丸ですけれども、バリアフリー改修、安全・安心で衛生的な環境の整備を

進める。  

  ２つ目の丸、ＩＣＴ環境整備、具体的には学習者用デジタル教科書であっ

たり、ネットワークの整備の拡充、またそれらに対応して教職員の力量を高

めるとともに、メディアリテラシーの育成を図るということです。 

  （６）個別の支援が必要な児童生徒へのサポートにつきましては、３つ大

きくありますが、１つ目がいじめ・不登校への対応がございます。いじめに

ついては、未然防止、早期発見、早期対応、組織的な対応を一層徹底する。

不登校状況になりかける不登校児童生徒につきましては学校内外の様々な学

びの場を確保する。  

  大きな２つ目、特別支援教育の充実でございますが、１つ目の丸ですけれ

ども、子供の実態にあった適切な指導及び支援を切れ目なく保障していく。

また、自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援する。  

  ２つ目の丸です。ライフステージに応じた相談支援体制の構築であった

り、個別の教育支援計画の作成・活用の理解と推進を図る。また、人的配置

を行って学校を支援する。  

  ３つ目の要素として、学習困難者等への対応でございますけれども、就学
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援助等の支援の充実、また日本語指導などの支援体制、受入態勢、夜間中学

の設置、そうした取組を進めるということ。  

  以上が、計画の中身で大きなポイントとなるであろう要素、柱についての

案を並べさせていただいたものでございます。  

  続きまして、１１ページでございますが、第３次計画をどのように点検・

評価をしていくのかということになります。  

  （１）でございますが、今考えておりますのが、成果指標につきまして

は、１０か年計画ではあるんですけれども、真ん中の令和９年度の目標値を

定め、それに向かって努力をしていき、令和９年度に今度はそのときの実情

だったり、社会情勢だったり、そういうものを踏まえて、令和１４年度まで

の目標値の更新、また（３）ですけれども、アクションプラン自体の見直し

というのをしていったらどうかというふうに考えております。  

  次の１２ページでございますけれども、策定体制としましては、資料の４

－３に細かな要項を載せておりますが、教育委員会に策定本部というものを

設置いたしまして、資料４－３の裏面を見ていただきますと、策定本部のメ

ンバーとしましては、教育長をはじめとし、次長、部長級が並んでおりま

す。また、教育委員会だけでなく、市からも総務部長、総合政策部長、財政

部長、こども未来部長に参加していただき、しっかりと連携しながら検討の

ほうを進めいきたいというふうに思っております。  

  続きまして、元の資料にお戻りいただきまして、１３ページ、策定のスケ

ジュール、大まかなスケジュールでございますが、本日が令和３年度の７月

の学校教育審議会というふうに書いてあるところでございます。  

  本日この方針につきましてご意見をいただきまして、そのご意見を踏まえ

て、我々のほうでまた検討を進め、１１月にまた審議会のほうを、まだこれ

は予定でございますけれども、開催させていただけるのであれば、そのとき

に今度は施策の骨子案ということで具体的な成果指標だったり、アクション

プランの全体像といいますか、アクションプランのポイントについてお示し

できるような資料を作りたいというふうに思っております。そこでまたご意

見をいただきまして、１２月には市長と教育委員が意見交換をする総合教育

会議もありますので、こちらでも意見をいただき、令和４年の７月にまた可

能であれば本審議会を開催していただきまして、ここでは実際の計画の具体

的な案のほうを提示させていただければというふうに思っております。  

  今、９月のところにパブリックコメントというふうにありますけれども、

このパブリックコメントにつきましては、この時点で市民の皆様の意見をも

らっても、なかなか対応が難しいかなとも思っておりまして、もし可能であ

れば、令和４年の６月の前の段階で、総合教育会議が終わった後のどこかの

タイミングで行ってはどうかというふうに考えております。  

  最終的には令和４年の１１月の学校教育審議会におきまして答申のほうを

いただければというふうに思っております。  
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  資料４－１の説明は以上でございまして、あと、４－２について少しご紹

介させていただいたらと思います。  

  ４－１でもお話をさせていただきましたが、保護者、教員に対してアンケ

ート、意識調査のほうをしております。調査を終わりまして、今集計中とい

うものでございますが、小・中・高、特別支援学校から抽出をして、教職

員、そして児童生徒の保護者に対してご意見を伺いました。実際に、どうい

った中身を聞いているのかというのが２ページからでございますけれども、

１つ目のところでは最近の子供の印象をどう感じるのか、次のページ、２つ

目の問いですけれども、これから社会を生きるために子供に必要だと思われ

る資質・能力は何だと考えるか、それからその下、問い３、どのような教員

が望ましいと考えるか。そして次のページ、最後ですが、問い４、今後の学

校教育施策で特に重要だと思うものという質問をさせていただいておりま

す。 

  その結果をまた集計いたしましてこの結果を踏まえて、また第３次の計画

の中身のほうを考えていきたいというふうに思っております。  

  すみません。長くなりましたが、以上でございます。よろしくお願いいた

します。  

○貞広会長  ありがとうございます。情報量も検討事項も大変多岐にわたっ

ておりまして、ちょっとそしゃくしきれないという感じもあるかと思います

けれども、今、ご説明いただきました資料４－１の一番最後のページ見てみ

ますと、我々、今日頂戴した諮問に答申を出すまでに、この会議、４回計画

されていまして、そのうち、もう次には我々のところから骨子案が、最終的

に出ていくような形になりますので、もちろん計画が練り上がった段階でさ

らにご意見ももちろんいただくんですけれども、全体の計画に通底する考え

方であるとか、計画のかなり大枠に関わるような部分は、今日と次回、特に

今日は、まさにフリートークに近い形で皆さんに広くご意見をいただける会

ですので、ぜひ皆さんの自由闊達なご意見をいただければと思うのですが、

今日ぜひ、全員にご意見いただきたいんですけれども、私、さっきから時計

を見ていてどうしようと思っているんですが、目安として大体お１方３分ぐ

らいを目安に、ぜひ全員からご意見をいただきたいと思っております。  

  どなたからでも結構ですので、ご質問、ご意見ありましたら、名札を立て

ていただければと思います。  

  では、まず小池委員、お願いいたします。ありがとうございます。  

○小池委員  現在の第２次計画において課題となっていることへの対応がい

ろいろ検討されていて、特に１０年という長期間にわたる計画にしようとし

ている大変いいことではないかと、賛成したいと思っています。  

  若干気になるところを２つほど話させていただきます。  

  １つは、千葉市の学校教育の推進計画なので、千葉市らしさというか、千

葉市の特色をどこに出すかという点は非常に大事かなと思っています。その
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点で見ると、例えば４ページの第３次計画が目指す学校教育の姿というの

が、何かほとんど国の計画そのものに近いのではないか、ここら辺は

society5.0 とかＡＩの記述については国の計画をそのままベースにしますと

いうことで切ってしまって、その上で千葉市の実態、例えば首都圏というよ

うな立地条件をはじめ、全国学力・学習状況調査の結果もあるでしょうし、

今、アンケートをされているということですので、その結果もあるでしょう

から、そういったものも踏まえて、こういうところを市として力を入れてい

きたいということを明確にされたらいかがかと思いました。そうでないと、

現在の事務事業の整理と体系化、美しい計画はできたけれどもというので終

わってしまうのが一番心配だということです。  

  ２点目は、持続可能という視点をどこかに入れたいと思いました。という

のは、ＳＤＧs の考え方の中で、１つの目標を達成するためにほかの目標を

犠牲にしないという、これは大変重要な考え方だと思っています。教育で言

えば、例えば教育成果を上げるために、教員の過重な労働を求められる。こ

れは働き方改革につながるわけです。そうすると、例えば５ページにある大

切にすべき事項といった中で、全ては子供たちのために、それはそうなんだ

ろうけれども、これがどんどん進んでいってしまうと、仕事だけが増えてい

ってしまうというようなことが起きはしないか。つまり１つのことを達成す

るためにほかを犠牲にしないようなバランスというのを考えて、定期的にそ

の事業を１０年間の中でそれぞれの事業でたくさんやるでしょうから、反省

して、例えば昨年度行われたように、校外学習の見直しが行われました、あ

あいうのは大変よかったと思いますので、あのような形で事業を整理してい

くということを計画の中で位置づけたらどうかというのがあります。 

  もう一つは、ＳＤＧｓの考え方というのは、内容とか領域ではないんじゃ

ないかと私は思っているのです。機能概念みたいなものじゃないかと。とい

うことは、例えば多様性というふうに５ページで書いてあるんですけれど

も、これを特別支援教育とか、道徳教育というところに置くのではなくて、

学校教育全体に、教育全体に貫くものとして検討していってはどうか。例え

ば、教育環境にも当然多様性が求められていくわけです。ですから、そうい

ったところをちょっと考えていただければというのが私の意見です。  

特に答えを求めているわけじゃありません。よろしくお願いします。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  大きくとても重要な点４点ご指摘いただいたかと思います。特に千葉市の

特性を生かすために強みと弱みをしっかり分析をして、反映させてください

ということなんですが、まさに恐らく事務局も今日、４ページ、５ページあ

たりについて特にご意見をいただきたいのではないかと思いますので、今ま

さに小池委員に口火を切っていただきました。ここに限らずですけれども、

ほかの委員の方々、いかがでしょうか。  

  江藤委員、どうぞ、お願いします。  
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○江藤委員  小池委員がおっしゃられた千葉市らしさというところで、少し

ただ見ているところでございますが、報告事項の中にありました国際の中高

一貫というところの取組がありましたので、多様性というところに、せっか

く中高一貫の国際学校が始まるという、グローバルみたいな視点とか、そう

いったところが多様性の中にあってもいいのかなというふうに感じましたの

で、せっかく始める新しい教育ということですので、ぜひ、どういうふうに

この次の１０年で成長、発展させていくのかみたいなのがあると、また少し

何か広がりが出るのかなというふうに感じました。  

  以上でございます。  

○貞広会長  強みを生かして、またこの成果を全体に拡充していくようなイ

メージのご意見かと思います。  

  他、いかがでしょうか。  

  では、保坂委員、お願いいたします。  

○保坂委員  時間が許せば３点ほどお話ししたいんです。多分足りないと思

うんで、まず気になっていること、質問も含むんですけれども、就学援助と

か、準要保護、その他の用語が読んでいる限りだと、何を指しているのか、

分からなくなる。  

  例えば、先ほど説明があった教育だよりちば７の２ページ目では、学校給

食、第３子の無償化の中では生活保護と就学援助等になっていて、教育だよ

りの中には奨励という言葉を、これは特別支援教育と一緒に書いているから

入っている。要するに経済的に厳しいご家庭に公的に援助をする際の制度自

体の説明と区分け、この中に出てくるものがあまりに多様過ぎてよく分かり

ません。そもそもここで言っている就学援助は生活保護と準要保護を足して

言っているのか、準要保護だけのことを指しているのか、恐らく混乱して使

われているのではないかと思うので、ぜひ整理をしていただかないと、読ん

でいて理解ができないんじゃないかなと危惧しております。  

○貞広会長  恐らく実際の施策では整理されているんだけれどもと思うんで

すけれども。  

○保坂委員  千葉市のホームページを見ても、生活保護を受けているご家庭

の割合と準要保護の割合は別々に出てくるので、本来合わせて子どもの貧困

率は計算されるということにも関連している。  

○貞広会長  これは、きっちり交通整理をして計画に反映をさせてください

ということで、特にご回答よろしいですか。  

  事務局のほうもよろしいですか。ありがとうございます。  

  結構こういうところに、神は細部に宿るということで、とても大事です。  

○保坂委員  それに関連してスクールソーシャルワーカーの配置が一つのテ

ーマになってくるんですけれども、配置の数字が文書ごとに目標値とずれて

いて、恐らく意味があるずれだとは思うんですけれども、最終的に２０２１

でしたか、最終目標が１２人が目標値になっているんですけれども、たしか
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文科省の方針だったか、中学校区に１人というのが目標だったと思うので、

そこからいうと５４の中学校区に対して十何人、それでいいのかなというの

はちょっと疑問に思うのと、スクールソーシャルワーカーは時間数は書いて

いないんですけれども、スクールカウンセラーが週３時間から４時間でいか

にも少ないんですが、恐らくスクールソーシャルワーカーも週何時間、限ら

れた時間数なんじゃないか。人数の配置とともに、そういう時間数の増加も

ぜひ検討をしていただきたいと思います。  

  取りあえず、以上です。  

○貞広会長  どうしましょうか。ご回答いただきますか。  

○保坂委員  いいです。  

○貞広会長  よろしいですか。ありがとうございます。もしよろしければ最

後にまとめて全体的にコメントをいただければと思います。  

  ほか、いかがでしょうか。  

  では、阿部委員、お願いいたします。  

○阿部委員  阿部です。よろしくお願いします。  

  ちょっとまだ発想を広げてよい段階なのかなと理解しまして、かなり抽象

度の高い発言をすることになると思うんですが、いろいろな文言ですとか、

学校教育の目指す姿などの文言を判読しておりますと、こういう公式な文書

であるので、仕方ない面はあると思うんですが、かなりありがちな文言であ

るということは感じます。  

  それは、例えば千葉市らしさということなのかもしれないですし、抽象度

を高めてこういうことを書いておかないといけないということももちろん分

かるんですけれども、新しい教育とか、よりよい学校を考えたときに、何か

我々レベルでも希望の持てる言葉とか、新しい言葉とか、何か共有できる理

念とかというのはしっかり持つことが大事なのかなというのを思っていると

ころです。何か面白おかしい言葉を使えばいいということでもないと思うん

ですが、例えば協働とか、創造という言葉一つ取っても、学校教育だけに関

わってきた人だけでは分からないようなこと、例えばイオンさんとかＺＯＺ

Ｏさんとかいうような企業の方はまた違う目線で、千葉市にいて働いている

方でも、違う角度から違う言葉で語られていただけるかもしれないですし、

そういう何か夢を見たいといいますか、何か共有する大事な価値観というの

をもう１個具体的に持ちたいというのを非常に抽象度高いんですけれども、

思った次第です。  

  あと、ほかに、これはちょっと質問に近いかもしれないんですけれども、

アクションプランは進んでいて、成果指標に反映されていないということが

何度もご紹介いただいたんですけれども、そのことをどう捉えればいいかと

いうのがよく分からなくて、成果指標は正しくて、アクションプランを直し

ていったほうがいいということなのか、あるいは成果指標の設定自体が間違

っていたのか、ちょっとちゃんと読めていないので分からないところがある
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んですが、個人的にはアクションプラン、一生懸命に頑張っていただいた中

で、あまり意識はしていなかったけれども、すごく大事なものとか、成し遂

げたこととか、小さいけれども何か大事にしたいこととかというのが生まれ

ていたんじゃないのかなと思っていて、何かそういうのをつぶさに捉えたい

ということを思って、そういうのはどうしたら捉えられるかみたいなことも

思ったりしているところでございます。  

  非常にまとまりがないですけれども、そういうことを感じております。  

○貞広会長  後者については、そもそも政策評価のスキームの弱点を突くよ

うなご質問かと思いますが、前者のアクションプランと成果指標のそごにつ

いては恐らく事務局で分析されているかのようなお話しぶりでしたので、今

よろしければお答えいただけますか。  

○片見学校教育部参事教育改革推進課長   ありがとうございます。  

  まず、先ほどのご説明でもしましたが、成果指標とアクションプランがう

まくつながっていない部分があるんじゃないかというところが一つですけれ

ども、成果指標自体も本当に適切なものだったのか、どうなのかというとこ

ろは、ちょっとなかなかそこの判断が難しい部分はあるんですけれども、た

だ、そこの評価をしなくても、第３次の計画については、今までの成果指標

ありきではなく、本当に成果指標、要は千葉市の子供たちのために達成すべ

き目標、大きな目標というのは何なのかというのをしっかり考えた上で、新

たに一から設定し直して、それの達成に必要なアクションプランというのを

考えていく。いずれにしてもそういう形で議論をしていければというふうに

思っております。  

○貞広会長  よろしいでしょうか。  

  あとまた成果指標から下ろしたアクションプランのほうを考えていくと、

その逆矢印じゃないということですね。ありがとうございます。  

  では、黒川委員、お願いいたします。  

○黒川委員   １点、最初に、私がちょっと理解不足なのかと思いますの

で、教えていただきたいのですが、本日頂いた資料の４－１の１ページ目

に、令和元年度における事務点検の結果といったものが示されています。そ

ちらを見ると、成果指標でもう既に令和３年度の目標値以上の達成を得てい

ると回答されているものが５つあります。資料の３－１では、令和２年度に

おける全体評価の結果が示されておりますが、そちらを見ますと、令和元年

度の目標値以上の達成度を示しているものが、２つという回答となっており

３つ減ってしまっているように見えるのですが、これはどういうことなの

か、教えていただければと思います。  

  また、主観評価で、達成率を評価するに当たり、評価できないものが令和

元年度の事務点検の段階では成果指標５４のうち３０がそれに該当するとい

う判断がなされていて、令和２年度の事務点検の折には、１０個増えてい

て、４０個が達成度評価はできないといった判断がしめされています。個数
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が１０個増えているのはなぜなのか疑問でした。今すぐお答えくださいとい

うことではなく、私の読み違えもあるのかもしれませんので教えていただけ

れば幸いです。  

  そして、いただきました第３次の計画案についてですが、１０年というス

パンで計画を立てるという点は、教育改革の流れの中で重要なスパンだと思

いますし、子供たちを支える教職員が何よりそれを、何というのか、血肉に

して浸透していくことができるように、誰の目にも分りやすくしたいという

千葉市教育委員会の思いというのは、まさに必要だろうなと思いました。ま

たそれができれば、保護者の方にも分かりやすい計画、そしてまた千葉市民

にも分かりやすい計画というものになろうかと思いますので、ストーリー性

をすごく大事にされたいといったところはすごく納得がいくところでした。  

  その点から考えますと、６ページと７ページのところで、非常にご苦労さ

れて、工夫してくださって、既にもうイメージ図をお示しいただいているの

ですが、子供たちにつける力という、この知・徳・体というのは、もう２５

年間言われているところで、これが柱ですということもすごくよく理解でき

るところです。ただ、ストーリー性といった視点から見ていきますと、その

上に乗せている言葉の繋がりを考えてしまいます。「夢と思いやりの心を持

ち、未来を拓く子供」、「自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐく

む」と、ここがどうリンクするのかということがはっきり見えてきません。  

  隣の７ページの文章をもう一回読ませていただくと、どうやら、１つ目、

Ａの（１）の１行目の丸の真ん中のところで、「子供たちが次代を切り拓い

ていくため」に「確かな学力」というのを、千葉市教育委員会としては思い

描いているのだろうと考えますと、この「未来を拓く子供」というのは、こ

の「確かな学力」というところにリンクさせたいのかなと思ったり、「思い

やりの心を持ち」は「豊かな心」とリンクするのかなと考えることができた

りします。さらに、「夢」というこのキーワードをどのようにかみ砕いて政

策論にのせていくのだろうかということを考えますと、なかなか（２）番の

丸の３つの中では、「高い志や意欲」というのが「夢」なのか、その辺のリ

ンクをどのように描いていくのか、それができれば、とてもすっきりしたス

トーリーが描け、最終的には「社会の創り手」となる子供を千葉市は育てて

いくことになるとうところに行き着くのではないかと感じました。  

  以上です。  

 

○貞広会長  ありがとうございます。  

  ご質問もいただいたんですけれども、ご回答よりもできるだけ皆さんにご

意見をいただくということを優先したいと思います。  

  まずこちらから、ご意見をお願いします。  

  まず、笹口委員、その後で青木委員の順番でお願いします。その後で篠田

委員でお願いします。  
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○笹口委員  笹口です。  

  まず、１０年の計画ということを伺っていまが、１０年の計画を決して否

定するものではないんですけれども、今から１０年後、世の中がどうなって

いるかというのは誰もきっと予想できないんだろうと思うんです。だから、

１０年後を予測して計画を立てるというのはなかなか至難の業ではないか。

ですから、例えば途中で計画の見直しを行うとか、まだできていないのに見

直しのことを言うのはあれですけれども、見直しとか改定とかの作業はぜひ

必要になるのではないかというふうに思いました。  

  それから、それに伴って、成果指標とかアクションプラン、これは恐らく

毎年検討、成果をチェックすべきではないかというふうに思っております。

２年に１遍とか、３年に１遍とかではなくして、毎年チェックすべきではな

いかというふうに思いました。  

  それから、普通の一般の行政の計画ですと、アクションプランは、例えば

道路を１００メートル造る計画では、１００メートル造ればちゃんとプラン

どおりということで、成果指標は当然１００％になると思うんですけれど

も、今お伺いしまして、学校教育は例えば教員がアクションプランでどんど

ん頑張っても、子供の理解が足りなければ成果につながらないことがある。

学校教育というのはそういう世界なのかなというふうに理解したんですけれ

ども、ただ、現場の先生方にとってはその成果指標を念頭に置いてアクショ

ンプランを実施するというのはなかなか難しいことなのではないか。具体的

に自分たちがどんなふうに行動すれば、自分たちはすればいいのかというの

がアクションプランだと思いますので、そのアクションプランが達成できれ

ば、必然的に成果も達成できるというような、アクションプランと成果指標

がリンクするような計画をぜひつくっていただきたいと希望いたします。  

  それから、８ページの働き方改革の推進のところ、ここは現在学校現場は

結構ブラックとかいうふうに言われて、教員の成り手がいないというような

ことも耳にする訳ですけれども、ここについては、先生になろうとする人た

ちが希望を持って教員になれるというような、そういう計画の文言をつくっ

ていただければというふうに思います。  

  それから最後、９ページなんですけれども、（６）個別の支援が必要な児

童生徒のサポートのところ、これは言葉尻の話なんですけれども、３行目、

「必要な児童生徒がいることを忘れてはならない。」と、よく使われる言葉

ではありますが、ちょっと違和感を感じています。「忘れてはならない」と

いうのは忘れる人がいるというのを前提にした言葉ではないかと思いますの

で、ここは「喫緊の重要な課題である」というふうにストレートに表現され

た方がよいのではないかと思いました。  

  以上です。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では、青木委員、お願いいたします。  
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○青木委員  青木でございます。  

  事前に資料をお送りいただいて、基本方針（案）を大変うれしい気持ちで

読ませていただきました。  

  資料４－１の２ページ、第３次計画の検討の視点、こちらの内容を読み、

しっかり振り返りをされていると、次の計画も安心してお任せができるよう

に思いました。  

  ５ページですが、人間尊重、すべては子供たちのために、多様性、新しい

スタイルの学校教育、学校・家庭・地域・行政の連携・協働と、大切にして

いただきたい内容ばかりですが、こういった様々な計画が果たして実現でき

るのかというところです。全てじゃなく、どこまで実現できるのかというと

ころを考えたときに、現場の教職員の数が全く足りていないということは、

しっかりと把握されているとは思いますが、この部分を解決しないで、どん

なによい内容のものをつくっても、それがどこまで達成できるかというとこ

ろは疑問です。  

  それと同時に、学校はどこまでやるのかというところです。現在もです

が、明らかに家庭や地域がやるべきことを、学校が引き受けていることが大

変多いのではないかと思います。そのあたりもしっかり委員会の中だけでは

なく、きちんと外にも発信していただいて、それら含めて全てが子供たちの

ためにということにつながってくるかと思いますので、よろしくお願いいた

します。  

  １つ、質問になります。今お答えいただかなくても大丈夫です。今申し上

げた５ページの内容にプラスして、人権という言葉を付け足してあります

が、これは教員を目指す学生の皆さんが教育学部で学ぶ内容なんでしょう

か。それとも、現場に出てから研修で学ぶのでしょうか。現場でそういう意

識がしっかり浸透していないと、子供たちに対してというのは難しくなって

くるのではないのかと思いました。  

  以上です。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では、篠田委員、お願いいたします。  

○篠田委員  ＺＯＺＯの篠田です。  

  私から３点、思ったことをお伝えしたいと思うんです。  

  先ほど、阿部委員からもあった目指すべき子供の姿、教育目標、このワー

ドの部分とかは、ちょっと質問かも分からないんですけれども、千葉市さん

としてこのワードをどう落とし込んでいきたいのか。教育に関する方々の全

てに常々感じていてほしいのか、大前提としてこういうことがあるぐらいの

認識でいいのかとか、そういったレベル感によって私たちのような、イオン

さんもそうですけれども、企業として何かお手伝いできることのレベル感、

変わってくるかと思うので、もしもすごく、例えばロゴ化したりだとか、キ

ャッチーなワードにしたりだとか、いろいろそういった工夫によってそうい
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ったことを私たちはお手伝いできると思って、何かそのあたりがちょっと明

確にあると、もしかしたらそのままでいいのかもしれないですし、ちょっと

そのあたりの意向をお伺いできればと思いました。  

  あと、２点目なんですが、５ページのところの大切にすべき事項というと

ころで、先ほどの３ページにあった目指すべき子供の姿と教育目標というと

ころで、教育目標の「自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ」

というところで、大切にすべき事項の中に、「自ら」ということに関する項

目が見受けられない気がしているんですが、ここが入ってきたほうがいいの

ではないのかなということと、先ほどどなたかからあった「夢」というとこ

ろをどう大切にして子供たちに伝えていくのかというところが、大切にすべ

き事項として、こういった目標を掲げるんであれば、網羅できるような項目

があったほうがいいのではないかなと思いました。  

  ３つ目なんですけれども、働き方改革というところで８ページのところで

す。実はこの審議の前に、事前に質問というところで働き方改革の担当の方

にお話をお伺いさせていただいて、私たち企業として、働き方改革はすごく

求められているところもありまして、いろいろな施策で取り組んでいるとい

うところもあったりして、うまくいくものもうまくいかないものもあったり

しますし、民間の企業でできることと、学校団体でできることは異なってく

るのかなとは思うんですけれども、私たちの工夫によって何かそれが皆さん

のヒントになったりとか、そういったことができたら、私たちが参加する意

味というのがすごく出てくるのかなと思うので、ぜひそういったところを何

かうまく活用していただけると、すごくお互いがいいのかなと思うので、ぜ

ひそういうところは継続してコミュニケーションを取りながら、何か改善の

糸口を見いだせればというのを思った次第です。  

  ありがとうございます。  

○貞広会長  ちょっと元気が出るような力強いコメントをいただきましたけ

れども、ちょっと一旦ここで切りまして、全てではなくて結構ですので、現

時点でちょっとお答えしたほうがいいなと思うことがありましたら、事務局

のほうから短くコメントいただければと思います。  

  お願いいたします。  

○片見学校教育部参事教育改革推進課長   幾つかご質問いただいたところで

す。  

  成果指標の二重丸のバーの部分なんですけれども、ちょっと細かくどの資

料がというのは私も今すぐには言えないんですが、二重丸が減っていること

やバーのものが増えていることについては、関係するアンケート調査を実施

しなかったため、その最新の情報が取れなくて、達成かどうか評価できない

ということだと思われます。  

  それから、人権についてどの程度教育のときに学ぶのかというのは、子供

の人権条約とかそういうものには少なくとも触れてはいるのかなと思うので
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すが。  

○貞広会長  曲がりなりにも、学ばせて出しているつもりです。  

○片見学校教育部参事教育改革推進課長   あとは、篠田委員からいただきま

した目標論的なところなんですけれども、やはり文章としてももちろん提示

したいとは思っておりますが、現場で働く先生方は、文章全部追えることが

は難しいとも思いますので、何かコアになる部分を分かりやすく表現できた

らなということはすごく思っております。  

  また、ご意見でいろいろありました千葉市らしさとか、ありがちな文言に

なってしまっているというのは、非常に私もそう自分でも思っておりますの

で、考えていきたいと思っておりますし、委員の皆様からも何かいいアイデ

アがあれば、ぜひいただければというふうに思っております。  

  また、「夢」とか、「自ら」とか、そういうふうなものについては、うま

くこの中身とリンクできるようにまた考えていきたいというふうに思ってお

ります。  

  以上でございます。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  推進力のあるワーディングも望まれるところなんですが、なかなかすぐは

出てこないところなので、もしかしたら次回すごいのが出てくるかもしれま

せん。では、またご意見をいただきたいと思います。  

  委員の皆様いかがでしょうか。  

  江波戸委員、お願いいたします。  

○江波戸委員   江波戸です。よろしくお願いいたします。  

  とても素晴らしい資料を読ませていただいて、このままこれが通ったら、

すごいなと思いました。資料４の１の７ページにあります、子供たちのほう

で、まずは読解力とありますが、うちの子供には読解力が全くないぐらいに

育ってしまいまして、語彙力も低く苦労しております。教育だよりの４月号

３ページにありますが、生涯学習の推進というところで、電子書籍の整備と

あります。本日午後１時から図書館のほうでは電子書籍が解禁になったと思

います。なので、ＧＩＧＡスクール構想で児童生徒１人１台端末、これをぜ

ひ活用していただいて、閲覧できるような形にしていただいけたらと思いま

した。コミックは別として。言葉の理解が難しい、使うことが難しい子供た

ちに文字や文章に触れる、親しむ機会をと思います。これは国語に関わると

思いますが、横文字ばかりではなく、日本語を使える子供たちが育つといい

なと思っております。  

  よろしくお願いいたします。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では、神尾委員からよろしくお願いいたします。  

○神尾委員  よろしくお願いします。  

  初めてなので、いつ言おうかと思っていたんですけれども、皆さんのご意
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見に同じだなとか、確かにそうだと思いながら聞いておりました。  

  その中で、私のほうで事前に質問をさせていただいたところを中心にちょ

っと意見というか、感想を言ってもよろしいですか。  

○貞広会長  もちろんです。  

○神尾委員  まずは、この中で新しい１０年間の計画に関わることができる

ポジションをいただけて、本当に光栄でありがとうございます。  

  そういうことで、一生懸命にしっかり読みました。一生懸命これは何だっ

たかと思いながら読み込んだんですけれども、現場の先生が学校教育を担う

中心ですね。先生たちが忙しい中で、すとんと心に落ちて、これをやればい

いんだ、こう進めばいいんだという、そういうのがないと、絵に描いた餅と

いうか、どなたかおっしゃっていましたけれども、みんなで向かうというふ

うにならないということを考えたとき、一番引っかかったのは、７ページ

の、まずはどんな力をつけたいかというところです。  

  その７ページのＡの１で、確かな学力なんですが、先ほど小池委員さんの

ほうから大体のところが国の施策と同じ、千葉市らしさがないようなという

ご意見があったんですけれども、ここは国の施策とも違っているようです。

基盤的な力は何だったかと文部科学省の資料で見てみると、これは数的処理

力ではなくて数学的思考力だったり、読解力というのも基礎的読解力になっ

ていたり、この○○力、○○力というのは紛らわしいんです。私は１０年前

に教育センターの研究部門で国研のほうに１年行かせてもらって、この辺の

ところを勉強させてもらいましたが、専門的にやっても難しいのに、一般の

教職員の方がこれだけ力、力とあったものをどのぐらい落とせるかというと

ころがあるので、非常に大変じゃないかと思いました。  

  それならば、逆に今学習指導要領で育成すべき資質能力３つの柱のほうが

千葉市の「夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く」につながるんだろうな

と。  

これは私の感想なんですけれども、３つの柱だと、「何を理解している

か」「どう使うか」「それをどう世の中、関わって人生を豊かに送るか」と

いうのが結局「夢」につながるし、それと絡めたほうがこちらの「夢と思い

やりの心」というのとつながると思いました。  

  結論を言いますと、このあたりの特にＡの（１）についてはもうちょっと

分かりやすく整理していただいて、現場に落とせるようにしていただけると

いいかなと思いました。  

  あともう一つあるんですが、次の８ページなんですが、８ページのＢの

（４）の指導力の育成に、それとも関わるんですけれども、ちょっと質問な

んです。こちらには教育センターの方はいらっしゃっていないですが、教職

員のほうは本当にやることがいっぱいあって、それはもう新しいことがたく

さん増えてきてという中で、いい知らせが７月十何日の新聞にあって、いわ

ゆる免許更新をしなくていいけれども、それを教育委員会、行政の悉皆とか
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いろいろな研修でということだったんです。大学のほうの先生方にはちょっ

と失礼なんですけれども、大学に行ってお勉強するというのも価値があるん

だけれども、それをしないで、今度は教育センター主体の研修にした場合

に、どれだけ何を皆さん研修してもらうかという内容の検討と、それからど

うそれを研修してもらうか、オンラインであるとか、出前であるとか、今ま

でどおりだとか、そういうふうに落とし込んでいくと思うのです。  

  教職員研修体系というのは結構更新されているのかなと思って、今こそす

べきじゃないかと、免許更新制がなくなるという時代に合わせて。じゃ、今

こそ何をというのが必要で、それがまた千葉市にとって大事な研修になるん

じゃないかとちょっと思いました。  

  ということを考えたら、６ページのこのイメージ図が、３つの柱とリンク

させて「夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く」のほうが伝わるだろうなと

か、勝手に思っておりました。  

  すみません。そんな感想みたいな意見なんですけれども。  

○貞広会長  ぜひそういうご意見をいただきたいというところだったと思い

ます。現場のことをよくご存じの委員からのご意見でした。  

  では、豊田委員、お願いいたします。  

○豊田委員  豊田でございます。よろしくお願いします。  

  ５ページの最後の学校・家庭・地域・行政の連携・協働というのがありま

すけれども、学校の登下校で地域住民がセーフティウオッチャーとか何か

で、子供たちの登下校を見守っているわけです。ですから、こういう地域と

か連携を図ってもらうということは、非常にいいことではないかなと思いま

す。  

  それから、先ほど来出ているんですけれども、８ページの働き方改革なん

ですけれども、私の知っている大学生が今年千葉市の中学校に実習に行った

んです。そのとき５人大学生がいたんだそうです。５人が行って、３人の方

はとても先生はもう忙しくてやれないという子供、それから２人は何とかや

れるかなというようなことを言っていたんだそうです。  

  それで、どういうことなのかということで聞いてみましたら、朝はもう早

くて帰りは一番遅いと、家に帰ると明日の準備をしなくてはならないと。で

すから、非常に睡眠時間もなくなって、若いのにどこにも行けないと。それ

じゃ先生はやれないというようなことを言っているようなんです。  

  ですから、もう少し先生方のことも働き方改革で、もう少し何とか軽減さ

れるような方策がないのかなというのは非常に思うんです。ですから、その

辺、教育委員会だけでは無理なんですけれども、先生も人間ですので、もう

少し働き方改革を考えてやれれば、教員志望というのが増えてくるんじゃな

いかと思うんです。ですから、その辺少し慰労してもらうとよろしいのかな

と思います。  

  ありがとうございます。  
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○貞広会長  ありがとうございます。  

  よろしければ原田委員、お願いいたします。  

○原田委員  原田です。よろしくお願いします。  

  私自身も今年度からで、皆様の意見を伺わせていただく中で、なるほどと

思ったり、こういうことをされてきたのだと、資料と併せていろいろと考え

させられていたところです。  

  ただ資料がたくさんありますので、読んでいくだけでも本当にこの時間で

は足りないというのが正直なところで、そういった中で、私なりに感じたこ

と、気づいたことを申し上げさせていただこうと思います。  

  まず、委員の何人かの方からも、持続可能なというところを大事にという

ことで声が上がっていましたが、１０年の計画というのは本当に難しいと思

っています。持続可能な形にするということを考えたときに、基盤的に学校

教育の中に何を大事にしていくか、揺るがないところ、あるいはこれまで学

校教育で積み重ねてきたところをもう一度精選し直すというか、大事にすべ

きところをもう一度確認をしていきながら、積み上げていけるといいのでは

と考えました。  

  そのように考えていったときに、全体像のイメージ図で、先ほど黒川委員

からもご意見がありましたように、出されたキーワードがどのように関連さ

れていくのか、あるいは発達段階としてどのような連続性のある支援をして

いったらいいのか、が気になりました。  

  また、これまでも学校教育では思いやりの心を大事にとか、そういった対

人関係に関わる大事な言葉はたくさん取り上げられてきていますが、ではそ

もそも思いやりとは一体どういうことなのだろうとかといったように、実際

の子供たちの発達段階に応じて、あるいは先生方が児童生徒に分かるよう

な、内在化させるいった教育というか、授業の展開がどうなるべきかをしっ

かりと議論する必要があるのではないかと感じていたところです。  

  そういったところで言うと、９ページの中で、「安全・安心な環境を構築

する」とありますが、この中の要綱を読んでいくと、学校管理下における事

故、災害、不審者の発生等の緊急時における学校危機管理体制というところ

に、安心と入っていながら安全の部分しかないのではないかとも読み取れま

した。  

  安心という点では、今回のコロナの感染状況下においては、そういう困難

な状況にあっても日々の毎日を過ごせるというレジリエンスの視点から、子

供たちがその力を発揮してくれているとも言えます。けれどもなかにはスト

レスを抱えて乗り越えることが難しい子どももいることが考えられるため、

心の教育という「安心面」にも注視する必要があると思っています。  

  例えば対人関係、コミュニケーションとか、あるいはストレスに負けない

耐性力やしなやかさであるレジリエンス、さらには自尊感情、幸福感といっ

たような、学校教育活動全体の基盤になるような教育組織的な体制を構築し
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ていくことも求められていると考えます。  

  そうすると、このような「安心面」の心の教育を教えてくださっている先

生方も子どもたちの状況を把握して検討することになり、同時に先生自身の

心に触れていく、つまりは大切にすることにも通ずるかと思いました。  

  併せて、ＩＣＴの環境を説明する部分に、メディアリテラシーの育成とあ

りましたが、これからは一層情報モラルも重要になるのではないかと思いま

す。リテラシーは読み解く力になりますので、いじめの問題等も含めていく

ことが求められます。ＩＣＴの活用を積極的に展開する中では、子供たちが

タブレットを家に持ち帰って学習をすることも想定されるため、コミュニテ

ィーが開かれれば、情報モラル教育は保護者も含めて重要になると考えま

す。ぜひこのあたりについてもメディアリテラシーをより深くという意味

で、取り上げていただきたいと思いました。  

  こういったように、先ほどの図のところをもう少し丁寧に掘り下げ、これ

は一体どういうことかと確認していけるといいのではと思いました。  

  以上です。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  神尾委員、どうぞ。  

○神尾委員  すみません、１点だけ落としました。ごめんなさい。  

  現場の声を聞いてですが、専科指導の非常勤講師の配置、ものすごく喜ん

でいます。さっきの中村委員さんがおっしゃったブラックの解消ということ

で時間数も減るけれども、身近にすばらしい方がいるのが一番の研修なの

で、聞いた人、みんな喜んでいて、すばらしいことを教育委員会の方はやっ

てくださった。それを言うのを忘れていました。すみません。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  副会長の前に保坂委員。副会長、最後にお願いします。  

○保坂委員  私も一番大事なことを言い損なったので、付け加えさせていた

だきます。再三話が出ていた働き方改革に関わることなんですけれども、千

葉市内の教職員の１年以上休職率は多分１％以上、３０日以上休んでいる方

も１％、合わせて２％以上だと思うんです。そういうはっきりと数字がある

以上、それを出して、未然防止というならば、それを下げるぐらいの目標値

をぜひお願いしたいと思います。  

○奧山副会長   これまで、内容については各委員の皆様がそれぞれのお立場

から様々な貴重なご意見をいただいたので、私は次期計画の策定方法等につ

いて話をさせていただきます。  

  まず１つめは計画の対象期間についてです。他の委員からも意見がありま

したが、やがり１０年というのが心配です。国の計画は５年ですが、現行計

画と前計画では構成や項立てがかなり異なっています。先ほどのご説明で

は、PDCA サイクルを確立したり、中間年でアクションプランの見直しをお

こなう、とのことでしたが、社会情勢の変化によっては急に必要性が増すよ
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うな事柄が出てくることもあるので、アクションプランだけではなく、さら

に上位レベルも見直せるような仕組みがあってもいいと思います。  

  ２つめは計画全体の構成についてです。現行計画のアクションプランが網

羅的で、成果指標の達成に真に必要なものとなっていない、とのご指摘があ

りましたが、私自身はアクションプランそのものは必要なものが多いと思っ

ています。国の計画では、先ず基本方針があり、それに基づいた政策目標が

あり、その達成度や進捗状況を確認するための成果指標、そしてアクション

プランがあります。次期計画においては、それぞれの施策について、現場の

先生方がどのような目的で行うのか、そして、そのための目標を達成するた

めに、このような成果指標が設定されている、という関連性が分りやすいよ

うな構成にするといいと思います。  

  ３つめは成果指標についてです。成果指標の中に達成率では評価できない

ものが入ってくるのは、教育という分野では仕方ないような気がしますが、

数値化できる指標との量的バランスを考慮されるといいと思います。  

○貞広会長  最後に副会長に締めていただきました。  

  ありがとうございました。  

  本当に今、副会長のお話にもございましたけれども、多様なお立場の方々

から本当に多岐にわたる貴重なご意見をいただきまして、私もちょっとこう

いう見方もあるのだというような勉強になる場面も多々ございました。どう

もありがとうございます。  

  もっと皆さんのご意見いただきたいんですけれども、時間になりましたの

で、本日はここで閉めさせていただきます。  

  また、事務局におかれましては、私が改めて申し上げるまでもございませ

んけれども、本日の各委員からのご意見を参考に、次期学校教育推進計画の

策定、骨子案の策定というところだと思いますけれども、進めていただきた

いと思います。  

  よろしくお願いいたします。  

  続きまして、最後、その他について事務局から説明をお願いいたします。  

○事務局  事務連絡を申し上げます。  

  地下駐車場ご利用の方でまだ駐車券の処理がお済みでない方がいらっしゃ

いましたら事務局まで駐車券をお渡しください、駐車券を機械にて処理いた

します。  

  お手元のファイルに関しましては、そのまま机上に置いていただければ事

務局でお預かりいたします。また、お持ち帰りいただいても結構ですが、次

回の審議会の際はご持参ください。ファイルを預けられる方でもともとの資

料をファイルにとじたい場合は、資料をファイルに挟んでいただければ事務

局でファイルにとじさせていただきます。  

  次回の学校教育審議会につきましては開催日が決まりましたら、委員の皆

様にご連絡いたします。  
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  以上です。  

○貞広会長  どうもありがとうございました。  

  最後に全体を通して、皆様から何かご意見ございますでしょうか。よろし

いでしょうか。  

  では、本日の議題は以上となります。  

  少し時間過ぎてしまいまして申し訳ありませんでした。  

  どうもありがとうございました。  

  この後は事務局にお任せいたします。  

○事務局  ありがとうございました。  

  委員の皆様、貴重なご意見をいただきまして、本当にありがとうございま

した。  

  以上をもちまして、令和３年度第１回千葉市学校教育審議会を閉会いたし

ます。  

  本日は、長時間にわたりご審議いただき、誠にありがとうございました。  


