
 

 
 

令和 2 年度第 1 回千葉市学校教育審議会議事録 

 

１ 日時： 

 令和 2 年 11 月 2 日（月） 18 時 00 分～20 時 00 分  

 

２ 場所：千葉市教育委員会事務局 第 1・第 2 会議室 

（千葉市中央区問屋町１－35 千葉ポートサイドタワー12 階）  

 

３ 出席者：（委員）13 人 

貞広斎子委員（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、奥山慎一委員、金子建一郎委員、  

黒川雅子委員、小池公夫委員、清水俊明委員、西村侑身子委員、  

野口聖委員、保坂亨委員  

（事務局）  

    磯野教育長、大野教育次長、松浦教育総務部長、山下学校教育部長  

    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： 

 市の教育施策の動向について  

 学校施設の有効活用について  

 

５ 議題： 

（１）千葉市学校教育推進計画について 

 

６ 会議経過：  

別紙のとおり  
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○田中企画課課長補佐  それでは、定刻前ではございますが、本日出席の方、皆様

おそろいですので、始めさせていただければと思います。  

  ただいまから、令和２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、遅い時間にも関わらずお集ま

りいただき誠にありがとうございます。  

  私は、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。  

  初めに、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

ます。本日は、委員の皆様の間隔を空けるため机の配置を変更しております。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。  

  また、お手数ですが、マイクは横の列で委員の皆様で回してご使用ください。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いただくようお

願いいたします。  

  また、机に除菌シートをご用意しましたので、必要に応じてご自由にご活用くだ

さい。ご協力のほどよろしくお願いします。  

  本日の会議でございますが、池田副会長、中村委員におかれましては、ご都合に

より本日欠席とのご連絡をいただいております。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。  

  ここで傍聴の方に申し上げます。  

  傍聴に当たっては、お手元の傍聴要覧の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

合がございますので、あらかじめご了承ください。  

  また、議事録については、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、委員の皆様にご確認いただき、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。議事録確定後には、市のホ

ームページにて公開するものとします。  

  それでは、お手元にお配りしました資料を確認させていただきます。  

  まず、千葉市学校教育審議会資料というＡ４の紙、こちらに基づいてご説明させ

ていただければと思います。  

  まず、クリップでとめられております３枚ですが、次第、学校教育審議会の皆様

の会員様名簿、そして席次表。続きまして、教育だよりちばの第１１８号から１

２０号の３冊でございます。また、資料２－１、ナンバー７としまして、学校施

設の有効活用についてというＡ４、１枚です。資料２－２、Ａ３、１枚横です。

こちらが添付されております。また、資料ナンバー９としまして、第２次千葉市

学校教育推進計画概要版（抜粋）という形でクリップどめさせていただいている

資料、その後、資料３－２、Ａ４、１枚、そして、その後資料３－３、Ａ４の冊

子でございます。続きまして、資料４－１、こちらはＡ４横の資料になりますが、

こちらの紙が１枚、そして、資料４－２、資料４－３も各１枚ずつになっており
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ます。続きまして、資料４－４ですが、Ａ４の縦１枚、そして、資料４－５でＡ

４横ですが、ホチキスどめの資料になります。また最後に、千葉市におけるＧＩ

ＧＡスクール構想の実現に向けてというホチキスどめの資料となっております。  

  資料は以上でございますが、不足等ございましたら適宜お申しつけください。  

  なお、資料につきましては、各委員様専用となりますので、書き込み等ご自由に

していただいて構いません。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。  

  なお、本日の会議の終了予定は、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、新しく就任されました委員についてご紹介いたします。  

  お手元の委員名簿をご覧ください。  

  ６月２４日付で一条玲子委員が退任され、後任として江波戸正子委員が就任され

ました。どうぞよろしくお願いいたします。  

○江波戸委員  よろしくお願いいたします。  

○田中企画課課長補佐  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  改めまして、よろしくお願いいたします。  

○田中企画課課長補佐  神﨑次長の後任として着任しました教育次長の大野でござ

います。  

○大野教育次長  大野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○田中企画課課長補佐  布施部長の後任として着任しました教育総務部長の松浦で

ございます。  

○松浦教育総務部長  松浦でございます。よろしくお願いいたします。  

○田中企画課課長補佐  伊藤部長の後任として着任しました学校教育部長の山下で

ございます。  

○山下学校教育部長  山下です。よろしくお願いいたします。  

○田中企画課課長補佐  文部科学省より着任しました教育改革推進課長の片見でご

ざいます。  

○片見教育改革推進課長  片見と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

○田中企画課課長補佐  昨年度に引き続き、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、ご多用の中、令和２年度第１回学校教育審議会にご出席をいただきまし

て誠にありがとうございます。今年度は、新たに江波戸委員をお迎えしまして、

今後の審議会を取り組んでまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

  今年度は、皆様もご存じのように、新型コロナの感染防止のためにいろいろな体

制に取り組んでまいりましたけれども、皆様におかれましても、それぞれのお立
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場で、いろいろなご苦労があったかと思います。千葉市でも、臨時休校等があり

ました。その中で学習保障等を含め、子どもたちにどのような体験をさせていく

かということで、様々な検討をしてまいりました。  

  文部科学省のガイドラインもいろいろと代わってくる中で、子どもたちに何とか

安全で安心な活動をさせていこうということから、皆様もご存じのように、県内

ではほぼ中止にした修学旅行も、学校長の判断で県外、県内を含めて実施する状

況もできました。そして、今は、陸上競技大会や体育祭について、各学校で工夫

した中で取り組んでいる状況でございます。いずれにしても、感染防止に努める

中で、子どもたちがいろいろな形で教育活動を進めていくには、中止という観点

からでなく、どうしたらできるかという観点に切り替えて学校を運営していきた

いと考えております。  

  そうした中、本日も説明がありますけれども、今回、遠隔授業を含めたＧＩＧＡ

スクール構想について、５４億のお金が今回、国の２次補正でつきました。全学

年、今年度中にある程度導入されて、来年度から実施できるようになります。  

  そして、今年度、普通教室にはエアコンが全部入りました。次年度は特別教室に

全部エアコンが入るという状況で、感染症だけではなくて、防災の観点からも、

避難所としての在り方も含めた中で大きく変わっていく方向が示されました。い

ずれにしても、このようにいろいろな面で教育を進めていく中ではまだまだ大き

な課題があり、また、ここ２年ぐらい頑張らないと先が見えてこない状況にあり

ます。  

  この後、報告が２件ありますけれども、その後、議題として学校教育推進計画に

ついてご議論いただくわけでございます。これは第３次の計画になりますので、

これに向けて私どもも今後の千葉市の教育の在り方をここにまとめていきたいと

思いますので、ぜひそれぞれの立場で忌憚のないご意見をいただければと思いま

す。  

本年度は生涯学習部長も新しく着任し、次長、部長、全部代わりました。新た

な私たちで、いろいろな形で何とかこの新しいスタートを、アイデアを出しなが

ら前へ進んでいきたいと思いますので、今日はいろいろな面で慎重な審議をよろ

しくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。  

○田中企画課課長補佐  それでは、これからの議事進行につきましては、貞広会長

にお願いいたします。  

  貞広会長、どうぞよろしくお願いいたします。  

○貞広会長  皆様、改めましてこんばんは。お忙しい中、お集まりいただきまして

ありがとうございます。  

  今、教育長のご挨拶にもありましたとおり、コロナ禍ということで久しぶりの開

催となり、本年度の第１回の開催となります。今年度も皆様のお知恵を頂戴しな

がら進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

  それでは、議事に入らせていただきます。  

  本日は、報告と議題がございます。特に議題のほうに時間を多く取り、皆様から

ご意見を頂戴できますように、こちらからのお示しで申し訳ございませんが、
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「市の教育施策の動向について」を１５分程度、「学校施設の有効活用について」

を２０分程度、そして、「千葉市学校教育推進計画、第３次の推進計画について」

を１時間程度時間を取って議論をさせていただくという予定で進めていきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

  では初めに、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。  

○松浦教育総務部長  教育総務部長の松浦でございます。  

  お手元の教育だよりによりまして、市の教育施策の動向につきましてご説明致し

ます。座って発言させていただきます。  

  初めに、資料１－１「教育だよりちば４月号」の３ページをご覧ください。  

  一番上に令和２年度一般会計予算と教育費予算の内訳を掲載しております。  

  本市は、一般会計４，６３６億円のうち教育費は７３９億５，２００万円、全体

の１５．９％を占めており、前年と比べて４．５％の増となっております。  

  その左下、２ページから主な取組を記載しております。まず、学校教育の充実と

いたしまして、小学校において専門性の高い指導を行うため、これまでの音楽に

加え、図工、家庭、体育の非常勤講師を配置しております。また、いじめや不登

校などに対応するためスクールカウンセラーを増員しております。このほか、紙

面への掲載はありませんが、スクールソーシャルワーカーの増員、スクールロイ

ヤーによる法律相談の充実など、学校における様々な問題解決に対応できるよう

体制を強化しております。  

  右側、３ページの教育環境の整備といたしまして、計画的な学校の保全改修を行

うとともに、トイレ改修や普通教室へのエアコン整備を行います。  

  また、紙面への掲載はありませんが、住宅開発が進む幕張新都心の若葉住宅地区

における良好な教育環境を確保するため、新設小学校の建設に向けた基本計画を

現在策定しております。  

  続きまして、資料１－２「教育だよりちば７月号」をご用意ください。  

  ２ページには、臨時休校から再開後の学校の様子を紹介してございます。感染予

防対策をしっかりと行いながら、授業や学校行事に取り組んでおります。  

  右側の３ページには、悩みに応じた様々な教育相談窓口を紹介しております。一

番上の子どもにこにこサポートは、体罰・セクハラ相談窓口の通称で、今年度か

ら送料無料の手紙での相談も受け付けることといたしまして、いじめや不適切な

指導などの事案の掘り起こしにつながっております。  

  続きまして、資料１－３「教育だよりちば１０月号」３ページをご覧ください。  

  新型コロナウイルス感染症への対策強化と子どもたちの学びの保障を両立するた

め、緊急的な対策としてスクールサポートスタッフの追加配置と新たに学習指導

員の配置を行いました。  

４ページ上段に普通教室に設置したエアコンの様子と、下段には給食室の環境

整備について掲載しております。今年は、臨時休校の影響で夏休みが短縮されま

したが、熱中症対策として全ての市立学校に２台ずつ配備されたスポットクーラ

ーを、エアコンがない小学校の給食室で活用いたしました。また、校舎の改修工
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事などに併せて給食室へのエアコン整備も進めております。  

  このほか、資料に掲載はございませんが、新型コロナウイルス対策として、分散

授業の実施や避難所としての分散利用を想定いたしまして、理科室や家庭科室、

美術室などの特別教室にエアコンを設置することといたしまして、可能な限り、

来年の夏から使用を開始できるよう取組を進めております。  

  また、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けても取り組んでおりまして、このＧＩ

ＧＡスクール構想とは、後ほど議題の学校教育推進計画におきまして詳しく説明

させていただきますが、児童生徒１人１台端末と高速大容量の通信ネットワーク

を整備するもので、今年度中にパーソナルコンピュータ約７万７，０００台が各

学校に納入される予定でございます。  

  今年度は、新型コロナウイルス感染症への緊急対策などとして３９億５，０００

万円、ＧＩＧＡスクール構想実現のために５４億円を増額補正いたしまして、教

育費の予算現額は、当初予算７３９億５，０００万円から、９３億５，０００万

円増の８３３億円となっております。  

  以上、簡単ではございますが、本市の教育施策の動向についての報告とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。  

○貞広会長  どうもありがとうございます。ただいまのご報告につきまして、ご意

見、ご質問がありましたらお出しいただければと思います。  

  複数の方が発言をご希望されるかもしれませんので、名札を、ご発言がある場合

はこちらに見えるように立てていただければと思いますが、いかがでしょうか。

後ろのほうの委員さんを見落としていましたらすみません、事務局のほうで教え

ていただければと思います。いかがですか。少しご覧いただくお時間も取ります

ので。  

  西村委員、お願いいたします。  

○西村委員  先ほどお話がありました、新しく若葉地区に小学校設立に向けて準備

されているということでしたけれども、これに関しましては住民説明会等もある

のでしょうか。  

○貞広会長  事務局の担当者、お願いいたします。  

○山﨑企画課長  担当しております企画課でございます。  

  現在、基本的な計画を作っている段階で、まだ大きな枠しかございませんので、

まだ住民の方にご説明をするというふうな段階には至っておりません。ただ、当

然ですけれども、これから計画が具体化していく、その中では必ず住民の方にご

説明という機会は持つことになっております。  

○西村委員  それに関しましては、若葉地区のほうの住居の方のみ、隣に今、ベイ

タウンというのがあるのですけれども、そちらは全く関係ないわけですね。  

○山﨑企画課長  どこまで広げるかということはありますけれども、少なくても打

瀬地区、それから若葉住宅地区と、今言われているところの両方のところは関係

する地域でありますので、今後その対象とかはまた考えさせていただきたいと思

いますけれども、やはり多くの方にご理解をいただくということは基本だという

ふうに思っていますので、今後また検討させていただければというふうに思いま
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す。  

○西村委員  これを持ち帰って、この件に関しましてはまだ計画段階で、これから

どうなるか分からないという状況だということで承ってよろしいでしょうか。  

○山﨑企画課長  建設に向けて今計画をしていると、まさにそういう段階というこ

とでございます。  

○貞広会長  どうもありがとうございます。しっかりと説明をして、情報共有をし

ながら進めてくださいという意図のご質問だったかと思いますので、そのように

進めていただければと思います。  

  青木委員、どうぞ。  

○青木委員  よろしくお願いいたします。  

  資料１－２の４ページ、教育相談窓口のご案内というところに関して、こちらへ

の子どもたちや保護者からの相談件数を教えてください。  

○貞広会長  ご担当の方、お願いいたします。今現状がどうなっているかというこ

とですね。お願いいたします。  

○松浦教育総務部長  先ほどご説明申し上げました子どもにこにこサポートにつき

ましては、６月に開始され、既に６０件以上の相談が寄せられているという状況

です。  

○青木委員  ありがとうございます。  

○貞広会長  やはりいろいろな媒体で、特に子どもたちになじみのある媒体での相

談であると相談件数が増えてくるということでありますけれども。  

  ほかにいかがでしょうか。  

  よろしいでしょうか。かなり情報量がありますので、後日ご質問を出したいとい

うような場合は、また事務局のほうにお問合せいただければと思いますので。で

は、一旦ここで切らせていただきたいと思います。  

  では次に、報告２に移ります。  

  令和元年度第２回学校教育審議会でもご審議いただきました学校施設の有効活用

について、事務局よりご報告をお願いいたします。  

○山﨑企画課長  企画課でございます。座って説明させていただきます。  

  千葉市余裕教室等活用の推進に関する指針案についてのご報告でございます。  

  Ａ４判、資料２－１をご覧ください。  

  本年２月に開催いたしました令和元年度第２回学校教育審議会で、千葉市余裕教

室等活用の推進に関する指針の骨子案をお示しして、学校施設の有効活用に関す

る方向性の検討ということでご協議をいただいたところでございます。資料２－

１は、その際にいただいた委員の皆様からのご意見を、検討の進め方、管理運営

体制の構築、具体的な活用例に区分し、これから報告をいたします指針案への反

映をまとめたものでございます。  

  時間の関係で詳細な説明というのは省かせていただきますけれども、指針案の中

に取り入れるもの、今後作成いたします運用ガイドラインに組み入れていくもの

というように整理をして表記してございます。  

  Ａ３判、資料２－２をご覧ください。こちらが新たに作成した指針案でございま
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す。  

  まず、１番の指針策定の目的等でございます。  

  これまでの取組ですが、量的な整備が進められた学校を中心に余裕教室が発生し

てきたこと、平成５年に、当時の文部省における余裕教室活用指針の策定、それ

を受けて、平成９年に本市が余裕教室活用の基本的な考え方を策定した、その経

緯についてまとめてございます。  

  ２の指針策定の目的です。  

  近年、学校施設には、地域社会の拠点となる公共施設としての役割が求められて

きているという現状を踏まえ、学校現場において地域と共にある学校、地域コミ

ュニティーの拠点としての学校という視点を浸透させ、学校の理解、協力を得て

という、このフレーズを加えまして、余裕教室等の地域への積極的な開放を見据

えた有効活用を検討していくための基本的な考え方を指針として定めるといたし

ました。  

  ２番、地域開放に向けた課題の整理と状況の変化でございます。  

  まず、学校施設をめぐる現状です。  

  本市は、児童生徒数が減少しているにもかかわらず、余裕教室数も過去１０年間

減少傾向が続いているということに触れ、その要員について新たに県費移譲に伴

う学級編制の弾力的運用による普通学級数の増加を追記し、少人数指導等の実施

に向けた余裕教室活用、特別支援学級や通級指導教室等の拡充に向けた活用の推

進、小・中学校の統廃合による全体的な教室数の減少を余裕教室数減少の要因と

して、データと共に例示しております。  

  ２の地域開放に向けた課題の整理と状況の変化です。  

  地域開放の推進に向けた課題として、１つに、セキュリティへの不安や職員負担

の増加など学校教職員の意識、２つに、管理責任の在り方、３つに、普通教室の

みの活用検討が行われていた施設の余裕部分の解釈、４つに、活用ニーズとのマ

ッチングを挙げ、これらの理由により開放の推進が進みづらい状況となっている

というふうにまとめました。また、学校をめぐる状況の変化については、骨子案

同様に４つを示してございます。  

  続きまして、３、さらなる有効活用に向けた視点の部分でございます。  

  これまで述べた課題、学校をめぐる状況の変化等を踏まえ、学校施設をさらに有

効活用していくために、３つの視点を挙げて考え方を整理しています。  

  まず、ゆとりある良好な教育環境の確保という視点、次に、地域社会における学

校施設の有効活用という視点、最後に、活用推進に向けた新たなアイデアという

視点です。  

  資料の裏面をご覧ください。  

  ４、活用推進に向けた基本的な考え方です。  

  これからの余裕教室等の有効活用を考えていくための１、基本的な理念として、

骨子案に、子どもと地域社会双方へ活動成果を還元できる施設活用というフレー

ズを加えまして、子どもの学びの場としての視点を中心に捉え、学校内における

地域活動を積極的な支援を通して、子どもと地域双方へ活動成果を還元できる施
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設活用を目指すとしております。  

  ２の本指針の対象とする範囲と用語の定義ですけれども、余裕教室を含めた校舎

内における余剰スペースを活用推進の対象とするとしております。  

  基本理念を基に、３、さらなる有効活用を進めるためのポイントを２点挙げてい

ます。  

  １つ目は、ゆとりある良好な教育環境の確保です。  

  学校教育への支障を来さないために、必要な教室等の空間は確保した上で、学び

のスタイルの変化等に対応した校舎利用を想定しています。また、教育施策の動

向や個別の学校のニーズを教育委員会が総合的に把握し、学校に必要な機能をあ

らかじめ把握した上で、市長部局とも適宜検討を行います。  

  ２つ目は、地域社会における学校施設の有効活用です。  

  市民ニーズを把握するとともに、余裕教室等を積極的に活用する視点への転換と

学校教職員への理解促進を図ります。例えば、具体的な取組のイメージとして、

余裕教室のある学校には今までどおり継続的な余裕教室の活用を想定しておりま

すが、余裕教室のない学校にも、階段やピロティー等、従来のようなクラスルー

ム単位の余裕にこだわらない活用を想定しています。さらに、アフタースクール

事業等で見られるようなシェアリングという考え方も想定しております。  

  次に、５、取組方針を示してございます。  

  ４の活用推進に向けた基本的な考え方で示した視点を踏まえまして、取組を進め

る上での方向性を４点挙げました。  

  １つは、子どもと地域住民双方にメリットとなる活用です。学校教育活動を最優

先としつつ、地域による施設活用が児童生徒にとってもメリットとなる機会と捉

えて、その実現に向けて検討を進めることを最重要ポイントと考えました。  

  ２つ目に、柔軟な発想による施設活用、３つ目に、持続可能な管理運営体制の構

築、４つ目に、学校教職員への理解促進としております。  

  申し訳ございませんが、もう一度、Ａ４判の資料２－１にお戻りいただきまして、

裏面をご覧ください。  

  裏面、下の部分でございます。今後の対応スケジュールを載せております。  

  千葉市余裕教室等活用の推進に関する指針を教育委員会議で決定し、学校へ周知

するとともに、関係課及び学校代表から構成する活用推進検討会議を設置して、

指針に基づいた運用ガイドラインを作成し、学校施設の有効活用を開始していき

たいというふうに考えております。おおよそのスケジュールの目安は記載のとお

りでございます。  

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○貞広会長  どうもありがとうございます。では、ただいまのご説明についてご意

見、ご質問がありましたらよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。  

  私から１点、質問というか、確認でございますが、現在、国のほうで少人数学級、

恐らく３０人学級の段階的な導入という形になるかと思いますけれども、導入が

検討されていますけれども、そうしたもろもろの政策動向を見極めつつ、この指

針で、そうした大きな政策動向も吸収できる計画になっているという理解でよろ
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しいですか。お願いいたします。  

○山﨑企画課長  今、貞広会長がおっしゃったように、これからのまさにそういっ

たところに伴って、余裕教室数というのが、もしかしたらまた減ってくる可能性

は十分考えられるかと思います。  

  先ほどもご説明しましたように、余裕教室がある、ないというそのレベルでも考

えなければいけないのですけれども、なくても、いわゆる教室という箱で考えず

に、スペースとか、エリアとかというふうに考えていけば、どこの学校でもきっ

とできることがあるだろう、そういうふうな考えのもとで作ってございます。  

○貞広会長  ありがとうございます。特に方向性の２ですか、柔軟な発想による施

設活用ということで、従来のプラスカウントの余裕教室ではない形でも、地域と

連携しつつ共有していくというようなことでした。どうもありがとうございます。  

  ほかに何かございますでしょうか。  

  阿部委員、お願いいたします。  

○阿部委員  阿部でございます。  

  コロナ禍において、積極的に教室を活用するということの考え方も少し変わって

くるのではないかなと思うのですけれども、何かご検討されたことなどがあれば

教えてください。  

○貞広会長  お願いいたします。  

○山﨑企画課長  今、阿部委員がおっしゃられたとおりです。実は、もともと皆さ

んにご審議いただいた骨子案を作ったときも、こういったコロナのことはちょっ

と予想ができないところでございました。私どもは、申し上げたように、基本的

に学校は一義的に教育活動をやる場ではあるのだけれども、もう地域と一緒にや

っていく場だというふうな認識のもとでおりますので、そこの部分をまず変えず

にいきたいというふうに考えております。これはコロナであってもなくてもとい

うことでございます。  

  ただ、実際には、この今指針を作っておりますけれども、すぐに学校にこれを下

ろして、地域の方にたくさん入っていただけるかというと、そこはちょっと考え

なくてはいけないことだと思います。ですので、まず考え方としていわゆる地域

と共にある施設ということをまず浸透させていきたいということが今一番考えて

いるところでございます。  

○貞広会長  ほかにいかがでしょうか。少し時間を取ります。  

  保坂委員、どうぞ。  

○保坂委員  蛇足の発言になるかとは思いますけれども、最後に確認があった、今

後の対応の、この文章そのものは、この２月に有効活用を開始する、で終わって

いることになるのですけれども、今のご発言だと、さすがにここに一文なり、注

意事項なりがあったほうがいいのではないかと考えますが。  

○貞広会長  ご担当課、いかがでしょうか。  

○山﨑企画課長  ご指摘ありがとうございます。本当に今はコロナのことがござい

ますので分かりませんけれども、少しでもできればというところの願望も込めて

今書いているところでございます。今、保坂委員が言われたように、現実的なこ
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とを見ていかなくてはいけないということは認識しております。  

○貞広会長  ありがとうございます。なかなか予測がつかないというところで、本

当に計画、指針を立てるのも大変なところですけれども、よろしいでしょうか。  

  こちらにつきましても、資料がかなりございますので、後日、意見等がございま

したら事務局のほうにお知らせいただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。  

  それでは、議題に入ります。  

  まず、議題１、千葉市学校教育推進計画について。まず、アの進捗状況からご説

明をお願いいたします。担当の方、よろしくお願いいたします。  

○片見教育改革推進課長  教育改革推進課長の片見と申します。  

  私のほうからご説明させていただきます。よろしくお願いします。座って失礼い

たします。  

  千葉市学校教育推進計画についてですけれども、本日は、次期の学校教育推進計

画の策定のための議論のキックオフにしたいと考えております。  

  前半で、アの進捗状況ということで、こちらを簡単にご説明させていただきまし

て、後半に、次期計画の策定について委員の皆様からご意見をお聞かせいただけ

ればと思っております。  

  では、前半の進捗状況についてでございますが、まずは現行の学校教育推進計画

の内容について簡単にご説明させていただきます。  

  資料の３－１をご覧ください。こちらは、現行の計画の概要資料になってござい

ます。  

  １枚目の（１）でございますが、法的な位置づけとしましては、この第２次学校

教育推進計画というものは、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、主に学校教育に関する施策の基本的な計画として策定しているもの

でございます。  

  下のほう（２）にいっていただきまして、第２次の計画については、期間は平成

２８年度から３３年度の６か年計画になってございます。  

  （３）でございますが、中間年度に中間見直しをするということになっておりま

して、平成３１年度に中間の見直しを行ったところでございます。  

  裏面にいっていただきまして、こちらが具体的な内容になるのですけれども、ま

ず、こちらの総論でございます。  

  １の（３）でございますが、まず、目指すべき子どもの姿、それを「夢と思いや

りの心を持ち、チャレンジする子ども」というふうに定めております。それから、

教育目標でございますが、「自ら考え、自ら学び、自ら行動できる力をはぐくむ」

というふうに定めてございます。  

  （４）計画策定の６つの視点、この①から⑥の６つの視点をもって、この第２次

を策定したということになってございます。  

  それから、２の（２）にいっていただきまして、計画の体系でございますが、７

つの施策展開の方向性というものがまずございまして、その下に１４の施策、そ

の下にアクションプランがある、そういうような形で構成をしております。具体
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的には、右のほうをご覧いただければと思います。丸の周りに１から７まで書い

ておりますが、確かな学力を育てるというところから７まで、これが７つの施策

展開の方向性でございます。この下に枝番で１－１とか１－２、これが全部で１

４個ございまして、これが１４の施策というものでございます。  

  それから、この右の下のほうをご覧いただければと思います。子どもの成長と自

立を支える四者の連携・協働というふうに書いてございまして、学校、家庭、地

域、行政、この四者が互いに補完し合いながら、参画と連携によるよりよい学校

教育の実現に向けた活動を進めるというようなことを目標にして構成されている

ものでございます。  

  続きまして、２ページ目、こちらからは各論になってございますが、すみません、

時間の関係で細かくは割愛させていただきますが、先ほど言った７つの方向性が

左にありまして、真ん中に１４の施策、そして一番右にはアクションプラン、こ

れは全部で８１の事業が位置づけられているというものでございます。こちらが

まず計画の概要でございます。  

  続きまして、この計画に基づいて進捗状況がどうなのかということを説明させて

いただきます。こちらは教育委員会の事務点検評価というものを毎年行っており

まして、こちらの概要を資料３－２にまとめておりますので、そちらでご説明さ

せていただきます。  

  事務点検・評価というものは、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るこ

とを目的としているものでございます。また、教育に関し学識経験を有する者の

知見を活用することになっておりまして、今回、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の評価所見を頂いております。  

  また、全体に関わる評価に加え、重点的に評価する事業というものを定めており

まして、今年度は、学校教育分野はキャリア教育と民間スイミングスクールを活

用した水泳学習について、視察やヒアリング等を行ったという状況でございます。  

  ローマ数字の３、点検・評価の結果をご覧ください。学校教育推進計画の先ほど

の指標やアクションプラン、そういったものに基づき点検、評価を行っておりま

す。  

  まず、（１）全体の評価についてご説明いたします。  

  各施策を推進するための目的、目標である成果指標については、学校教育分野で

は５４項目全部でありますが、５項目が最終目標値以上である二重丸であるもの

の、１７項目で中間目標値を下回るバツというふうになっております。また、成

果指標に掲げた目標を達成するための事業であるアクションプランについては、

１０８項目のうち２４項目が最終目標以上である達成である一方、８項目で遅れ

となっております。  

  以上のことを総合的に考えますと、成果指標は達成状況バツの項目が多く、順調

であるとは言えないものの、一方でアクションプランは達成順調の項目が多く、

おおむね順調に進捗している。そうしますと、実施している取組が成果として表

れていないということが分かります。漫然とアクションプラン等の取組を進める
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のではなく、取組の効果を検証しつつ取組内容を見直し、より効果の高いものへ

の改善をしていく必要があるというふうに考えます。  

  次に、（２）重点的に強化する事業等についてご説明いたします。  

  まず、キャリア教育です。キャリア・パスポートを活用した先行実践をするとと

もに、キャリア教育推進連携会議を２回開催し、中学校職場体験とキャリア・パ

スポートの課題等について協議しました。また、業界団体等の協力により、小・

中学校延べ７２校で学校訪問を実施したところです。  

  また、民間のスイミングスクールを活用した水泳学習については、小学校２校に

おいて民間のスイミングスクールを活用した水泳学習を実施しました。児童の泳

力や意欲向上のほか、水質管理や安全確保など、教員の負担軽減に一定の効果が

見られたところです。  

  続きまして、評価委員より評価の要旨でございます。  

  小橋委員より、全体についての総括的な所見としましては、計画の４年目の取組

はおおむね良好な成果を得ている。今後も継続的に改革を進め、計画に基づいた

各事業の企画推進を期待したいとの評価をいただきました。  

  また、キャリア教育については、職場体験や進路調査だけで終わらないような計

画や実践、質を高めるための改善に向けて評価がされており、充実した教育内容

となっている。学校内外において、継続可能な支援や情報を共有するための仕組

みづくりがさらに必要になるだろうとの評価をいただいております。  

  また、民間スイミングスクールを活用した水泳学習については、水泳学習に伴う

教員の仕事量、種類とも負担軽減となっている。また、児童へのきめ細かな指導

につながっているとの評価をいただきました。  

  評価いただいた点は、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を検討してまいりたいと考えております。  

  進捗状況については以上になりますが、最後に、こちらＧＩＧＡスクール構想の

資料番号をつけていない資料ですけれども、特に昨今の大きな取組としてＧＩＧ

Ａスクール構想についてご説明させていただきます。資料をご覧ください。  

  こちらの資料は、千葉市におけるＧＩＧＡスクール構想の基本的な考え方をまと

めたものでございまして、既に各学校に周知するとともに、教育委員会のホーム

ページにも掲載しているものでございます。  

  １枚おめくりいただきまして、２ページ目、ＧＩＧＡスクール構想とはと文部科

学省の文章を引用しておりますが、１人１台端末を活用して教育の質を上げてい

くと、簡単に言ってしまえばそういうものでございまして、矢印の先ですが、千

葉市においても来年度から、４月から本格的に開始されることになります。  

  次のページ、３ページ目、千葉市の目指すＧＩＧＡスクール構想ですけれども、

まず、目指す子どもの姿というのがこのように既にございます。これを目指すた

めに、１人１台端末によって教育を変えていこうというものでございますが、具

体的には、このページの下半分、協働的な学びであったり、創造性を育む教育で

あったり、個別学習であったり、こうしたところを充実することにより、分かる

授業をより一層推進していく、そういった形で教育の質を高めていきたいという
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ふうに考えております。  

  駆け足ですみません、次のページ、１人１台端末によりこんな授業に変わります

ということで、ちょっと細かいのですけれども書かせていただいております。  

  具体的に、どういう使い方をするのかというところを５ページ目で書かせていた

だいていますが、こちらはすぐにでも、どの教科でも、誰でも使えるＩＣＴとい

うことで、４つほど代表的なものを書かせていただいております。検索サイトを

活用した調べ学習、また、文章作成ソフト、プレゼンソフトの利用、一斉学習の

場面での活用、一人一人の学習状況に応じた個別学習。  

  ただ、こう言うと今までの教育とがらっと変わってしまうのではないかと不安に

なられる方も多いと思うのですけれども、そんなに大きく変わるのというところ

で、我々としましては、ここにも書かせていただいているとおり、ＧＩＧＡスク

ール構想により教える内容が変わるわけではありませんし、何か特別な、ものす

ごい難しいコンテンツが導入されるわけでもないというふうに捉えております。

基本的な考え方としては、これまで先生方が行っていただいている指導、それを

ベースに、それにプラスＩＣＴを加えることによって、その指導をより質の高い

ものにしていただきたいというものでございます。  

  もう少し具体的なイメージが湧くように、６ページ目で１つの事例を書いており

ますが、これはどの教科でも使える１人１台端末活用による協働的な学びの例と

いうものでございます。今までは、先生の質問に対して子どもが手を挙げて、子

どもを指して答えてもらう、そういったやり方が基本的なやり方だったと思うの

ですけれども、１人１台端末が入ると、それぞれの端末に答えを書いて、その答

えを先生が瞬時に一覧化して、それを黒板といいますか、前に映し出すことがで

きる。そうしますと、今までは手を挙げた子しか発言できなかった。手を挙げな

ければ余り考えていなかった子もいるかもしれません。全ての子が主体的にまず

考えるという、そういう状況をつくることができます。また、一覧化して表示す

ることにより、全ての子が全ての子どもたちの考えを見ることができる。多面的、

多角的な考え方ができるようになる。また、先生も全ての子の答えが分かります

ので、先生がやりたかった授業の方向性に合った答えを選んで発表してもらうこ

とができる。もしかしたら、先生も思いもつかなかったような良い答え、すばら

しい答えが見つかるかもしれない。こういったことをすることによって、一例で

すけれども、授業の質を高めていく、そういうことを目指しております。  

  最後のページにいっていただきまして、今後のスケジュールでございますけれど

も、４月から本格指導できるように機器の設置を進めていきます。また、先生方

が１人１台端末をきちんと活用していただけるようになる、そういうことが重要

であるというふうに考えておりまして、随時こちらに出ているような研修をして

いくとともに、活用事例というものを文科省のほうでもまとめておりますが、教

育委員会としてもしっかりそういったものをまとめまして、できる先生はどんど

んやっていただく。できない先生についても、そういった最低限、こういった事

例を見ていただいて、まずできることからやっていただく。そういったことで少

しずつＧＩＧＡスクール構想による授業の質の向上、そういったものを進めてい



14 
 

きたいというふうに考えております。  

  まず、前半について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した。ただいまのご説明につきまして、ご

意見、ご質問がありましたらお出しいただければと思います。いかがでしょうか。  

  特に、今ご説明いただきましたＧＩＧＡスクールの件については、地域計画の策

定にもつながっていくところですので、そちらのほうで長期的な面を見てご意見

を出していただければと思いますけれども。  

  ちょっと私ばかりで申し訳ないのですが、私も１点ご質問させていただきたいの

ですけれども。教育事務点検・評価のところのご説明で、成果指標は達成バツの

項目が多く、かなり自らに厳しい、踏み込んだコメントをされているかなと思う

のですけれども、こうした厳しい評価は、例えば、そもそも設定した指標自体が

評価に適していなかったのか、または指標はいいのだけれども、その指標に合致

しない事業というか、取組がぶら下がっていたのかというあたりまでも踏み込ん

で評価をされた上で、こうした辛いコメントをされているのでしょうか。  

○片見教育改革推進課長  先生がおっしゃるとおりでございまして、１つこちらの

会議だったと思いますけれども、指標が主観的な指標に過ぎるのではないかとい

うご指摘を頂いておりまして、この概要資料３－２の資料のローマ数字の３の

（１）全体の評価のバーになっているところ、これ３０となっていますが、まさ

にこのバーとなっているところは主観指標であって、それでなかなか評価するこ

とはできないだろうというものでございます。やはりその方々がどう考えるかに

よってころころ評価が変わってしまう指標、こういうものを設定しているという

ところがまずいところだったと、１つそういうふうに思いますので、こういった

ことも踏まえまして、次期計画ではしっかりと客観的に評価ができる指標という

のを定めまして、それに基づいて、それを目指してやっていく、そうすることに

よって最終的にはしっかりとした成果が出るのではないかというふうにも考えて

おります。その他、課題につきましては、きちんと詳細を精査しまして次期計画

に臨みたいというふうに考えております。  

○貞広会長  とは言いながら、なかなか定量的な評価にできない物事があるんだと

も思います。ただ、その一方で現場の先生方が、いいか悪いか、肌感で分かって

いらっしゃるところも多いので、ぜひ先生方々のお力をお借りして、それをきち

んと言語化していくような、現場の先生の現場知のようなものがちゃんと生かさ

れるような形にしていただければというふうに思います。  

  委員の皆様からでいかがでしょうか。よろしいですか。  

  では、次のイの次期計画の作成について、これについても、まず事務局からご説

明いただければと思います。  

○片見教育改革推進課長  引き続き、私からご説明させていただきます。  

  お手元の資料４－１から４－５をご覧ください。  

  次期計画の検討状況についてですけれども、まだ実は全くの白紙状態、本日、先

ほども申しましたとおり、委員の皆様からご意見をいただき、キックオフという

ような状況でございます。そこで、現在の国の最新の議論の内容などもご紹介さ
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せていただきつつ、委員の皆様のご意見を幅広にいただければというふうに考え

ております。  

  資料の４－１に本日ご議論いただきたい内容をまとめておりますので、こちらの

資料をベースにしていただきまして、資料４－２から４－５を適宜参照しながら

説明させていただきます。時間が限られていることから、かなり駆け足でのご説

明になってしまうこと、ご容赦ください。  

  資料の４－１をご覧ください。ご議論いただくポイントとしましては、この５つ

を書かせていただいております。  

  まず、１の計画のスケジュールについて、こちらは資料の４－２をご覧ください。  

  こちらの資料は、学校教育推進計画や市の基本計画のスケジュールをまとめた資

料になります。学校教育推進計画の第２次は、先ほども申しましたとおり２０１

６年度から２０２１年度の計画でございます。  

  一方、その下、市の基本計画でございますが、市の基本計画も、現在は新基本計

画が２０２１年度まで、同じ期間になっております。市の新たな基本計画ですけ

れども、こちらの計画は２０２３年度から、１年、２０２２年度を空けて２０２

３年度からの１０か年計画になります。こうしたことを踏まえまして、やはり学

校教育推進計画は市の基本計画の言わば下に位置づけられるものでございますの

で、市の基本計画と歩調を合わせて策定する必要がある。そういうことから、次

期、第３次の学校教育推進計画は２０２３年度から、２０２２年度の１年を空け

まして２０２３年度からの計画にしたいというふうに考えております。これが１

つ目のポイントでございます。  

  そうしますと、２０２２年度は空いてしまいますが、こちらについては第２次の

計画を１年延長するということで対応したいというふうに考えております。これ

が２つ目のポイントでございます。  

  そして、３つ目のポイントですけれども、今まで第２次の計画は６か年計画にな

っています。市の新たな計画は１０か年計画を想定している、そして、一番下の

国の教育振興基本計画は毎回５か年の計画になっております。そうしたことを踏

まえまして、第３次の学校教育推進計画の期間を何年にするのがいいのかという、

この点が３つ目のポイントでございます。以上がスケジュールについてご議論い

ただきたいポイントでございます。  

  続きまして、資料４－１に戻っていただきまして、２と３、新計画を策定するに

当たって踏まえるべき視点、また、特に重点的に取り組む事項についてでござい

ますが、こちらについては国の資料を少しご説明させていただき、参考にして議

論していただければと思います。  

  資料の４－３をご覧ください。こちらは、国の教育振興基本計画、教育の全体的

な計画の概要でございます。  

  ローマ数字の１、教育の普遍的な使命としましては、法律でも掲げられています

が、人格の完成、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備え

た心身ともに健康な国民の育成、こういうふうになってございます。  

  また、ローマ数字の３、２０３０年以降の社会を展望した教育政策の重点事項、
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これについては、自立、協働、創造の方向性を継承し、個人の目指すべき姿とし

ては、自立した人間として主体的に判断し、多様な人々と協働しながら新たな価

値を創造する人材の育成、また、社会の目指すべき姿としては、一人一人が活躍

し、豊かで安心して暮らせる社会の実現、社会の持続的な成長、発展、こういっ

たことを目指すというふうにされております。  

  また、ローマ数字の４、今後の教育政策に関する基本的な方針として、右の１か

ら５までの５つが定められているところでございます。  

  続きまして、資料の４－４をご覧ください。こちらは、国の中央教育審議会、貞

広先生にもご参画いただいておりますが、に対して文部科学大臣が平成３１年の

４月に行った諮問の概要でございます。  

  新しい時代の初等中等教育の在り方についてということでございまして、まず、

学校教育の成果の例として、世界トップレベルの学力水準、また、学力の全体的

な底上げが確実に進展していること、そういうことが書かれておりまして、下の

四角囲みですけれども、知・徳・体を一体で育む日本型学校教育は、学力水準を

高め、社会性を育んできた、それを支えてきたのは子どもたちの教育に志を持つ

教師の献身的な取組であるとしております。  

  また、次に、課題も顕在化しているということでございまして、語彙力や読解力、

また、学習時間、学習意欲の希薄化、いじめの重大事態や児童虐待、障害のある

児童生徒、不登校児童生徒、外国人児童生徒の増加、また、教師の時間外勤務の

増加、また、採用倍率の急落、ＩＣＴ環境の脆弱、そういったものが課題として

掲げられております。  

  そういった中で、 Society5.0 時代の教育、学校、教師の在り方について、

Society5.0 時代に必要な力としまして、ここで①から③までありますが、読解力

や情報活用能力、表現する力、対話や協働を通じて知識やアイデアを共有して新

しい解や納得解を生み出す力、こうしたものが必要になってくる、そういうよう

にまとめられております。 

  続きまして、資料４－５をご覧いただければと思います。この諮問を受けまして、

１０月に中間まとめとしてまとめられたものの概要がこちらでございます。 

  まず、１としまして、急激に変化する時代の中で育むべき資質・能力としては、

一人一人の児童生徒が自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を

価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら豊かな人生を切り開き、

持続可能な社会のつくり手になることというふうにまとめられております。 

  また、２、成果としまして、これは新型コロナで臨時休校措置がとられたことに

より再認識された学校の役割として、①から③、学習機会と学力の保障、全人的

な発達・成長の保障、身体的、精神的な健康の保障、こうしたものが学校の役割

として再確認されたということが書かれております。 

  そして、一番下の２行ですけれども、今後学校における働き方改革やＧＩＧＡス

クール構想の実現といった動きも加速、充実させ、新学習指導要領を着実に実施

しながら、従来の日本型学校教育を発展させた新しい時代の学校教育を実現する

必要性があるというふうにされております。 
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  裏面にいっていただきまして、そうしたことを踏まえて、３、２０２０年代を通

じて実現すべき令和の日本型学校教育の姿としまして、まず、大きなところで個

別最適な学びと協働的な学び、それぞれの学びを往還していくことが必要だとい

うふうにされております。 

  個別最適な学びとしては、指導の個別化と学習の個性化、この２つが内容として

書かれております。本当に簡単に言ってしまいますと、指導の個別化は、それぞ

れの児童生徒の理解度に応じて必要な学習を一人一人に対してやっていくこと。

また、学習の個性化については、これも本当に簡単に言ってしまいますと、一人

一人の興味、関心に応じた学習内容を施していくこと、そういうことになってく

るかなと思います。こちらについては、これまでも学校で進めてきたことだとは

思いますが、これまで以上にきめ細かい指導や支援が必要になるだろうというふ

うにされております。 

  また、協働的な学びにつきましては、右のほうに書いておりますが、教師と児童

生徒の関わり合い、児童生徒同士の関わり合いを通じてリアルな体験を通じた学

び、学校ならではの協働的な学び合い、探求的な学びなどを通じて持続可能な社

会のつくり手として必要な資質、能力を育成していく、そういったことが必要に

なるというふうに書かれております。 

  また、下のほうに教職員の姿とありますが、これについては多様なスタッフ等と

チームとなり、校長のリーダーシップの下、家庭や地域と連携しつつ学校を運営

していくこと。また、教師が創造的で魅力ある仕事であることが再認識され、誇

りを持って先生方が働くことができている、そういう姿を目指すというふうにさ

れております。 

  続きまして、３ページ目でございますが、４、令和の日本型学校教育の構築に向

けた今後の方向性としましては、これまで日本型学校教育が果たしてきた、先ほ

ど申しました①から③、そうした本質的な役割を継承していくこと。また、３つ

目のダイヤのところですけれども、一斉授業か個別学習か、履修主義か修得主義

か、デジタルかアナログか、遠隔・オンラインか対面・オフラインかといった二

項対立の陥穽に陥らず、どちらのよさも適切に組み合わせて生かしていくことが

必要であるとし、全ての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的

な学びの実現のための改革の方向性、この下の６つになりますけれども、これら

が示されたところになります。すみません、こちらも大変申し訳ないのですが、

詳細は割愛させていただきます。 

  資料４－１にお戻りいただきまして、４番の新計画の具体的な施策の柱と成果指

標をどのようにするか、こうしたことについてもご意見をいただければと思って

おりますが、こちらの参考にしていただきたい内容としましては、先ほどの資料

３－１に、すみませんお戻りいただきますと、まず、現計画の施策の柱、成果指

標、これが大前提になるかというふうに思います。  

  また、参考になるものとしましては、資料４－３の国の教育振興基本計画、この

裏面に国の教育政策の目標と施策群がありまして、基本的な方針、先ほども申し

ました１から５までになりますが、特に初等中等教育、学校教育に関するものと
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しては、この基本的な方針としては１、４、５が関わってくるかなと考えており

ます。それぞれ教育政策の目標があり、測定指標、参考指標が定められていると

いうような状況になってございます。  

  すみません、いろいろ行ったり来たり、資料４－１にお戻りいただきまして、５

番、その他、今まで申し上げました以外に新計画策定に当たって配慮すべき事項

があれば、幅広にご意見いただければというふうに思っております。  

  非常に駆け足で大変恐縮ですが、以上がご議論いただきたいポイントになります

ので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。  

○貞広会長  どうもありがとうございます。かなり資料が多くて、ご説明も含めて

本当に情報量が多いのでということでございますけれども。何か何らかの方向性

に集約するということではありませんで、先ほどご説明の冒頭にございましたと

おり、計画を策定していくためのキックオフの会であるというお話ですので、自

由にご意見をいただければと思います。  

  また、お示しいただいた資料以外の部分についても、お考えの部分がありました

らお示しいただければと思います。あと１時間ほどお時間がございまして、また、

大変重要なキックオフということで、皆さんのご意見を自由に聞ける機会ですの

で、できればお一方一度はご発言を何らかの形でいただければと思っております。

二、三分ぐらいの話になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。  

  どなたかそれこそキックオフしてくださる方は、小池委員、お願いいたします。  

○小池委員  それでは、最初の計画スケジュールについてということで、まずお話

をさせていただければというふうに思っています。  

  現在の案が１年延長で、市の基本計画と合わせて、それから、国の振興基本計画

と合わせてという形になっているのですが、それを私はもうちょっと延長をして

やったほうがよいのではないかと、つまり、例えば少なくとも２３年か２４年ま

で現在の計画を延長したほうがよいのではないかという考えを持っています。  

  その理由ですけれども、３点ほど考えています。１つは、国の教育振興基本計画

との関連です。国のほうは、いつもスタートの、例えば第３期については２０１

８年度の５月か６月ぐらいに閣議決定をして、その年度からスタートするという

スタートの仕方をしているわけです。ということは、その案の概要が見えてくる

のがその前年度末でぎりぎり見えてくるのではないかというところです。ですか

ら、国の計画を参酌して地方の教育振興基本計画を立てるということから考えて

も、そこを１年ないし２年はずらしてスタートするほうがよいのではないかなと

いうことを思っています。  

  もう一つは、同じく市の基本計画が２０２３年からスタートするのであれば、や

はりそれも受けて、同時に情報を取りながらというのではなくて、ゆっくり受け

てスタートしていってもよいのではないか。１年延長することができるのであれ

ば、３年延長してもよいのではないかなというふうに思っています。  

  ２点目は、以前何かの機会にお話しさせていただいたのですが、生涯学習の振興

の計画というか、市の計画と学校教育の推進計画をやっぱりできれば一本化する

ように、時間を設けて一本化する案でいけたらどうかというふうに考えています。
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やはり家庭教育や社会教育等も含めて、学校教育を大きく位置づけていきながら

ということで、それも少し時間を取ったほうがいいかなというふうに考えている

根拠の２つ目です。  

  それから、３つ目は、学校の先生方が現在、相当改革疲れという状況にあるので

はないかな、国が教育再生実行会議あたりから出てくる施策をどんどんと実行し

ていく、すごく実行力があると言えば実行力があるわけですけれども、それにつ

いていく学校現場は非常に大変になってきているという状況があるかと思います。

突然、例えば英語についても入ってくるとか、そういったことについては、学校

の先生方も相当苦しいというか、追いついていくのが非常に大変な状況に来てい

るのではないかなということですので。それで、またいろいろな施策がどんどん

変わっていくというその状況に一々対応しているのではなくて、少しゆっくりと

見て、千葉市だったら千葉市らしいところをじっくりと考えて、それこそ長期の

計画の中の５か年計画というふうな位置づけをするために、少しゆっくりと計画

を立てられたらどうかなと思うのです。このペースでいくと、非常にばたばたと

またいくような気がして心配しています。  

  以上です。  

○貞広会長  どうもありがとうございます。大変大きな枠組みから見たご意見だっ

たかと思いますが、一問一答という形というよりも、何人かの委員の方にご意見

をいただいて、まとめてコメントいただくというような形にしたいと思っており

ます。次にいかがでしょうか。  

  江藤委員、お願いいたします。江藤委員、阿部委員の順番でお願いできればと思

います。その後、青木委員、お願いいたします。  

○江藤委員  ありがとうございます。キックオフということで、少し質問というか、

質問と意見という感じになるかと思うのですけれども。先ほど小池委員がおっし

ゃられたように、学校現場の改革疲れが起きているのではないかという具体的な

お話があったのですけれども。正直、今、実際学校がどういうふうに運営されて

いるかということは余り私も承知をしていないのですけれども、コロナ禍で出て

きた今後の計画の中に、例えば教師に求められるものがすごく多いのです。デジ

タル化の対応で心にも寄り添いみたいな、物すごい全部を全方位的に網羅してい

くということを教員に求めているとなると、これらの施策を実行するキーという

のは実は教員なのではないかなと思うのです。  

  そうすると、その教員をどういうふうに、改革疲れが起きているような現場の教

員がいるという実態と、それから、私も千葉市の教員の例えば定着率とかという

ことは今の段階で把握をしておりませんけれども、そういったデータとかがもし

あったとしたときに、これをやり切るだけの教員をどうやってつくっていくのか

というのが、この施策を実行するキーなんじゃないかと思うのです。書かれてい

ることというのは極めてハードみたいな話が多くて、やれる人がいればやれるの

ですよ。でも、やれる人が本当にいるのかというのがすごく疑問です。  

  ただ、これは今日はこのまま教育カリキュラム、この教育について検討する場な

ので、教員の育成についてはまた別の場で検討していますというのであれば、そ
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れはそういうふうなご説明をいただければ結構なのですが。そういう意味では、

子どもたちに、ここに掲げているような豊かな心とか、いろいろこういったこと

を実現させる大人というのの一番教育現場に近い人たちはやっぱり教員ではない

かと思うと、そこを忘れてはいけないところなのではないかなというふうに思い

ましたので、１つコメントさせていただきました。  

  以上でございます。  

○貞広会長  ありがとうございます。教員養成課程に在籍しております私は、個人

的に重く受け止めさせていただきました。ありがとうございます。  

  では、阿部委員、お願いします。  

○阿部委員  よろしくお願いします。  

  私は、少し細かい点になってしまうのですけれども、このＩＣＴ活用ですとか、

先ほどご説明のあったＧＩＧＡスクールというのがどうしても関連してくると思

いますので、私の観点から述べさせていただきます。  

  ２点あるのですけれども、１点は、これも細かいところだとは思うのですけれど

も、ＧＩＧＡスクールの説明資料の５ページで、下のほうに学び方の革命が起き

ようとしていますというような表現があります。学び方の革命が起きるというこ

とは、教師の側からすれば指導方法が変わるという、指導の在り方とかが変わる

ということだと思うのですけれども、ご説明の中では、これまでの指導がベース

にあるというような説明がありまして、その辺の整合性というか、イメージして

いるものが分からなくて。加えて、別の資料４－５の５ページに、例えば指導の

個別化、学習の個性化というようなモデルが、考え方が示されているわけなので

すけれども、こちらの千葉市の計画の６ページのほうの事業モデルのほうですと、

この中で指導の個別化とか、学習の個性化というものがどういうところに表れて

いるのかというのが少し読み取れなかったというところはあります。つまり目指

す授業像が曖昧なままですと、掛け声だけで終わってしまうのではないかという

ことを心配しますので、もし具体的な整合性がある説明があればいただければと

思うのと、今後もし検討されるということであればぜひ検討していただきたいと

いうことが１点あります。  

  もう１点が、これもＧＩＧＡスクールに関してなのですけれども、授業での活用

というのがやはり中心に考えられているとは思うのですけれども、今までよりも

日常的に子どもが端末に触れるという機会が多くなっていくと思います。教具と

して先生が活用して、先生がコントロールするという面から少しずつ離れて、子

どもが文具として使うような、そういうモデルになっていくのではないのかなと

いうふうに思うのですけれども。そうすると、例えば、この推進計画の中で学力

を育てるというところにＩＣＴが関連してきやすいとは思うのですけれども、そ

れまでとは違う日常的にどう使うかという、生徒指導的な面になるのかどうかは

ちょっと分かりませんけれども、また別のところに位置づける、どういうふうに

位置づけるかということを考えなければならないのかなということを思っており

ます。  

  以上でございます。  
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○貞広会長  どうもありがとうございます。では、次に青木委員にご意見をいただ

いた後、一旦事務局のほうにお返ししてコメントをいただければと思います。お

願いいたします。  

○青木委員  よろしくお願いいたします。  

  資料４－５の２ページ、一番上の段の協働的な学びというところで、地域の方々

をはじめ、多様な他者と協働という部分があるのですが、先ほど江藤委員がおっ

しゃったように、先生方が本当にこれでもかというほど役割をたくさん持ってい

る、これからも増えていくのかなというような印象を持ちました。やはり学校、

家庭、地域、行政の連携というところは、もう必須、必ずやっていかなければい

けないことだというふうに思っております。  

  これがなぜ今うまくいっていないのかというところを考えていたのですが、地域

で学校に関わりたいという方々というのはいます。その方々と学校を結ぶことが

うまくいっていない。例えば、地域との窓口というと教頭先生になるかと思うの

ですが、短いと１年、２年で大体異動されます。ある教頭先生は、子どもたちの

ためになることであれば何でもしますという姿勢で、地域ともよい関係を築き、

地域全体の情報共有など、うまく連携できているなと感じる場合もあれば、また、

別の教頭先生ですと、それは学校でやりますとか、それは教員の仕事ですのでと

いったことで、お手伝いをさせてもらえない場合もあります。長く地域で活動さ

れている方なんかですと、今回の教頭先生はあれだからちょっと次に期待しよう

というようなことも実際に出ています。そういったことが分からない保護者の方

なんかですと、そういった印象の悪い教頭先生が、イコール小学校の印象という

ふうになってしまい、もう小学校には近づかないと、どちらにしても子どもたち

の利益を損なうことになるのではないかなというふうに感じました。  

  管理職の在任期間というのは、様々な理由や原因があるかとは思いますが、１つ

には管理職の方々が望まれているというのがあるのでしょうか。もし自分はこの

学校でちょっと長く腰を据えてやりたいというような管理職の方には長くやって

いただけるような、そういったシステムなどがあるといいのではないかなと思い

ます。  

  もう既にあるかも知れませんが、地域で学校に関わりたい方を集めて、希望や意

見を聞くというような、少しラフな感じの会が開催されるといいのかなと、もし

そういった会があればぜひ私も参加したいなというふうに考えています。  

  以上です。  

○貞広会長  どうもありがとうございます。どうしましょうか。片見課長がまとめ

てお答えくださいますか。それとも、ご質問によってご担当課がそれぞれお答え

になりますか。お願いいたします。  

○片見教育改革推進課長  ありがとうございます。私からまず全体的にご説明、ご

回答させていただきまして、ちょっと漏れているものを別の者からというふうに

考えております。  

  まず、小池委員様からいただきましたスケジュールの関係、先生のご意見はごも

っともでございます。１つの案としてそれはあり得るかなというふうに考えます。
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ただ、その場合の課題としましては、先ほども進捗状況でお話しさせていただい

たように、現行の計画でもちょっと指標がまずいところとか、そういったところ

がありまして、その内容のまま後に２年ないしは３年延長してもいいものなのか

というところは１つあるかなと。ただ、おっしゃるとおり、よくよくきちんと国

や市の内容を見てから考えるということはあり得ると思いますので、もしほかの

皆様のご意見もあればいただければと思います。  

  また、江藤委員からは改革疲れというような話がございまして、教員をどう育成

していくのか、そういったことにつきましては、まさにこの計画の中で議論して

いくことだと考えておりますので、しっかりその部分も検討していきたいという

ふうに考えます。  

  また、江藤委員から改革疲れ、先生の負担が、小池委員からもという中で、やは

り働き方改革というものをしっかり進めていかなければならないかなと思ってお

ります。先生に求められるものが今いろいろ出てきている中で、やはりきちんと

先生がやらなければならない仕事、また、先生以外でもできる仕事、そういった

ものを仕分したり、あとは地域の方のまさにおっしゃっていただいた協力を得た

りして、地域と連携しながら、先生の負担を減らしながらどうやっていくか、働

き方改革というところをやはり進めていかなければならないというふうに思って

おります。  

  それから、阿部委員からいただきましたＧＩＧＡスクール構想の関係でございま

すけれども、学びの革命と言いつつ今までと変わらない部分もあるという部分で

ございますが、まず、教えるべき内容といいますか、目指すべき、児童生徒に備

えさせたい資質、能力、新学習指導要領でも知識・技能、思考力・判断力・表現

力、学びに向かう力・人間性、そうした３つの柱で整理し直しておりますが、そ

うした目指すべきところは変わらないと。しかし、教え方といいますか、今まで

紙ベースで行ってきたそういった教え方については、デジタル、ＩＣＴを積極的

に活用することによって、より分かりやすく教えられることができるようになる、

そういった意味で革命というような言葉を使わせていただいております。  

  また、個別化、個性化につきましても、こちらも実は今までもこうした個別主体

的な学びを進めていこうという目標はございましたので、そういった方向性につ

いては変わらないものと、ただ、それを一層やっていくという、そういうような

形で進めていくことになるのではないかなと。  

  また、授業での活用のほかに日常的に触れる機会が増えるということで、教育委

員会としましても、今年度中にできれば、児童生徒が端末でインターネット等に

アクセスする際のもろもろ注意すべき点というものをまとめようと思っておりま

すし、そういったものをきちんと学校教育の中で教えていく、そういったことは

重要になっていくと考えておりまして、計画の中の一部にはなるというふうに考

えております。  

  私からは以上です。  

○貞広会長  では、次によろしくお願いいたします。  

○磯野教育長 貴重なご意見ありがとうございました。  
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  青木委員からございました地域との連携につきましては、本年度、コロナの関係

でスクールサポートスタッフ、学習指導員を、年度途中に募集いたしました。そ

の中にはかなり地域の方々が含まれております。そういった部分で、今、教育委

員会のほうでもリスト、バンクを作りまして、これからどう生かすかということ

を検討していきたいと思いますので、ぜひ積極的に参加していただければと思い

ます。  

  また、管理職の在任期間は、本人云々というよりも教育委員会で判断していると

ころでございます。ただ、千葉市では最長で５年間、校長、教頭の在籍がござい

ます。また、これは１００％ではありませんけれども、一度教員として勤務した

学校に、その後、管理職として戻っていくなど、なるべく地域を十分理解してい

る方々の配置も進めているところでございます。在任期間の平均は、やはりどう

しても最長で５年、短ければ２年または状況によっては１年ということも実際に

ございます。  

  江藤委員からありました教員の育成という部分では、先ほど片見からもございま

したとおり、現在、多岐にわたる部分の対応をしなければいけないということで、

いじめ、不登校の対処法、また、このＧＩＧＡスクール、ＩＣＴ関係、特別に支

援を要する子どもたちの対応、保護者対応、そういった部分での研修等を教育委

員会で悉皆または希望研修で受けているところでございます。それにより教員が

忙しくなるという声も聞いておりますが、夏休みの研修体系をもう一度確認する

とともに、研修の制度または研修の体系を市でも構築しているところでございま

す。定着率につきましては、１０年未満の経験者が今年は４５．４％と約５０％

前後が経験１０年目以下の教員になっている状況でございます。そういった若手、

経験が１０年未満の方々に対しての研修についても、今後充実をさせなければい

けないということを考えているところでございます。  

  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。それぞれご丁寧にご回答いただいたの

ですが、現状こうだということはさることながら、ご意見をいただいて、またゼ

ロベースで計画は考えていただくということでよろしくお願いいたします。  

  では、奥山委員、お願いいたします。  

○奥山委員  奧山と申します。よろしくお願いします。私は長い間公立学校の教員

採用や人事の仕事に携わった経験から、教員採用選考試験、特に小学校教員の倍

率が低下していることが将来とても心配です。小学校教員は学級担任制であり、

１日中児童と行動をともにすることから、年齢が高くなると、精神的だけでなく、

肉体的にも相当厳しい状況になります。そのため小学校教員は定年前に退職され

る方も他校種の教員と比べ多く、毎年多くの教員を採用する必要があります。そ

のような状況の中、千葉市において小学校の専科指導の非常勤講師を増員したの

は、とても効果のある取組だと思います。特定教科の専科指導であれば、当該教

科の教員免許状を所有していれば指導できますし、児童に対して専門的な指導が

可能となるだけでなく、学級担任の負担を軽減することもできます。国の方でも

学級担任制を重視する段階と教科担任制を重視する段階を義務教育９年間の中で
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捉え直すような方向で検討するような情報もありますが、その流れを先取りする

ような取組だと思います。  

  ただし、非常勤講師であっても予算措置や適任者の確保など課題もあるので、過

渡期の取組として、すでに取り組んでいると思いますが、指導教諭の配置や｢授業

の達人｣のような教科指導力のある人材の活用も平行して行っていくのが、小学校

教員の教科指導力を向上させる上で必要かと思います。ZOOM などオンラインで

の研修であれば効率的に実施できると思います。  

   次に申し上げたいのは読解力の育成です。読解力の育成は GIGA スクール構想に

おいても重要だと思いますので、成果指標にもありますが今後もしっかり取り組

んでいただきたいと思います。  

   最後になりますが、施策によっては、成果指標についてその妥当性について再検

討が必要なものもあるように思います。また、数値目標が求められることが多い

ことから、アンケート結果等が使用されていますが、教育そのものがなかなか数

値化しづらい、あるいは数値化になじまない分野もあると思います。計画を実行

する上で PDCA サイクルを活用しながら進める必要はありますが、学校の教員が

萎縮してしまうことがないよう、１年ごとの数値に一喜一憂する必要はないと思

います。  

  なお、もし次期計画の策定まで時間的な余裕があれば、現場の教職員から意見を

聞く機会を設けるのも一案かと思います。  

○貞広会長  どうもありがとうございます。それぞれ大変貴重なご指摘であったか

と思います。  

  次に、どなたかいかがでしょうか。では、江波戸委員、金子委員、その後、保坂

委員、お願いいたします。  

○江波戸委員  よろしくお願いします。  

  今大変、コロナの影響もあってか、子どもたちが不登校の子が大変増えているか

と思います。  

  この子どもたちの環境なのですけれども、不登校の生徒に対しての対応というの

でしょうか、これから多い子どもたちの対応についてどのように考えているのか

と。あと、先生方の、学校それぞれ校長先生の判断だと思うんですが、地域との

つながり、こちらも大変今すごく差があると思うんです。地域の行事だったり、

学校の行事を、地域の方々を呼ぶところと完全に切ってしまうところ、それから、

物すごく親密にお話しさせていただいて、セーフティウォッチャーだったり、子

どもたちに声をかけてくれる大変いい環境の学校もあるのですが、それについて

は、例えば教育委員会のほうから先生方に何かご指導とかはあるのでしょうか。  

○貞広会長  後でまとめてお答えいただければと思います。  

  金子委員、お願いいたします。  

○金子委員  金子です。よろしくお願いします。今、コロナ禍の話が出たのでちょ

っとそれに便乗しますが、これだけコロナで騒いでいて大変なことになっていま

す。先ほどからスケジュールの話が出ていますが、この計画が進行している最中

に世の中が大変なことになったのだと思います。  
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  このコロナ禍の中にいて計画の進行の遅れと言いますか、そういうものについて

はあまり気にしなくていいのですか。これは非常時の話だからということですけ

れど。非常事態の中でみなさんがやっていることはよくわかります。学校でコロ

ナが出たという話は一つも聞きませんのでうまくやっていただいているのだと思

いますが。地域にいて一番心配なのは、授業や計画の遅れがやっぱりあったので

はないか、それを把握されているかということです。先生方を見ていると、大変

な努力をなさっています。授業の短縮、授業数の増加の中で短期の間にいろいろ

なことをやらなければならない。ほんとうによくやっておられます。それに対し

ての私たちの協力ですけれども、残念ながらコロナで出番は減ってきています。  

  ところで、私ごとですが初めてオンラインでゲストティーチャーをやらせてもら

いました。私なんかはスマホもうまく使えないので困ったのですが、ベテランの

先生の指導でなんとか乗り切れました。子供たちと直に話ができないのがまず大

変だったのですが、後で話を聞くと面白かったと言ってくれました。このような

授業に興味がある子と、ついていけない子があるようで、そういうところは、置

いてけぼりにしてはいけないので、ぜひ留意してお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では、保坂委員、お願いいたします。重複する部分も意見の中にあろうかと思う

ので、最後にお答えいただく部分だけまとめて事務局にお答えいただいて、どち

らかというと、ご意見をいただきたいのですけれども、どうぞお願いいたします。  

○保坂委員  それでは、意見として、資料４－１のポイントの５、その他、新計画

策定に当たって配慮すべき事項なのではないかと保坂が考えることを申し上げさ

せていただきます。  

  今日初めて見たのですけれども、資料３－３というこの評価指標をずっと前から

めくっていくと、４４ページに、メンタルヘルスのことが出てきます。これは要

望が整理されている公文書なので加えたほうがいいんじゃないかと思います。長

期休職というのは何を指しているのかよく分かりません。長期休職の取得状況と

なるともっとわけが分からなくなりますが、１年以上の休職であれば、これは分

限処分です。文科省が２０１６年度から新たに１か月以上の病気休職者を集計す

るようになったので、そのことを指しているんじゃないかなと思います。それで

あるならば、先ほどから出ている先生たちの、「教師の献身的な取組」はもう限

界だと思うんです。そのことを示す数字が公表されているわけですから、千葉市

で１年以上の休職者は、それこそ何十人、恐らく１％以上でしょう。さらに１か

月以上の病気休暇所得者は、この委員会に先だって質問したのでお答えいただい

たのですが、昨年度で６２人もいる。今年度は９月末でもう既に３１人いる。こ

れは明らかに、全都道府県の平均より高いと思うんです。全都道府県の状況は発

表されていないので、１年以上の休職者は都道府県別、政令指定都市別で細かに

出ていますが、１か月以上のデータは新しいので都道府県別が分かりません。平

均からいうと明らかに高いので、これは心配なデータです。こうしたデータこそ

数値目標として掲げて、減らすべきだとは思いませんか、なかなか減らないので。  
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  ただ、これから申し上げる数字はどうなのだろう。今年度前半に３１人も１か月

以上休んでいる先生がいて、その代わりの先生というのは本来法令的につけられ

るはずなのに、１２人、４割近くの方が埋まっていないというふうに伺いました。

これは前半ですらこうだということは、後半に至って昨年と同じように３０人以

上、合計で６０人、もっとかもしれないのですけれども、休む先生がいて、その

ピンチヒッターすら十分に埋まらない、そういう状況が起こりうるということを

示しています。これを確実に埋めなければ、そもそも、信頼される教職員が子ど

もと向き合う環境を整えるという条件すら整っていないのではないかと私は思い

ます。そういうほうにぜひ目を向けていただいて。先ほど来、働き方改革という

のがキーワードで、今度の中教審答申（中間まとめ案）の中でもキーワードにな

って出てきます。同時に「教師の不足の深刻化」という文言が出ているように、

個々の学校の管理職の方が病気が出た方のピンチヒッターを探すのではもう手が

回らない状況、悲鳴のような声が私に聞こえてきます。免許更新講習の未受講者

まで探し出してきて、恐らくは臨時免許状を出して、その方々に免許状更新講習

を別途用意するぐらいのことを教育委員会が率先してやらなければ、到底この状

況は改善できないのではないかなと私は思っています。  

  つまり、新計画策定に当たって配慮すべき事項の中の、喫緊の課題であり、優先

事項として、本来いるべきスタッフすら欠けている状況を共通認識した上で、こ

こをどうやって埋めるのかということについて、それこそ総力を結集してやって

いくべきだと思います。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では、この後は黒川委員、清水委員、野口委員の順番でお願いいたします。  

○黒川委員  １点目、スケジュールについてですが、小池委員のお話にもありまし

たが、市の計画にぶら下がるものだと既にご説明があったところにありますので、

この点ついては、千葉市の部局と教育委員会の部局の間ですり合わせをしておく

ということは、容易にできることだと思いますので、同時スタートというのは可

能なのだろうと理解しました。一方、国の教育振興基本計画とどうすり合わせす

るか、どう参酌するかということになると、小池委員がご説明したとおり、入手

できたところから考えるということが必要になりますので、その場合には十分に

余裕を持ったスケジュールを考えていく必要があるのだろうと思います。  

  今の第２次千葉市学校教育推進計画を見ても、チーム学校など教育改革をリード

するキーワードが入っています。これは平成２７年の中教審答申の影響を受けて、

すぐに活用しているということが分かります。こうやって今の教育改革の流れを

受けて、千葉市がどう動くかというところが学校教育推進計画の中に入っていく

ことを考えると、学習指導要領の改訂も大体の予測でいけば２０２７年ぐらいに

やってくるわけですので、そうした点も踏まえたうえでスケジュールを検討する

必要はあると思います。  

  しかし、あれもこれもと言い出したら、先生方が倒れてしまうということは、こ

こにお集まりの委員の皆さんは理解されている点であると思います。ですので、

働き方改革も本腰入れてやらなければいけないところにありますから、千葉市と
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して何をそぎ落とすかというところに力を入れて議論をしないと、多分この先の

教育振興計画はうまくいかないのではないかと思っています。  

  また、学校、家庭、地域社会の連携については、いつの時代も大切です。開かれ

た学校づくり、学校評議員、コミュニティスクール、学校支援地域本部、様々な

政策が実行され、教育基本法も改正されて条文が追加されたりしてきました。古

きよき昭和の時代の家庭、学校、地域社会の連携と今の令和の時代の家庭、学校、

地域社会の連携の中で、私が個人的に大きく違うなと思っているのは責任論です。

協力してくれる地域の方とか、保護者の方とか、本当によかれと思ってやったこ

とも、子どもの安全という一つの軸をめぐって争われたときに、訴訟になるとい

う時代がやってきています。ですから、学校、家庭、地域社会の連携というのは、

聞こえのいいフレーズなのですけれども、それを本気で実現していくといったと

きには結構難しい時代にも来ていることを忘れずに、何であれば連携が可能なの

かを丁寧に検討し、実施にあたって事前に準備すべきことは何なのかということ

も検討しておくことが重要となると思います。こうした検討を通じて、先生も家

庭や地域に助けてほしい、保護者や地域の方も学校を助けたい、双方の気持ちを

どのように現実的にうまい歯車に乗せていけるかといった議論が出てくるかと思

います。  

  ３点目のＧＩＧＡスクールのことですが、私も大学教員をやらせていただいてい

ますが、遠隔授業になり、あれこれ様々な機械操作の指示が降りてきまして、そ

うしたなかで、遠隔授業を展開しております。ですから、学校の先生方も、当然

これから生き抜いていく子どもたちにとっては、ＩＣＴ活用というのは必須の技

術だということは誰もが理解している点ではありますけれども、活用できない先

生が多いといったことを前提にして、より丁寧なマニュアルを教育委員会側でど

の程度準備できるかという点が勝負になってくると思います。この点については、

教員目線で少しコメントをさせていただきました。  

  以上です。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では、清水委員、マイクはありますでしょうか。お願いいたします。  

○清水委員  本日はご説明ありがとうございました。  

今年は、まったく予測し得なかったコロナが発生したことで、我々事業会社も

近年にない大変な非常事態に陥りました。先ほど委員の皆様からもありましたが、

そういう非常事態であっても、限られた時間、人員、資金で結果を出さなくては

なりません。しかしながら、リソースの制約を無視して、ただ単にやることだけ

増やしていくのであれば、計画自体がどんなに素晴らしいものでも実行段階で破

綻します。今回のコロナは大変な状況ではあるものの、大きな変革が出来るチャ

ンスでもあります。今までは様々な事情で合意形成が難しかったものも進められ

る部分が大いにあると考えています。  

それと、我々の会社でも今回を機に半分ぐらいの業務がテレワークにシフトし

ました。今のところ生産性、モチベーションというのは全然落ちておらず、むし

ろ新しい働き方の中から着想されたアイデアが沢山出てきています。今までの固
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定概念が取り払われたことで新たな視点から、斬新な発想が生まれてきています。

そうなってくると、果たしてオフィスというのは何のためにあるのか、再考する

動きが当然出てきます。働く一人ひとりにとっての想像力とかクリエイティビテ

ィとかは、必ずしも会社にいるから生まれてくるものではなく、働く環境さえあ

れば時間・場所はどこでもよいのではないかと価値観がシフトしてきています。

同様に学校の本来的な価値は何なのかということです。ただ勉強をするのであれ

ば、家でも出来るはずですが、それを敢えて学校という場所に行って、先生や友

達と交わり、学び合うことの本質的な意義を問い直していただきたいと思います。

その上で新たな時代の学校教育、学校の在り方、学校でしか出来ないことは何な

のか、ぜひそういった眼差しをもっていただきたいと考えています。  

○貞広会長  どうもありがとうございます。  

  では、野口委員、お願いいたします。何かありますか。  

○野口委員  よろしくお願いします。  

  先ほどから、ＧＩＧＡスクール構想が教員にかなり負担になって、働き方改革に

逆行するというご意見も数多くあったと思うのですけれども、確かに導入、この

構想の初期の頃ではかなり負担も大きかったと思うのですけれども、数年後、浸

透した先には、もしかしたら逆に開始というか、進めてよかったということにな

るのではないかと思いまして、このＧＩＧＡスクール構想も教育、いわゆる学習

からの観点からだけではなくて、学校運営のＩＣＴ化も同時に進めたり、あと、

授業についてはナレッジマネージメントを構築したりして、数年後、このＧＩＧ

Ａスクール構想において学習履歴が再活用できたりすることで、後から見れば逆

に働き方改革につながったというように見えるような学校、教員側のメリットみ

たいなものを、この構想の中に盛り込んでいただければよろしいのではないかと

感じました。  

  以上です。  

○貞広会長  どうもありがとうございます。  

  この議題について西村委員、よろしいですか。  

○西村委員  私も皆さんとほとんど同じ意見なのですけれども、１つだけ、難しい

ことは分からないのですけれども、基本的に学校は子どもがコミュニケーション

がとれるように成長していくためにある、その手助けが教員であると私は思って

おります。ですので、先生方の働き方改革どうのこうのというのは、申し訳あり

ませんが私には深くは分かりませんけれども、もっと分業化すればよいのではな

いかと簡単に思ってしまいます。というのは、これだけ専門分野の企業さんがた

くさんある中で、何で先生だけが全部背負い込まないといけないのかな、全てオ

ールマイティーにしなければならないのかと思います。この令和の時代、先ほど

のスイミングスクールのインストラクターが学校の中に導入されたことによって、

一人の先生から全てを学ぶよりも、様々な専門分野の方から学ぶことで、就職や

仕事を選ぶ際に、子どもたちの目線が広がると思います。前回もお話があったと

思いますけれども、体験学習よりもそこでインストラクターの方から学ぶこと、

また、極端な話、スクールカウンセラーの先生方をすごく慕う子どもたちも中に
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はいると思うのです。ですので、もう少し専門性のある民間のそういう方たちが

もっとオープンで入ってこられるような学校、どちらかといったら開かれた学校

と言いつつも何か閉鎖しているように思える地域の者としての意見なのですけれ

ども。ですので、地域の者がボランティアとして参加するのも１つはとても大事

なことなのですけれども、やっぱり中にはそれの弊害というのも確かにあるので、

逆に専門性のある、極端な話、掃除一つにしてもクリーナーの専門の企業が入っ

た場合、子どもたちの掃除の仕方も逆に今までと違う観点で見られると思うので

す。  

  ですので、もう少し先生の働き方改革というよりも、専門業者をたくさん活用す

るというのも１つの案ではないかなと思います。  

  以上です。  

○貞広会長  ありがとうございます。委員の皆さんに多様なご意見をいただきまし

た。中にはご質問もございましたけれども、これは意見を背景にしたご質問だっ

たかと思いますので、その点も含めて事務局のほうから、ご質問があった点につ

いてだけかいつまんでご回答いただけますでしょうか。例えば、地域による対応

の違いがあるとか、計画の遅れの把握をされているのかどうかというようなあた

りでしょうか。  

○山下学校教育部長  本当に貴重なご意見ありがとうございます。  

  まず、奥山委員からございました専科教員のことにつきましては、今年度千葉市

では、会計年度任用職員も含めまして小学校で９８人、いろいろな教科で派遣し

ております。専門スタッフにつきましても、学習指導員、また、スクールサポー

トスタッフ等々、いろいろと今派遣をしているところでございます。その派遣ス

タッフについて、これから教育委員会として精査して、本当に学校に必要なスタ

ッフについて検討してまいります。  

  また、江波戸委員からございました不登校の対応につきましては、教育委員会で

はライトポート、グループ活動、まさごゆめスクールの教育相談指導教室等、い

ろいろとやっております。こちらにつきましても、何かございましたらご意見い

ただければと思います。  

  地域との連携について、お答えします。学校、家庭、地域が連携を持ち、そこに

行政が入っていく、という部分につきましては、様々な研修等で校長会、教頭会

に伝えているところでございます。  

金子委員からの、今回のコロナ禍において計画の進捗が遅れたのではないかと

いう懸念と、その把握についてのご質問につきましては、教育委員会から指導計

画の見直しを、各教科全て出しました。学習の進捗につきましては今各学校に調

査をしているところでございますが、ほぼ進捗どおりになりつつあります。  

  また、先ほどの教育長からの話にもあった通り、修学旅行その他もろもろの行事

等につきましても、教育委員会と連携を図りながら各学校で工夫して実施する方

向で進めてほしいということで密に連絡を取り合っているところでございます。  

  以上でございます。  

○貞広会長  委員の皆様から今後に向けての貴重なご意見を頂戴いたしましてあり
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がとうございます。時間の関係で今回はこれまでとさせていただきますが、今後、

事務局におかれましては、本日の各委員からの意見を参考にした上で、次回の審

議会では何らかの枠組みをお示しいただけるのかと思いますので、ぜひ貴重なご

意見を聞き取っていただければと思います。  

  続きまして、その他について、事務局からご説明をお願いいたします。  

○事務局  それでは、何点か事務連絡を申し上げます。  

  駐車券は、既に処理いたしましたが、もし３時間を超えてしまった方がございま

したらお申しつけください。処理いたします。  

  また、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。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ますようお願いいたします。ファイルを預けられる方でお

手元の資料をファイルにとじたい場合は、資料をそのままファイルに挟んでおい

ていただきましたら、事務局のほうで閉じこませていただきます。  

  また、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。  

  以上でございます。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  最後に、全体を通して何か委員の皆様、ご意見はございますでしょうか。  

  よろしいでしょうか。後半が特に時間が足りなくて、皆さんに十分ご意見をいた

だけなかったり、事務局の方もご回答したい部分もあったりしたかと思うのです

けれども、切ってしまって大変申し訳ありませんでした。次回以降に何らかの形

で情報共有をさせていただければと思います。  

  それでは、本日の議題は以上となります。皆様どうもありがとうございました。

この後は事務局にお願いいたします。  

○田中企画課課長補佐  委員の皆様、貴重なご意見をいただきまして誠にありがと

うございました。  

  以上をもちまして、令和２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。  

 


