
 

 

 

令和４年度第１回千葉市学校教育審議会議事録 

 

１ 日時：令和４年７月２５日（月） １８時００分～２０時００分 

 

２ 場所：千葉ポートサイドタワー１２階 第一・第二会議室 

 

３ 出席者：  

（１）委員（１０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、江波戸正子委員、   

神尾祝子委員、黒川雅子委員、小池公夫委員、篠田ますみ委員、原田恵理子委員  

 

（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 

佐々木生涯学習部長、伊藤学校教育部参事兼教育改革推進課長  望月企画課長、  

吉田教育職員課長、栗和田学事課長、樋口教育指導課長、小田教育支援課長、

酒井保健体育課長、川名教育センター所長、久保木養護教育センター所長  

内海生涯学習振興課長、半沢企画課長補佐、川島教育改革推進課長補佐、 

事務局 

 

４ 報告： 

（１）市の教育施策の動向について  

（２）第６次千葉市生涯学習推進計画について  

（３）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）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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○半沢企画課長補佐   それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和

４年度第１回千葉市学校教育審議会を開会いたします。  

  委員の皆様方におかれましては、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教育委員会事務局企画課課長

補佐の半沢と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

  本日の会議でございますが、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、ご連絡をいただいております。  

  また、江藤委員、豊田委員、保坂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。  

  このため、１５人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項の規定により会議は成立してお

りますことを報告いたします。  

  次に、お手元にお配りいたしました資料を確認させていただきます。  

  令和４年度第１回千葉市学校教育審議会資料の一覧をご参照の上、ご確認

いただきたいと存じます。  

  まず、次第、委員名簿、席次表、資料の右上に資料番号を付してございま

すので、そちらをご確認いただければと存じます。資料１－１、１－２、１

－３、資料２－１、２－２、資料３－１、３－２、資料４－１、４－２、以

上１２点でございます。  

  なお、机上の資料につきましては、各委員専用となりますので、書き込み

等はご自由にしていただいて構いません。  

  以上、不足等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。  

  お気づきの点などがございましたら、事務局にお申しつけください。  

  次に、会議の公開等についてご説明させていただきます。  

  本会議は、千葉市情報公開条例第２５条の規定により公開することとなっ

てございます。  

  また、本会議の議事録につきましては、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。議事録確定後は、市のホームページにて公開いたしますので、

ご承知おきください。  

  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に記載いたしました注意事

項を遵守し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。  

  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。  

  それでは、開会に当たりまして、教育長の磯野よりご挨拶を申し上げます。  
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○磯野教育長   公私ともご多用の中、審議会にご出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。  

  令和４年度の第１回の審議会になります。事務局のほうも一部職員が入れ

替わっておりますが、書面での名簿に代えさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。なお、これから中心になって説明いたします伊藤参事

が、文部科学省から着任いたしましたので、改めてよろしくお願いいたしま

す。  

  この審議会は、皆様から貴重な意見をいただくことで、本市学校教育の改

善を図っていくという大きな目的があります。これまでも学校教育施設や高

校改革等について、皆様からいろいろなご意見をいただきました。そのよう

な中、本年４月には、稲毛国際中等教育学校が開校しまして、無事に教育活

動をスタートしたところでございます。今後は大規模改造等に向け、様々な

面でまだまだ課題がありますが、引き続きご支援いただければと思っており

ます。  

  一方で、コロナウイルス感染症が拡大している中、４月以来各学校では教

育活動を工夫しながら取り組んでまいりました。運動会、体育祭、体験学習

も無事に済み、先般千葉市の総合体育大会も無事に終わったところでござい

ます。しかし、子どもたちや教職員の感染は拡大しており、引き続き工夫し

た教育活動が求められております。  

そのような中、やはり一番大きいことは、子どもたちが運動会、体育祭は

もとより、修学旅行ができたということです。この３年間で初めて総合体育

大会、修学旅行等ができたということは、これまでのアルバムとは違った内

容のものができるものと思っております。しかし、子どもたちはマスクを２

年間以上外したことがないので、卒業アルバムの写真を撮るのに抵抗がある

ようです。マスクを外さない、みんながいないところならマスクを取るとい

う状況もあるなど、学校のほうでは違った対応がまた求められているところ

があります。  

  本日の審議会では、第３次学校教育推進計画について貴重なご意見をいた

だくことになります。第２回目で答申をいただくことになりますが、ぜひ皆

様のご忌憚のない貴重なご意見をいただければと思います。言葉整いません

が、私からのご挨拶といたします。  

○半沢企画課長補佐   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。  

  お世話になります。よろしくお願いいたします。  

  着座にて失礼いたします。  

  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。  

  次第をご覧いただきますと、本日は報告と議題がございます。特に３の議
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題に時間を多く取りまして、皆様からご意見を頂戴できるようにと考えてお

ります。  

  時間の目安でございますけれども、報告（１）「市の教育施策の動向につ

いて」を１０分程度、報告（２）「第６次千葉市生涯学習推進計画について」

を１５分程度、報告（３）「第２次千葉市学校教育推進計画の進捗状況につ

いて」を１０分程度といたしまして、議題となります「第３次千葉市学校教

育推進計画の策定について」に７５分程度という予定で進めさせていただき

たいと思います。時間を申し上げましたが、私のほうで、では、このあたり

でというふうに切らせていただきますので、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」、事務局よりま

ずご説明をお願いいたします。  

○香取教育総務部長  教育総務部長の香取と申します。  

  本市の教育施策の動向につきまして、簡単ではございますが、ご説明のほ

うさせていただきます。  

  資料ですが、お手元に配付してございます資料１－１を最初にご覧いただ

きたいと思います。  

  こちらは、令和４年４月に市長より、新たな千葉市の教育に関する大綱が

示されたものでございます。これは、本市の教育施策の基本方針を定めるも

のでございます。  

  ２の対象期間ですが、令和４年度から令和７年度までの４年間の対象期間

となってございます。  

  ３に、基本方針が記載されてございますが、２ページ目の１行目をご覧い

ただきたいと思います。  

  千葉市では、「まちづくり」は「ひとづくり」という考えのもと、市長部

局と教育委員会とが一体となりまして、「ひとづくり」を担う教育と「まち

づくり」を連動、融合させながら進めることなどが示されてございます。  

  ２ページ目の中段より、４、重点的に取り組む項目としまして、「○新し

い時代を生きる子どもたちのための学校教育の充実」、次ページにまいりま

して、「○キャリア教育の充実」など、この○がついている項目が１０の項

目を掲げているものでございます。  

  次に、資料変わりまして、資料１－２をご覧いただきたいと思います。  

  資料１－２「教育だよりちば４月号」の３ページをご覧いただきたいと思

います。  

  ３ページの上段に、教育予算についての資料がございます。教育費ですが、

当初予算額７１３億６，２００万円で、対前年度３．８％の増となってござ

います。教育費には、公民館ですとか、公立図書館など社会教育関係などの

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、青い棒グラフ、

２段目からでございます、小学校費から特別支援学校費までの合計で約４９

５億、こちらは対前年度比で３．６％の増となってございます。  
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  次に、今年度の教育関係の主な事業を新規拡充を中心にご説明いたします。  

  ページは、見開きになっておりますが、２ページのほうを御覧いただきた

いと思います。  

  まず、学校教育の充実についてですが、命の安全教育推進としまして、子

どもたちが加害者・被害者・傍観者にならないようにするために、発達段階

に応じました性の人権教育を実施いたします。  

  また、不登校対策として、不登校児童・生徒への適切な支援に向けて、ス

クールカウンセラー等の専門家や関係機関である教育センター等の機能の充

実を図ります。  

  また、２ページの左下、教育環境の整備についてですが、学校施設の環境

整備として、トイレの洋式化・ドライ化を進めるほか、学校防犯対策としま

して、防犯カメラシステムを設置し、安全で安心な学校づくりを推進いたし

ます。  

  なお、４ページに命の安全教育につきまして、５ページには不登校対策パ

ッケージについてそれぞれご紹介しておりますので、お時間のあるときにご

覧いただければと思います。  

  最後に、資料１－３になります。  

  「教育だよりちば」の７月号になります。表紙ですが、令和４年４月に、

千葉県内初の公立中等教育学校としまして、稲毛国際中等教育学校が開校い

たしました。稲毛国際中等教育学校が目指す教育である「地域・世界・未来

を切り拓く『グローバル・リーダー』の育成」「高い志を持ち、幅広い教養

を身に付け、未来を切り拓いていく生徒の育成」などを紹介しているほか、

前期課程、後期課程の教育内容を紹介してございます。  

  また、２ページには、生徒や保護者にインタビューをする形で学校生活の

様子を紹介しております。  

  このほか、３ページの上段では学校における働き方改革プランの改編につ

いて、７ページでは教育相談窓口のご案内、こういったものをご紹介してい

るところでございます。  

  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  ありがとうございます。  

  ただいまのご報告につきまして、ご質問等ございますでしょうか。  

  ご質問ある方、申し訳ありませんが、私から見えるように名札を立ててい

ただければと存じます。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

  また、後でということになりましたら、お声がけいただければと思います。  

  では、続きまして、報告（２）に移ります。「第６次千葉市生涯学習推進

計画について」、生涯学習振興課からご説明をお願いいたします。  

○内海生涯学習振興課長  生涯学習振興課長の内海でございます。  

  お手元の資料の２－１及び２－２により説明させていただきます。  
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  まず、「第６次生涯学習推進計画の策定」ですが、本計画は、学校教育推

進計画とともに、教育基本法第１７条第２項に基づく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として策定するものでござい

ます。両計画とも、現行の計画が令和４年度までとなっていることから、令

和５年度から開始する新たな計画について、現在検討を進めているところで

ございます。  

  本日は、Ａ３の資料の２－１「第６次生涯学習推進計画の施策体系の基本

的な考え方」で説明をさせていただきます。  

  それでは、２－１をご覧ください。  

  まず、計画目標ですが、左側のほうに記載してございますが、計画目標を

「新しい時代の市民の学びを支え、生活や地域・社会に生かし、多様な主体

と連携し合えることで持続可能な社会を形成できる環境をつくる」とし、目

指すべき姿を「一人ひとりが学びを通して充実しみんなが輝くまち  千葉市」

としました。これは、本市で策定を進めております、市の次の基本計画の素

案において、みんなが輝く都市と自然が織りなす千葉市を１０年後に実現す

べき本市の姿としていることから、第６次計画においても、生涯学習の中で

その趣旨を取り入れることとしました。  

  次に、目標に向けた柱として、学習活動のきっかけと場の提供、多様な学

習機会の充実、学びを生かした活力あるコミュニティづくりを施策展開の方

向性とし、これらの学び、活動の循環サイクルが変わらず重要であることか

ら、第５次計画を踏襲しました。  

  それぞれの柱には、基本施策を定めております。まず、施策展開の方向性

１、学習活動のきっかけと場の提供については、（１）生涯学習の普及啓発、

（２）学習環境の整備を基本施策としました。  

  （１）生涯学習の普及啓発については、市民に学びの楽しさ、大切さに興

味・関心を持ってもらえるよう、様々な機会を活用して情報を発信し、学習

のきっかけづくりにつなげることとし、この基本施策に沿った主な取組とし

て、ＳＮＳなどの活用、市以外が実施する講座情報の収集提供、生涯学習施

設でのイベントの開催などを実施してまいります。  

  （２）学習環境の整備については、学びに興味を持った市民が学習活動を

始めるに当たって、快適で参加しやすく、新しい時代に合った学習環境の整

備を行うとともに、子どもや若者をはじめあらゆる世代が利用しやすい環境

づくりに努めることとし、この基本施策に沿った主な取組として、Ｗｉ―Ｆ

ｉ環境の整備、オンライン講座の充実、電子書籍の拡充、公民館自習室の改

装、生涯学習施設の老朽化への対応などを実施してまいります。  

  次に、施策展開の方向性２、多様な学習機会の充実については、（３）郷

土や地域への愛着を深める学習機会の提供、（４）市民ニーズに対応した学

習機会の提供、（５）現代的課題に対応する学習機会の提供を基本施策とし

ました。  
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  （３）郷土や地域への愛着を深める学習機会の提供については、郷土や地

域に対する理解と愛着を深めるため、市の歴史や文化資源を活用するととも

に、地域に密着した資源も活用した学習機会を提供することとし、この基本

施策に沿った主な取組として、縄文文化とＳＤＧｓを学ぶことができる新博

物館の整備、郷土の理解を深める講座・事業の充実、ＳＤＧｓの視点に配慮

した縄文文化調査研究の推進などを実施してまいります。  

  （４）市民ニーズに対応した学習機会の提供については、多様化する社会

において、多岐にわたる市民の学習ニーズに対応するとともに、全ての市民

が必要なときに必要な学びができる幅広い分野にわたる学習機会を提供する

こととし、この基本施策に沿った主な取組として、文化・芸術学習事業の実

施、スポーツ・レクリエーション事業の実施、多様な主体による学習活動の

推進、学習相談の充実などを実施してまいります。  

  （５）現代的課題に対応する学習機会の提供については、急速に変化する

社会において、新たな時代の課題に対応するなど、持続可能な地域づくりに

つながる学習機会の提供が急務であることから、今回新たに追加したもので

ございます。この基本施策に沿った主な取組として、ＳＤＧｓの達成に寄与

する学習機会の提供、デジタルデバイドの解消に向けた講座の充実、キャリ

ア教育の推進、リカレント教育の推進、公民館における相談体制の整備、放

課後の安全・安心な居場所と多様な体験活動の充実などを実施してまいりま

す。  

  次に、施策展開の方向性３、学習を生かした活力あるコミュニティづくり

については、（６）地域の担い手となる人材の発掘・育成、（７）市民の参

加・協働による学習成果の活用を基本施策としました。  

  （６）地域の担い手となる人材の発掘・育成については、地域における学

習活動の活発化を図るため、リーダーやファシリテーター、ボランティアな

どの人材などを発掘・育成していくこととし、この基本施策に沿った主な取

組として、団体・グループ活動のリーダーの養成・育成、ボランティアの育

成、社会教育関係団体の育成などを実施してまいります。  

  （７）市民の参加・協働による学習成果の活用については、学んだ成果が

地域に還元され、様々な課題の解決につながるよう活用方法や機会を提供す

ることとし、この基本施策に沿った主な取組として、市民自主企画講座や施

設ボランティアによる学習機会の提供、ボランティアセンターなどにおける

コーディネートの実施、生涯学習ボランティアの活動場所の提供、学習成果

の発表機会の提供などを実施してまいります。  

  以上が、現在の第６次生涯学習推進計画の策定状況でございます。  

  明日、千葉市生涯学習審議会で答申議案として計画書案を審議していただ

くこととなっております。今後も策定作業を進めてまいります。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。  
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  これが、議題（１）の学校教育推進計画と合冊になって出るということで

すよね、最終的に。  

○内海生涯学習振興課長  はい、そうでございます。  

○貞広会長  スケジュールもほぼ同じ形で進めていくことになる。  

○内海生涯学習振興課長  全く同じでございます。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では、ただいまのご報告につきまして、ご質問等ございましたら、名札を

立てていただければと思います。いかがでしょうか。  

  ちょっと情報量が多いので、少し時間を取りましょうか。  

  では、青木委員、どうぞ。  

○青木委員  青木でございます。質問です。資料２ -２の説明はありますか。  

○内海生涯学習振興課長   資料の２－２は、時間の関係から、大変申し訳ご

ざいませんが、割愛をさせていただきます。  

○青木委員  分かりました。ありがとうございます。  

○貞広会長   内容的には、今のご説明で２－１にエッセンスが書かれている

のでということですね。  

○内海生涯学習振興課長   はい、そうでございます。２－１が概要版という

形でエッセンスを盛り込んでございます。  

○貞広会長  よろしいですか。  

  ちょっともう少し説明してほしいなという部分ございますか。  

  青木委員、いかがでしょうか。ここの部分ちょっともう少し説明してほし

いというところが、もしかしたらありますか。  

○青木委員  メモしてきたものと手元の資料と内容を確認しています。  

○貞広会長   あらかじめ配付していただいていた資料から変更点があるので

しょうか。  

○内海生涯学習振興課長   事務局に提出している資料から変更点はございま

せん。  

○貞広会長  あらかじめ、我々電子データで頂戴していたんですけれども。  

  もし、青木委員、よろしければ、こんな感じのところがちょっと確認でき

ないんだけれどもというところあったら、イメージでお示しいただいても、

きっと事務局の方お分かりになるんじゃないかと思うんですけれども。  

○青木委員   細かい部分は事前に質問票でお聞きすればよかったです。申し

訳ございません。全体の資料を拝見しまして、生涯学習というものは千葉市

にとっても個人にとってもとても大切であると改めて認識いたしました。た

だ、堅苦しい印象がありますので、一般の方が分かりやすい、受け入れやす

い周知の仕方をお願いいたします。  

  以上です。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  広報、すごく大事で、恐らくちょっと、もう少し柔らかめのリーフレット
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を作ったりというようなこともされるかと思いますけれども、事務局のほう

で現時点でお答えできることありますでしょうか。  

○内海生涯学習振興課長   確かに、分かりやすい広報、周知というかみ砕い

た周知というのを考えているんですが、どうしても私たちが伝えたいことが

盛りだくさんでございまして、なかなかそこの調整という部分が難しいとこ

ろございます。そこについても、ちょっと考えていきたいと思っております。  

○貞広会長   当事者の市民の方と少しやり取りをしていただきながら、伝え

やすい方策を模索していただければと思います。  

  それでは、よろしいでしょうか。  

  では、小池委員、どうぞ。  

○小池委員   今日、千葉市の教育に関する大綱が一緒に配られていたので、

それを見ながら、そういえばオリンピック・パラリンピック、昨年やったん

だなということを思い出しまして、レガシーの継承と書いてあるのですが、

このあたりのところは、生涯学習のプランでは何か反映されるものなのかど

うなのか。これ、学校教育だけなのかなとかと、読んでいて気になったもの

ですから。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  事務局、お願いいたします。  

○内海生涯学習振興課長   オリンピック・パラリンピック、東京で開催され

たわけでございますが、例えば障害者の作品の開催など、そういったもので

は、引き続きパラリンピックに対しての理解というのは深めていこうと考え

ております。また、それとは別に、こちらのほうには載っておりませんが、

各公民館ですね、いろいろそういったものに含めまして、各種講座を実施し

ております。そういったもので、また理解度を浸透させていこうとは思って

おります。  

○小池委員   実際に実施される内容についてはよく分かったのですけれども、

この計画の中に反映されているのかどうかということをお伺いしたかったの

ですが、いかがでしょうか。  

○貞広会長   恐らく今のご質問は、おのずとちょっと要望が入っているとい

うか、明示的に計画の中にも入れていただいたほうがいいんじゃないかとい

うご意見も入っているご質問のように思えるんですけれども、この点につい

てはいかがでしょうか。  

○内海生涯学習振興課長   計画なんですが、学びを生かした、例えば活力あ

るコミュニティづくりで、最後の基本施策の７、例えば市民参加・協働によ

る学習成果の活用、こういったことに障害者の作品展の開催などとか、そう

いったパラリンピックに関するものについては掲載していこうと考えており

ます。ただ、オリンピックの部分のレガシーについては、今のところ基本計

画のほうには載せる予定はございません。  

○貞広会長   というご回答でしたが、今後、生涯学習審議会のほうでまた再
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度これご検討されるんだと思うんですけれども、差し支えなければ、こちら

の審議会のほうでそのような意見も出ましたというようなことをお伝えいた

だいて、また、審議会のほうでも少しご検討いただくということで引き取っ

ていただくというので、小池委員、いかがでしょうか。  

○小池委員  はい。  

○内海生涯学習振興課長   承知いたしました。そのように対応させていただ

きます。  

○貞広会長   大変貴重なレガシーですので、学校教育のみならずというご意

見ございましたので、そのようにお願いできればと思います。  

  では、こちら、この報告については、一旦こちらで切り上げさせていただ

き、次に移らせていただきたいと思います。  

  続きまして、報告（３）「第２次千葉市学校教育推進計画の進捗状況」に

つきまして、教育改革推進課からご説明をお願いいたします。  

○伊藤学校教育部参事兼教育改革推進課長   教育改革推進課の伊藤と申しま

す。  

  先ほど教育長からご紹介いただきました、前任の片見の後任として４月か

ら着任をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。  

  それでは、「第２次千葉市学校教育推進計画の進捗状況について」ご説明

いたします。  

  資料は、資料３－１「第２次千葉市学校教育推進計画の進捗状況概要版」

と資料の３－２「第２次千葉市学校教育推進計画の進捗状況」という冊子の

２つをお配りしておりますが、本日は資料３－１概要版によりご説明させて

いただきます。  

  まず、資料の３－１、Ⅰ  評価方法についてですが、第２次千葉市学校教

育推進計画の進捗状況を確認するに当たり、教育委員会が自ら評価するとと

もに、教育に関し学識経験を有する方の知見の活用を図っております。評価

委員は、千葉大学教育学部准教授の小橋暁子先生に評価所見をいただいてお

ります。また、全体の評価に加え、新規拡充などのあった事業について重点

的に評価を行いました。重点的に評価する事業は、ＩＣＴ支援員配置とオリ

ンピック・パラリンピック教育の推進の２つです。  

  次に、Ⅱ  進捗状況をご覧ください。  

  まず、（１）全体の評価についてご説明いたします。  

  初めに、各施策を推進するための目的評価である成果指標についてです。

５４項目のうち４項目が最終目標値である丸となっております。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、１０

８項目のうち９４項目が最終目標以上である順調となっております。前年度

と同様、アクションプランは順調の項目が多く、おおむね順調に進捗してい

る一方、成果指標は達成状況バツの項目が多く、実施している取組が成果と

して現れていない傾向が見られます。成果指標の妥当性、成果指標とアクシ
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ョンプランとの整合性を見直すとともに、より効果の高い事業を実施する必

要があると認識しております。  

  次に、（２）重点的に評価する事業等についてご説明いたします。  

  まず、ＩＣＴ支援員配置です。ＧＩＧＡスクール構想初年度となるため、

市立小・中・特別支援学校の全１６５校にＩＣＴ支援員を配置し、整備した

１人１台端末を児童生徒、教職員が活用するための操作支援や運用補助など

の支援を実施いたしました。  

  次に、オリンピック・パラリンピック教育の推進についてです。全ての小

中学校において、体育・保健体育の年間指導計画にパラスポーツを位置づけ

ました。中学校１校において、新型コロナウイルス感染拡大の影響により実

施できなかったものの、１校を除く１６１校にて授業でパラスポーツを実施

いたしました。また、学校連携観戦プログラムにより、幕張メッセで行われ

ました東京パラリンピック競技大会を５５校、１，９２８名の児童生徒が観

戦いたしました。  

  続きまして、２、評価委員による評価をご覧ください。  

  小橋委員より次の評価をいただいております。  

  まず、総括的所見として、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡

大の影響の中での教育活動となった。どの学校も手探りの中、あるいは一つ

一つその都度考え、対応しながら、児童生徒の学びの継続を模索してきたと

ころではないだろうか。社会の状況が目まぐるしく変わり、計画当初では想

定をしていないことも起きている。各指標を無理に到達させるのではなく、

項目によっては違う道筋を検討し直す、あるいは、成果をすぐに求めずに時

間をかけていく、整理をしていくなど、児童生徒や教員や地域の状況を踏ま

えて、内容によっては計画の練り直しも含めていくことが肝要であるとのご

意見をいただきました。  

  ＩＣＴ支援員配置につきましては、令和３年度の支援員配置増員は、教員

が具体的な指導内容を基にした相談がしやすくなり、ギガタブの操作方法だ

けでなく、より具体的な活用や共同での教材開発などを行うことができるな

どの利点があることが分かった。ギガタブは学校へ導入されたばかりであり、

その課題も実践が増えるに従いこれから見えてくる。令和３年度の支援員増

員により、少しずつ操作が分かり、何ができそうか、見えてきたことを実現

させていくために、今後もＩＣＴ支援員配置を含め、学校のニーズを踏まえ

た支援体制を継続していく必要があるのではないだろうかなどのご指摘をい

ただいております。  

  オリンピック・パラリンピック教育の推進につきましては、数年にわたる

事業の立案、様々なアプローチの教材開発や研修企画、用具の配置や貸出し

や整備まで周到に準備されて実施されてきたことを確認した。特にパラスポ

ーツを軸とした教育活動は、体育の授業だけではなく、福祉や多様性理解教

育との関連、教科横断型での学びの可能性も見られた。東京オリンピック・
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パラリンピック終了後に継続していくならば、何を大事にして、そのために

何を継続するのかを考えることが重要である。例えば、単にパラスポーツを

児童生徒にさせることだけが目的とならないよう、時を経てもそのスポーツ

を通した学びは何か、どのような教育課題を設定できるかを考えていく必要

があるとご指摘をいただいております。  

  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などを検討してまいります。  

  説明は以上でございます。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では、ただいまのご報告についてご質問、ご意見等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  阿部です。よろしくお願いいたします。  

  ２点教えてください。  

  まず１つ、ＩＣＴ支援員についてなんですけれども、ちょっと基礎的なと

ころが分かっていなくて教えていただきたいんですが、どれくらいの人がど

れくらいの頻度で、例えば何校くらい行っているかとか、そういうところを

教えていただきたいです。  

  あと、２点目、先ほどの話とも関連するんですけれども、最後にオリンピ

ック・パラリンピック教育の推進についてとあって、今後、この成果を生か

してどうやっていくかという話がある中で、こういうご意見をいただいた中

で、どういう回答とか対応があり得るのかと、お考えがあればお聞かせいた

だきたいです。よろしくお願いします。  

○貞広会長   ２点お願いいたします。阿部委員、どれぐらいの人がどれぐら

いの頻度って、どれぐらいの人の場合、数でいいですか。専門性ですか。  

○阿部委員   数、そちらも知りたいですが、基本的には数を知りたかったで

す。  

○貞広会長  事務局、お願いいたします。  

○川名教育センター所長  教育センターでございます。  

  ＩＣＴ支援員についてご回答いたします。  

  昨年度につきましては、千葉市立小・中・特別支援学校１６５校に対し９

９名のＩＣＴ支援員が平均すると週２日程度配置をするという形になりまし

た。学校規模によって、大規模は３日、あるいは小規模については１日とい

ったような形、傾斜配分をする中で、できるだけ均等化するように配置をさ

せていただきました。  

  以上でございます。  

○貞広会長   では、引き続きまして、このオリンピック・パラリンピック教

育の推進についての対応についてでございますけれども、どちら、ご回答い

ただけますでしょうか。  

○望月企画課長  企画課でございます。  
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  先生のご指摘にもありますように、体育の授業だけではなく、その他の教

科、教科横断的に学びの可能性が見えてきたというご指摘をいただきました。

その２つ目のところに書いてあるように、スポーツを通した学びは何か、ど

のような教育課題を設定できるか、すなわち、体育だけではなくて、道徳、

総合的な学習の時間、学活を含めてさらに教員の研修もしながら、どんな学

習課題が設定できるか、そこを深めていく、可能性を広げていけるというふ

うに考えております。  

○貞広会長  阿部委員、いかがでしょうか。  

○阿部委員   すみません、１点目にＩＣＴ支援員については、これ、今後は

拡充傾向なのかどうかということを知りたいのと、２点目については、まだ

検討中という理解でよろしいですか。はい、分かりました。  

○貞広会長  では、１点目について、お願いいたします。  

○川名教育センター所長   初期投資が大事だなというのは思います。ＩＣＴ

支援員というか、ギガタブ、ＧＩＧＡスクール構想が全国的に先に箱という

か、ＩＣＴが配られて、その後にいろんなのがついてくるという中で、学校

現場を支えるという意味、それから、教職員のリテラシーを上げていくとい

うところでは、初期投資というか、ここ３年間ぐらいの間の重点措置が必要

だなというふうに考えています。  

  拡充については、かなりいろんな中で恵まれた配置をさせていただいてい

ますので、継続とかできたらいいなというふうに考えておるところです。  

○貞広会長  どうぞ。  

○阿部委員   拡充、難しいということもあると思うんですが、その分、既に

やられているとも思うんですが、ＩＣＴ支援員の方のノウハウを蓄積して、

扱いやすいようなものにしていくとか、そういうことが広まっていったらい

いなというふうに思います。  

  ありがとうございます。  

○貞広会長   ご回答ありますか、ご意見として引き取るという。ご回答、お

願いします。  

○川名教育センター所長   昨年度ＩＣＴ支援員だった方が、今年も継続して

配置をすることができましたので、学校の実情、あるいは千葉市のＩＣＴの

状況を知った方が２年目に入っているといった意味では、今、委員がおっし

ゃったようなことが、実現できるかなというふうに考えております。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  ほかにもご質問等あろうかと思いますけれども、議題のほうの、恐らく

「第３次千葉市学校教育推進計画の策定に当たって」の振り返りの部分でも

また重複して出てくるかと思いますので、そちらのほうでもご質問いただけ

ればと思います。  

  ということで、報告を終了いたしまして、議題のほうに移らせていただき

たいと思います。  
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  では、議題でございます「第３次千葉市学校教育推進計画の策定につい

て」、まず、事務局からご説明お願いしたいと思いますが、かなり大部なも

のなので、３つぐらいに分けてご説明いただき、それぞれの区切ったところ

で、皆さんにご質問いただくということで、はい、では、まず最初のパーツ、

よろしくお願いいたします。  

○伊藤学校教育部参事兼教育改革推進課長  教育改革推進課でございます。  

  第３次学校教育推進計画は、資料４－１、４－２についてご説明させてい

ただきます。  

  まず、本計画案につきましては、先般３月２５日の学校審議会におきまし

て、追加したアクションプランなどを中心にご議論をいただきました。その

後、５月の総合教育会議の議論や教育委員会内での議論、そして、市長部局

からの意見聴取などを行ってまいりました。つきましては、今回の計画案に

ついては、これら会議などでのご議論、ご指摘を踏まえ、アクションプラン

を中心に事務局で引き続き検討、反映を行い、ブラッシュアップさせてきた

ものでございます。  

  なお、委員の皆様には、６月２９日時点での資料を事前に送付させていた

だきましたが、その後も引き続いての庁内での議論や事務局での修正をさら

に加え、最新版のものがお手元の資料の４－１、４－２になります。事前に

最新版をお送りすることがかなわず、申し訳ございません。その点、ご容赦

いただければと存じます。  

  今回、先ほど会長からお話がありましたとおり、この４－１の概要、資料

４－２の計画本体の２つの資料をご用意させていただきましたが、時間も大

変限られてございますので、これらについては３つのパートに分けてご説明

させていただきます。  

  １つ目、資料４－１の概要、２つ目は資料４－２の中の計画本体の総論部

分と各論の６つの柱のうちの柱１から３まで、そして、３つ目が柱４、５、

６までになります。これら３つのパートにつきまして、３月からの主な修正

や追加点などについて、簡単にご説明をさせていただきます。  

  まず、資料４－１の概要資料をご覧ください。  

  まず、前回の学校教育審議会から数か月たってございますので、改めて計

画全体の構成について振り返らせていただければと思います。  

  資料４－１のＡ３の資料の裏側２ページ目をご覧いただければと思います。  

  Ａ３資料２ページ目の裏側に、第３次学校教育推進計画の施策体系図がご

ざいます。こちらをご覧ください。  

  まず、左側に目指すべき子どもの姿として、「夢と思いやりの心を持ち、

未来を拓く子ども」、そして、そのための教育目標として、自ら考え、学び、

行動できる力を育むとしております。  

  その上で、まず柱を６本立てており、真ん中の左側の上から順番に１、確

かな学力の育成、２、豊かな心の育成、３、健やかな体の育成、この３本の
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柱が、その左側、Ⅰ、児童生徒の資質能力の育成に該当いたします。そして、

その下の柱４、質の高い教職員、５、魅力ある教育環境、６、個別の支援が

必要な児童生徒のサポート、この３本柱がその左側、Ⅱ、児童生徒の育成を

支える教育環境の整備に該当いたします。  

  そして、真ん中より右側ですが、６本の柱それぞれに２つから５つの施策

方針を示すとともに、各施策方針につきましては、成果指標を設定しており

ます。その上で、右側の列に柱ごとの主なアクションプランを掲載してござ

います。  

  本計画案の全体構成の振り返りは以上でございます。  

  それでは、資料４－１の概要資料についてご説明いたします。  

  本第３次学校教育推進計画は、先ほど生涯学習部から報告のありました第

６次生涯学習推進計画と併せて公表予定です。  

  つきましては、お手元の資料４－２の４ページをご覧ください。  

  右側にページ番号が載っておりませんが、最初から開いていただきまして、

４ページがございます。そちらに、目次がございますので、その目次をご覧

ください。  

  序章に、両計画の本市における位置づけなど、そして、第１章に学校教育

推進計画、第２章に生涯学習推進計画を掲載してございます。つきましては、

資料４－１の１枚目、概要版と右上に書かれている資料は、この序章の内容

をまとめたものでございます。  

  次に、資料４－１の２枚目のＡ３の資料、表をご覧ください。  

  こちらは、第３次学校教育推進計画の概要になります。１枚目の左側は、

総論の要約でして、現状と課題や保護者などの意識、計画策定の基本方針な

どを記載してございます。  

  右側は、市民や学校現場、保護者など向けに基本計画を周知する観点から

リーフレットを念頭に置き、作成した概要資料になります。  

  裏側の第３次学校教育推進計画、先ほど見ていただきました施策体系図は、

より具体的に各施策方針などを記載したより詳細な概要資料としての位置づ

けの資料でございます。  

  以上、資料４－１の概要資料の説明は以上になります。  

  それでは、資料４－２に移りたいと思います。  

  資料４－２の総論、そして、各論のうち柱１から３について、前回からの

修正、追記などを行った点を中心に簡単ではございますが、ご説明いたしま

す。  

  資料４－２の５ページをご覧ください。  

  第３次学校教育推進計画の副題、キャッチフレーズについてです。前回審

議会でのご指摘を踏まえ、副題、キャッチフレーズにつきまして、市立学校

の教職員に調査を行い、その内容を踏まえ、事務局においてお手元の「夢チ

ャレンジ  未来を拓け！～すべての子どもたちの可能性を引き出す千葉市の
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学び応援プラン～」の案を作成しまして、また、当該副題を第３次学校教育

推進計画の上段前に持ってきております。  

  次に、８ページをご覧ください。  

  １、現状と課題になります。  

  前回からの変更点ですが、次に１０ページをご覧いただければと思います。  

  変更点として、例えば１０ページの調査項目「Ｎｏ１  学校の勉強が好き

だと思う児童生徒の割合」などのデータについてですが、前回までは、表に

データとなる数値を記述する形でお示ししておりましたが、棒グラフを追加

し、年度ごとの各種データの増減の傾向などを見やすくしております。  

  次に、３４ページをご覧ください。  

  ３４ページ、４、第３次計画の全体像についてです。  

  前回、Ａ３の資料として単体で配付させていただきました施策体系図を掲

載しました。そして、ＺＯＺＯ様よりご提供いただきました６つの柱を表し

た全体イメージ図、イラストを掲載させていただきました。  

  総論部分についての主な修正などは、以上になります。  

  説明は以上です。  

  失礼いたしました。  

○貞広会長   今のご説明で柱についてもご説明いただいたという理解でいい

ですか。  

○伊藤学校教育部参事兼教育改革推進課長   資料４－１の概要と、資料４－

２の総論部分についてご説明させていただきました。  

○貞広会長  はい、ありがとうございます。  

  ４－１の概要と序章の……。  

○伊藤学校教育部参事兼教育改革推進課長   資料４－２の総論部分の修正点

を説明させていただきました。  

○貞広会長  どうもありがとうございます。  

  グラフなど視覚的な資料にしていただいたというところですけれども、た

だいまのご説明について、ご意見、ご質問等ありますでしょうか。  

  恐らく今後のスケジュールは、案ができた段階で、９月に議会説明とパブ

リック・コメントをして、次の会議では、もう答申の執行というふうになり

ますので、教育長からもお話がありましたとおり、かなり大きな修正となる

ものは、今回が最後だと思いますので、後悔なく皆さん出していただければ

と思います。  

  いかがでしょうか。ご意見ある方、名札を立てていただければと思います。  

  今の段階で、ガラガラポンされても困るという感じも、ちょっと伝わって

きますけれども。  

  はい、神尾委員、いかがでしょうか。  

○神尾委員   意見の前に、ちょっと質問紙で書きそびれたので、質問をさせ

ていただいてよろしいですか。  
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○貞広会長  はい、どうぞ。  

○神尾委員   総論のところの現状と課題というところで、ページでいうと９

ページに当たると思うんですけれども、「いじめ解消率と共に悪化傾向にあ

り」と、「不登校児童生徒の割合」ってあると思うんです、９ページです。

大丈夫でしょうか。  

○貞広会長  Ｎｏ２３ですね。説明としては。  

○神尾委員   はい。それで、ここの中でいじめ解消率のＮｏ２４のほうをち

ょっとお聞きしたいんですけれども、いじめ解消率というのは、このアクシ

ョンプランのまた新しいところにも９０ページに出てきているので、ここで

聞いておきたいのは、これが全国平均と比較して低いし、これが喫緊の課題

であると書いてあるんですが、どのように捉えていらっしゃるのかなと思っ

て、まずそこをお聞きしてからと思っております。ちょっと詳しく教えてい

ただければと思います。  

○貞広会長   問題の構造が把握できていないと、手だてが講じられないでし

ょう。どう把握されているのでしょうかというご質問だと思いますけれども、

ご担当課、どちらでいらっしゃいますでしょうか。よろしくお願いいたしま

す。  

○小田教育支援課長  教育支援課でございます。  

  いじめ解消率については、２２ページにグラフで一見できるような形にな

っているかと思いますけれども、こちらについては、年々解消率が下がって

きているというような実態を踏まえながら、実はこのいじめの対象について

は非常に定義が難しくて、３か月ほどを目安にまずは状況を確認した上で、

当該児童生徒及び保護者に、いじめがもうなくなったのかということを対面

等で確認するという、こういう条件つきのものでございます。したがって、

年度内で１００％の解消というのはやはり難しい状況にございまして、簡単

に言いますと、年度の１月に発生したものは、どうしても年度をまたがなけ

ればいけない状況があります。その辺の現実的な数字を踏まえて、成果指標

も出しているところではございますが、しかし、最大で、やはり発生したい

じめについては、解消してあげるのが子どもたちのためであるという認識の

下、その最大値を７５を目指すことを考えると、現状はなかなか解消率が低

いという認識になります。  

  以上です。  

○貞広会長  神尾委員、よろしいですか。  

○神尾委員  ありがとうございます。  

  全国平均でも同じことが言えますよね、３か月の見守りというのは。だか

ら、全国平均と比べて、喫緊の課題と言い切っていらっしゃるというのは、

逆に千葉市のほうが正直に先生方が丁寧に聞き取りをしたから、数字的にす

ごくまだまだって慎重にやっているのかなというふうにも、私としては捉え

てしまったんですが。だから、あまりこの解消率自体を全国と比べてという
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のはどうかというところをちょっと聞きたかったものですから、すみません。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  この指標の例え方、すごく難しくて、前回も私、全国平均と比べるという

のは主体性がないんじゃないかというのを申し上げたんですけれども、なか

なか難しいですよね。ただ、今のお答えだと、なぜなのかという神尾委員の

ような把握が十分お答えにあったようには、ちょっと思えなかったかなとい

うところがあるので、そのあたりもしっかり分析をして、どのような指標に

するかというのを考えていただければと思います。  

  ほかにいかがでしょうか。  

  はい、小池委員、お願いいたします。  

○小池委員  ありがとうございます。  

  検討の過程で幾つか変更点があったというお話なんですが、どういう視点

でそれを変えていったのかという、何か検討過程の概要みたいなものがあら

かじめこちらにあると、ああ、ここのこういう観点でこの計画を今変えてい

るんだなと、そして、その変更したところについて私たちが意見を言いやす

いと思いました。どう変えたかということについて、今、詳細に教えていた

だかなくても結構ですが、記録としてぜひどこかに残しておいていただける

と、後々に役立つものになるんじゃないかなという気がします。  

  以上です。  

○貞広会長   作成方針が透明化されるということで、今の特にお答えなくて

も結構ですけれども、後段、あと２パートのところで、もし修正点でなぜと

いうところまでコメントできるようであれば、必要に応じて加えていただけ

ればと思います。  

  ほかにもあろうかと思いますけれども、また戻ってご質問いただいても結

構ですが、まずはここでちょっと切り上げさせていただきまして、では、続

きまして、本体部分の柱１から３について、ご説明お願いしたいと思います。  

○伊藤学校教育部参事兼教育改革推進課長   それでは、資料４－２、先ほど

総論までご説明させていただきました。失礼いたしました。  

  それでは、各論のうちの柱１から３について、前回からの修正や追記など

を行った点を中心に簡単でございますが、ご説明をさせていただきます。  

  まず、４４ページをご覧ください。  

  時間をちょっと限られておりますので、ちょっと修正の経緯ですとかこう

いったものについては、後ほどの質疑の時間でお問合せいただければと思い

ます。まずは、修正をどこをしたのかということを中心に、ご説明させてい

ただきます。  

  ４４ページ、柱の１つ目、１、確かな学力の育成の中のアクションプラン

Ｎｏ５、ＩＣＴを活用した授業改善につきまして、前回審議会でのご議論を

踏まえまして、優良事例などの記載につきまして、記述をより具体的にして

おります。  
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  次に、４７ページをご覧ください。  

  同じ柱の１つ目の中のアクションプランＮｏ９、探究的な学びの充実につ

きまして、一番下ですが、郷土教育に関する記述を追加しております。  

  次に、５０ページをご覧ください。  

  柱の２つ目、２、豊かな心の育成の中のアクションプランＮｏ１０、道徳

教育の推進以降の道徳関連の記述につきまして、前回審議会でのご議論を踏

まえまして、内容をより具体的に記述いたしました。加えまして、この道徳

の部分につきましては、教育委員会が行うことと学校が行うことが混在して

いるとのご指摘もいただきました。こうした点も踏まえまして、記述を整理

をさせていただいております。  

  次に、５４ページをご覧ください。  

  同じ柱の２つ目の中のアクションプランＮｏ１９、体験学習の充実の下か

らになりますが、新しいアクションプランを追加させていただいております。

Ｎｏ２０、文化芸術に触れる機会の充実、Ｎｏ２１、環境教育の推進、Ｎｏ

２２、学校における「こども参画」の取組の推進、Ｎｏ２３、小・中・高校

生の社会参画意識の育成、これらを追加させていただいております。  

  次に、６０ページをご覧ください。  

  柱の３つ目、３、健やかな体の育成になります。その中の６０ページ、成

果指標Ｎｏ１１についてですが、前回の指標として、体力・運動能力調査に

おいて、８種目中全国平均を上回る種目数としてございましたけれども、こ

ちらを千葉県運動能力証合格率に変更しております。  

  次に、６２ページをご覧ください。  

  同じ柱の３つ目の中のアクションプランＮｏ３２になります。こちらにつ

きましては、先ほどもお話がありましたが、オリンピック・パラリンピック

教育の記述を一番下のほうですが、追記させていただいております。  

  以上、大変簡単ではございますが、各論のうち柱１、２、３についての主

な修正点の説明は以上になります。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  今、ご説明いただきました柱の１から３についてご意見、ご質問等ありま

したらお願いいたします。いかがでしょうか。  

  ちょっと資料を追っかけていくだけでも大変な感じなので、少し時間を取

ります。  

  神尾委員、どうぞ。  

○神尾委員  すみません、前回欠席しましたので、その分頑張ります。  

  まず、５０ページ、アクションプランのＮｏ１０と１１、先ほどの説明で、

前回のこの会議で指摘されたことを入れて改善してくださっているというの

がすぐ分かりまして、私のほうでちょっと書面で出させていただいたものが、

すごく、ああ、評価も入っているし、学校がすることと分けて書いてあるな

というのがすごく分かりました。ありがとうございます。  
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  先ほどもいじめのことを質問しましたが、やっぱり学力のベースに、心が

安定していてすごく幸せな気持ちでないとなかなか学力が伸びないので、今、

そのこと、豊かな心といって人権教育もとても興味、関心があるんですが、

Ｎｏ１４のところ、こちらに意見がございます。人権擁護委員を昨年度から

やっております。それで、学校に出向いて、人権教室を道徳の授業をさせて

いただいています。ですが、リピートで何度も呼んでくださっている小学校

はすごく多いんですが、これは区ごとにやっているんです、人権擁護委員が。

中学校がほとんどゼロの区も結構ありまして、偏っているんですね。あまり

周知されていないんじゃないかな。ここのところ、もし誰が人権教室等の実

施はするのかというところ、これだけだとスルーされてしまいそうなので、

地域、人材を活用するなどというふうに入れるとか、チーム学校とうたって

いて、人材活用して、それで学校教育を充実させようというところがあるの

で、ぜひぜひ中学校でも呼んでいただければという感じで、すみません、ご

意見を言わせていただきました。  

  それから、最後に、５５ページのアクションプランの２３番、小・中・高

校生の社会参画意識の育成、これ、初めてちょっと見たので、中学校で、や

っぱり千葉県千葉市の選挙投票率が非常に全国と比べてもいつも低いので、

関心がないというところがありまして、今、千葉市の子どもをどうするかと

いうところで、これが上がってきたというのは、これから方法はいろいろま

た具体化すると思うんですが、ありがたいなと思いました。お礼を申し上げ

ます。  

  以上です。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  ２点について、担当課からご回答ありますか。お願いいたします。  

○樋口教育指導課長  教育指導課でございます。  

  人権教室につきまして、貴重なご意見、また、学校へのご協力等いただい

ておりますこと、大変感謝申し上げます。  

  地域人材を活用した人権教室、まさにおっしゃるとおりでございます。人

権教室につきましては、令和３年度、小中合わせて４６校でしたのが、令和

４年度は７２校の応募がございまして、約１．５倍の応募状況でございます。

ただ、その中で小中別に見ますと、小学校６３、中学校９校というふうなち

ょっと差があります。ただ、この周知につきましては、小中同様に周知をし

ているつもりではありますが、なかなか中学校のほうの応募が少ないという

のは、現状ではございます。全体的に応募が増えているというところを踏ま

えまして、特に中学校へのお声がけの強化を今後してまいりたいと思います。  

  貴重なご意見、ありがとうございました。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  場合によっては、神尾委員、ここに学校種や地域に偏りなくと、何かそう

いう言葉を入れていただいてだと、委員がおっしゃったような、それも１つ
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の案として聞き取っていただければと。  

  もう一つ、２３番の社会参画意識について、何かご回答ありますか。  

  はい、お願いいたします。  

○伊藤学校教育部参事兼教育改革推進課長  教育改革推進課でございます。  

  こちら、アクションプランＮｏ２３の小・中・高校生の社会参画意識の育

成につきましては、所管は市長部局の選挙管理委員会が事務局になります。

今回、欠席でございますので、私のほうから簡単にコメントさせていただけ

ればと思います。  

  こちらにつきましては、市長部局ということになりますけれども、やはり

教育を進めるに当たって、市長部局との連携も必要ということで、このよう

にお互い連携をして進めているところでございます。  

  つきましては、神尾委員からもご感想、コメントいただきました。こちら

については、所管課のほうにもお伝えをしまして、引き続きこういった市長

部局、教育委員会でしっかり連携をさせていただきたいと思います。  

  ご指摘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、篠田委員、お願いいたします。大分お待たせしましたか。すみませ

んでした。  

○篠田委員  大丈夫です。  

  ＺＯＺＯの篠田でございます。私から２点、ご質問と感想というか、をお

願いしたいと思います。  

  ４１ページのＮｏ２のところなんですけれども、最後にＰＤＣＡサイクル

と書かれているんですが、結構いろんなところでＰＤＣＡサイクルを回すと

いうところが記載されているんですが、これは結構チェックだったりだとか、

実施本当にされているのかだとか、結構管理をしないとうまく機能しないの

かなというのが、私たち企業でも思っていまして、そういったところの管理

をどのように頻度、頻度というか、どのように具体的にしていくのかなとい

うところと、冒頭にあった資料３－１でも、全体の評価についてはアクショ

ンプランの順調は比較的いい評価であるが、成果指標として成果が出ていな

いというところで、ここがＰＤＣＡサイクルがうまく機能していないためな

のかなというのが、少し見受けられている印象でした。  

  １つ質問なのが、このアクションプラン、ここでいろいろと定めていただ

いていると思うんですが、一度定めたものは、途中で変更ができないものな

のか。機能していないアクションであれば、変更することも視野に入れてい

ろいろな行動を起こしていかないと、成果にもつながらないのかなというと

ころがちょっと気になったので、その点１点お伺いしたいです。  

  もう一点、２点目なんですが、５８ページのＮｏ２７のところですね、職

業体験学習の推進というところで、私たちの会社でもキャリア教育の一環と

して出前授業とか積極的にさせていただいているんですが、中学校が令和７
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年度で１００％の目標に対して、小学校が控え目な目標なのか、ちょっと気

になりまして、そのあたり何か理由があればお伺いしてもよろしいでしょう

か。お願いします。  

○貞広会長  ３点ご質問をいただきました。  

  全体のＰＤＣＡサイクルの回り方のお話と、特にその学力状況については

どうかと、管理的な面も必要になってくるのではないかということと、今の

キャリア教育のことです。１番目と２番目については、どちらで。はい、お

願いいたします。  

○樋口教育指導課長  教育指導課でございます。  

  学力向上アクションプランとＰＤＣＡサイクル、関連が深い話題でござい

ますので、併せたご回答になるかと思いますが、まず、学力向上アクション

プランにつきましては、篠田委員ご指摘のとおり、これは一度つくったもの

をまさにこれ、更新していくことが求められている。そういったことを学校

現場にも積極的に呼びかけているところでございます。年間の中で、年度当

初に作成しました学力向上アクションプランを、例えば７月、あるいは前期

終わりの１０月、それから２月等に見直していく中で、さらに子どもたちの

実態に合った学力向上アクションプランをつくり上げていく。そういったＰ

ＬＡＮ、ＤＯ、ＣＨＥＣＫ、ＡＣＴＩＯＮという１年間の中でも何度もそれ

を繰り返すというような仕組みの中で、サイクルの中で、学力向上アクショ

ンプランを更新していく、そういうことを求めております。  

  実際、どのようにそのチェック機能が働いているかという部分は、確かに

一度学校のほうで作成した学力向上アクションプランを、そこの部分を管理

をしているかというと、そこまでできていない現状がございますが、今年度、

学力向上アクションプランの中に、各学校がそのプランの途中でアセスメン

トを取ることができる、振り返りをすることができるような書式に変更いた

しまして、その中で、具体的にこういった時期に学力向上アクションプラン

を振り返る、こういった方法でチェックをしていくという中で、さらにより

良い計画につなげられるようにというような、声かけはしているところでご

ざいます。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  かなり短期的にＰＤＣＡサイクルを回していくということと、ちゃんと回

るように教育委員会のほうで管理というよりも支援をしていくというご回答

をいただいたかと思います。  

○樋口教育指導課長  おっしゃるとおりです。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では、もう一つ、キャリア教育の小中学校の違いについては。  

  お願いいたします。  

○伊藤学校教育部参事兼教育改革推進課長   キャリア教育につきましてです

が、篠田委員おっしゃった、小学生の目標値が６０％、中学生が１００％、
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この違いについてですけれども、やはり職業に関する教育というものは、や

はり中学生に非常になじむものでして、小学生はまだ早いというところもご

ざいます。ただ、小学校につきましても、できるところはできるのではない

かということもありますが、これまた発達段階ですとか、学校、地域に応じ

て状況は様々ということでございます。ただ、ご指摘の点は重要な点でござ

いますので、我々もそれについてご意見、ご指摘は承りながら、引き続きフ

ォローなどをしてまいりたいと思っております。  

○鶴岡学校教育部長  補足をさせていただきます。  

  職業体験学習という言葉の確認です。職場体験という言葉を聞いたことが

あると思うのですが、本市としましては、中学校で実施している職場体験を

行くだけの学習ではなく、来ていただく学習も必要なのではないかと。地域

によっては、行けるところが限られてしまっているので、地域によってその

差が出てきてしまうと。であるならば、行けないところから来ていただくと

いうやり方、発端は中学校の進路学習、キャリア教育というところが発端で

ございます。ですから、中学校については、１００％を目指して取り組む。

がしかし、小学校の高学年の早い段階から学習することもやはり必要なので

はないかという声が出てきていまして、小学校の高学年にもそういった、行

くことはできないけれども、来てもらうことも含めた職業体験学習を推進し

ようというところで、６割方何とか目指していこうという取組でございます。  

○篠田委員  ありがとうございます。  

  ちょうど教育委員会さんと出前授業に参加させていただいていて、ご要望

としていただけるのは、正直小学校のほうが実は多くて、何かそのあたり、

大体ほぼ６年生なんですけれども、中学校は多分２年生、職場体験があるの

で、そこでなんですけれども、今までコロナ禍だったので、職場体験、来て

いただけないという状況があったので、実は昨年度、１つの中学校の先生、

かなり積極的な先生からご相談があって、私たちが企業の中にも部署が幾つ

かあるので、５部署の、５の職業として出前として、２時間を３日間、半年

間ぐらいかけてやらせていただいたりしたんですね。それがすごく生徒さん

たちも、実際に企画をするところからプレゼンをするところまで全部やって

いただいたりして、すごくいい取組ではあったので、そういう取組がほかの

企業さんだったりとか、何かそういうところでも広がっていくと、すごくい

いなというのはあるので、恐らくそういうことに取り組んでいらっしゃる企

業さんは、多分そんなに形態、ちょっと企業さんによるとは思うんですけれ

ども、行くのと来てもらうのと、そんなにもしかしたら違いがなかったりだ

とか、もしかしたら、その出前授業も学校さんと話すと、教育委員会さんか

ら１コマだけというので、私たちにもその提案があったりしたんですが、実

は私たち、１コマというのは言っていなかったりして、幾らでも、いかよう

にもできますよというので、学校さんと調整したりということもあったりし

たので、もしかしたら、企業ごとに対応は違うとは思うんですけれども、結
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構延ばせたりもすると思うので、できるだけお子さん方にいい内容でお届け

できたらいいなと思うので、柔軟に要望も言ってみるといいのかなというの

も思っています。  

○鶴岡学校教育部長  よろしくお願いします。  

○篠田委員  お願いします。  

○貞広会長  遠慮なくということですので、よろしくお願いいたします。  

  それでは、まだあると思うんですけれども、ちょっと最後の柱４から６ま

で、まずはご説明いただいて、そこを中心に前のほうも返ってご質問、ご意

見いただくということで進めたいと思いますので、まずは柱４から６につい

てのご説明お願いできますでしょうか。  

○伊藤学校教育部参事教育改革推進課長   教育改革推進課です。  

  続きまして、各論のうち柱４から６までについて、前回からの主な修正、

追加点などを簡単でございますけれども、説明させていただきます。  

  資料４－２、６９ページをご覧ください。  

  柱の４つ目、４、質の高い教職員の中の施策方針４－１、指導力の育成に

なります。こちらにつきましては、現在国で議論されております教員免許更

新制の発展的解消を踏まえまして、まず、例えば次の７０ページをご覧くだ

さい。  

  ７０ページの一番上ですね、Ｎｏ３９、校外の研修の充実におきまして、

研修受講記録簿などの活用などの記述を盛り込ませていただいております。

こちらの施策方針につきましては、現在、国の制度改正ですとか、その後の

検討が現在行われているところですので、引き続き必要に応じ、精査してま

いりたいと思っております。  

  次に、７１ページをご覧ください。  

  同じ柱４つ目の中の施策方針４－２でございます。働き方改革の推進でご

ざいます。  

  成果指標Ｎｏ１８をご覧ください。こちらにつきましては、働き方改革の

取組の効果について、「効果があった」または「一定の効果があった」と回

答した教職員の割合、こちらを追加させていただいております。  

  また、次の７２ページから７３ページにわたりまして、この働き方改革の

具体的なアクションプランを記載させていただいておりますけれども、市教

委の学校における働き方改革プランがありますが、こちらでの具体の目標値

などを明示をしまして、また、具体の施策につきましても、市教委としてど

のように進めるのか、こういった点を中心に、より記述を充実させていただ

いております。  

  次に、７５ページをご覧ください。  

  柱の５つ目、魅力ある教育環境のうち、施策方針５－１、特色ある教育活

動でございます。こちらの成果指標Ｎｏ１９につきましては、前回は児童生

徒が学校で充実した教育を受けられると感じている保護者の割合にしており
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ましたが、こちらを児童生徒が学校種間連携を通じて、充実した教育を受け

られていると感じている保護者の割合に変更させていただいております。趣

旨としては、保護者が何に満足しているのか範囲を絞ったという経緯でござ

います。  

  また、こちらの施策方針５－１の成果指標につきまして、前回までは学校

の適正規模、適正配置に関しまして、成果指標として、教育環境整備のため

の適正配置、取組地区数を設けておりましたが、こちらにつきましては、成

果で何とかというよりも、取組であるアウトプットに近いかということで、

アクションプランとして記載をすることとしております。  

  次に、７９ページをご覧ください。  

  同じ柱５つ目の中の施策方針５－２、特色ある教育活動、こちらは、学校

安全関係の施策方針になりますが、成果指標Ｎｏ２２につきまして、前回、

審議会でもご指摘がありましたけれども、前回はセーフティウォッチャー１

人当たりの児童生徒数にしてございました。こちらからお手元にありますと

おり、登下校の見守り活動などによる通学路の危険箇所への対策割合に変更

してございます。  

  次に、８２ページをご覧ください。  

  同じ柱の５つ目の中の施策方針５－３、特色ある教育活動、内容としまし

ては、アフタースクール関係でございます。こちらにつきましては、成果指

標として、Ｎｏ２３アフタースクール設置校数を設定してございます。  

  次に、最後の柱の６つ目にいきたいと思います。  

  ９８ページをご覧ください。  

  ９８ページ、柱の６つ目、６、個別支援が必要な児童生徒のサポートの中

の施策方針６－３、特別支援教育の充実に関してですが、成果指標Ｎｏ３２

につきまして、前回は交流及び共同学習の実施回数にしておりましたけれど

も、こちらについては、お手元のとおり、自立と社会参加に向けた態度が育

成されていると考える特別支援学級担任の割合に変更しております。  

  次に、１０２ページをご覧ください。  

  同じ柱の６つ目、施策方針６－５、学習困難者等への対応でございます。

こちらの成果指標についてですが、Ｎｏ３４の夜間中学の部分に関しまして

は、前回までは来年度公立夜間中学における学校評価としてございました。

こちらにつきましては、お手元のとおり、公立夜間中学の生徒アンケート調

査で学校の運営について肯定的回答をした生徒の割合を設定させていただい

ております。  

  また、その下の成果指標のＮｏ３５、日本語指導に関しての成果指標でご

ざいます。前回は、日本語指導が必要な帰国・外国人児童生徒で指導を受け

ている割合にしておりました。こちらにつきましては、お手元のとおり、日

本語指導を受ける子どもの読み書き、授業中に学習に関する日本語習得状況

に変更しております。  
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  柱６についての説明は以上でございます。  

  最後に、１１０ページをご覧ください。  

  こちら、最後に用語解説を追加させていただいております。  

  以上、各論の柱４から６はじめ第３次学校教育推進計画の説明は以上にな

ります。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  今、ご説明ありました柱、各論の４から６を中心に、資料４－１も含めま

して、全体についてもご質問、ご意見をいただければと思います。最後に副

会長にぜひご意見をいただきたいので、今から２０分ほど、７時５０分ぐら

いまで、委員の方々のご意見をいただければと存じます。  

  では、まず阿部委員、その後、小池委員の順番でお願いいたします。  

○阿部委員  よろしくお願いします。  

  まず、先ほどの篠田委員のキャリア教育関連の話と関連してなんですが、

ちょっと重箱の隅をつつくようで申し訳ないんですけれども、８ページの２、

各成果指標の状況についての下から２番目のところで、夢と思いやりの心を

持つという子どもを育てるというこの状況を抜本的に改善していく必要があ

ると、この抜本的という言葉がかなり目立って見えて、これはどこと対応す

るのかなというふうに感じながら読んでいたんですが。例えば夢を持とうと

いうことを育てよう、夢を持つ子を育てようと、抜本的にそういうふうにつ

くっていこうというときに、やはり出前授業とか小学生、小６段階でも、も

っとかなり何か上の数値で積極的にやろうというふうに、抜本的というから

には、そういうことをやってもいいのではないのかなという気がいたします。

何か夢のある模擬授業というのをやろうという話、いい話かなと思いますの

で、その８ページの抜本的という言葉に引きつけられてそういうことを感じ

たというのが１点です。  

  あと、ちょっと意見として何点か申し上げます。  

  働き方改革に関する話がこの委員会でもずっと出て、大きな問題だという

ふうに思っております。個人的に、何か社会へのアピールというか、市民へ

のアピールというんですか、学校の中だけで改善していますよという話だけ

ではなくて、何かしらこう例えば教員になりたいと思っている学生に対して、

こういうふうに誠実に労働環境を改善しようとしていますということをアピ

ールしていくとか、ＰＲのような観点も入れられたらいいのではないのかな

と思います。  

  あと、いじめに関する道徳教育ですとか、そういういじめに関する心を育

てる教育の中に、やはり加害者にならないための教育とか、問題が起こった

後にどうするかという観点も大事なんですが、ＳＯＳの出し方に関する教育

とか、困ったときに相談をしてもいい、相談をしたほうがいいということを

推進する教育を推進するということをどこか入れておくことが大事ではない

のかなというふうに思います。  
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  以上です。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  １点目は、その抜本的というのをどう実際のアクションとして引き取るの

かというご質問と捉えていいですか。２点目が、その働き方改革をいかにち

ゃんと学生にも刺さるようにしていくかの項目、３番目は、いわゆる受援力

と言われるものですか。ＳＯＳというほど、本当に命の危険までいかない、

もっと手前の段階で助けを求められる力の育成という点についてお考えがな

いかということですけれども、どうしましょうか。この後、小池委員、青木

委員にご意見をいただいて、ちょっとお三方のご意見にまとめてお答えいた

だくという形にしたいと思います。  

  小池委員、まず、ではご意見いただきたいと思います。  

○小池委員   個々のアクションプランとかそういうことではなくて、全体的

に気になったことを２点ほど話したいと思います。１点目は、全体としてア

クションプランが多いわけですね。今回もまた増えてきている。その中で、

１つにまとめられるものとか、より上位にある事業にまとめられるものがあ

るんじゃないかなというのが、改めて気になりました。  

  例えばＮｏ１０の道徳教育の推進と１１が道徳科指導の充実ですけれども、

これは、カテゴリーからいえばどう考えても道徳教育のほうが上で、その中

に道徳科指導が入っている。こういったものが他にもあるのではないかと。

例えば５１の学校適正配置の推進と、５２の実施方針の策定に向けた取組と

いうのは、やはりこれも学校適正配置の推進の中に策定の取組があるという

ように、上位にあるものとそうでないものを一緒に並べているのだけれども、

それを統合することによって、より明確な計画にできるのではないかという

ことです。  

  また、上位と下位ではなくても、例えば歯と口の健康づくりの推進が２つ

あったり、それから、交流及び共同学習のところで、学校間と居住地とあえ

て分けたりしているわけですけれども、それらは似ているので仲間同士でく

っつけてもいいかなと思います。以上のことは、構造化していくことで、よ

り事業がシャープになってくるんじゃないかなということです。  

  次に改めて気になったのが、目的と手段を施策の中で区別していくことが

大事なんじゃないかなということです。  

  例えば、先ほど話題に出ました、学校における働き方改革プランで、改革

推進をするということと学校の業務とか行事の見直しということになると、

これは改革推進という目的と見直しという具体的な手段があるわけですよね。

この中に出てくる推進とか充実というのは目的にふさわしい言葉であって、

実施とか見直しとかそういった言葉は、どちらかというと手段を表すのに適

している言葉なんじゃないかなという気がします。  

  そういう観点で、アクションプランを、手段と目的、これをはっきり分け

ながら整理すると、より構造的なものになっていくのじゃないかなというの
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が私の意見です。この段階において何を言うんだと言われると本当申し訳な

いのですが、今改めて気になったところだったので、検討する時間があれば、

検討していただければというふうに思います。  

  以上です。  

○貞広会長   小池委員、施策方針のレベルというよりもアクションプランの

レベルでということですよね。  

○小池委員  そうですね、はい。  

○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。  

○青木委員  青木でございます。  

  地域から学校を見て気になるところだったり、保護者からの心配の声だっ

たり、また教職員や子どもたちを取り巻く課題などを的確に捉え、それらを

基に教育推進計画を立ててくださっていることをとてもありがたく思います。

ただ、この計画に関わる方々の思いや、情報が現場にどのように下りていく

のか、浸透していくのか心配しています。この計画がきちんと子どもたちの

ところに下りていくことも含めて、委員会の中で考えていただきたいなと思

っています。意見というよりお願いになります。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。  

  青木委員の今のご意見は、本当に根本的な重要な点で、よくあることです

よね。上位政府が立てた計画が、現場に下りていくにつれ教条秀逸的になり、

硬直的になるという、本当のもともとの計画のとおりちゃんと現場で実装化

され得るかというところまで、教育委員会では目配りをしてほしいというよ

うなご意見だったのかなと、私は受け止めたんですけれども、これについて

も、現時点で事務局のほうでご回答できることがありましたら、これについ

ても少しコメントいただければと思います。  

  では、阿部委員、小池委員、青木委員からご意見いただきました。どこの

ご担当課から順番はどこからでもいいですが。どうしましょうか。  

○伊藤学校教育部参事兼教育改革推進課長  教育改革推進課でございます。  

  阿部委員より、夢を持つことに関してのご指摘ございました。本当にこれ

は非常に重要なことでありまして、特に千葉市の場合は、夢を、目標を持つ

子どもたちの割合というのは、ちょっと全国平均に比べれば低いという結果

がもう出ております。そういったことですとか、なかなか社会が変化が激し

いということもあって、なかなか夢や目標を持ちづらいというところもある

のかなと思います。そこは、非常に委員会としても、非常に重要視している

ところで、やはり抜本的な改善ということを書かせていただいております。  

  引き続き、その施策の内容、どのようにすれば夢や目標を少しでも持って

いただける子どもが増えるのか、そういったところについて、しっかり内容

を考えていくとともに、書きぶりですとかそういったところについても、精

査をしていきたいと思います。  
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  ありがとうございます。  

○貞広会長   これはあれですかね、これのアクションプランがそれにひもづ

けされるという、恐らく計画全体で子どもたちに夢を持たせるというふうに

なることなんだと思うので、書き方の工夫をしていただくということで大丈

夫ですか。はい、ありがとうございます。  

  では、働き方改革の点についてはどなたが。  

  お願いいたします。  

○吉田教育職員課長  教育職員課でございます。  

  優秀な人材の確保ということで、学生さんにどのようにアピールしていく

かということなんですけれども、まず、ユーチューブのほうを活用いたしま

して、経験１年目、２年目の教員が、千葉市の教員の魅力の発信というもの

を今行っているところでございます。あと、併せましてオンライン、または

大学への出前の説明会ということで、今年度１００回実施しておりまして、

昨年度よりも３４回増という形で、その中では、働き方改革を強力的に進め

ていて、とても先生方の仕事の魅力発信とともに、働き方改革も現場では非

常に進めていますよというところをＰＲしているところでございます。  

  やはりこのＰＲというのが、非常に功を奏しておりまして、今年度若干で

すが採用選考の人数が増えております。やはり、優秀な人材を確保するため

には、この両面から学生さんのほうにアピールしていくことが非常に大事だ

と思っていますので、そのことについても、一緒に入れていくかどうかにつ

いては、検討させていただきたいと思います。  

  貴重なご意見、ありがとうございました。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  今、現時点で何をやっているかという詳細なご説明いただきましたので、

計画にどのように反映をするかというご検討いただければと思います。  

  では、ＳＯＳを出す力、受援力については、お願いいたします。  

○小田教育支援課長  教育支援課でございます。  

  阿部委員ご指摘の加害者を生まないとか、被害者をつくらないということ

は当然大事なことであって、道徳等の教科等を活用して、子どもたちにそう

いった心情をどんどん育てていくということと同時に、ご指摘あったように、

子どもたちがＳＯＳを発信しやすい、自分に限らずスティグマじゃありませ

んけれども、そういったことがかかって、子ども自身が本当につらい思いを

して、なかなかＳＯＳを発信できないような状況は改善すべきだと思ってい

ますので、具体的に言いますと、アクションプランの７０番から７２番の中

に、今、阿部委員ご指摘の具体のところまで明文化して入れるか、または、

この教員の研修の中でそういった授業展開、または教育プログラム、有効で

あるということを盛り込んでいくかについては、検討させていただければと

思います。  

  ありがとうございました。  
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○貞広会長  ご検討いただければと思います。  

  では、アクションプランの構造化とその計画の浸透に関わっては、どちら

ですか。改革推進課でしょうか。お願いいたします。  

○伊藤学校教育部参事兼教育改革推進課長  教育改革推進課でございます。  

  先ほど小池委員のほうから、アクションプランがちょっと多いのではない

かというご指摘もいただきました。非常に事務局としても、そこに問題意識

を持ってこの計画案を作成する段階から検討してまいりました。一方で、な

かなかこの第２次学校教育推進計画策定時期に比べれば、例えばＩＣＴです

とか、探究的な学び、新学習指導要領の実施があります。そのほか、異文化

理解ですとか、キャリア教育ほか不登校はじめ個別の支援が必要な児童生徒

のサポートなど、非常に、あと働き方改革ですね、非常に教育現場では課題

が増えてきております。そこは、なかなか減らす、なるだけ精選するという

ことに努めてまいりましたけれども、現状のこのようになっております。  

  先ほど、例えばということでご助言いただきました、例えば道徳の部分、

そして特別支援教育、そして学校の適正規模適正配置の部分、こちらにつき

ましては、統合などのする余地があるのか、関係課と相談させていただきた

いと思います。  

  ご指摘ありがとうございます。  

  続けてよろしいでしょうか。  

  青木委員のほうから、この計画の学校現場への周知、子どもや学校現場へ

行き渡らす点が重要だという点でございますけれども、これも非常に我々事

務局としても問題意識を持っております。計画があるにも、なかなか学校の

現場の先生方もなかなか忙しいという事情はありますけれども、ただ、それ

は事務局としてもしっかり周知の方法、工夫しなければいけないということ

で、これ、事務局において課せられた課題だと思っています。なので、冒頭

ご説明しましたけれども、資料４－１の概要資料ですとか、リーフレット形

式で作成をしておりますけれども、この周知方法につきましては、今後事務

局のほうでよく検討していきたいと思っています。  

  ご指摘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、もう時間迫ってまいりましたが、原田委員、黒川委員、そして江波

戸委員、一言ずつ感想でも結構ですので、ちょっと黒川委員のお時間が短か

ったのは申し訳ないんですけれども、原田委員からお願いしてよろしいです

か。  

○原田委員  原田です。よろしくお願いいたします。  

  これまでに意見が上がったところとも重なるところがあるかもしれません

けれども、この１０年後までを見通した計画ということで考えていったとき

に２０３３年までの段階までを踏まえ、どのようなところを育んでいく必要

性があるのか。それから、これまでも大事にしていた教育をもちろん従前の
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とおり大事にしていきつつも、千葉市としてどういう力を持っている子ども

たちを育みたいのか、千葉市としての売りがあるといいなと思いながら聞か

せていただいておりました。  

  そのように考えていくと、ＯＥＣＤEducation2030にも出ていたかと思いま

すけれども、特に今コンピテンシーを基軸としていきながら、態度とかスキ

ルとか価値観、それから知識をベースにして発達段階の伴うところで、特に

大事にしていく力は、変革をもたらすコンピテンシー、新たな価値を創造す

る力、それから対立のジレンマに対処する力、責任ある行動を取る力となっ

ています。特に生徒のエージェンシー、ラーニング・コンパスが示されてい

ます。こういうのを参考にして、２０３０年のウェルビーイングに向けてい

くと考えていったときに、例えば第３次計画の全体像の中でも、目指すべき

子どもの姿のところの教育目標に、自ら行動できるとあります。でも、この

行動にきちんと責任を持たせるという意味で、「責任ある」と２０３０年ま

でに、さらにもうワンステップ、ツーステップ先を見た力がきちんと示され

ています。２０３０年に必要とされる力という、最新資料もあるので、そう

いうのを参考にもう一度整理されていくのはどうかと思っております。  

  あわせてその資料の中に、本来力をつけていく内容が各科目だけでではな

く、各教科を横断する形でつけていく必要があるし、問題解決能力とか、課

題解決能力というのは割とどの教科でもとりあげられています。ところが、

共感性、レジリエンス、信頼、敬意、自己調整、このあたりがとりあげられ

ていないというＯＥＣＤの調査があります。これについては、実際に大事だ

と言葉は違っても、様々なところでアクションプランで標記されています。

ベースとしてそういうものをきちんと押さえた上で、各教科を横断する形で

見通しを持ってコンピテンシーの育成を構造化していくのはどうかと聞きな

がら考えていたところです。  

  以上です。  

○貞広会長  特に社会情動スキルと言われるもの。  

○原田委員   社会性と情動のスキルということで、国研（国立教育政策研究

所）からも資料が出ています。そうすると阿部委員がおっしゃってくださっ

た、非援助能力というところも、ソーシャルスキルという枠組みで考えるこ

とができます。もう一つ、３４ページの図の１のところで、豊かな学力の育

成から３までの健やかな体の育成が、横のラインで１本になっていますけれ

ども、実は縦もつながるみたいな、ただ、横一本だけではなく、何かそうい

うイメージがちょっと見えてくるといいのかなというふうに思いました。  

  以上です。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  黒川委員、いかがでしょうか。  

○黒川委員  黒川です。よろしくお願いいたします。  

  私も事前資料を頂いて、読ませていただいた中で、特別支援教育のところ
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は気になっていました。そこが修正されているというご説明でしたのでその

点について確認をさせていただきます。１万回としていた実施回数のところ

ですが、根拠の妥当性はどうなのかと読みながら思っていました。事務局の

皆さんが、質問内容を、特別支援学級担任の先生の感想に変えますというこ

とでしたが、この点についても、特別支援学級の担任をなさっていて、自分

が担当している子どもたちが、自立や社会参加に向けての態度が育成されて

いるという点について、ネガティブに評価する担任の先生はどれだけいるの

かということを考えたときに、これが果たしてこのアクションプランにつな

がる一つの指標として妥当であるかという点に疑問は残ります。  

  交流学習、共同学習についての実施を一定回数学校間、また居住地、そし

て小中学校内というふうに分けながら、分類しながら回数設定の目標がある

中で、そうしたことを子どもが経験として積んでいく中で、子どもがこうい

う感想をこぼしてくれたとか、子どもがこういったところ楽しかったと言っ

てくれたとか、そういうところは、やはり保護者もキャッチされると思いま

す。  

  ７５ページのところでは、児童生徒が学校種間連携を通じて充実した教育

が受けられていると感じている保護者の割合を問うということを今回新しく

入れていましたので、それに類することとして、交流・共同学習から子ども

が自立といったことの態度に、何かお気づきの点があるか、そうしたことを

感じ取れる保護者の割合とする方が、よいのではないかと思いましたのでお

考えいただければと思います。  

  以上です。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  では、江波戸委員、いかがでしょうか。  

○江波戸委員   江波戸です。  

  すごく全体的なお話とか出た中ですみませんが、７３ページの４４、部活

動の負担の適正化ということで、先生方のやっぱり働き方改革というか、と

ても長い時間子どもたちに接していただいているので、部活動指導員の拡充

等は分かるんですが、部活動の地域移行って、この地域移行という言葉があ

まり周知されていなくて、これからなんですけれども、先日、スポーツ庁の

方と、あと長官の室伏さんとも話をする機会があったんですけれども、まず、

これを令和５年度開始目標時期ということで、３年後の令和７年度をめどに

というのをお聞きしてきました。その中で、この５年度から少しずつモデル

地域つくって、動いたりという中で、保護者はこの地域移行は何なの、これ

からこの今まで学校でやっていた部活がどう変わっていくのかというのが全

く知らない状況なので、これをどう周知していただけるのか、先生方が生徒

にも説明してくれるのか、ちょっと保護者宛ての手紙とかも、実際すごく一

生懸命やっている子は、親もすごく一生懸命なので、先生方のまず休日土日

お休みにして、地域移行にというお話を聞いてきたので、その点について、
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先生方からか教育委員会からなのか、保護者に対して、生徒に対しての説明

等をなるべく早く始めたほうがいいんではないかと思いましたので、意見さ

せていただきました。  

○貞広会長  ありがとうございます。  

  ビッグネームも出てきましたけれども、今の中学生もさることながら、中

学生になる今小学生の保護者にですかね、それはぜひご検討いただきたいと

思います。  

  では、最後に副会長からご意見をいただければと思います。  

○奥山副会長   意見と言うよりは、これまで会議に出席させていただいてき

た感想のようなものになりますが、よろしくお願いします。先ず、本日の報

告にもありましたが、現行計画の課題としてとらえている成果指標の妥当性

や、成果指標とアクションプランの整合性については、次期計画案では相当

改善されているように思います。  

  また、成果指標については、全て一律に段階的に進めるのではなく、児童

生徒の安心安全に関わる内容については、初年度からでも１００％、あるい

は０％にするのは適切であると思います。  

    さらに、巻末に用語解説を設けたのは、現場の先生方にとっても親切な対

応だと思います。可能であれば、索引のようなものもあると、より親切にな

ると思います。  

    最後になりますが、学校教育については、年々新たな課題が出てきますの

で、中間見直しでは、可能な範囲で、思い切って柔軟に変更していただきた

いと思います。  

  なお、文言整理については、改善されていますが、まだ若干必要と思われ

ますので、よろしくお願いします。  

  私からは以上です。事務局の皆様のこれまでのご努力に感謝申し上げます。

ありがとうございました。  

○貞広会長   今、最後にお三方、そして副会長にいただいたご意見もそれぞ

れ大変貴重なご意見ですので、ぜひ事務局のほうで引き取っていただきまし

て、第３次学校教育推進計画のために生かしていただければと思います。  

  また、今日、時間になかなか限界がございますので、どうしてもちょっと

言えなかったということについては、メールや電話等で事務局のほうに連絡

をして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。  

  それでは、本日の議題は以上となります。  

  また、次回の審議会で答申を行う予定ですので、委員の皆様におかれまし

ては、引き続きよろしくお願いいたします。私の不手際で、十分皆さんのご

意見を頂戴できなかったことを、最後におわび申し上げます。どうもありが

とうございました。  

  では、この後は事務局にお返しします。  

○半沢企画課長補佐   貞広会長、長時間にわたり、円滑な議事進行ありがと
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うございました。  

  また、委員の皆様におかれましては、貴重なご意見をいただき誠にありが

とうございました。  

  最後に事務局より３点連絡事項がございます。  

  １点目に、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持ちください。  

  ２点目に、お手元のファイルや資料につきましては、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、次回の審議会の際にご持参ください。  

  ３点目に、次回の学校教育審議会の開催につきましては、１２月１９日月

曜日、１８時からの予定でございます。年末のご多忙のところ大変恐縮です

が、よろしくお願いいたします。  

  連絡事項は以上でございます。  

  以上をもちまして、令和４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。  

 


