
 

 

 

令和３年度第２回千葉市学校教育審議会議事録  

 

１  日時：令和３年１１月１２日（金）  午後 6 時～午後８時  

 

２  場所：千葉ポートサイドタワー６階  ６０１会議室  

 

３  出席者：  

（１）委員（１５人）  

貞広斎子会長、奥山慎一副会長、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、中村眞人委員、原田恵理子委員、保坂亨委員  

（２）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、  

片見学校教育部参事教育改革推進課長、山﨑企画課長、栗和田学事課長、  

樋口教育指導課長、小田教育支援課長、阿部保健体育課長、渡邊教育職員課担当課長  

田中企画課課長補佐、事務局  

 

４  議題：  

（１）学校における働き方改革プランの改編（案）について  

（２）第 3 次千葉市学校教育推進計画について  

 

５  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２回千葉市学校教育審議会を開催いたします。  

  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、本日、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。  

  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、いすに間隔を空けてお座りいた

だいております。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。ご協力のほどお願いいたします。  

  また、本市では、令和３年１０月１日付で「千葉市役所プラスチックごみ

復元に関する方針」を策定し、全ての職員がプラスチックごみの発生抑制に

取り組むこととしました。  

  その取組の一環として、会議でのペットボトル飲料の提供は避けることと

いたします。代わりに缶のお茶をご用意いたしましたので、ご理解とご協力

をお願いいたします。  

  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。  

  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。  

  続きまして、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。  

  配付資料一覧に基づいて説明させていただきます。  

  まず、次第、続きまして千葉市学校教育審議会委員名簿、続きまして席次

表、続きまして資料１－１と右肩にあります綴り、「学校における働き等改

革プランの改編（案）について」、続きまして資料１－２と右肩にあります

「学校における働き方改革プラン」、続きまして資料２、「第３次千葉市学

校教育推進計画」、そして参考資料として「教育だよりちば第１２４号」、

最後に、一覧ではございませんが、中村委員よりご提供いただきました「女
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子生徒３年間における変化」という資料を添付させていただいております。  

  なお、資料につきましては、各委員さん専用となりますので、書き込み等

自由にしていただいて構いません。  

  以上、不足は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。  

  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

録確定後には、市のホームページに公開するものといたします。  

  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

力のほどよろしくお願いいたします。  

  また、黒川委員におかれましては、ご都合により少々遅れて到着される旨

のご連絡をいただいております。  

  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   皆様、こんばんは。  

  改めまして、教育長の磯野でございます。よろしくお願いいたします。  

  本日はご多用の中、遅い時間にご出席いただきまして、誠にありがとうご

ざいます。  

  そして重ねて、本市教育の推進のために深いご理解をいただいていること

に御礼を申し上げます。ありがとうございます。  

  ご存じのように、緊急事態宣言が解除され、学校活動もいよいよ再開をし

ております。小学校では農山村や移動教室等、そして、運動会もいよいよ始

まりますし、先日は陸上大会も行われました。  

  研究報告会も本日から開催されまして、いよいよ対面での公開が行なわれ

るようになりました。  

  いろいろな形で教育活動が進んでいきますが、様々な面で今後も新しいス

タイルの教育、そして新しい生活スタイルをとおして、教育活動を進めてい

きたいと思いますので、引き続きご理解をよろしくお願いいたします。  

  そして、平成３０年度にこの審議会で答申をいただきました、市立稲毛の

中等教育学校が来週１１月１８日から募集が始まりまして、いよいよ来年度

の開校に向けて準備を進めております。これまでいろいろな面でご意見をい

ただきましたが、今後も円滑に開校ができるように進めてまいりますので、

何とぞご支援をいただければと思います。  

  そして、今日の令和３年度第２回目の学校教育審議会でございますけれど

も、「第３次千葉市学校教育推進計画」のほか、「学校における働き方改革

のプランの改編について」の２点をお願いしておりますので、それぞれのお
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立場からご示唆をいただければと思います。ぜひ活発なご意見でこの会が盛

会に終わりますことをお願い申し上げまして、簡単ですけれども挨拶といた

します。よろしくお願いいたします。  

○田中企画課長補佐   それでは、これからの議事進行につきましては、貞広

会長にお願いしたいと存じます。  

  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。  

  本日もお世話になりますが、よろしくお願いいたします。  

  では、早速ですが、議事に入らせていただきます。  

  本日は、先ほどお話にもありましたように、大変重要な議題２件ございま

す。  

  皆様からご意見を頂戴できるよう、議題「学校における働き方改革プラン

の改編（案）について」をおおむね３５分程度、時刻でいいますと１８時半

少し過ぎぐらいになろうかと思います。２つ目の議題の「第３次千葉市学校

教育推進計画について」を８０分程度に時間を取りまして、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ので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。  

  では、まず初めに、議題（１）「学校における働き方改革のプラン改編

（案）について」、まず事務局よりご説明をお願いいたします。  

○渡邊教育職員課担当課長   教育職員課担当課長の渡邊と申します。  

○貞広会長   どうぞお座りになってください。  

○渡邊教育職員課担当課長   それでは、お手元の資料１－１により説明させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。  

  千葉市の学校における働き方改革プランの改編（案）についてご説明いた

します。  

  このたび改編を予定しております千葉市の学校における働き方改革プラン

の（案）についてですけれども、年々教育課題が複雑化、困難化してきてい

る中で、業務範囲の拡大により教職員の過重労働が問題となっております。

千葉市でも先生方の勤務状況がブラックだということで、教員の採用倍率の

低下が懸念されておりまして、このままでは意欲と資質のある教員の確保も

難しくなってしまうのではないかという心配があります。  

  本市でも、平成３１年１月から働き方改革プランを策定し、教職員の負担

軽減に取り組んでおりまして、このたび改編を予定しているところです。先

生方が真に必要な業務に専念することで、教職員一人一人の心身の健康保持

を実現するとともに、子供と向き合う時間を確保して、いきいきと教育活動

が行えるようにすることが働き方改革の目的です。  

  この３年の取組の中で、部活動のガイドラインや水泳の民間委託、業務時

間外の自動応答電話対応などに取り組んできておりますが、個別の取組によ
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る負担軽減の効果が見られるものの、まだ抜本的な改革ができておらず、引

き続きの取組が必要な状況でございます。  

  在校時間の推移を見ましても、当初の４９時間から１０時間削減という目

標で、３９時間の目標の達成を目指しておりましたが、令和３年度の状況で

も、ちょっと達成が難しい状況で進行しております。  

  一方で、ストレスチェックの結果を見ますと、全国平均の結果よりもおお

むねどこの学校も良好な結果になっておりまして、先生方のストレス、心身

の負担軽減については、一定の効果があったのかなと認識しております。  

  今後も継続して負担軽減に取り組むことで、先生方の子供と向き合う時間

を確保して教育の質の向上を図っていきたいと思っております。  

  裏面をご覧ください。  

  次期プランにおいても、目標は現プランの目標を継続いたしまして、教職

員一人一人の心身の健康保持を実現し、いきいきと教育活動が行えるように

するということを目標としていきたいと考えております。  

  数値目標ですが、最終目標では教職員の在校等時間について上限を教育委

員会規則で定めておりまして、１か月４５時間としておりますので、それを

超えないことを目標にしたいと思っております。  

  現プランについては、対象を教員のみとしておりましたが、教職員に拡大

して取り組んでいきたいと考えております。  

  当面、次期３年間の目標としては、まずは全ての学校で在校等時間の平均

が１か月４５時間を超えないようにするように取り組むとともに、まずは在

校等時間が過労死ラインと言われる月８０時間を超える先生方が将来的に

０％になるように、毎年度１％ずつ低減していくように進めていきたいと思

っております。  

  あわせて、教職員のストレスチェック、先ほどもちょっと申し上げました

けれども、ストレスチェックによる総合健康リスクが全国平均よりも良好な

状況を維持できるように取り組んでいきたいと思っております。  

  具体的な取組としては、３つの基本方針のベースは変えずに、教職員の業

務改善と学校業務の適正化、チーム学校の体制強化と人員配置の工夫、それ

らを教職員の意識改革でアプローチしていくという形で取組を進めていきた

いと思っております。  

  働き方改革の取組に当たっては、今まで行ってきた学校行事の時間やすす

め方を見直して、先生方の仕事の負担をスリム化することによって、先生方

がこれまで行ってきた仕事の一部を委託化したり、ほかの方にお願いするな

ど、働き手の確保も必要となってきますが、人員の確保は予算上の制約もあ

るので、並行して仕事の負担を見直すという検討も進めていく必要があると

考えております。コロナ禍でいろいろな行事もこれまでどおり行うことが難

しくなった中で、学校で工夫してそれぞれの行事を実施しています。教育的
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効果に影響がないと思われるものなどについては、今までどおりに完全には

戻さずに、やり方の工夫を重ねて、先生方が余裕を持って子供と向き合える

ような時間と気持ちの余裕をつくる見直しにつなげていきたいと考えており

ます。  

  また、部活動については、これまで先生の献身的な活動で実施してきてお

りますが、徐々に長時間労働の負担を感じる先生方も増えてきている状況で

ございまして、国においても、先生方の負担について、令和５年度以降に段

階的に地域の協力を得られるように、制度改正の検討を進めておりますので、

部活動への参加をやりがいとしている先生方のお気持ちも尊重しつつ、国の

制度改正の状況を重視していきたいと考えております。  

  今後の予定ですが、本日、学校教育審議会で意見聴取をさせていただいた

上で、年明けに教育委員会会議に再上程をさせていただいて、お諮りした上

で次期プランの改編・周知を図ってまいりたいと思っております。  

  説明は以上となります。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。  

  それでは、委員の皆様からご意見、ご質問等がありましたら、恐縮ですけ

れども、私のほうから見えるように名札を縦にいただければと思います。  

  いかがでしょうか。  

  では、まず、中村委員、どうぞ。その後、阿部委員、そして江藤委員の順

番でお願いいたします。  

○中村委員   千葉市医師会の中村です。  

  数値目標として最終目標、教職員の在校等時間が、「１か月４５時間」を

超えないことということはよく分かるんですが、そういうのも大事だとは思

うんですけれども、結局学校の先生の役割、家庭の役割、あるいは社会の役

割、線引きをやはりしっかりして、その上でどうしても先生方は世の中でい

ろいろなものの事件が起きると、どうしても学校のほうにもう少しこういっ

たことをやったほうがいいんじゃないかというように言われてしまうように

思います。  

  要するに先生方は多分子供のためにと言われると、まず使命感にどうして

も働きかけると多分弱いんじゃないかな。ですから、ついついいろいろなこ

とが増えて、ではなくて、やはり線引きをしっかりひとつすべきではない

か。  

  あともう一つは、学校の中で「１か月４５時間」ではなくて、家庭もある

わけですから、家庭の帰宅時間、あるいは就業、育児取得率、そういったも

のもチェックしていただいて、働き方改革とその評価という形を見たほうが

いいのではないか。  

  もう一つは、どうしても日本はジェンダーギャップ指数が非常に低いです

ので、男性教師、あるいは女性教師の働き方ということを含めてご検討いた
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だいたほうがいいんじゃないか。やはり家庭というのがちゃんとしっかりし

ていないと、先生も生活の質が保たれませんし、それがなければよい授業に

も反映されないんじゃないかと私は思うので、その辺もご検討されたらいか

がかなと。日本は１２０位ぐらい低いですよね、非常にね。  

  ですから、もう少し学校の先生からそういったものをぜひ直していただけ

たらなと私は考えます。  

  以上です。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  この後ですけれども、阿部委員、江藤委員、豊田委員、小池委員、青木委

員の順番でお願いいたします。  

  先ほど申し上げたとおり、４０分と少し前ぐらいでこの議題を切らざるを

得ませんので、恐縮ですけれども、少しコンパクト目にも発言をいただけれ

ばと思います。  

○阿部委員   阿部でございます。  

  事前に質問をさせていただいた内容を踏まえてなんですけれども、コンサ

ルを入れてモデル２校で働き方改革のプランを進めたという話がありまし

て、その報告書をいただいて拝見したところ、今後の課題のようなものを書

かれているところで、学校行事に関しては簡素化できるものは簡素化すべ

き、前例に捉われず常に内容を見直す必要があるというように、変えている

ことへの抵抗感はあまり見られませんという記述があったんですけれども、

一方で、別の質問にご回答いただいた点において、行事などについて見直し

を求める声が上がっているものに対しても、各所管課において教育効果を重

く見ているものもあり、働き方改革を追求するあまり、児童生徒への教育効

果が失われることを懸念する意見も出ているという回答がありまして、どち

ら、ちょっとやや相反するような意見であるように思いまして、働き方改革

を進める上での課題というのがどういうところにあるのかということがやや

分かりづらかったということもあり、本当の問題は何なのかということをい

つも具体的に明るみに出していく必要があるのかなということを思いまし

た。  

  以上です。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  一問一答という形は取りませんので、委員の方々から意見をいただきたい

と思います。  

  では、江藤委員、お願いいたします。  

○江藤委員   ありがとうございます。  

  それでは、質問として、全国平均より良好な状況を維持しているというふ

うな記載がございますが、この全国平均というのは一体何なんだと。果たし

てこれを目安にしていいものなのかどうかということですよね。これはすご
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く数字の何か取扱いのマジックみたいなような気がしておりますので、この

辺これを達成すれば非常に良好な状態になるのかというところがちょっとお

伺いできればと。  

  あと、抜本的な改革ということなんですが、取組でいくと実際そんなに抜

本的というような取組はあまり見られないというような感じがするのと、あ

ともう一つ、今阿部委員のほうからもあったように、根本的な理由というと

ころで１つ、教職員のメンタルヘルス対策の促進というのがあるんですが、

これについて具体的な記載はございませんが、この辺具体的な、何ですか、

原因究明して、それは削減に向かっているのかどうかというところですね。  

  これは、恐らくいろいろな企業とかでも増えているのと同じように、増加

傾向にあるのではないかというような推測もしますので、この辺も含めてグ

レーケアプラン対策が取られているのかどうか、それが働き方改革に私はつ

ながるんじゃないかというふうに思いましたので、もしあれでしたらお答え

いただければと思います。  

  以上でございます。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  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。  

  教員もですが、働き方改革の中で教員の負担を軽減するということで、部

活動なんかの先生がやっておりますけれども、千葉市にスポーツ推進委員が

いると思うんですね。スポーツ推進委員にいろいろな方がいると思いますけ

れども、そういう方を部活動の補助か何かにお願いすれば、先生のほうもか

なり負担が軽減されるんじゃないかと思いますので、よろしければその辺、

スポーツ推進委員が今５００名ぐらいいると思うんですけれども、何かお話

しして検討していただければ負担軽減につながるのかなと思いますので、ち

ょっとご検討をお願いしたいと思います。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  かなり具体的なご提案もいただきましたので、後でお答えいただければと

思います。  

  では、小池委員、お願いいたします。  

○小池委員   今回、中教審答申で示された課題なども、具体的に着実に進め

ていただいていることに非常に感謝を申し上げたいと思っています。その上

でですけれども、働き方改革というこの課題をどう捉えるかということにつ

いて、私なりの考えを簡単に述べさせていただきたい。  

  ちょうど年末が近づいていますが、私は年末になると年賀状の宛名書きが

非常に苦痛で負担でならなかったんですね。作業量も多いし、字が下手なも

んですから何とかしなきゃならない。  

  解決する方法は幾つかあったと思います。年賀状をやめてしまう、これが
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教員のほうでいえば、いろいろ仕分をして業務を削減してというような軽減

の仕方ですよね。それから宛名書きを誰かに頼む。例えば妻に、ケーキを買

ってあげるからと言って頼む。これは考えてみれば、ボランティアとか専門

家の人にそれを依頼するのと同じだと思うんですね。それから年賀状のソフ

トを買って宛名書きをやってしまう。これで最終的に私は軽減されたんです

けれども、これはＩＣＴの活用だろうと思うんです。  

  でも、私が忘れていた、実はもっと大事な解決方法があったんじゃないか

と後から考えるようになりました。それは何かというと、私自身がきれいな

字をさらさらと書けるように力量を高めることだったと思っているんです。  

  教員に関しても、絶対的な時間数、時間を確保してあげようというような

形での取組を中心に行われているんですけれども、力量を高めることによっ

て負担を相対的に減らすことが実はできるのではないだろうか。先生方の力

量を高めること、これが先生方にとっても、教員の専門性とか、そういった

ものを高める上で最終的にはいいことなのではないだろうかというふうに思

っているんです。  

  ですから、教科指導とか生徒指導とか、事務処理などの力量を高めるよう

な、そういった先生方の力量を高めることも、働き方改革の中に位置づけて

はどうかというのが私の考えです。  

  今は、先生方の仕事はブラック化しているということで、世の中で先生方

の時間を確保しようというふうに動いています。でも、それは今の動きであ

って、社会から見れば、先生方も我々も同じように忙しいんだよという、こ

れがいつ出てくるか分かりません。そうなったときに、先生方が自分たちの

力をすごく高めていて、いい教育を行えるようになっていれば、働き方改革

がよかったということになるというように思っているんです。  

  以上です。  

○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、どうぞお願いいたします。  

○青木委員   青木でございます。  

  資料を拝見しまして、現状を把握し様々な対策を講じ、それらの効果検証

をしっかりされている印象を持ちました。ありがとうございました。  

  その中で、気になったことが４点ございます。  

  まず、１ページ目なんですが、真ん中よりちょっと下のあたり、「学校に

求められる役割が複雑・多様化」とありますが、これらは具体的にどこから

の声なのか、その内容が千葉市の学校教育の学校現場にとって必要か否かの

判断は、千葉市教育委員会のみがされているのかどうか、ここをお尋ねした

いと思います。  

  それと、６ページ目の取組の効果についてですが、スクール・サポート・

スタッフ、専科教員の配置に対しては９割以上、９割近く効果があったとい
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う結果が出ていますが、この後、拡充されていくという理解でよろしいでし

ょうか。  

  ７ページの次期プランに向けた検討についてです。表になっていて、とて

も分かりやすいなと思いました。こういったことを今後保護者を含め地域に

広く投げかけ、学校教育の課題を共有し、巻き込んでいくことは可能でしょ

うか。学校教育を他人事にしない、みんなで考えるというのが大事なことか

なというふうに思いました。  

  最後に行事の見直しについてですが、アンケート調査の結果から学校側で

はなく保護者や地域の反応が気になっているのではないかと思いました。千

葉市で示してほしいという意見と、学校の裁量に任せてほしいという意見

と、質問の内容によってパーセンテージが変わっているためです。学校の外

にいる人たちというのは、行事によって児童生徒、教員の様子を知ることが

できます。地域に協力を求めるのであれば、そのあたりのバランスも考えて

いただけたらと思います。実際に教員や児童生徒の様子も分からずに関わり

も薄いとなると支援の程度にも違いが出てくるのではないかと思いました。  

  以上です。  

○貞広会長   どうもありがとうございます。  

  今、６人の委員の方々からご質問、ご意見をいただきました。ご意見やご

提案ということもありましたけれども、全体的に事務局のほうから質問も含

めてご回答いただければと思いますが、どなたにお答えをいただけますでし

ょうか。  

  では、渡邉教育職員課担当課長、お願いいたします。  

○渡邊教育職員課担当課長   今ご覧いただいているプランは策定中のもので

して、３月までにできればというふうに思っているものなので、いただいた

ご意見を参考に、今後引き続き検討を進めていきたいと思っております。  

  いただいたご質問何点かありますので、もしも漏れがあったら教えていた

だきたいんですけれども、お答えしていきたいと思います。  

  まず、家庭の時間を大切にというふうなことでのご指摘をいただいたの

は、おっしゃるとおりだと思いますので、どのように、指標に盛り込むとい

うのはちょっとなかなか難しいのかもしれないんですけれども、何らかの形

で家庭の時間を確保するといった視点を取り込んだ案としていきたいと思い

ました。  

  阿部委員のおっしゃった本当の問題は何なのかというところで、行事の見

直しについて前向きな報告書がある一方で、私の方の答弁の中では、実際に

やろうとしたときに各所管課より教育的効果を重く見ているものがあって、

働き方改革を追求するあまり、児童生徒への教育的効果が失われることを懸

念する意見も出ておりますと回答させていただいていることについて、実

際、見直しを図ること自体については、皆さん真面目に考えていただいて、
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働き方改革の重要性を考えてくださっていると思うんですけれども、いざ具

体的に、では、どの行事をやめるのかとか、どの行事について見直すのかと

いう個別の行事の重みを考えてみたときに、やはり今やっていただいている

行事に無駄なものはなくて、それぞれの行事が子供の成長に関わるものであ

ったりとか、地域に関わるものであったりとかということで、それぞれに意

味を感じて学校で行ってくださっている中で、簡単に整理ができない事情も

あるというご意見なのかなと受け止めておりますので、一見すると非常に反

対のことを言っているような感じではあるんですけれども、両面の側面があ

ると考えていただければと思います。  

  一刻も早く過重労働を解消するためには、抜本的な改革が求められるとと

ころなんですけれども、教育的効果に配慮しながら、プランの実効性を保つ

ために、また内外に理解を得ながら着実な見直しを図る案として検討を進め

ておりますので、やはりちょっと物足りない部分もあるのかなとは思ってお

りますが、一歩一歩着実に進めていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。  

  次に、ストレスチェック関係なんですけれども、全国平均が良好な状況な

のかどうかというのは、ご指摘のとおりなかなか難しい捉えなのかと思いま

すが、広く全国でやっている調査ですので、規模感としてはそんなに小さい

ものではないと思っております。  

  ここで全国平均というのは、学校だけに限ったことではなくて、学校以外

の団体も含めた全国平均になっております。これを達成すれば大丈夫なのか

という部分については改めて検討してまいりたいと思います。  

  部活動のことについて、スポーツ推進委員さんにお願いしたらどうかとい

うご意見をいただきまして、ありがとうございます。部活動の指導について

は、今も部活動指導員さんに一部ご指導のお願いをしている状況でございま

して、先生方の負担軽減策として推進しているところです。  

  スポーツ推進委員さんが部活動指導員さんになっていただけたりするのか

どうかというのはちょっと分からないので、後で確認をさせていただきま

す。  

  教科指導や生徒指導に、先生方の力量を高めるために教科指導や生徒指導

についてもプランの案に盛り込んだらどうかというご意見、ありがとうござ

います。先生方のスキルアップのための研修については様々実施しておりま

すので、先生方の力量を高めて、結果的に今までよりも短い時間で業務が処

理できるようになることに繋がればいいかなと思っております。  

  次に、保護者を巻き込んでいったらどうかというようなご意見、ありがと

うございます。やはり働き方改革の取組には、地域や保護者の理解というの

が必須だと思っておりまして、今後、プランができた暁には、保護者に周知

を図り、理解をいただきながら協力を求めていきたいと思っております。  
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  今回実施したアンケートでも、実際に保護者や地域の方に今でも十分協力

をいただいていて、これ以上お願いするのはちょっと気が引ける、申し訳な

いというご意見もありましたし、まず理解をしていただかないと、という段

階である学校もあるのかなと認識しております。いずれにしても、ご理解を

いろいろと得るには周知が必要と思っております。  

  以上です。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  まだまだこのことについてご意見、ご質問あろうかと思いますけれども…

…はい、どうぞ。  

○香取教育総務部長   教育総務部長の香取と申します。  

  大変たくさんのご意見いただきましてありがとうございました。  

  まず、先ほどちょっと申したのは、中村委員からいただきました、先生、

どうしても子供が一番で、どうしても過重労働になってしまうということは

そのとおりでございまして、ただ役割分担、地域とのバランスですとか、あ

と保護者とのバランス、そういったものを十分考慮しながら、先生が全て担

うということではなくて、そういったものも考えていきたいというふうに考

えております。  

  あと、先ほどのワーク・ライフ・バランスについて言及をいただきまし

た。例えば男性の教員の育児休業率というのは、少しずつではあるんですけ

れども、上がってきている状況ですので、そういった指標の中でこれらの中

に盛り込めるものがあればちょっと検討していきたいというふうに考えてご

ざいます。  

  江藤委員さんからいただきましたメンタルヘルス対策でございます。抜本

的なものがということなんですけれども、今もちろん産業医の面接というも

のは実施しているんですが、それ以外に特段何か特別に取り組んでいるかと

いうと、そういったものはございませんので、そこについてできることがあ

ればちょっと検討していきたいというふうに考えております。  

  小池委員さんからいただきました教員の力量を高める負担軽減ということ

ですので、簡単に言えば研修的なもので職員の力量ですとか、そういったも

のを上げることで働き方改革を達成できるというふうなものがあれば、それ

についても検討させていただきたいと思います。  

  スクール・サポート・スタッフの拡充の話なんですけれども、確かに現場

の声ということでかなり継続していただきたいというご意見は頂戴している

ところなんですけれども、今年の例で申し上げますと、１校に１人ではなく

て複数を配置している。大規模校には、複数を配置しているケースがござい

ます。  

  ただ、今年の例で申し上げますと、国の交付金がいただけた関係がありま

して、かなり充実したスタッフの確保ができたところなんですけれども、来
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年度以降はちょっとその予算のほうが流動的な部分がございまして、これか

らもちろん来年度の予算について財政当局と協議をするんですけれども、拡

充ということはちょっと難しそうな状況ではございます。なるべく配置でき

ない学校が出ないような形で考えていければなというふうに今の段階では考

えているところです。  

  以上です。  

○貞広会長   はい、どうぞ。  

  保健体育課長。  

○阿部保健体育課長   部活動に関して補足をさせていただきます。  

  まず、またご心配いただきまして本当にありがとうございます。  

  部活動につきましては、専門的指導者が不足しているような学校に、市の

ほうから部活動指導員、あるいは民間指導者という形で派遣をさせていただ

きまして、学校のほうで生徒の指導に当たっていただいている現状がござい

ます。こちらの登録のほうを職種でやらせていただいておりますので、もし

かすると既にスポーツ推進委員という立場の方にご協力いただいているかも

しれないという現状がございます。  

  今後でございますけれども、学校が必要としている種目ということと、ご

協力いただける種目のマッチングということはあろうかと思うんですけれど

も、ご協力いただけるという場合には、こちらとしてもぜひ積極的に検討さ

せていただ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。  

  以上でございます。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  場の空気を読んで、相当抑制的に時間配分にご協力をいただいているよう

に思います。恐らく委員の方々まだご意見等あろうかと思いますので、それ

は事務局のほうにお伝えいただければと思います。  

  また、ちょっと個人的な意見になってしまいますけれども、江藤委員がお

っしゃった全国平均をベンチマークとして本当にいいのかという問題は、実

は議題（２）に通底する問題で、できればそちらのほうでも引き取っていた

だければと思っているところです。  

  では、申し訳ございませんが、こちらで一旦切上げさせていただきまし

て、次に移らせていただきたいと思います。  

  議題（２）第３次学校教育推進計画について、まず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   教育改革推進課の片見でございま

す。どうぞよろしくお願いします。  

  お手元の資料２をご覧ください。  

  前回の審議会で皆様のご意見を踏まえまして、学校教育推進計画の骨子

（案）というものをおつくりさせていただいております。  
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  本日は、委員の皆様からできる限りご意見をいただけるよう、資料を事前

にお送りさせていただきましたので、私からの説明は恐縮ですけれども、ご

くごく簡単なものとさせていただければと思います。  

  前回の資料から大きく変わった点だったり、特にご議論いただきたい点を

中心に説明させていただきます。  

  では、資料２、まず、４ページをお開きください。  

  現状と課題ということで、前回の資料では、（１）の全体評価だけを掲載

させていただきましたが、今回は（２）各成果指標の状況についても細かく

掲載をさせていただいております。その状況が１２ページまで続くという形

になっております。  

  それから、１３ページからでございますけれども、保護者や教職員の意識

についてというところでございまして、保護者、教職員にアンケートを取り

ましたので、その結果のほうを掲載させていただいております。  

  １４ページから最近の子供の印象だったり、１６ページ、特に子供に必要

だと思われる資質・能力、１８ページは、今後の学校教育施策で重要だと思

うものについて、こうしたところについてアンケートの結果を掲載させてい

ただいております。  

  次に、２２ページをご覧ください。  

  第３次計画が目指す学校教育の姿という内容を、この１ページでまとめさ

せていただいております。前回の会議では、少しこの内容が国の方針になっ

てしまっているというようなご指摘もいただきまして、今お話ししました現

状だったり、保護者等のアンケートを踏まえて、千葉市の状況を踏まえたも

のに書き直しております。特に丸の３つ目以降の部分を書き直した部分でご

ざいます。こちらについてぜひご意見をいただければと思います。  

  続きまして、２６ページ以降が各論の部分でございます。  

  ２８ページをお開きください。  

  前回の資料では、この２８ページでいえば、上半分の文章の部分だけでし

たけれども、今回、このそれぞれの文章、このページでいえば、左のほうに

方針Ａ、方針Ｂ、方針Ｃというふうに四角で書いておりますけれども、それ

ぞれの文章を方針Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというふうに振りまして、それぞれの方針

の内容が達成されているかどうかを真に適切に表すことができるものとなる

ように、それぞれ成果指標というものを検討しまして記載しております。  

  その際、現在調査を行っているものに限定せずに、本当にどういう指標を

設定すればいいのかという観点で検討させていただいているものです。こち

らの各指標についても、ぜひご意見をいただければと思います。  

  表紙に戻っていただきまして、この表紙の「副題は検討中」と書いてある

んですけれども、これは普及啓発をこれから明確に定めたら積極的にやって

いきたいというお話をさせていただきましたが、その普及啓発に有効となる
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ような、できれば短くて計画のポイントを表現することができるようなキャ

ッチーな副題をつけられればと思っておりまして、ぜひよいアイデアがあれ

ば、皆様からいただければと思っております。  

  今後の本計画についてのスケジュールですけれども、本日のご意見も踏ま

えましてブラッシュアップするとともに、来年は具体的な施策でアクション

プランの検討にも進んでいきたいと思っております。  

  本日は、ぜひご忌憚のない意見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   どうもありがとうございます。  

  前回のものよりも、さらにかなり加筆されたものになっているというご説

明でございました。現状分析についても、データが付き、保護者、教職員の

意識調査の結果が添付され、かつ第３次計画が目指す学校の姿について、千

葉市の現状を踏まえた上で、市独自の学校教育の姿を意識して加筆されたと

いうこと、それと実際にこの計画をどこまで進捗、また効果を上げているの

かということを検証する成果指標について具体的に提示されていると、この

あたりが新しくなった部分というご説明でございました。  

  整理いたしますと、まず１番、ちょっと前回からのおみやげというか宿題

になっている副題、市民の方々に注目していただけるような副題について、

２２ページ以降、第３次計画が目指す学校の姿の内容について、２６ページ

から新たに加えました成果指標の内容について、本当に真に評価できるもの

になっているかどうかということについて、特にご意見をいただきたいとい

うのが事務局のご意向でございます。この点は本日の中心となる議題でござ

いますので、皆様から多くのご意見をいただきたいと思います。  

  どなたからでも結構です。ご意見やご質問がある方、名札を立てていただ

ければと思います。  

  では、神尾委員、どうぞお願いいたします。  

○神尾委員   よろしくお願いします。  

  まず、副題は一生懸命考えたんですが、千葉県のほうに「ちばっ子プラ

ン」というのがあって、それよりいいものが今のところありません。「千葉

市教育プラン」ぐらいしかないと、ほかにはあまり考えられませんでした。  

  次は、成果指標と参考指標がこれでいいのかということについて考えた結

果というか、自分の意見を申し上げます。  

  前回、私が確かな学力の項についてもっと整理していただけたらとお願い

しましたら、本当に整理していただけて、しかも成果指標が、国研（国立教

育政策研究所）が令和３年度の全国学力・学習状況調査の質問紙等のクロス

集計の結果を出している箇所、主体的・対話的で深い学びに関する質問にと

てもいいと答えたものと高い学力との相関があるという箇所が、全部指標に

当てはまっていたので、確かに学力のほうはよく考えてくださったんだな
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と。ですが、先ほどから見て豊かな心の育成のところは、ずっと私、ひっか

かっているところがあります。不勉強で、質問も兼ねてさせていただきま

す。  

  ３１ページです。  

  まず、方針のＤ、Ｅ、Ｆはどれも似たようなものなので、成果指標のどれ

がどこに合うというような感じで捉えられませんでした。前回、ここは規範

意識と挑戦心、達成感みたいなことで成果を図ったと思います。指標のＤ－

１で「『自分にはよいところがある』と思う」と答えた児童生徒というとこ

ろは、自己有用感、肯定感から来ていると思うんですが、「『いじめはどん

な理由があってもいけない』と思う」児童生徒の割合は前回の見直しの結果

新たに入れられたのに、これが今回取られて変わっているというのが、どう

したのかなと、ちょっと分からなかったところです。  

  思いやりの心とかありますけれども、「『いじめはどんな理由があっても

いけない』と思う」というのはずっとやってきた指標ですし、これがあった

上に現在新たな成果指標とか参考指標があるので、必要なんじゃないかなと

思いました。  

  逆に、Ｄ－１の②の、これも令和３年度に新たに全国学テの質問紙に入っ

た項目だと思うんですが、「家にはどれくらい本があるか」という問いに１

００冊以上と答えた児童生徒の割合を指標にしてあるんですが、このクロス

集計の結果は学力との相関はあったんですが、豊かな心に結びつく指標とは

ちょっと残念ながら理解できなかったので、逆に「いじめはいけないと思

う」の指標のほうを入れていただきたく思います。  

  ほかにも多々あるんですが、時間の関係で今これだけにしておきます。あ

りがとうございました。  

○貞広会長   特に、３１ページからなる豊かな心の育成の成果指標につい

て、前回との入替えも含めてこう入れ替わったものが適切なのかどうかとい

うことだと思います。  

  お三方ぐらいにご質問いただいて、まとめてお答えをいただきたいと思い

ます。  

  では、次に、中村委員、お願いいたします。  

○中村委員   私も今の神尾委員の意見のような、要するにこのアンケート調

査というのは、何かいまいち具体性が感じられなくて、多分我々の業界用語

に、生活の質を、クオリティーオブライフ聞くときに、どのような形で聞く

かによって答えが変わっちゃうんですよね。  

  ですから、この辺はもうちょっとブラッシュアップしていかないとまずい

んじゃないか、やはり具体性をもうちょっと持たせて、さっき神尾委員がお

っしゃったようなことを直していかなくちゃいけない。  

  私がちょっと質問したいのは、１週間の総運動時間が、失礼、施策方針Ｇ
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－２ですか、「１週間の総運動時間が６０分以上の割合」と、この辺の運動

に絡むところで、事例質問で、要するに運動に関しては二極化しているんじ

ゃないかというちょっと質問しましたら、やはり二極化しているということ

で、特に男の子に関しては、二極化の運動することが多い児童生徒に関して

は、やはり運動障害が出やすい。  

  日本の場合、割とサッカーならサッカー、野球なら野球と他の種目をやら

せないというか、やると何か仲間外れになるような、これは本来、成長期と

考えると、神経発達考えると、いろいろな種目やるべきなんですよね。同じ

スポーツやっていると、障害が出やすい。  

  ですから、やり過ぎる子に対してのケアですか、そういったものが必要に

なるんじゃないか。  

  あと女の子の場合に、特に女性の場合、貯骨というのは大体思春期から２

０か２５ぐらいまでなんで、その間にしっかり運動させなくちゃいけないん

ですけれども、そこで運動習慣が少ない子たちに対しての働きかけを何かさ

れているのかとか。  

  私、今日資料として用意していただいた、これが私、ある中学校で５年間

子供たちの骨量の経過を見たことがあるんですけれども、やはり文科系の子

で運動習慣を持たない子というのは、本当に骨がなかなか増えない。やはり

それじゃまずいんじゃないか。  

  結局、ただ若い頃は骨がなんてことを考えないですよね、結局年取って閉

経してから考える。日本人は仙骨が非常に弱いんですね。だから、女性の椎

体がつぶれることでロコモになりやすいと、そういうことがありますので、

これはぜひ小・中学校の段階で指導しなくちゃいけない。  

  あとは実年齢、骨年齢の違いというのをよく理解した上での指導というの

が必要であるというのは、実年齢と骨年齢というのは６歳ぐらい違うんです

よね。ですから、同じ中学校１年生見ても、小学校４年生ぐらいの子もいれ

ば、小学校３年生、あるいは高校１年生の子もいる。同じ指導をしていいの

かというところを理解しながら指導していかないと、これ十把一絡げで同じ

ような指導をしているとまずいです。  

  以上です。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  ちょっと前段の部活動のありようの問題とも関連するご質問だったなと思

います。子供の体のことですので非常に重要なご指摘かと思います。  

  では、笹口委員、お願いいたします。  

○笹口委員   笹口でございます。  

  まず、副題についてですが、「未来を拓くちばっ子」の「ちばっ子」とい

う言葉は県の方でも使われているので、見直しをということですけれども、

何々っ子という表現は、うちの隣の小学校でも、小学校の名前をつけて何々
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っ子というように、とてもよく使われていて、また、ここで「ちばっ子」か

というふうに、どうもまたかという感じが否めませんでした。やはりこれか

ら新しい計画を作ろうということですので、従来から使い古された言い回し

はどうなのかなと思いました。  

  では、どんな言葉があるのかと言われると非常に困るんですけれども、先

ほどちょっと思いつきましたのが、「千葉市の子ども  未来づくりプラン」

というのを考えました。…自分でもあまりよい出来だとは思っていないんで

すけれども。  

  それから、２２ページについてですが、表現の仕方ということかもしれな

いんですけれども、「「予測困難な時代」であると言われるが、新型コロナ

ウイルス感染症により一層先行き不透明となる中」という書き方をしていま

す。これはまさしく今現時点で書かれるのであれば、非常にタイムリーだと

は思うのですが、この計画が２年先、３年先、１０年先で、途中に見直しが

あるのかは分かりませんが、多分こうした表現というのは、すぐ時代遅れに

なってしまうのではないか。そのときにどうするのかなというのがちょっと

気になります。  

  「新型コロナウイルス感染症により一層先行き不透明となる中」というよ

うな言い方でなくして、例えば「令和２年度におけるコロナのまん延等」の

ように例示としてこんなことがあったけれどものような、そんな言い方をす

れば、割と息長く使えるのではないかというふうに思いました。  

  それから、神尾委員さんがおっしゃったことと似ているんですけれども、

１つには、やはり自己肯定感、自己有用感の高い子に育てるということがと

ても大事ではないか。要するに他人と比較してどうというのではなくて、も

っと自分自身に自信を持てる子供に育てるということが、教育の目指すべき

姿ではないかというふうに思いました。  

  さらに、いじめ問題についてはここで全く触れられていないようですけれ

ども、やはり現在の喫緊の問題であり、そして将来的にもきっとなくならな

い問題であるいじめをどうにかしてなくさなければいけない。そのことを、

現状を踏まえた上でこれからのあるべき方向性を示すという意味で、表現す

べきではないかというふうに考えました。  

  以上です。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  では、お三方にご意見いただきましたので、一旦事務局にお返しして、そ

の後、また小池委員にご意見をいただきたいと思います。  

  特に、アンケートで豊かな心を抽出できるのかという問題というのは、す

ごく難しいことだと思うんですけれども、現時点でのお答えで結構ですの

で、お願いできますでしょうか。  

  樋口教育指導課長、お願いいたします。  
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○樋口教育指導課長   教育指導課でございます。  

  ご質問ありがとうございます。  

  私のほうからは、神尾委員、それから笹口委員からご指摘のありました３

１ページ、豊かな心の育成についてお答えします。  

  豊かな心の育成については、コミュニケーション能力ですとか、他人を思

いやる心はもちろん重要ですが、その基盤となるのが自己肯定感であると捉

えました。  

  また、千葉市の子供たちの実態として、自分に自信の持てない、つまり自

己肯定感の低い子供たちが多いという実態があり、そこに着目したことが１

つ、それからもう一つは、千葉市の目指す子供像であります「夢と思いやり

の心を持ってチャンレンジする」子供というところで、自己肯定感を持ち、

最終的には夢に向かって進んでいく、そういった姿が豊かな心であるととら

えています。  

  例えば、方針Ｄは、自己肯定感を主としたもの、それから方針Ｅは、主体

的な自己肯定感に基づく主体的な行動を主としたもの、さらに方針Ｆは、そ

のＤとＥに基づき夢を持ち進むことができる子供、そういったところをイメ

ージして作成をいたしました。  

  ご指摘いただいた、家にはどのくらいの本があるかという指標について

は、環境が人をつくるではないですが、家に読書環境が整っているというこ

とは、子供たちの知識量も多いだろう、それに伴って自分に自信が持てるの

ではないかというように考えたのですが、この審議会に至る前の幹事会で

も、この指標は行動に結びつかない指標ではないかというご指摘もいただき

まして、これについては、検討が必要だと考えているところです。  

  さらに、ご指摘いただいた、思いやりがどうなのか、あるいは他人とのコ

ミュニケーション能力はどうなのか、そういったところに直結する指標は、

やはり設定していく必要があると考えます。いじめの指標についても、ご指

摘の点を踏まえて検討してまいりたいと思います。  

  以上でございます。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  次は、どちらですか、保健体育課長、お願いします。  

○阿部保健体育課長   保健体育課長でございます。  

  中村委員からご意見を頂戴いたしました運動についてですけれども、こち

らの総運動時間に関しましては、小学校については大体１００分前後を頂点

としてなだらかに下がっていくというようなグラフになっております。  

  これにつきましては、小学校は教科休みが、時間が中学校より広く取られ

ているということがありまして、外で縄跳びをやったり、ランニングをやっ

たりというような運動、様々な運動を取り入れて、子供たちに体を動かすと

いうことを各小学校でやっている、その成果だというふうに考えておりま
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す。  

  また、中学校につきましては、中村委員がおっしゃったように、二極化と

いうのが現実的な課題になっておりまして、特に女子の場合はゼロ分という

子供が非常に多いという現状があります。  

  一方で、部活動等をやっている女子生徒については、かなりの時間運動を

行っているというような現状がありますので、１つ目の課題といたしまして

は、中学生の女子に、どのように運動を子供たちにさせているかということ

を１つの課題というふうに我々は捉えておりまして、もう一つは、男女共に

運動部活動に入っておるお子さんもおるという中で、委員のおっしゃったよ

うに、やはりスポーツをやることによって障害が発生するということは、非

常に大きな課題というふうに考えております。  

  我々といたしましても、部活動のガイドライン等作成いたしまして、前に

比べると休養時間、休養日数等も増えている。あるいは練習時間等も短く抑

えられているというようなことはありますけれども、運動を通じて障害とい

うことにつながらないように、学校とともに考えていかなければならない、

この２つの課題をもって対応に当たっていきたいというふうに考えておりま

す。  

  以上でございます。  

○貞広会長   よろしいでしょうか。  

  片見教育改革推進課長、どうぞ。  

○片見学校教育部参事教育改革推進課長   私からは、笹口委員にいただいた

ご意見、まず副題のご提案ありがとうございます。  

  また、２２ページの文章の新型コロナの部分につきましては、いただいた

ご意見も踏まえて修正を検討したいと思います。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  それぞれの委員、引き取っていただけるということですので、よろしくお

願いいたします。  

  では、次、小池委員、お願いいたします。  

  小池委員、その後、阿部委員と続きます。  

○小池委員   前回より非常に読みやすくなって、全体像が明らかな計画にな

ってきているなと思いました。  

  その上で意見を申し上げたいところがあるのですが、それは今回、各論が

出てきて、我々これを見てしまうと、ここにあるものをベースにいろいろな

ことを考えますけれども、この中に書かれていないことというのはないか、

漏れていることはないかというふうにちょっと視点を変えてみたいのです。

やはり気になるのは、さっきコロナの話が出たのですけれども、コロナの経

験を計画にどうやって生かしていくかということです。私自身考えても、な

かなか結論が出ていないところなんです。  
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  コロナに関わって、学校の安心・安全というところに、衛生的なという施

策の方針が出ているので、入れ込んでいるのかなとも思うんですけれども、

私はコロナのときにやはり一番ショックだったのは、国の方針で全国ほとん

ど一斉に学校が休校になった。子供たちも先生方も非常に大変な思いをした

という、このことです。  

  施策として考える際には、家庭でのリモート学習などに非常に課題が残っ

たんじゃないかなと思っています。今、端末が配られても、家庭に持ち帰っ

ているのは全国で半分ぐらいということで、学校だけの利用にとどまってい

る。また同じようなことがあったときに、家庭で子供たちがせっかくある端

末を使って学校との間でリモートの学習ができるように、長期的な視点で計

画をつくっていったほうがいいんじゃないか。  

  同じことは起こってほしくないんですけれども、何か大きな災害やこうい

った疫病みたいなものがあったときに、学校が全体で一度ストップしたとき

にも、教育の機会を何とか保障できるようなことを考えたらどうか。  

  そう考えてみると、今は、学校でのＩＣＴのこととかいろいろ書き込まれ

てはいるんですけれども、もっともっと大風呂敷を、これは計画ですから広

げて、家庭からリモートでの学習ができるような体制をつくっていくための

準備を、このような計画の中に入れ込んでみてはどうかということが唯一私

の思いついた案なんです。  

  ですから、そういったことも含めて書かれていなかったことということ

で、コロナのことをどうここに入れるのかというのを検討していただければ

と思いました。  

  以上です。  

○貞広会長   教訓を次の時代に生かすという視点からご意見いただきまし

た。  

  では、次、阿部委員、その後、篠田委員にご意見をいただいて、また一旦

事務局にお返しします。その後、江藤委員、中村委員の順番でまたご意見を

いただきたいと思います。  

  では、阿部委員、どうぞ。  

○阿部委員   ２点あります。  

  ２９ページのＩＣＴの質問のところです。「学校で、他の友達と意見交換

したり」というところなんですが、この数値という割合が何を指し示してい

るかということが知りたいんですが、恐らくほぼ毎日使っているという回答

と、週１回以上という回答を合算したのかなというふうに思うんですが、そ

れはそれでもいいんですが、ちょっとひと昔前とは違うのは、週１回ＩＣＴ

を使うという状況と、手元にタブレットがあって毎日使う状況というのは、

かなり違うものだというふうに個人的になっていると思いますので、それを

まとめてよいのかどうかというところが気になっております。  
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  もう１点が、３８ページの、すみません、先ほどの議題と関連するところ

なんですけれども、「勤務時間を除く在校等の割合」というところなんです

が、この評価をする際の気になっていることは、退勤時間のチェックなどを

すると思うんですけれども、それが形骸化というか、本当に正確な数値を出

しているのかどうかということが気になります。規定の数字以上になったと

きに、何かデータみたいなそういうものがあるのか、それを避けるためにあ

えて正確な数字を回答しないということがあるのかどうかということです。

そういうことが気になっております。そうでなければいいんですけれども。  

  一方で、正確な数値を出すために、逆に負担が増えるというのは本意では

ないんですけれども、ちゃんと働き方改革をしようというときに、なあなあ

であったらまずいなと思いますので、そうでなかったらいいやということ

と、そうである場合に何かお考えはあるのかということが知りたいです。  

  以上でございます。  

○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   篠田です。  

  幾つかあるんですが、すみません、副題のところでちょっとぜひ考えたい

なというところはあるんですけれども、ここというのは誰に一番伝えたいと

いうか、誰の意識に残したいのかなというところで、ちょっと使うワードだ

とか、キャッチーの仕方が変わってくるかなというところがあるので、親御

さんとか、そういった世代なのか、それとも本当に幅広くの方なのか、そう

いったところでちょっと使う言葉を考えたりということができるかなと思っ

たので、ちょっとそのあたり詳しくお伺いしたいところです。  

  あとは、３１ページの自己肯定感のところで、同じくほとんどのところは

思ったところではあるんですけれども、自己肯定感で学校だけの中で養われ

るものでもないのかなという認識があって、例えば家庭での対応だとか、家

庭、どういうふうに親子関係が築かれているのとか、そういったところのア

ンケートもしてみると、学校だけではなく家庭にも課題があったりとか、そ

ういったところが見えてくるのかなと思いました。  

  あとは、ここのＥのところで、多様性というところでいじめとか、原因が

何なのかいろいろあると思うんですけれども、自分と違うだとか、人と違う

ことへの理解が低かったりすると、やはりちょっと攻撃というか、除外しよ

とする意識が出てきちゃったりとかあるのかなというのも思ったので、何か

多様性がどの程度理解度が進んでいるかだとか、それに対しての取組が行わ

れているかとか、そういったところも指標にすると、ここではなく最後のい

じめの対応のところになってくるのかもしれないんですが、４３ページのと

ころですかね、というのを思いました。  

  あと最後に、３８ページの教職員の方の働き方のところで、前半の働き方
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改革のところでもお時間があれば話したかったなというのがあったんですけ

れども、時間もそうだと思うんですけれども、先生方の意識の変化というの

はすごく重要かなと思っていて、企業でも長時間労働の対応として時間はも

ちろん見ているんですけれども、時間を短くするためにかなり生産性を高く

する意識だとか、何かそういったところがすごく重要で、それがあるとない

とでは成果が全然違ってくるということが私たちの会社でも起こったので、

何かそのあたり意識の変化がどれだけ変わって、先生方も工夫を凝らしたり

だとか、そういったことができたのかというところの指標も見られると、よ

りいい実情としてどうかというところが見られるのかなと思いました。あり

がとうございます。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  では、今ここまでのお三方のご意見、ご質問に一旦事務局にお返ししたい

と思いますが、どなたからご回答くださいますか。  

  では、片見教育改革推進課長、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   様々なご意見ありがとうございま

す。  

  私から、まずリモート学習等などコロナの経験を生かしてというところに

つきましては、どこかに入れ込めるように検討したいと思っております。  

  例えば３９ページの魅力ある教育環境のところに、入れられないかなとか

今ちょっと考えていたところです。  

  それから、篠田委員からいただきましたこの計画を誰に伝えたいかという

ことについては、まずはこの教育を行う主体である教職員の方々、そして客

体である保護者の方や実際に教育を受ける子供たちにもというところもある

と思いますので、そうしたところを中心に、またプラスしてやはり市民の皆

様にできるだけ広くというところも次に来る部分かなと思っております。  

  以上です。  

○貞広会長   いかがでしょうか。  

  教育指導課長、お願いいたします。  

○樋口教育指導課長   ２９ページのＩＣＴ機器の活用に関する成果指標の件

です。これにつきましては、質問が小学校６年生については、昨年度の５年

生までに受けた授業で、コンピュータなどのＩＣＴをどの程度活用しました

か、中学３年生については、中学１年生までにどれぐらい活用しましたか、

そしてその中で、ほぼ毎日、週１回以上、と回答した児童生徒の割合を合計

したものになっております。  

  つまり、１人１台端末本格運用をした今年度の内容ではなく、前年度まで

どのように活用していたかという質問になっておりますので、若干低い数値

になっているところです。  

  ここに関しては、本年度１人１台端末が本格運用始まりましたので、ほぼ
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毎日使っていくべきであると考えておりますので、この現状値を大きく上回

るような結果が出るような対応が必要であると考えています。  

  以上です。  

○貞広会長   そういう意味では、中間目標ですけれども、全国より上回って

いればいいという、他律的な指標の仕方で戦略としてはよろしいのかどうか

という問題もあろうかと思いますが、いかがでしょうか。  

  教育指導課長、お願いします。  

○樋口教育指導課長   あわせて、その部分についてお答えいたします。  

  他律的というふうにご指摘がありましたが、そのご指摘はおっしゃるとお

りかと思います。ここに関しては、先ほど申し上げましたように、飛躍的に

数値が伸びるものと想定しております。そして、全国も同様の伸びがあるか

というふうに思っております。  

  基本的には、中間目標は１００％であるべきと考えておりますが、この飛

躍的な伸びがどれぐらいかというところが想定しづらいところがありました

ので、まずは、全国の伸びを基準にしながら、それを上回るようなところを

目標にするというように考えたところです。  

○貞広会長   指標というのは、市の戦略があってここまで持っていくとい

う、そういうものだと思うんですね。私が意見を言うことではないんですけ

れども、私もここは違和感がありますし、阿部委員がおっしゃったことも恐

らく重なる部分があると思いますので、ほかのものも含めて市の戦略として

どこまで頑張って持っていくかということなんじゃないかなと思います。  

  すみません、会長なのにあまり発言しちゃいけないんですけれども、ほか

のご回答よろしいですか。  

  渡邊教育職員課担当課長、お願いします。  

○渡邊教育職員課担当課長   阿部委員のご心配いただいている退勤時間の正

確な数字を把握されているのかというご質問ですが、ご心配いただいたよう

な懸念というのは一部あるかなと思っておりまして、先ほどの議題になって

いる働き方改革プランの骨子の５ページに記載があるのですが、教職員アン

ケートを今回、プランの改訂に当たってさせていただいたところ、在校等時

間の記録については、平日はほぼ正確に記録できている一方で、週休日の記

録というのが正確なものになっていないといった回答が多く認められている

状況になっております。  

  過重労働の対象にならないように調整しているという回答も散見されてお

りますので、在校等時間の正確な記録というのは、業務量の把握や今後の取

組について考えていく、前提となるものだと認識しておりますので、まずは

在校等時間を正確に時間を記録していただけるように、周知定着を図る取組

を進めてまいりたいと思っております。  

○貞広会長   あと篠田委員からお示しいただきました意識改革についての調
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査も必要なのではないか、そういう点いかがでしょうか。  

○渡邊教育職員課担当課長   篠田委員からご指摘いただきました意識の変化

についての質問なんですけれども、たまたま同じページの５ページの中段以

降のところでアンケート結果を取っておりまして、それを見ますと、まず、

在校時間の長さについて課題認識をしている教職員が８８％おりまして、そ

れとともに自身が業務を行うに当たり、働き方改革を意識できているという

職員が、まあまあ意識できているという職員も含めて、合わせて７割以上い

る状況でございます。  

  ただ、意識できない、できていないという職員もまだ２４％いますので、

引き続き啓発が必要かと思っております。  

○貞広会長   これ、篠田委員がおっしゃった意識というのは、早く帰ろうと

いうよりも短時間で生産性を上げようという意識、そうですよね。ちょっと

恐らくこの質問とは若干違っているんじゃないかと思うんですけれども、も

し補足ありましたらいいですか。  

○篠田委員   そうですね、多分単に時間を短縮するのではなくて、今やって

いることをいかに工夫だったりだとか、よりいいものにする、さらに時間は

短くするみたいな、内容は質を上げて時間は短くみたいなところの意識なの

で、改革しなきゃいけない意識はあるというよりは、もう一個踏み込んだ意

識の改革ですかね、何と言ったらいいんでしょう、そうですね、もうちょっ

とこう……  

○貞広会長   質的な感じですね。  

○篠田委員   そうですね。  

○貞広会長   時間というよりも。  

○篠田委員   抜本的にどこに課題があって何を解決しないといけないのかま

で踏み込めて、意識をして実際にできているかみたいなところまでできてい

るかでないと、結構気持ち的にはあるよということではなくて、実践的かと

いうところをもうちょっと取れたらいいのかなと思います。そこへの資料も

もしかしたら必要だったりとか、改革案みたいなものも具体的なものが必要

だったりするのかもしれないです。  

○貞広会長   学校の働き方改革は、まだ本当に始まったところぐらいな段階

ですが、次のステップで篠田委員のご意見のようなものが必要なんだと思い

ます。  

  また、これは、前段で小池委員がおっしゃった現場の力量を高めていくこ

とによって、ということも関連することかと思います。質問紙自体が啓蒙を

促していくということもあろうかと思いますので、今後引き取って考えてい

ただければと思います。  

  おおむねよろしいでしょうか。  

  では……  



25 

 

○貞広会長   鶴岡学校教育部長、お願いします。  

○鶴岡学校教育部長   阿部委員のほうからＩＣＴ活用の話があったときに、

または皆さんからのご意見を聞きながら、とにかく今、ＧＩＧＡスクール構

想の関係で１人１台タブレットが配給され、そしてそれを何とか使わなけれ

ばならないという思いでこの資料をつくっている段階なので、この２９ペー

ジのところにあります、何とか活用しよう、活用しようという思いが強過ぎ

て、この指標ができたと反省しているところでございます。  

  何が言いたいかというと、この計画が完成する頃にはやはりもうＩＣＴ使

って当たり前の世界になっているのと、それが目標ではなく、使ったからい

い、何に使ったからいいではなく、どのように使ったのかや、どう使って、

どう成果が出たのかとかを、求めるような指標にしなければならないと思い

ますので、そこも含めて検討させていただけたらと思います。  

  以上です。  

○貞広会長   ぜひそのようによろしくお願いいたします。  

  では、一旦また委員の方々にご意見をいただこうと思います。  

  次に、江藤委員、そして中村委員の順番でお願いいたします。  

○江藤委員   ありがとうございます。  

  この保護者への意識調査というのがありまして、子供の印象とそれからど

のような決め方、おとなしいかとか書いてあって、大変いろいろな要望があ

って、その項目に大変だなと思うわけなんですが、一方で、１２ページの地

域社会全体で子供の成長を支えるというところの実績というところでいく

と、極めて低い数字になっていると。何かこの政策の中で取り込めるとか、

具体的に何か施策に落とし込めるかというと、ちょっと難しいかなと思うの

で発言するんですが、私、小売りにいるので、例えば２０年前とかにお父さ

んが運動会に行く、ほとんど無理だったんです。誰も行かなかった。日曜日

休めないので、誰も運動会とか行かなかったんですけれども、子供の運動会

に行くお父さんがほとんどいなかったんです。  

  でも、今は時代が変わって、日曜日も休んで運動会とか、学校行事に参加

するようになっていますけれども、それでもまだまだやはり学校の働き方改

革が進まないのと同様に、企業の考え方がなかなか進んでいなくて、そうい

う本当に親が子供の教育に関与できる時間がどれぐらいあるのかと言われる

と、結構これクエスチョンだと思うんですね。  

  先ほど篠田委員が言われたように、家庭というか、教員にすごくあれもや

ってくれ、これもやってくれと言って、教員の働き方改革が進まないという

面も一面あるのかなと思うと、子育てされている方に怒られるかもしれない

んですけれども、では、家庭での子供の教育というのは、すごくもっともっ

とどこまで関与しているのかとなると、企業側の働き方改革もすごく重要

で、あとは先ほどから前段で、皆さんから地域にいろいろボランティアでお
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願いするとか、サポートをお願いするとかという本当に市域とか、いろいろ

な人たちが一体になって子供を育てていくんだというような、その中で親の

責任というのはすごく大きいというか、情操教育とか、子供のこういうとこ

ろに相談していますかとか、いや、それは親もやっている、この人もやられ

ていると思うけれども、では、親の責任というのはどこにあるのかなと考え

ると、少し議論が内向きなところも少し感じられていて、教育というだけに

とどまらず、では、外にどう働きかけていって、どう巻き込んでいくと、よ

りよい教育が子供に提供できるみたいなことを市の行政と何か連携してやる

とか、あとはそこからさらに国の施策として働きかけたいからやりましょう

ということもあるわけですから、何か外にこの中で施策を掲げていくという

ことも大事な一方で、外にもっと打って出るというか、どうやって巻き込ん

で、教師も楽しい、子供は当たり前に育つという、そういう考え方できない

かな。  

  すごく長期的な話で何か漠然として大変恐縮なんですが、そういうふうに

この施策を見ていて、細かいことを決めていかなきゃならない一方で、すご

くちょっと延伸力をきかせた大きいところも一緒にやっていかないと、なか

なか進まないというか、じゃないかなというふうにちょっと思ったので、意

見というところが大きくなりますけれども、発言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。  

  もしかしたら、教育委員会は教育専業なのでという受け止めをされている

方もいらっしゃるかと思いますけれども、今のご意見は恐らく応援ですの

で、ぜひ巻き込むような形でという、何というんですかね、私たちも一緒に

やりますからという応援をいただいたんだというふうに受け止めていただき

たいと思います。  

  では、中村委員、お願いいたします。  

○中村委員   副題についてなんですけれども、今の委員のお話とか、先ほど

の貞広会長のお話なんか聞くと、やはり千葉市の教育委員会がこうやってい

くぞというようなビジョンとして、ちょうど千葉市というのは日本の真ん中

で、房総半島の端っこにあるわけですけれども、そうじゃなくて、世界の真

ん中の中心にいる千葉市というぐらいの気持ちで、千葉市がこれから教育に

関してのこんなことをやっていくんだというふうなつもりのビジョンを打ち

上げてもらったらいいな。  

  そういう意味では、先ほど笹口委員のおっしゃったような、あれも１つの

名案かなと思いました。  

  それから、第３次計画の人工知能、ＡＩのあたりですけれども、やはり今

回コロナをきっかけに、我々の業界でも非対面におけるオンラインのいろい

ろな会議、講演とか非常に増えたんですけれども、やはり今後コロナ以外の
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感染症も当然多分グローバルなことも当然出てくるし、あとは災害も多分増

えてくるし、そういったときにオンラインというのは、絶対今後もっと活用

しなくちゃいけない。  

  その場合に先生方の負担軽減も考えると、先生方はウェブのあれを一人一

人考えるんじゃなくて、チームをつくっていただいて、専門委員会とか、先

生の中でつくっていただいて、例えば英語とか、国語とか、そういう１つの

ｅラインみたいなものをつくっていただいて、もちろんそれが全部授業をつ

ぶしちゃったらしようがないんで、２０分なりつくっていただいて、残りの

時間を先生が生徒たちとファシリテックすると。  

  要するに今後の教育と考えると、ティーチというものはもう今後駄目なの

で、やはりファシリティートとなると、かなり難しいですよね。先生の準備

時間と考えると、やはりある程度の模範授業みたいなものが活用できて、そ

の後で先生方がファシリテックするというふうな形だと、働き方改革にもつ

ながっていくんではないかと。  

  最終的にはこのｉＰａｄというのは今配られていますけれども、ｉＰａｄ

もそのうち、これ結構大きくて使いづらいんで、基本的にはそのうちスマホ

ベースでできるようなものじゃないと駄目じゃないかなと思います。  

  あとは朝食を欠食する児童生徒の割合とか、毎日の睡眠時間と関連してき

ますけれども、私も骨と運動能力を調べたときに、やはり生活習慣というの

を見たときに、テレビゲームであるとか、スマホによるテレビゲーム、そう

いうメンタルの時間が長いと、結局こういう欠食とか、睡眠時間短時間に結

びつくので、こういったスマホみたいなものはメンタルの異常とか、視力異

常に結びついてくるので、この辺に関しての働きかけというのをしっかりや

っていかないと、今後そういったそちらのほうの問題が出てくるのではない

かと思うので、その辺の働きかけも、先生方大変ですね、やることいっぱい

あって、と思います。  

○貞広会長   お二方に計画全体に関わるようなご意見をいただきました。  

  できれば、本日全ての委員からご意見をいただきたいと思っておりますの

で、これまで発言の時間がなかった方にご発言いただきたいと思います。  

  では、まず、江波戸委員、お願いいたします。  

○江波戸委員   江波戸です。  

  江藤委員とまた中村委員から保護者についてのお話が出たと思います。家

庭でのやはり指導、スマホだったり、そういったものもやはり親が管理しな

ければ、今の子供は持たせるとずっと見ます。なので、うちも時間に限られ

るようにして、時間になると何をしていてもぷちっと切れるようにしてはい

ます。それによってやはり子どもたちの時間がそういうものに奪われて、友

達と遊べる時間が削られたり、勉強する時間が削られたり、また、睡眠時間

が削られてしまう、こういう実態があり、あちこちから聞いております。  
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  やはり親が家庭でどうあるべきか、また、今の親というのは、本当に学校

の先生方にもう子供を預けたらそのまま的な親が実は多いと私も感じており

ます。その中で、先生方が、例えば何か問題がある子についてだったり、そ

れから不登校の子が増えております。実は私もそうでした。今行けるように

なったんです。ありがとうございます。  

  その中で、先生方の働き方改革のほうにも通じてしまうんですが、時間を

削って学校が終わってから家庭へ足を全部出ていただいたり、お電話で相談

していただいたりという時間を削っていただいていることに本当に感謝して

いるんですが、本当に先生方大変だなと毎日毎日感じております。  

  ぜひ保護者の方がきっかけ、すごく大変だと思うんです。いつもいつも、

今まで紙面でたくさんお手紙を出していただいて、それから今は「すぐー

る」というメール配信、こちらも使っていただいて、大分紙ベースが減って

きて、保護者も手に取ってその場で見られる状況にありますので、前よりは

目にする形になっていると思うんですが、ぜひいろいろな情報を「すぐー

る」を使って、どんどん保護者に発信していただけたらなと思っておりま

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。  

  それでは、どなたかご発言のない……まず、黒川委員にお願いいたしま

す。その後、原田委員、お願いします。  

○黒川委員   すごく整理されていて、非常に市民も読みやすいような形にな

っていると感じましたが、２２ページの部分だけどこか中教審答申のような

書き方になっている感じがします。学校教育の姿はどういうふうなことであ

るのかというタイトルで市民が読み始めたときに、社会はこうであるといっ

たところから始まっていく状況になっており、ここだけ見出しがないですよ

ね。  

  ですので、学校教育がこの期間に目指すべき姿というのは、後半のラスト

３つの丸の部分になると思いますので、その前の４つの丸については、社会

が抱えている背景や、子供の現状といったことを端的に示されている部分か

と思いますので、見出しつけて整理していただけると、市民の方も非常に理

解しやすいのではないでしょうか。  

  もう１点は、２８ページの方針Ｃのところで、自ら学習をする態度を育成

するプラスアルファで、多様な他者と協働して最適解を生みだすといったと

ころを育みたいと示されています。むしろここの最適解を育む、納得解を生

みだすということが、今回の目玉として千葉市教育委員会が打ち出している

なと理解したのですが、それを推しはかる指標といったものがないように感

じました。  

  ３０ページのところでは、自分で考えて自分から取り組んでいくといった

態度で推し量るという施策なのではないかと思ったのですが、子供たちが多
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様な他者と協力しての観点に関わる成果指標になるような何か指標はないか

なという点を読んでいて感じました。  

  あと個人的な研究関心からしますと、４１ページで、子供が安心・安全を

確保する危機管理マニュアルというものがありますが、改善・充実を目的と

した検討の実施率、これは検討した結果、うちの学校のマニュアルは十分な

危機管理マニュアルですので、改善するべき点はありませんでしたというこ

とでも検討はしているといったところで、改善・充実は上がっていくことに

なると思うのですが、もっと基本的なところで、危機管理マニュアルの中身

を実は知らないという教員がまだいらっしゃるのではないでしょうか。形と

して危機管理マニュアルはあるが、それは全教員がその中身を知っていると

いうことは別の話になります。校長が「学校保健安全法に基づく周知義務を

果たすために読んでおいてくださいね」と職務命令を発していても、読む時

間が見つからないという教員は、多分いらっしゃるのではないでしょうか。  

  市の教育委員会のほうから各学校側に、４月の職員会議の冒頭１５分で、

この危機管理マニュアルをお互いに読み合う時間を確保してくださいという

施策を打ち出している自治体があると聞いたことがあります。公立学校は、

異動してくる教員もいますので、一斉に読む時間があると、現場の先生も忙

しい中で時間が取れるのかなと思いました。  

  最後に、１点です。４２ページの情報モラル教育についてのところです

が、情報モラル教育が実施している割合というような成果指標が項目で上が

っていますが、これはどういうことを指しているのでしょうか。学校が教育

活動、教育実践として情報モラル教育をするといったことを千葉市教育委員

会として念頭に置いているのか、千葉市教育委員会が主体となって各千葉市

立の中学校の生徒会の役員生徒を集めてサミットをするというようなことを

想定しているのか。他市の活動では、市教委が主導となってそうしたことを

やっており、生徒会が学校に持ち帰って、こういうふうな形でみんなＳＮＳ

での誹謗中傷みたいなことを考え直しませんかというように子供たちの活動

に繋げて成果をあげるような活動をしている自治体もありますので、どのよ

うな活動を評価する予定であるのかが気になりました。以上です。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  成果指標の問題も含めて多岐にわたってご意見いただきました。  

  では、原田委員、お願いいたします。  

○原田委員   原田でございます。  

  皆様の意見を伺っていく中で、全体図のイメージ図が前回を踏まえた上で

検討していただいたと理解しました。  

  この図を生かし、さらに掘り下げていけないかと考えました。１つ目は、

千葉市だからこそを打ち出したほうがよいと中村委員もおっしゃってくださ

ったことです。その点は、３９ページの「魅力ある教育環境の方針Ｌ」に注
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目したいです。「本市では国に先駆けて少人数学級や少人数指導の実現や専

科指導の充実を進めてきたところである」と記載されています。先駆けたと

いうことは、もう既にやっているということになります。  

  そうすると、「こうした本市ならではの特色ある教育活動を充実させ」と

あるこの部分を、さらにどのように具体的に発展させるのか明示すること

が、千葉市の教育の１つとなるのではと考えました。  

  したがって、魅力あるというところを、千葉市としてどこをさらに発展さ

せているのかが文言で出て、あるいはもう計画されていて実際に準備されて

いるのかを明示する必要があると思います。  

  あわせて、黒川委員が述べた危機管理体制、危機予防については、前回、

私も安心についても取り上げていただけたらと意見を述べています。  

  安全というのは学校の環境で、安心な環境は、いじめや対人関係とも関連

しますが、居心地のいい学校環境とはどういう学校なのか、このようなこと

についても検討していただけたらと思っております。  

  ２点目は、先ほどから話題にあがる思いやりについてです。具体的に思い

やる、あたたかい心というのは一体どういうことなのかを考えていきたいと

思いました。  

  ３点目は、３１ページのご説明でも自己肯定感をベースとして育んでいけ

たらと話があった点についてです。これについては関連する言葉に自己肯定

感、自己抗力感、自尊感情がありますが、定義に基づかず、ばらばらに用い

られています。どの用語で考えていくのか統一した見解を持つことが大事だ

と考えます。自己肯定感は、自分のよさを認める、肯定することですが、日

本人の特性である謙遜、他人と比較して劣等感を持ち自分を否定しやすくな

る思春期の特性といったことを鑑みると、児童生徒が自分に苦手があって

も、自分のよさや得意なことに気づいて自己を受け入れていく中、キャリア

発達として大切な自己理解と結びつけられたらと思います。同時に他者を認

めて相手との関係性の中で思いやりを育む。このように考えると３１ページ

の方針Ｄの３行目は、自己肯定感をただ高く持てばいいのではなく、自尊感

情をほどよく獲得することが大切だと考えます。  

  以上から、あたたかい心や思いやりを育む、学力向上が書かれている、こ

れらを育むうえでベースとなる社会性・感情を育むことにアプローチする教

育が、千葉市の強みになる可能性があると考えます。学校教育活動における

社会性は、授業の言語活動、仲間との関係性構築、いじめを予防する上での

介入や援助を求めることにも通じます。そして、情報モラルでも相手を思い

やるやりとり、感情をコントロールすることは、対面とネット上のどちらで

も大事であることから、学校教育活動の中で大事な柱としてこれらをベース

に体系的・系統的につなぎ合わせていけるといいのではないかと思いまし

た。この図を上手に生かしていただけたらということで意見をまとめさせて
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いただきます。  

○貞広会長   どうもありがとうございます。  

  計画策定と指標設定のハードルがどんどん上がっています。ちょっと気が

遠くなってくるかもしれませんけれども、保坂委員、お願いいたします。  

○保坂委員   １点に絞ってお話ししたいと思います。阿部委員が触れられた

退勤時間のことなんですけれども、この時間は達成されるだろうなと私は思

っています。一方で、現職教員からの話では、どんどん朝出る時間が早くな

っていると。その時間はこの中に入っていないのではないか。そういう形骸

化が起きているということは、学校現場の方のほうがよくご存じだと思いま

す。それであえて働き方改革のところで発言しなかったんですけれども、こ

ちらの中期計画でいくと、３７ページの方針Ｋのところに働き方改革の推進

が取り上げられています。ここには３行目に、「教職員一人一人の心身の健

康保持」という言葉があるので、ぜひここで、この後、働き方プランが反映

されると書かれていることもあって、こういう数字はどうなんだろうと指摘

しておきます。  

  これは昨年も事前に教えていただいてこの会議で触れたんですけれども、

昨年度千葉市内の学校で３０日以上病気でお休みした先生というのは、１年

通して７３人いるんだそうです。休職者を合わせると１００人を超える。こ

の数というのは、全教員の２％を超えて全国平均を上回っています。ちなみ

に千葉市の不登校児童生徒もちょうど同じぐらいなんですけれども、そちら

はすごく注目されるんですけれども、教員が休んでいる実態は注目されませ

ん。  

  数値目標にせよとは言いませんが、この数字は当然、把握すべきものだと

考えます。もっと気になるのは、この７３人も昨年度お休みしていた先生が

いる。３０日以上も休めば、当然ピンチヒッターを立てることがルールで決

まっている。にもかかわらず、未配置が３２人、半分近い学校にきちんとし

たスタッフがそろっていない。育休取得者、産休取得者の数字もいただい

て、それに対して代替者が１００％じゃない数値もある。それを合わせる

と、病気で休んでいる先生、育児休暇で休んでいる先生、産休で休んでいる

先生の十分な補充がされていないという現状がある。  

  これはもう働き方改革以前の話ではないかと私は思います。中期目標の中

でそういった状態はいかがなものか。まずこれを十分保障するということに

教育委員会全体として取り組んでいただきたいなと思います。その結果とい

うのは、毎年文科省に報告している休職者の数とか、３０日以上の病休者の

数がどれだけ減っているのかということに反映されてしまうので、公表して

いるわけですから、そこでチェックができてしまう。  

  こういうチェックというのは、実測値、中村委員が出されたような身長と

か体重とか実際に計った実測値なので、保護者のアンケート結果も大事です
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し、児童生徒のアンケート結果も大事だと思うんですが、主観で答えている

そういう意識調査よりも確実にある数字、これをきちんと押さえていただき

たいと思います。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  こちら議会ではございませんので、１個１個全てにご答弁いただくという

よりも、最後に、副会長にご意見をいただいて、全体的に総合的に引き取っ

てコメントを最後に頂戴できればと思っておりますので、お願いいたしま

す。  

○奧山副会長    先ず最初に、前回の会議でも申し上げましたが、各委員の

様々な立場からいただくご意見は、とても貴重であると今回も実感しまし

た。  

  また、今回ご提案いただいた計画については、前回と比べてとても見やす

く、理解しやすい形式になってきたと思います。それでは、具体的な指標に

ついての意見を述べさせていただきます。  

   成果指標については、本計画は学校教育に係るものではありますが、人生

１００年時代といわれていますので、その基盤となる小・中、高校の時期

に、生涯続く習慣を形成することは重要であると思います。そこで、児童生

徒の運動時間や、むし歯のない者の割合という分りやすい指標とともに、運

動することが好きな者の割合や、歯磨きする習慣のある者の割合など将来に

つながるような指標もあってもいいのかなと思いました。生活面では、スマ

ホの長時間使用が心身の健康に及ぼす弊害が話題となっていますので、スマ

ホの使用状況などについての指標もあってもいいのかなと思います。  

  学校の危機管理では、教職員は毎年度人事異動で入れ替わるので、黒川委

員のご発言のように、マニュアルの検討の有無ではなく、年度当初の全教職

員によるマニュアルの確認について、１００％の実施率を目指して取り組ん

でいただく方が重要だと思います。  

  次に、本計画の中にも働き方改革の推進がありますので、そのことについ

ていくつか意見を述べたいと思います。先ず、先ほど学校行事の精選につい

ては、教育的効果の観点からなかなか進まない状況にある、とのことでした

が、行事そのものではなく、行事のための準備内容の削減や、時間の短縮な

ど指標を工夫するのも一案だと思います。  

  また、教職員のワークライフバランスの観点からも、在校時間の短縮だけ

ではなく、持ち帰りの仕事の有無などの視点も重要だと思います。  

  さらに、教職員の業務の中で教材研究や授業準備の占める割合が大きいこ

とに加え、近年新規採用者が多いことから、毎日の授業準備の効率化も重要

な視点であると思います。例えば、小学校の場合は基本的には全ての教科の

準備をしなければなりませんが、同じ学年を担当する教員で、教科を分担し

てパワーポイント等を使って学年共通のワークシートを作成することなど
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で、授業準備の効率化とともに、質の高い授業も期待できるのではないか、

と思います。  

  一方、行政サイドの取組としては、以前、私が学校業務の効率化を担当し

ていた時に、学校への各種調査について別の課から発出されている調査物を

調べ、内容的に重複しているものや、法的には毎年度実施しなくてもかまわ

ないものを洗い出したことがあります。結果的には若干削減できましたが、

新規の調査が始まるなど期待したほどの効果はありませんでした。ただ、洗

い出すことだけでも、行政サイドの意識改革には一定程度の効果はあると思

いました。ざっぱくですが、私の意見は以上です。  

○貞広会長   ありがとうございます。  

  副会長におかれましては、行政の経験も、学校の経験も長くていらっしゃ

るので、俯瞰的なコメントと具体的なご提案、多岐にわたっていただきまし

た。  

  それでは、ここまでのところで事務局から最後にコメントをいただきたい

と思いますが、どなたにコメントをいただけますでしょうか。  

  片見教育改革推進課長ですか、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   皆様方本当にいろいろなご意見を

いただきましてありがとうございます。総論的なものもあれば各論的なもの

も、本当に様々いただきまして、１個１個ずつ常に議論したいなぐらいな思

いを持ちました。  

  また、指標におきましても、成果指標を直す部分もあれば、参考指標を少

し工夫して対応すべき部分もあるかなというようなことを思ったりもいたし

ました。  

  いずれにしましても、この計画ができたときに関係する皆さんが、あ、こ

れを目指していけばいいんだというふうに分かっていただいて、実際の自分

の日々のアクションにつなげていけるような、そういったものをつくってい

きたいと思っておりますので、本日のご意見を踏まえ、ブラッシュアップし

ていきたいと思いますし、引き続きまたご意見のほどいただければと思いま

す。  

  どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。  

○貞広会長   ありがとうございました。  

  今、副会長から人生１００年時代というお話もありましたけれども、教育

は、自律的に生きていく大人を育成するものだというふうに考えますと、決

して学齢段階だけでおわるわけではなく、子供限定というよりも、例えば今

日、笹口委員から出たような未来を志向した計画であるとか、もう少し長期

的に一貫して子供を市民に育てていくというふうな視点もあってもいいとい

うようなご意見が複数の方からも出たように思います。  

  ただ、実際のキャッチーなコメントをここで集約できたかというと、申し
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訳ありません、私の力不足でなかなかそうはいきませんでしたが、次回次々

回ぐらいに出てくるのかなと皆さん期待しているところかと思いますので、

よろしくお願いいたします。ありがとうございます。  

  いずれにしましても、皆様方から今後に向けての貴重なご意見を頂戴いた

しました。まだまだ皆様のご意見を頂戴したいところでございますけれど

も、時間の関係で本日はここまでとさせていただきます。  

  また、事務局におかれましては、本日の各委員からの貴重なご意見を参考

に、さらに次期学校教育推進計画の練り上げを進めていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。  

  続きまして、最後、次第のその他について、事務局からご説明をお願いい

たします。  

○事務局   何点か事務連絡を申し上げます。  

  地下駐車場を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、そのまま机上においていただければ事

務局でお預かりします。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お手元の資料をフ

ァイルにとじたい場合は、資料をファイルに挟んでおいていただければ事務

局でファイルの最後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。  

  以上です。  

○貞広会長   ありがとうございました。  

  最後に、全体を通しまして何か委員の皆様からご意見ございますでしょう

か。  

  それでは、本日の議題は以上となります。  

  皆様のご協力によりまして、時間どおり議事を進めることができました。

また、貴重な意見を多岐にわたっていただくことができました。誠にありが

とうございます。  

  では、この後は事務局にお願いいたします。  

○田中企画課長補佐   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２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。  

 


