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○午前１０時００分開会 

○大沢委員長  ただいまより、予算特別委員会を開きます。 

 それでは、第５号議案、平成３０年度品川区一般会計予算を議題に供します。 

 本日の審査項目は、歳出第７款教育費のみでございます。 

 それでは、これより、本日予定の審査項目の説明を願います。 

○秋山財政課長  本日もよろしくお願いいたします。３３８ページであります。７款教育費、１項教

育総務費は、対前年１.０％の増の４８億４,８４９万２,０００円、１目教育推進費は３億５,７００

万７,０００円で、主なものは職員給与費と文化財保護活用事業であります。 

 ２目学務費は８億７,２１４万３,０００円で、３４１ページにまいりまして中ほど、就学援助費では、

入学支度金の増額および支給時期の前倒しを行います。 

 ３４２ページにまいりまして、３目教育指導費は、１９億３,１５８万２,０００円で、主なものは、

右側にまいりまして、区教員経費、教員給与費では、区固有教員を３名増してございます。３４５ペー

ジにまいりまして中ほど、教職員支援経費では、スクール・サポート・スタッフ配置は教員の負担軽減

を図るためのものであります。３４７ページにまいりまして、中ほど下、合同部活動実施経費、２行下、

小中連携グループ部活動外部指導謝礼は、教員の負担軽減のために増額しております。３４９ページに

まいりまして、中ほど上、品川英語力向上推進プラン、３行下、日本人英語専科指導員学習指導は、指

導員の増員であります。マイスクール運営費では、一番下、マイスクール浜川運営費は、浜川中学校の

中に新規開設いたします。３５１ページにまいりまして、特別支援教育費では、中ほど、特別支援教室

整備は、中学校・義務教育学校１５校に設置するもの。学校地域連携推進経費では、品川コミュニ

ティ・スクールの全校展開に伴う増であります。 

 ３５２ページにまいりまして、４目図書館費は、１６億８,７７６万円で、図書館運営費では、中ほ

ど、高齢者支援事業は、認知症カフェや認知症サポーター養成講座を開催いたします。３５５ページに

まいりまして、中ほど、地区図書館運営費では、大崎図書館移転経費、大崎図書館分館開設経費は新規

計上であります。 

 ７款教育費、２項学校教育費は、対前年３４.４％増の１５１億７,７３９万３,０００円、１目学校

管理費は１５１億７,７３９万３,０００円で、３５７ページにまいりまして、学校ＩＣＴ活用経費では、

中ほど、校内無線ＬＡＮ整備は、平成２９年度より３カ年で全校整備をするものであります。３５９

ページにまいりまして、学校環境整備事業における、校舎等整備では、便所改修工事費は、実施校数の

増をいたします。中ほど、戸越台中学校では、大規模改修工事は平成３０年から３カ年の工事でありま

す。３６１ページにまいりまして、学校体育施設整備費における校庭人工芝生化は２校で実施いたしま

す。下のほうにいきまして、学校運営費では、児童・生徒用災害時備蓄物資購入は、備蓄物資の更新・

追加であります。２枚おめくりいただいて、３６５ページ、学校施設建設費では、芳水小学校、城南小

学校、後地小学校、３６７ページにまいりまして、鮫浜小学校、浜川小学校、第四日野小学校、６校分

の改築にかかわる経費を計上しております。 

 以上によりまして、７款教育費の計は、２００億２,５８８万５,０００円であります。 

○大沢委員長  以上で、本日の審査項目の説明が終わりました。質疑に入ります前に、現在２９名の

方の通告をいただいております。 

 これより質疑に入ります。ご発言願います。高橋伸明委員。 

○高橋（伸）委員  よろしくお願いいたします。３４３ページ、帰国児童・生徒等支援費の中の日本
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語指導教室運営、３４５ページ、いじめ防止対策費、３５７ページ、プロジェクター運用、校内無線Ｌ

ＡＮ整備、３５９ページ、教室等照明ＬＥＤ化工事費についてお伺いいたします。 

 まず初めに、３４３ページ、帰国児童・生徒等支援費の中の日本語指導教室運営について質問させて

いただきます。まず初めに、日本語指導短期集中教室と事項別明細資料には書いてあるのですけれども、

そのご説明を、どういった集中教室をやっているのかお知らせいただきたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  日本語指導に関するご質問でございます。品川区の区立学校に在籍

している帰国子女を含む、あるいは外国籍で日本語がまだなかなか、学校の授業を受け理解するのがま

だ少し難しい児童・生徒を対象に、おおむね３カ月程度を１つのサイクルといたしまして、区内の学校

の教室１カ所を会場といたしまして、日常生活と学校生活に困らない、簡単な日本語について、それぞ

れの母国語ではなく日本語の理解を深めるために、おおむね１時間から２時間程度の内容を、週１回あ

るいは２回程度通うという、通級するような形で学んでいる教室でございます。 

○高橋（伸）委員  本年、平成２９年度、今年は山中小学校で開催していると思うのですけれども、

これは来年もまた同じく山中小学校でやるのかどうか。それと、日本語指導が必要な児童と生徒がい

らっしゃいます。その中で、平成２９年度、前期課程と後期課程の人数を把握しているのであればお知

らせいただきたいのと、あと、一番多い国名を教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

○大関教育総合支援センター長  平成２９年度の実績でございますが、まず児童は延べで１４０名、

そして生徒が６８名、合わせますと２００名を少し超える児童・生徒を対象に、日本語指導が必要と区

では把握しております。一番多くは、中国から来ているお子さんが多くて、小学校および前期課程でも

う７０名を超えるという実質がございます。 

○高橋（伸）委員  そうすると、外国籍の児童が多い小学校には、日本語の指導担当員、教員の方が

派遣されていると思うのですけれども、平成２８年度は、お伺いしたところ、御殿山小学校だと思うの

ですけれども、平成２９年度において、外国籍の児童の多い小学校はどこだったのでしょうか。お知ら

せください。 

 それと、外国語の通訳の派遣で、保護者に対しての面談のときに通訳を要する学校に派遣していると

思うのですけれども、平成２８年度は１７回ということで、京陽小学校、浜川中学校、鈴ヶ森中学校、

荏原第五中学校、荏原平塚学園ということなのですけれども、平成２９年度の英語を教えていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○大関教育総合支援センター長  先ほど答弁が漏れておりました。まず会場は、今年度も山中小学校

で日本語指導教室は開催しております。今後も同じ教室を、当面の間は活用する予定でおります。 

 なお、ただいまご質問いただきました外国語通訳、それから御殿山小学校での、日本語の難しい児童

が多い学校への教員の加配でございますが、今年度も御殿山小学校に、対応の教員は加配してございま

す。御殿山小学校が一番多いという状況でございますが、それぞれの学校にさまざまな国籍のお子さん

が来ているという実態もございますので、それぞれの学校から、山中小学校に設けている適応指導教室

を活用していただいているという状況にございます。 

○高橋（伸）委員  今後はまた増加傾向にあるのかということは、また引き続きお聞きしたいと思い

ます。日本語指導の必要な児童・生徒に対しても、継続してこの事業は取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 続きまして、いじめ防止の意識向上としたいじめ根絶バッジについてお伺いいたします。学校独自の

バッジを作成して、生徒、教職員、ＰＴＡ役員が、荏原第五中学校ではそういった取組みをやっており
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ます。その中で、わかる範囲で構いませんので、現在、各学校での取組みをお願いします。 

 それと、あと３５７ページ、プロジェクターの運用、校内無線ＬＡＮ設備については、電子黒板機能

付きのプロジェクター等は、平成２９年度、２次配備として、未整備の２４校に整備されたと思います。

それと、その中で、特別支援学級、特別教室、美術・音楽室へのプロジェクター設置の導入、それと今

後の校内無線ＬＡＮ整備についてお知らせをお願いいたします。 

 それともう一つ、教室等照明ＬＥＤ化については、来年度、平成３０年度は小学校３校・中学校２校

なのですけれども、学校名がおわかりになれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○大関教育総合支援センター長  初めに、いじめ根絶に向けたバッジの活用でございますが、全ての

児童・生徒が、第１・第３土曜日にはつけて、いじめ根絶を考えるというのは、全校で考えております。

それ以外に各学校の工夫といたしまして、例えば、ある学校では、そのバッジのデザインをどのような

考えで子どもたちが考えたのかを、考えてくれた先輩に直接、中学校まで小学生がインタビューに行っ

て聞く。清水台小学校の子どもが荏原第五中学校の先輩から思いを聞いて、それを全校児童に対して伝

えるような活動をするなど、それぞれの学校がいじめ根絶に向けて工夫をしているところでございます。 

 なお、先ほどご質問いただきました通訳の回数は、本年度は３０回に増やしているところでございま

す。 

○有馬学務課長  プロジェクターの関係ですけれども、特別教室への配備についてですが、現在、各

学校については、普通教室以外に特別教室用として２教室分を配備しております。各学校によっては、

特別支援教室にそれを配備している学校もあります。今後は全体的に需要を見ながら、特別支援教室全

体の配備というのをこれから検討していきたいと思います。校内無線ＬＡＮにつきましては、平成３１

年度に全校配備ということで、今のところ、予定しているところでございます。 

○品川庶務課長  教室のＬＥＤ化でございますが、平成２８年から８年間かけて直していこうと、お

おむね考えております。今年度は、城南第二小学校、大井第一小学校、上神明小学校、それから富士見

台中学校、荏原第一中学校でございます。 

○高橋（伸）委員  児童・生徒に資するＩＣＴ整備と環境整備を、ぜひ今後もよろしくお願いいたし

ます。 

○大沢委員長  次に、新妻委員。 

○新妻委員  ３４１ページの就学援助費に関連いたしまして、私立高校の授業料実質無償化の周知に

ついてお伺いします。３４７ページ、オリンピック・パラリンピック教育推進事業、そして時間があり

ましたら、３５１ページの特別支援教育費に関連して、デジタル教科書についてお伺いいたします。 

 まず１つ目ですが、私立高校の授業料実質無償化の周知の仕方についてお伺いしたいと思っておりま

す。本年４月より、約７６０万円未満のご家庭において私立高校の授業料が実質無償化と拡大いたしま

した。公明党が強く要望し、東京都で大きく前進し、また２０２０年を目指して全国でも授業料の実質

無償化が進んでいく方向性が見えております。そこで、現在の品川区において、この制度がどのように

周知されているのかお伺いしたいと思います。教育委員会に加え、ひとり親支援のほうにもかかわりま

すので、子育て支援課長にもぜひご答弁をお願いしたいと思います。まず、この制度について簡単に、

どこが行っているのか、どのような制度か教えてください。そして、品川区においては、いつ、どのよ

うに周知されているのか、教育委員会と子育て支援課のほうの周知の仕方をそれぞれ教えていただきた

いと思います。 

○有馬学務課長  私立高校の学費の軽減あるいは都立の軽減もございますけれども、これらの周知で
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ございますけれども、この制度につきましては、東京都等を通じて、公益財団法人の東京都私学財団と

いうところがパンフレットをつくっておりまして、それが、毎年大体６月に、区の教育委員会のほうに

パンフレットが届きます。このパンフレットについて、中学校３年生の全員に配布してくださいという

ようなことで周知協力依頼というのが来ますので、この段階で各中学校にお知らせしております。 

 制度の中身ですけれども、基本的に、授業料の負担軽減が所得に応じてさまざまありますというよう

なもの。それから、国の助成、都の助成、あるいは貸し付け等のさまざまな制度が一覧になっているパ

ンフレットでございます。 

○廣田子ども家庭支援課長  周知についてでございますけれども、ひとり親につきましては、子ども

家庭支援課で、ひとり親対象の福祉資金の貸付けから審査まで行っておりますので、お問い合わせが

あったときに周知しております。また、区の奨学金の貸付けのお問い合わせの際にも、こちらの基金の

ことを先にお知らせするという形で行っております。 

○新妻委員  区民の方から、この授業料の実質無償化の所得が拡大されたということで、これまでは

公立しか考えられなかったけれども、子どもが私立に行きたいと言えば、そちらへの進学も考えられる

のかという声が周知の広がりによってあります。しかし、どこでそれを調べていいのか、そういう手だ

てがないというご相談がありました。今、答弁で、東京都私学財団という団体の名前が出ましたけれど

も、なかなか区民の方は、この東京都私学財団という言葉を知りません。そういう団体があるというこ

とも知られていないと思います。東京都のホームページを見てからも、なかなか、どこをどうやって調

べていけばいいのか難しい現状もありますので、今、品川区では、６月に都からパンフレットが来て周

知を、子どもを通して親に伝わるということが確認され、また子育て支援課では、随時、窓口でその案

内をしていただけるということでございますが、その上で、品川区のホームページから東京都私学財団

へリンクができるように、品川区のホームページからも確認ができる体制を構築していただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○有馬学務課長  ６月に各学校に通知する文書にも、具体的には東京私学財団にということで、ホー

ムページのご案内も出ているところでございますが、一層周知をするという意味でも、区のホームペー

ジにリンクを張れるのか、あるいは張るとしたらどこがいいのか、関係各課も含めて、これは検討した

いと思います。 

○廣田子ども家庭支援課長  区のホームページの中で、奨学資金という項目のページがございまして、

そこに、区の奨学金も含めまして、都の育英資金であるとか貸付資金については、現在も掲示している

ところです。給付に当たる就学資金であるとか東京都の授業料軽減の制度については、現在載せており

ませんので、今後、給付等につきましても、工夫して載せられるようにしていこうと考えてございます。 

○新妻委員  区民の方が、６月を待たずに調べたいというお声もありましたので、早目にご対応をお

願いしたいと思います。 

 次に、オリンピック・パラリンピック教育推進事業についてお伺いいたします。これまで品川区は、

オリンピック・パラリンピック教育に力を入れていただいておりまして、また東京都の事業であります

オリンピック・パラリンピック教育アワード校にも多くの学校が顕彰されています。そこで、これまで

行ってきた成果と、オリンピック・パラリンピック後の教育の部分でのレガシーについてお伺いいたし

ます。また、２月２８日に、豊葉の杜学園で、小学生が決めるオリンピック・パラリンピックのマス

コットの 終発表が行われましたが、豊葉の杜学園で行われた経緯と、子どもたちの声をお聞かせいた

だきたいと思います。 
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○熊谷指導課長  品川区のオリンピック・パラリンピック教育の取組みでございますけれども、平

成２８年度から、全ての区立学校・幼稚園におきまして、オリンピック・パラリンピック精神を踏まえ

て、知・徳・体の調和のとれた幼児・児童・生徒の育成を目指し、３競技体験教室、世界ともだちプロ

ジェクト、東京ユースボランティア、障害者理解を目指す、スマイルプロジェクトと、系統的・計画的

に学習活動を展開してきたところでございます。その成果が認められ、委員ご指摘のとおり、都のア

ワード校として４校１園、そしてパラリンピックの応援校として１校が認められたところでございます。

去る２月１５日には、アワード校と応援校の実践報告会を開催するとともに、実践事例集を全教員に配

布したところでございます。また、品川区のオリンピック・パラリンピック教育を推進するために、都

内初となる区独自の教材「よーい、ドン！しながわ」５年生から９年生用を作成・配布し、各校で活用

しているところでございます。来月初めには、新たに１年生から４年生用を配布し、次年度からの活用

を図ってまいります。こうしたところが成果でございますけれども、一番は、子どもたちの自己肯定感

が高まった。このオリンピック・パラリンピック教育を始めたときと今年度に、アンケートをとりまし

たところ、自己肯定感高まりというのが明らかになりました。ですので、そういったところが、まず成

果であると思っています。そして、課題ということになりますと、２０２０大会に向けて、ただの一過

性の大会で終わらせるのではなく、レガシーとして、子どもたちに、「多様性と調和」ですとか、それ

から「全員が自己ベスト」、また「未来へ継承」ということで、今後、共生社会の実現に向けて、子ど

もたち一人一人が自覚を持って取り組めるような子どもたちを育てていくことが目標であると思ってい

ます。 

 マスコット発表につきましてでございますが、なぜ豊葉の杜学園が選ばれたのかということですが、

こうした取組みの結果、品川区のオリンピック・パラリンピック教育が評価され、そしてアワード校で

ある豊葉の杜学園につきましてはスポーツ志向を目指すアワード校でございますので、こうしたことか

ら選定されたという経緯がございます。 

 子どもたちの声ですけれども、自分たちの選んだマスコットではないアの案が選ばれたとしても、非

常にうれしい。これをみんなで応援して、全国の小学生とともに、オリンピック・パラリンピックを盛

り上げていきましょうという気持ちになったというところが、子どもたちの声であります。 

○新妻委員  レガシーというところで、東京２０２０大会の日程に着目いたしますと、特に今回、パ

ラリンピックの成功が大事だということを東京都が言っております。その時期ですが、２０２０年８

月２５日から９月６日です。ちょうど夏休みの終わる１週間、そして明けて１週間の時期に重なってお

りますが、ぜひ学校として、パラリンピックに小学生・中学生全員が授業として参加できるようなこと

も、今後ご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○熊谷指導課長  ５６年ぶりに行われるパラリンピック大会に児童・生徒全員が参加し、友達ととも

に迫力のあるプレーを見るということは、一生忘れられない思い出となると思いますので、そうした、

よりよい参加の仕方を考えてまいります。 

○大沢委員長  次に、中塚委員。 

○中塚委員  ３４２ページの教育指導費にかかわって、先日の３月９日の全校休校について、それ

と３４５ページのいじめ防止対策費について伺いたいと思います。 

 まず、３月９日の大雨で、区内の全区立学校が休校となりました。その対応について、保護者から疑

問や改善の声が寄せられております。まず、品川区のルールとして、朝の７時の時点で警報が出ている

と学校を休校にすると伺っておりますけれども、このルールをもう一度確認させていただきたいと思い
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ます。その上で、一度休校を決定しても、状況を判断し、時間をずらして学校を再開するということは

検討されたのかどうか、どのような検討があったのか伺いたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  先だっての大雨の起きた際の休校に関することでございます。まず、

区の基準でございますが、教育委員会が、各学校に、全校統一として行動をとるように指示は出すこと

となっておりますが、その指示は状況等に鑑みて、例えば、登校時間を繰り下げる、あるいは休校等の

判断を、適切に考えております。その指示が、例えば夜中に天候が急変した場合等、指示が出せないと

いった状況が今回のような状況でございました。その場合には、警報が出ている場合には、子どもたち

の安全を第一として、７時の段階で解除されていない場合には休校、特に指示の出なかった場合は休校

という 低限のルールを、これまで校長会も含めまして、何度も基準を検討してきた経緯がございます。

なお、７時で休校を決定した後は、子どもたちは自宅学習という形をとっておりますので、その後、変

更を見直すという部分につきましては、途中で混乱が起きてしまうことのないように、年度当初より、

その日は休校となりますので、自宅学習をお願いしますと案内等を、学校を通じてお願いを申している

といった状況にございます。 

○中塚委員  今回のように大雨の警報が出ているときに、子どもの安全を第一に考えて休校とする判

断は大事なことだと思います。今回は、７時２１分に警報が解除となりました。こうした場合、一度休

校を決定したけれども、その後、学校を再開することについてなぜ検討をされなかったのか、すべきで

はなかったのかと思うのです。先ほどの答弁ですと、混乱するからというお話ですけれども、特に小学

校の低学年の児童が自宅で１人でお留守番をするというのも、とても危険なことだと思いますので、こ

こについては、しっかりどういうルールをつくっていくのか、検討が必要ではないかと思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  当日は未明より検討をずっと継続していた１日でございます。なお、

雨だけではなく、大雨、浸水害、そして洪水の警報も出ておりました。洪水の警報は７時の時点でまだ

出ておりましたので、その後、子どもたちが登校することによって、大きな被害があってはいけないと、

当日は判断した。そのような状況でございました。 

○中塚委員  そのような状況で、一度休校を判断されたことは大事なことだと思っております。ただ、

その後の対応がどうだったのかという点で伺っております。何よりも子どもの安全を第一に考えたい。

これは共通だと思います。しかし、小学校の低学年にとって、自宅での１人でのお留守番はとても危な

いと思いますし、何よりも子ども自身がとても不安に思っていると思います。ここでも、子どものこと

を第一に考えたいと思うのです。当日のことですけれども、保護者から、これは中学校ですけれど

も、７時１１分にメールで、「品川区に大雨洪水警報が発令されています。そのため、本日は臨時休業

となります。お昼からは天気は回復すると思われますが、３時まで自宅学習してください」とメールが

あったそうです。学校によっては、７時半にメールが届いたというところも伺いました。特に、小学校

の低学年の保護者からは、子どもを１人でお留守番させることができないので、仕事を休まれた方もい

らっしゃいますけれども、お昼代を渡して、１人でお留守番をさせたケースもあったようです。また、

保護者がメールに気づかず、子どもが学校に行って、自宅に帰されたというケースも伺っておりますし、

あと、コンビニのイートインコーナーで過ごしていたという子どももいたそうです。急な休校の場合で

も、仕事が休めるような社会や会社でありたいともちろん思いますけれども、現実に仕事を休めない場

合もあります。保護者にはあらかじめ、７時の時点で、連絡はされているということですが、一度休校

を決定しても、２時間目や３時間目から、途中から学校を再開するということは、今後も検討できない
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ものなのかどうか、ここのルールづくりについて、次回に活かすべき教訓が今回あるのではないかと思

うのですけれども、いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  教育という観点で、まず子どもたちには自宅学習をお願いしたとい

う経緯が当日はございました。そして、自宅に１人でいることがなかなか難しい低学年のお子さんを心

配する保護者の声は、教育委員会にも区民の声を通じていただいております。そういった声があるとい

うことも今後の課題と考えております。 

○中塚委員  とりわけ小学校１年生・２年生・３年生、低学年のお子さんが自宅で１人でお留守番を

するというのは難しいと思いますので、この対応については、しっかりと検討を進めていただきたいと

強く要望しておきたいと思います。 

 次に、いじめについての学校の対応について伺いたいと思います。こちらも、地域の方から複数、い

じめについて学校に相談したけれども、 初の対応に疑問を感じたと。率直に言って、対応してくれな

かったという話がありました。地域では、さまざま子どもと接する中で、子どもの変化に気づいて、い

じめられているのではないかと心配に思うことがあります。これは学校に伝えなければいけないと思っ

て相談するのですけれども、地域の住民から児童・生徒のいじめについて学校に相談があった場合は、

どのような対応を学校は行うのか、状況を伺いたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  例えば学校の近隣の方から、下校中の子どもが何人かいる中で、１

人の子がたくさんのかばんを持っている姿を見た。少し気になったのでという電話をいただくような

ケースもございます。いただいた際に、すぐに、当該校の教員が、まずは現場に見に行って、そういっ

た事実があるのかどうか。あるいは、おおよそ何年生ぐらいだった、どんなタイプのお子さんだったと

いう情報を得ている場合には、昨日、こういう情報が近隣の方から寄せられたけれど、君たちの中にそ

ういったことがないだろうか。あった場合には、友達のことを心配していたら教えてもらってもいいし、

本人が誰かに相談できるといいですねという話は、担任が学級の中で話す場面もありますし、あるいは

校長が朝会の中で話す場合もございます。また、直接学校に寄せられるだけでなく、直接、ＨＥＡＲ

ＴＳに電話で教えていただく電話が教育総合支援センターに来ることもございます。その場合には、す

ぐに当該校に連絡して、同様の対応等を各校でとっていただいている。そういう状況にございます。 

○中塚委員  今おっしゃったように、学校ではさまざま、力を発揮していただいていると思っており

ます。ただ、私のところに、学校の対応はどうなのかという率直なお声を複数伺いました。例えば、学

校に行っている時間なのに、どうも家の中にいると。この子は小学校のときから不登校ぎみだったので、

中学校に上がるときも地域の方は心配して目を向けていたわけですけれども、やはり家にいるらしいと。

それで、子どもの気持ちを察しながら、夕方に訪問して声をかけると、やはり学校に行っていないとい

うことがわかって、本人はいじめられているとは話さないけれども、何カ月も不登校が続いているので、

これは心配だからと学校に相談に、この方は直接学校に行ったのですけれども、学校としては、しっか

り対応していますという、そっけない対応だったと話しており、小・中学校での引き継ぎがどうされて

いたのか、疑問に感じたと話しておりました。 

 また、別の学校ですけれども、書道教室に親子で通っているそうですけれども、その会話を聞いてい

ると、友達にお菓子をおごったり、ゲーム機を貸しているけれども、親に対しては、お小遣いを増やし

てほしい、新しいゲーム機が欲しいと話していることがわかって、もしかしたら、おごらされているの

ではないか、ゲーム機を取られているのではないかと不安に思って、これはいじめられているのではな

いかと感じたので、学校の友達に、この子は学校でどうなの？ いじられているの？ という聞き方を
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したそうなのです。友達は、この子は、いじられキャラなのだというふうに話していたので、いじめら

れているのではないかと思い、その学校に電話をして、子どもの名前も伝えて言ったのですけれども、

いじめられていると思うので、学校で気をつけてくださいと連絡したのですが、学校の対応は、うちの

学校にいじめはありません。コミュニケーションをとるのが難しいのだと思いますと対応であり、これ

は少しどうなのかと、話を直接、伺いました。また別の学校では、その子にも問題があると思いますと

話したそうです。 

 やはり、複数の学校からいろいろお話を伺うので、これは少し学校の対応を、もう一度しっかり立て

直していかないといけないのではないかと思うのですけれども、改めて、地域からのいじめの相談を受

けたときの学校の対応について、今後の取組みも含めて伺いたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  小学校高学年ぐらいで友達にお菓子をごちそうしたとか、そういっ

たトラブルは、生活指導上のトラブルとしても、生活指導主任会等でも毎月のように、いろいろな学校

から出てくる年代でもございます。そのときに、やはり友達にお菓子をあげたり、ゲームの貸し借りを

する場合はきちんとルールを守ること、高額なお菓子を買ってあげるなどというのは適切ではないとい

う指導を学校はしております。また、そういった情報を地域の方から学校にお寄せいただいて、そうい

う情報を得て、多くの学校が生活指導を進めてございます。今、ご指摘いただいたようなケースはあっ

てはならないことだと思いますが、今後とも教員には、いじめが多いということはありません。必ず、

どの学校でも、どの子どもにも起こり得るのだということを、毎年、全教員を対象に研修会も行ってお

りますので、今後とも、そのアンテナが鈍くならないように、対応を丁寧にするように周知をしてまい

りたいと思います。 

○中塚委員  やはり、地域は子どもたちと、さまざまつながっておりますので、子どもたちのいじめ

に気づいたり、これはちょっとどうなのかと気づくことはあります。もちろん、地域の住民も学校を信

頼しているからこそ、相談に行くのだと私は思います。だからこそ、地域から連絡があったときに、い

じめがある、ないの判断をする前に、ましてや、しばらく状況を見て判断をするということでは手おく

れになるケースがあります。連絡があった際には、むしろ深刻な状況にあるという前提で、複数の教員

が連携しながら、後回しにせずに、いの一番に対応を進めていくということが大事な視点だと思うので

す。改めて、地域の方々の相談を受けた時の今後の取組みについても先ほど伺いましたけれども、ぜひ

学校が子どもの力になっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  ＨＥＡＲＴＳ（学校支援チーム）のメンバー、それから指導主事も

含めまして、地域の方、例えば民生委員ですとか主任児童委員ですとか、そういったそれぞれの団体の

方とも、意見を交わす場を年に数回設けております。そういった中で、今のようなお声をいただいた部

分に対しても十分に、今後とも継続して対応を充実していくように働きかけると同時に、協力をお願い

していく考えでございます。なお、ＨＥＡＲＴＳの例えばスクールソーシャルワーカーが、不登校の子

どもたちの家庭まで実際に訪問して、近所の公園で、夕方、少し話を聞いてあげる。そのような対応を

したり、日々、学校だけで対応が難しいケースについてはＨＥＡＲＴＳが活動して、何とか、地域、学

校、教育委員会がそれぞれの役割を果たせるように努力しているところでございます。 

○中塚委員  後に一言、こうした教師の専門性を発揮するためにも、教員の多忙化の問題が大きな

課題になっておりますけれども、ぜひ学校をあげて、また教師の専門性も発揮していただいて、子ども

たちの力になっていただきたいと強く要望したいと思います。 

○大沢委員長  次に、いながわ委員。 
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○いながわ委員  ３４７ページ、オリンピック・パラリンピック教育推進事業全般について。３６１

ページの通学安全確認業務とは何ですか。それに関連して、児童・生徒の防犯対策における保護者への

情報提供手段がどのように行われているかということ。そして、ページ数が不明なのですが、生徒の部

活動の大会出場に関する休みの取り扱いについてお伺いしたいと思います。 

 先ほど、新妻委員からも質問がございました。品川区の教育の実践で、オリンピック・パラリンピッ

ク教育、「よーい、ドン！」。知・徳・体の調和のとれた幼児・児童・生徒の育成を目指すということ

でありまして、義務教育学校６校、小学校３１校、中学９校、年間３５時間の学習の中で５つの資質を

身につけるということで、非常に大切なことであり、この事業に関しては評価するところであります。

その中で、東京都教育委員会が所管しております、オリンピック・パラリンピック教育アワード校とい

うことで、日本人としての自覚と誇り、障害者理解、スポーツ志向ということで、アワード校に何校か

が指定されて顕彰されております。ここで１件、お伺いしたいのが、全校でやられているわけであって、

どういう形でアワード校として認定されたかということを教えていただきたいのです。要するに、

全４６校で、中学、小学校、義務教育学校なのかは別にしても、選抜して出たのか、それとも手挙げ方

式で、うちの学校がそれに応募したいという話だったのかということを、まずお知らせいただきたいと

いうこと。それで、先ほどもありました、２月１５日、豊葉の杜学園でアワード校と、あと競技応援校

ですか、実践報告会ということで、小・中学校、校長先生、副校長先生、教諭の方々が、１２０名とい

うことで開催されました。もちろん、担当所管である指導課長もご挨拶されているということでありま

すが、指導課長の目から見て、そこにいらっしゃった先生方の雰囲気というのですか。いや、もっと、

何というのでしょう、推進しなければいけないという、どういう空気が伝わってきたかというのを、指

導課長の主観になってしまうかもしれませんが、お知らせいただきたいと思います。 

○熊谷指導課長  まず、アワード校とパラリンピック競技応援校でございますけれども、こちらにつ

きましては、立候補でございます。平成２８年度にやってきたことを踏まえて、平成２９年度にもっと

オリンピック・パラリンピック教育をやりたいという学校が立候補しまして、それを私どもで都に推薦

いたしました。ただ、都全体で、都立高校も特別支援学校も含めて１２０校しか選ばれない中で、全て

通ったというのは、やはり今まで全ての学校のやってきたことの中で、特にやりたいという思いが通じ

たのだと思います。 

 それから、２月１５日に実践報告会を開催いたしましたけれども、そのときの、参加者の雰囲気なの

ですけれども、 初、校長先生、副校長先生、先生方を全校からお招きしたので、どういうふうに感じ

られるかと思ったのですが、非常に熱心で、終わった後のアンケートにも、次年度、今日の実践事例を

踏まえて、我が校でも、もっとオリンピック・パラリンピック教育を進めていきたいというようなお声

が聞かれました。特に、フェリス女学院大学の和田浩一先生のご講演を聞いて、オリンピック・パラリ

ンピックの精神とは何なのか、改めて学ぶ機会になったという声も聞かれたので、これについては一定

の評価が得られたのではないかと感じております。 

○いながわ委員  子どもたち、児童・生徒に教える側がそういう気持ちになるということは、非常に

今後も期待ができるところであります。その中で、基本的に、何というのでしょう、立候補して、その

校を品川区から東京都に推薦したとなると、やはり、ほかの学校でも、なかなか手を挙げられなかった

けれど、うちはもっといい取組みをしているという学校もありますので、そういったところをぜひ見逃

さないように、全体で盛り上げていただきたいと思います。それで、私が少し懸念しているのが、各学

校でさまざまな取組みはされている中で、顕彰された学校とその他の学校間に、多少、温度差があるの
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ではないかということを危惧しております。もともとこの事業は、教育というのですか、本質を考える

と、顕彰の有無に関係なく、障害者理解やダイバシティー教育の一環として、オリンピック・パラリン

ピック教育はさらに推進するべきものと考えておりますが、今後さらに取組みを推進していくのであれ

ば、やはりパラリンピック競技以外の、例えば聴覚障害者のデフリンピックや、知的障害者のスペシャ

ルオリンピックスという部分にも触れていただいて、それを教育に取り入れていただきたいと思ってお

りますが、いかがお考えでしょうかということ。実際に、やはり私も、京陽小学校に、オリンピック・

パラリンピック推進特別委員会で視察いたしました。玄関に取組み事例を紹介していて、こういう取組

みをしているというのは、アワード校だからしているのかもしれません。また少し違う学校に行くと、

言い方は大変恐縮なのですが、日の当たらないところに、ちょろっと模造紙が張ってあるぐらいという

認識もありますので、盛り上げるのだったら徹底的に盛り上げていただきたいと思いますが、含めて、

いかがでしょうか。 

○熊谷指導課長  立候補ということで申し上げましたけれども、今年度もアワード校の応募がござい

まして、またさらに、うちもやりたいという学校が増えてきております。それに加えて、私どもで指導

主事が学校訪問した際に、ぜひアワード校に立候補してくださいというようなお声がけもしているとこ

ろでございます。また、委員ご指摘のとおり、全ての学校にオリンピック・パラリンピックコーナーを

設けておりますけれども、やはり若干の差があるというのは否めないところでございます。それにつき

ましても、また指導・助言を行って、全校で盛り上げていきたいと思っております。また、パラリン

ピック以外にデフリンピック等も含めてということですが、障害者理解も進めておりますので、昨年

度・今年度、２１校がパラリンピアンをお呼びして講演を行っております。また、次年度以降も、デフ

リンピックを含め、障害者理解が深まるような学習活動を行っていきたいと考えます。 

○いながわ委員  時間もあれなので、このところについて、今のブラインドサッカー体験授業をやら

れておりますが、何が一番大切かというと、競技大会が終わった後も引き続きやるべきだと思っており

ますが、そのご意見をお聞かせいただきたいと思います。 

 防犯対策についてでありますが、不審者の情報が、中学校・小学校の間で、情報の行き違いや情報が

届かないという話を地域から聞いておりますが、どのようなシステムで保護者に情報提供しているのか。

統一のシステムが必要ではないかというのが１点。生徒の部活動に関しては、先日の総務費の款別でも

行いました。児童・生徒の教育長表彰などがありますが、必ずしも大会が、休み、休校のときにあるわ

けではないので、やはりそういったところに出場した、勝利をおさめてきた方々に対しては、欠席扱い

ではなく公休扱いにするべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○熊谷指導課長  ２１日から行われるブラインドサッカー国際大会で、荏原第六中学校、東海中学校、

鈴ヶ森中学校の子どもたちが、ボールボーイ等のボランティアを行うことになっております。大会後も

引き続き、ブラインドサッカーを応援できるようにしていきたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  不審者発見の通報があった際につきましては、全校統一ルールとし

て、具体的なフローチャートに基づき対応しております。学校に情報が寄せられた際には、まず所管の

警察にも通報を入れると同時に、区内全ての公立学校、幼稚園を含む区内全ての公立校へ情報を提供し

ております。その上で、校長判断により、保護者へ一斉メールを送信するか、近隣校の校長同士で相談

して、即時、流す必要がある内容であれば流すという形をとっております。 

 それから、大会等に出場した子どもの出席扱いという部分でございますが、これは学校教育法第２１

条の１にも照らし合わせまして、しっかりと子どもの社会活動という部分を校長が判断して出席に扱う
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ことができるように、前向きに検討してまいります。 

○大沢委員長  次に、須貝委員。 

○須貝委員  私は、教育費全般についてお聞きしたいと思います。品川区は、今日までさまざまな教

育改革や事業を進めてきました。その間、見ていますが、やはり学力低下の懸念や塾通い等、特に公立

学校に対する不満は保護者の間では相変わらず多いです。そして、それに対して、学校教育、教育行政

が十分対応できていないのか、それとも何か問題があるのか、さまざま考えますが、そもそも学校教育

の原点というのは何でしょうか。そして、このように保護者の方たちが思っている、それに対してご見

解をお聞かせください。 

○熊谷指導課長  まず、学校の原点とは何かというご質問でございますけれども、これについては、

やはり知・徳・体の調和のとれた育成が、学校が行うべき根本であると思っております。また、保護者

が品川区の学校に対してあまり満足されていないのではないかというご質問がございましたけれども、

実際に平成２８年、昨年度でございますけれども、９１％の保護者が非常に満足しているとお答えいた

だいてございます。 

○須貝委員  そういうお話ですが、そもそも学校というのは寺子屋から始まって、子どもたちに、文

字を書いたり、それから算術を教えたり、そういうところから始まっていると私は思います。それで、

今、満足しているというのは何に満足しているのか。見ていて、子どもたちはどうなのですか。本来、

学校教育において子どもが身につけるべき力の一つは、私は学力だと思っております。以前は公立中学

校でも教科ごとに、あなたは成績がこれぐらいだ。そして、この人数の中でこれぐらいの位置にあると

か、そのような棒グラフを保護者に見せたり、あと、過去には民間の業者テストをやって、親にもそう

ですが、子どもの学力定着ということをはっきり提示していました。それが、今では教育の成果や課題

がもう本当に不透明で、相変わらず見えにくい。そうすると皆さんはどうなのですか。やはり、私立受

験、中学受験を考えてしまう。それがいまだに３割もいる。それが満足していると言えますか。私はそ

れは違うと思うのです。これだけ保護者の不満や不安がある。そして、学校教育において子どもたちが、

やはりきちんと学力を身につけるということを、きちんとやるというのが教育行政の根本だと私は思う

のですが、その点についてもう一度ご見解をお聞かせください。 

○熊谷指導課長  寺子屋のころは、やはり読み書きそろばんということで、子どもたちに力を身につ

けさせるということが学力であったと思います。今、こうした情報化やグローバル化の中で、新しい時

代に求められる資質・能力、イコール学力とは何かということで、これについては３つございます。知

識・技能、そして思考力・判断力・表現力、そして３つ目、とても重要だと思っておりますが、学びに

向かう力と人間性、この３つを学力としております。 

 私立に行ってしまうお子さんがいるのは、公立ではなくて私立のほうがよいのではないかという保護

者のお考えというご意見でございますけれども、私は、日本のよさは選べるということだと思います。

さまざまな進路の選択肢があるということが日本のよさだと思いますので、公立に関しても、諦めて公

立を選んだのではない。公立に行きたくて選んでいる。また、私立に行きたくて、国立に行きたくてと

いうことで、選んだ、選べるということが、日本の教育のよさではないかと考えております。 

○須貝委員  品川区は今までも、全国有数の教育、指導をしている。そういう制度をつくって、どん

どん進めている。ですが、現実論は、そうやって離れる親御さんがいる。それで、やはり皆さん、心配

している方がいるから、３割以上の方が中学受験を相変わらずやめない。小中一貫教育までやりました。

でも、やはりそれぞれ、そこに子どもが殺到しているかというと、そうでもない。さまざま、ばらつき
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がある、このような現状をつくっています。それはそれでしようがないところもあると思うのですが、

ただ、相変わらず品川区の教育、例えば学力でもしっかり身についている、しっかりやっている。そう

いう声を私はいまだに聞いていないのです。それで、相変わらず、そういう不満を持っている、学力が

低下したと感じている保護者は、危機感から受験して、私立学校へ通わせたりという家庭が都心部には

多い。そして、また受験しないお子さんも、学校の学習指導では物足りないから、やはり塾へ行く。そ

して、塾へ行くということは何が今度、問題になるかというと、家庭の団らんは、塾へ通っているから

やはり減ってしまいます。親子の接触はもちろん減ってしまう。それよりも、ここで問題とされるのは、

親の収入格差です。中には、収入が低くても、おじいちゃん、おばあちゃんにお借りして、教育レベル

を高めたいために、塾に行かせてまで私立に行かせる。塾に行けば年間１００万円以上かかります。そ

れでも行かせなければいけないという、やはり切実な思いがあって、それが、イコール、今度、教育の

機会の公平性は失われてしまうのです。それを、このままずっとやっている。私は、これだけの予算を

かけている品川区というのは、私はもう日本で有数だと思うのです。これだけかけて、成果がやはりき

ちんと見えてこない。少なくとも、学力はこうやってしっかり定着させて、全国テストをやっても上

位、１番とは言わないけれどベスト５に入るとか、そういうことすら聞こえてこない。このような現状

でいいのですか。お聞かせください。 

○熊谷指導課長  今お尋ねの全国学力・学習状況調査でございますけれども、品川区は１位、２

位、３位、４位、各教科、独占しております。ですので、秋田県、青森県、石川県と並ぶというところ

でございますので、６年生に関しては全教科独占。そして９年生に関しましても、４位、６位、そして

国語のＡだけが１２位という結果でございますけれども、ただ、それも４点差で、秋田県、石川県、福

井県と差が出た。たった４点差でございます。ですので、学力については安心していただければと思い

ます。 

○須貝委員  先ほどの全国学力・学習状況調査の成績ですが、それぞれの教科で何点だったのです

か。９０点以上取っているのですか。違うでしょう。皆さん、全国学力テストをやってもそんなに力を

入れていないです。 

○大沢委員長  須貝委員の質疑の途中ではありますが、会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午前１０時５８分休憩 

 

○午前１１時０１分再開 

○大沢委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑を続けます。ご発言願います。須貝委員。 

○須貝委員  今、課長から、トップの成績である。でも、実際、点数はご存じですよね。１００点満

点中、７０点前後かわからないですが、実際そんなものでしょう。だから私は何度も言っているのです

が、では、もし品川区がやっている学習指導・教育に自信があるなら、きちんとそういう模擬テストで

も受けさせて、親にはっきり見せてください。中には、塾に行くとそういうふうに学習塾のテストや模

擬テストを受けているから、自分の子どもの実力がわかりました。学校ではわからない。こんなことま

で言われています。それで、文部科学省も、全体としては国際的に見て上位にあるものの、成績中位層

が減り、低位層が増加していると言っています。そして、自立した社会人を育成することがますます重

要とされる今日、基礎的な、基本的な知識・技能を徹底して身につけさせ、みずから学び、みずから考

える力を身につけさせる。確かな学力を育ぐくむということが学習指導要領の中に基本的に入っている。
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このことと、やはり今、私は大分違っているのではないかと感じております。それは指摘しておきます。 

 そして、少し別の角度で品川区の教育についてお聞きしたいと思います。これだけ長年、さまざまな

教育制度、新しいものを取り入れている中で、先ほどもお話がありましたが、いじめ、不登校、そして

家庭内の虐待等を、なかなか先生方がキャッチできない。こういう問題はあります。いじめ、不登校と

いうのはなくなりません。そして、そういう子どもが相変わらず減らない。こういう現状をどういうふ

うにお考えですか。子どもたちに対する対策を、全然今までやっていなかったわけではないですよね。

でも全然改善されてこない。気づかないのは先生と子どもの触れ合いが、少ないからではないか。それ

についてご見解をお聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  いじめ問題や、あるいは不登校の問題、あるいは家庭内での虐待等、

さまざまな課題は、以前より子どもたちにはあり得た状況を、これまでは学校あるいはそれぞれの機関

が対応してまいりましたが、もっと有機的に、それぞれが関連して、お互いに情報を早目にキャッチし

て複数のネットワークで支えていくべきであると考えて、関係機関との連絡会等も、ここ数年かなり深

めてまいりました。そんな中で、さらに、学校支援チーム、ＨＥＡＲＴＳも設立してちょうど５年がた

ちます。この５年間の間、多くの家庭訪問や関係機関への訪問、そして調整会議等を重ねる中で、たく

さんのケースに携わってまいりました。その中で、 初はいじめを主に立ち上がった学校支援チームで

ございましたが、動いているうちに、いじめだけではなく、今、委員よりご指摘いただいたように、不

登校の課題あるいは家庭の環境、それから親御さん自身がお悩みであったり、さまざまなケースについ

て、やはり関係機関が一丸となって、どのように、どのタイミングで支援できるか。そういった部分を

考える時代に来ております。今後ともそこは充実してまいりたいと考えております。 

○須貝委員  しっかりいろいろ取り組んでいるのです。それは見ていてよくわかります。ですけれど

も、やはり先生も子どもと１対１でなかなか対峙できない。そして、何とかしたいけれども、なかなか

減らない。そういうところがうまくいっていないのではないかと、保護者も不安に感じる方もいらっ

しゃると思います。このような不安が、やはり保護者の方たちに聞きますと、今の公教育、学校教育で

は限界なのではないか。そして、その中で、品川コミュニティ・スクールがございます。これは、もう

随分前から、ほかの地域では１０年以上前からやっていた制度です。実験的にやっていたと思うのです

が、それを品川区で取り入れた。要は、今の学校教育だけでは限界で、地域にも介入していただかない

とだめなのか。要は先生が忙し過ぎるのか。どうなのですか。そして、このようにどんどんいろんなも

のを取り入れても、先生は混乱するばかりではないのですか。そして、もう一度聞きます。地域の力が

ないと、もう学校教育、公教育はできないということですか。私立ではこういうことは絶対ありません。

ご見解をお聞かせください。 

○熊谷指導課長  やはり地域の力というのは、子どもたちを育てていくのに絶大であると思っていま

す。地域の中の学校でありますので、学校と地域が両輪として一緒に育てていくということが本来の教

育のあるべき姿であると思っております。ですので、品川コミュニティ・スクールでは地域の人たちの

ご協力を得ながら、ともに地域の子どもたちを育てていくという仕組みづくりを行っております。 

○須貝委員  これは国の逃げもあるのかと私は思うのです。学校でできることは学校でやる。それで、

こういうコミュニティ・スクールをつくれば、土日でも先生は、出勤しなければいけない先生も出てく

る。そして、地域の人と一緒に行事に取り組まなければいけない。先生にはそんなに時間があるのです

か。それで、京都でもコミュニティ・スクールをやっていました。そうしたら、もう何百人集めて、そ

ういうさまざまな授業等をやっておりました。でも、それは忙し過ぎて、先生の定着もなかなか、まま
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ならないというような話も聞いております。そして現在、教員もやはり異動というのが、これは、東京

都の教員ですから、品川区はしようがないですよね。異動もある。だけど、品川区に来る教員の皆さん

を選ぶわけにいかない。成績がＡだろうがＢだろうがＣだろうがＤだろうが、来られる方は来てしまう。

まして今、新人の教員すら、自分で担任を初めて持つような状況にもなる。これだけ今、せっぱ詰まっ

て追い込まれている。こういう状況というのは、もう本当にどうするのですか。独自の教育制度を品川

区はやっている中で、国の教育制度をまたここで取り入れてやっていってしまう。ますます教員、また

教育現場は混乱すると思うのですが、ご見解をお聞かせください。 

○熊谷指導課長  学校現場が混乱するのではということでございますけれども、反対に、品川コミュ

ニティ・スクールを設けたことで、教員の負担感というのは非常に減ってきている現状がございます。

というのは、やはり一緒に、地域とともにというところで、先ほど、土日の行事の回数が増える、多く

なるのではないかというご指摘がございましたけれども、役割分担をしておりますので、それについて

は特に教員の負担が高まったということはございません。学校で混乱が起こっているかというと、そう

とは考えてはおりません。 

○須貝委員  よく、先生が大変だ。なかなか教員になりたがらないとか、そういうお話も新聞報道で

よく聞きます。実際、今、品川区では、英語力向上推進プラン、体力向上、品川教育の実践として、市

民科もあります。教科書も厚くなったのです。だから、授業は大変でしょう。それだけでも大変なのに、

さらにこれもやっていく。これは誰が考えても、私は先生の負担が大きいと思うのですが、実際どうな

のでしょうか。そして、実際、教科書がこれだけ厚くなったら、おそらく１年間でカリキュラムは終わ

らない。おそらく飛ばしていくのかと思うのですが、こんなに忙しくなっているなら、土曜日、今、隔

週で休みをとってありますが、これだと、土曜日に出ないと到底間に合わない時間数が必要だと私は思

うのですが、その辺についてご見解をお聞かせください。 

○熊谷指導課長  教科書を飛ばすということは未履修になってしまいますので、そういったことはあ

り得ません。また、非常に忙しくなっているのではないかというご指摘でございますけれども、教員の

本分は、まずは授業力向上、子どもの生活指導、しっかり見取っていくということでございます。しか

しながら、本区におきましては、他区と比べまして、これまでも人的支援ですとか、それから環境の整

備ですとか、そういった部分では、２３区のどこにも負けないよう準備をしてきたところでございます。

ですので、１つは、やはり私たち教員が、子どもたちのためならということで、何でも頑張って、子ど

もたちのためなら、子どもたちが喜ぶならということで頑張ってしまう。そうした気質といったものも

大事な部分ではありますが、意識を変えていくことも大事ではないかと思っております。 

○須貝委員  品川区で私がすばらしいと思うのは、品川区、固有教員採用です。本当にこれは、私は

もう感謝するしかないのかと思います。でも現実論、大半の教員には出入りがあります。それで、いい

教員も選べるわけではない。そのような中で、本来まだこれから研修を積まなければいけない教員もた

くさんいる。そんな状況で、学校教育を担う人たちがそういう問題を抱えていて、何で、課長がおっ

しゃるようないい教育ができるのですか。さらに、その上に教科書は厚くなる。また、さまざまな教育

制度を理解して、こなしていかなければいけない。私はここは考えてやるべきだと思います。終わりま

す。 

○大沢委員長  次に、田中委員。 

○田中委員  ３６３ページ、２項学校教育費、１目学校管理費のうち学校給食放射性物質検査

費、３４３ページ、１項教育総務費、３目教育指導費について伺います。 
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 まず、学校給食放射性物質検査費について伺います。多くの保護者から、今年度も予算がついたこと

について、よかった、安心したという声が、生活者ネットワークには届いています。給食の放射性物質

検査の継続を評価します。一方で、予算の減額については残念に感じています。予算減額の理由を教え

てください。 

○有馬学務課長  平成３０年度の予算につきましては、ヨウ素、セシウムの回数の見直しというのを

行いました。従来２回行っていたものを、１回に変更した、縮減したということで、金額が減っている

ものでございます。 

○田中委員  福島第一原発の事故から７年たちましたが、福島県内の川では、目に見える大きさの放

射性物質の粒、セシウムボールが確認されたと、３月７日に報道がありました。原発事故はいまだ続い

ています。福島県で福島の農業を再生させるために活動している研究者がいます。福島大学経済経営学

類、うつくしまふくしま未来支援センター、農環境復興支援部門教授の、昨年２月に経済産業省で開催

した福島県産品に対する風評の実態と農業再生に向けた取り組みの資料によると、消費者アンケート調

査では、シールなどで、検査済みであることがわかりやすく示されていることなど、消費者は、安全の

根拠が示されていることを求めているという調査報告がありました。また、福島県産農産物は、野菜・

果実は震災前の価格に戻りつつあります。この教授は、１、土壌検査、２、予備検査、３、出荷前本検

査、４、消費地検査の４段階検査を提唱しています。４段階目の検査では、消費者がみずから測定し、

確かな数値を消費者で確認し判断することを求めているのです。また、国立保健医療科学院ウエブサイ

トでは、都道府県により食品検査数にばらつきがあることが公表されています。全国では、累計、

約１８８万件の測定データがあります。それによると、地域で言うと、福島県での件数が一番多く、

約２４万件、その次に栃木県、宮城県とありますが、この３県で検査の３分の１を占めています。また、

品目で言うと、１８８万件のうち、牛肉が約１３３万件と７割を占めており、測定されている品目に不

均衡があることがわかります。放射能検査がされている食材には偏りがあり、流通されているものが安

全ではないと言い切れる状況がわかります。ですので、品川区が給食の放射能検査を行い、安全を確認

しているということは、評価こそされるべきだと考えます。また、きちんと単品検査を行い、公表する

ことが、福島県を本当の意味で応援することにつながります。検査の継続はもちろん、食材の単品検査

への変更という時期に来ていると思いますが、見解を伺います。 

○有馬学務課長  この検査ですけれども、今、いろいろなデータをお示しされましたけれども、教育

委員会といたしましては、基本的には厚生労働省を中心として、消費者庁食品安全委員会、農林水産省、

これらがまとめた「食品中の放射性物質の対策と現状」というのが大きくホームページに載っておりま

す。こういったところの検査結果等も参考にしながら判断しているものです。こういったものについて

は、検査の結果については多少改善されてきている面もある。ただし、出荷制限の部分については、ま

だ残っている部分もある。そういったものを総合して判断しているのが１点。それから、２３区の状況

等も見守りながらということで、今回、こういう判断をしております。 

 単品検査への変更については、今は一緒に食事するものを、実際に児童・生徒が口にしたものを検査

するということで対応していますので、これで十分な検査方法だと思っております。それぞれの食材一

品一品ということは、今のところは考えてございません。 

○田中委員  なかなか重要性を共有できないことが残念ですが、ぜひ検討をしていただけたらと思い

ます。 

 関連して、福島県の裏磐梯への移動教室について伺います。教諭による実地調査を行った際に、放射



－18－ 

線の測定も行い、その測定結果は各学校長に届いていると伺っています。測定結果を求める保護者には

開示するとのことですが、測定結果を校長が持っているということさえ、保護者に周知されていない状

況であり、学校によっては、その説明もないと保護者から声が届いています。測定結果を校長が持って

いることが保護者に周知されるように、改めて求めたいのですが、いかがでしょうか。 

○有馬学務課長  移動教室における空間放射性測定は、今も児童・生徒の安全のために行っておりま

す。２７０カ所以上、児童・生徒が見学するところを測定しておりますけれども、一切問題ないという

ことですので、あえてそれをわざわざこちらから言う必要はないだろうということで、問い合わせがあ

れば、問題ないですとは答えるということで対応しているものでございます。 

○田中委員  その問題がないという安全の裏づけを求めている保護者がいるので、ぜひ周知されるよ

うに。校長が持っているということさえも保護者は周知されていないので、そのことを改めて要望しま

す。そして、生活者ネットワークとしては、各学校において移動教室の説明時には、放射線測定結果の

公開をするということを求めています。せっかくの実地調査ですので、お知らせをぜひしていただきた

いと要望いたします。 

 次に、香害について伺います。香りの害というのが、今、問題になっています。柔軟剤などの香り

ブームにより、においによる頭痛や吐き気などの健康被害の訴えが増加しています。２０１６年１０月

現在、国民生活センター事故事例に登録されている被害は約８００件にも上り、ＮＨＫ「クローズアッ

プ現代」でも、昨年、特集が組まれました。私も実は、下の子を妊娠してから、においがだめになって

しまって、保育園で子どもが借りる服などのにおいが少しきついと思うときがあり、保育園に相談しま

した。すると、やはり保育士からも、あとほかの保護者からも、少し香りについてのそういう声が上

がっているということで、私の子が通う保育園では、４月からは注意喚起をしていくという話がありま

した。学校では、給食のかっぽう着を、当番の生徒が週末に家に持ち帰り、洗濯して持って帰るという

ことですが、かっぽう着の香りがきついなどの声が保護者などから届いていないか伺います。 

○有馬学務課長  給食時に使う白衣のにおいがきついのではないかという声があるかということです

けれども、基本的に、もし家で洗っていれば、かっぽう着だけではなくて、着ているもの自体もにおう

のではないかと思って、特にそういう声は一切聞いておりません。白衣に限らず、洋服も含めて、にお

いがきついという声は聞いてはおりません。 

○田中委員  白衣の場合は、当番の子が洗ってきて、次の週にほかの子が着るので、ほかのおうちの

洗濯のにおいが付くのです。それで、香害については、ほかの自治体でも問題視されていて、八王子市

では、香りのマナーというポスターを作成し、香害の啓発を行っております。 

 香害の問題は３つあります。１つは、においの成分、２つは、アロマカプセルなど香りを閉じ込める

成分、３つ目は柔軟剤に添加されている保存料や除菌成分です。危険な理由の一つは、合成香料のベン

ゼンが石油由来の合成化学物質ということで、２つ目は、アロマカプセルの材料であるイソシアネート

はポリウレタンの原料であり、呼吸器への影響が高く、職業性ぜんそくを発症することで知られていま

す。ウレタン発泡断熱材の吹きつけ工事などの吸い込みにより、作業員に死亡を含む被害が発生したた

め、産業労働現場では規制されている、毒性の高い物質です。それで、３つ目、柔軟剤などに含まれる

陽イオン界面活性剤で多用されている塩化ベンザルコニウムは、除菌スプレーなどにも使用されていま

すが、国際的な有害評価システムに基づく厚生労働省・環境省の有害性評価でも、生殖毒性があるとさ

れています。それぞれの物質が、鼻や口、皮膚等から体内に取り込まれ、中には母乳から検出されるも

のもあります。品川区でも、学校をはじめ保育園や幼稚園などの子ども施設、保健センターなどでも、
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香害に対する啓発が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

○有馬学務課長  香害ということで、柔軟剤、芳香剤、制汗剤の成分が原因だということですけれど

も、今、学校においては、私もグローバル給食等で学校を訪問していますし、それ以外にも何度も訪問

しています。それから、学校保健会というのがあります。これは、養護部会が集まる会があります。そ

れから、月１回、養護部会との打ち合わせも行っておりますけれども、今のところ、そういったところ

で、そういった問題の話は出ていないというのが現状です。 

 やはり物には限度があると思うので、多分、その場で担任なり学年主任や、そういうところに話が出

て対応しているのだと思いますけれども、現状としては、今のところ、特にそういう問題は出ていない

というのが現状でございますので、周知というのは、もう少し実態を見てからかと思っている次第です。 

○田中委員  洗濯の柔軟剤などは家庭の問題なので、においがしたとしても、なかなか言いづらかっ

たりすると思うのです。なので、香りがするというのは、保護者間ではそういう話は出ているので、ぜ

ひ聞き取りをお願いします。 

 それで、教職員の研修計画について伺います。昨年の決算特別委員会の中で、教職員の研修計画に、

発達障害とＬＧＢＴの研修が組み込まれていないことに触れ、子どもたちの近くで接する教員には、特

に学んでほしいと要望しました。新年度の研修計画は今、作成中ということを伺っていますが、現在、

どのように検討がされているのか伺います。そして、ＬＧＢＴに関しては、昨年の第４回定例会の一般

質問のときに、式典での混合席順について質問しました。後日、校長会で、ＬＧＢＴへの配慮とし、名

簿や席順のほかにも、生徒の呼び方を男女ともに「さん」とすることが、校長連絡会で働きかけられた

と伺いました。実際にその後、変化があった学校があったのか、教育委員会としても働きかけた結果も

気になるところと思います。何か校長から報告などがあればお知らせください。 

○大関教育総合支援センター長  ３点ございました。まずは、特別支援教育の内容である、発達障害

等に関する研修の充実でございますが、昨年度および今年度も、初任者研修会あるいは特別支援教育研

修会および特別支援教育コーディネーター連絡会などの中で、発達障害については必ず扱っております。

これは次年度も必ず扱い、全ての教員が発達障害に関する理解を深めてまいりたいと考えております。 

 ２点目でございます。ＬＧＢＴへの取組みでございますが、これも人権教育の中で、これまでも扱っ

てきております。なお、校長連絡会でもさらに周知を深め、もう一度、決算特別委員会の後、文部科学

省のリーフレットも全校に配付して、充実を図っているところでございます。今後とも、ＬＧＢＴを含

めた人権課題については、人権教育に関する研修会の中で、全校の教員を対象に続けてまいります。 

 ３点目でございますが、混合名簿等につきましても、校長連絡会等で呼びかけているところでござい

ます。既に、小学校および義務教育学校の前期課程の子どもたちは男女混合の名簿を使用してきており

ますので、残る７年・８年・９年と進んでいくに従って、スムーズに理解が深まっていくだろうと考え

ております。 

○田中委員  研修計画です。平成２８年度、平成２９年度のものを見ても、初任者研修では、特別支

援教育について触れられているのですけれども、発達障害は 近、ようやく少しずつ周知がされるよう

になってきた感じで、何だろう、子どもたちに一番接する教員の方たちに、ぜひ本当に研修を受けてほ

しいです。発達障害の子どもへの対応は本当に難しいので、教員研修では具体的なケーススタディが有

効だと考えますし、実際に配慮の仕方には教員の理解が必要です。今、残念ながら、通常級では合理的

配慮ができていないと、保護者から声が届いてしまっている状況です。特性を、もっと２次障害の発生

を防ぐためにも、子どもに接する教員に、直接的な発達障害への理解の場、学びの場を再度求めますが、
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ご見解をお知らせください。 

 そして、ＬＧＢＴについてです。ＬＧＢＴについては、保健の教科書を読んだところでも、やはり異

性に対する恋愛だったり、なかなかＬＧＢＴを周知するような環境がまだまだ整っていないというのを

感じます。ですので、ぜひ教員から、ＬＧＢＴを認めているという環境づくりをしてほしいと思います。

こちらも見解をお知らせください。 

○大関教育総合支援センター長  まず発達障害の充実でございますが、特別支援教育に関する研修内

容の中の一つとして、発達障害も、これはもうかなり従前より、品川区は先進的に取り組んでおります。

平成２２年度ごろより東京学芸大学との共同研究も進めて、全ての学校における配慮事項という形で、

ずっと促してきている状況がございます。教室環境も、例えば子どもたちの目にする黒板の横に、余分

な刺激となる情報が入らないようにカーテンで隠すなどの事例も、具体的に各校に示す形で、いろいろ

な学校で非常に環境が整ってきている状況がございます。その上でさらに、個別の実態に応じた合理的

配慮というものは学校と当該児童・保護者とで相談させていただき、例えばアクセス・リーディングで、

国語のデジタル教科書をｉＰａｄにダウンロードして活用している児童もございます。そのような合理

的配慮を、品川区は多分、東京都内でもかなり先進的に取り組んでいるところでございます。 

 それと、ＬＧＢＴに関する周知の充実でございますが、教員に関しましては、性自認を含めまして、

きちんと指導する。それとあわせまして、子どもたちに対応する際にきちんと、養護教諭、担任、それ

ぞれの立場の教員が子どもたちの悩みに気づいてあげられる、受けとめられる、そういった部分を教員

に対して研修を進めておりますので、今後ともその部分は大切にしてまいりたいと思います。人権課題

の一つであると捉えております。 

○田中委員  発達障害についてです。私が伺ったのは、通常級でのことでした。ですので、通常級で

は合理的配慮ができていないという保護者の声も届いてしまっている状況なので、ぜひ研修がされるよ

うに、理解が進むように、よろしくお願いいたします。全ての人が認められ、一人ひとりが自分に自信

を持ち成長することができるように、子どもたちの環境を整えることを強く要望します。今年は、人権

尊重都市品川宣言が制定されて２５年になります。宣言にも、「人権尊重思想の普及啓発と教育を推進

することをここに誓う」と掲げられているので、ぜひ教員や子どもたちが多様性について学ぶ機会を今

以上に推進していただきたいと要望します。 

○大沢委員長  次に、横山委員。 

○横山委員  私からは、３４３ページ、品川区研究学校、３４７ページ、市民科・各教科充実経

費、３４９ページの品川英語力向上推進プラン、３５１ページ、学校地域連携推進経費、３５５ページ、

教材教具等経費についてお伺いいたします。 

 １点目に、品川英語力向上推進プランについてお伺いいたします。次期学習指導要領の先行実施、ま

た小学校での英語の専科教員の選任増、都立高校入試での英語のスピーキングテストの導入など、国や

東京都の動きが見られておりますけれども、品川区でも子どもたちの英語力をさらに推進していただき

たいと考えております。英語のスピーキングテストに関して、公立高校入試における、大阪府、福井県

での、話す力をはかる取組みについて教えてください。品川区では、年度内１回の英検の公費助成を実

施しておりますけれども、今後の都立高校入試でのスピーキングテストの導入に当たりまして、英検、

ＴＯＥＦＬＥなどの民間試験は活用していく予定でしょうか。また、４技能英語力能力テストでは、リ

スニング、聞く力が育っているという結果が出ているかと思います。今後しっかりとスピーキング力を

育てていただくために、平成３０年度予算において、どのような指導を推進していくのでしょうか。お
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聞かせください。 

○熊谷指導課長  今後、都立高校入試でも、スピーキングテストは導入されるという情報が入ってき

ておるところでございます。品川区におきましては、平成２６年度から９年生に４技能テストを行って

おりまして、その中で、スピーキングテストも導入しております。ただ、スピーキングにつきましては、

各校の英語科教員が面接官となり実施しているところですので、全体としてどういう状況にあるかとい

うのは、まだ把握できていない状況でございますけれども、それ以外の聞くこと、それから読むことに

つきましては、全国平均をかなり上回っているところでございます。平成３０年度からは、タブレット

の録画機能を使いまして採点を外部に委託することで、全国の中での状況を把握していきたいと考えて

おります。 

○横山委員  スピーキング力は、いろいろな周りの動き等を見ていただきまして、ぜひ推進していた

だきたいと思います。また、今後さらにＪＴＥの資質向上に重点を置いていただくことを強く要望いた

します。現在のＪＴＥの研修の内容について教えてください。 

○熊谷指導課長  ＪＴＥでございますけれども、そもそもＴＯＥＩＣ７３０点以上を取得している方、

また、いわゆる英検２級と同程度でございますけれども、そういった方が入ってきておりまして、日本

語、そして英会話、両方の面接を受けて受かってきた方でございます。次年度ですけれども、ＪＴＥを

四、五人のグループに分けて、授業を見合ったり、情報交換をしながら、授業力の向上を図る取組みを

行っていくことを予定しております。また、各グループの代表者と教育委員会の指導主事との情報交換

も行ってまいります。現在も、ＪＴＥ連絡会を毎月行っておりまして、そこで各グループから集められ

た情報をもとに、各学級での指導力の向上を行った研修を実施しているところでございます。 

○横山委員  日本人の英語講師の先生方、一生懸命頑張っていらっしゃると思いますので、区のほう

からも、ぜひ研修の充実など、バックアップをよろしくお願いいたします。 

 ２点目に、市民科・各教科充実経費についてお伺いいたします。生活の中で生きる教育ということで、

生教育としての家庭科についてお聞きします。家族、キャリア、コミュニティの３本の柱と家庭科教育

を通して、個人の成長とリーダーシップの発達を促進しているアメリカの家庭科教育の事例をご紹介し

たいと思います。アメリカの家庭科は、教科をベースにしたアメリカの家庭クラブ、ＦＨＡ、Ｆｕｔｕ

ｒｅ Ｈｏｍｅｍａｋｅｒｓ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａにおいて、家庭科で学んだことを活かし、生徒が

みずから課題を設定して、実際の生活場面の中で解決していくといった、問題解決型の実践を積み重ね

ています。ＦＨＡは、自己の成長、家庭生活、職業準備、コミュニティとの触れ合いなどに着眼して、

子どもたちが社会生活を営んでいく上で役立つ資質を養成することを究極の目的としています。しかし、

アメリカの未来の家庭建設者という名称がなじみにくく、また活動内容を反映していなかったことなど

を理由に、１９９９年にボストンで開催された総会において、ＦＣＣＬＡ、Ｆａｍｉｌｙ, Ｃａｒｅ

ｅｒ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｌｅａｄｅｒｓ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａへ名称が変更されました。

私も当時、留学生としてアメリカの家庭科を学びまして、この総会にも参加いたしましたが、当時の成

人会長は、ＦＣＣＬＡの役割は、過去に強調されてきたホームメーカー育成ではなく、リーダーシップ

のスキル形成と、個人、家族、仕事、社会の重要な問題への実践であり、１０代が本当に関心を抱いて

いる問題に活動の力点を置くきっかけにしたいと述べました。日本の家庭科教育でも、生涯にわたって

身につける必要のある包括的な力を育んでいます。家庭の教育力が低下する時代におきまして、家庭教

育力向上の支援も必要ではありますが、同時にこのような時代だからこそ、家庭科がいかに大切な教科

であるかを実感する教員の方々も多いのではないかと思います。家庭で衣食住などの基本的な生活習慣
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を身につけることが難しい状況に置かれてしまった子どもたちにとって、人としての土台、生活する力

を学べる場所は学校です。家庭科の単位数や時間数は厳しい状況にあるかと思いますが、旬の食材を取

り入れた季節の献立を学んだり、児童が身につけた知識や技能などを日常生活で活用できるよう、家庭

との連携を促すなどして、工夫した指導を行っていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  家庭科に関する内容でございます。委員ご指摘のように、家庭や家

族の捉え方が非常に多様化しておりまして、家庭の機能にも差があるという部分は教育委員会としても

認識してございます。そのような中で、小中一貫教育要領におきましては、家庭生活を大切にする心情

を育み、家族の一員として生活をよりよくしようとする実践的な態度を育てる。そのような目標で、家

庭科の学習を学校で５年生以上で進めているところでございます。実際に、 初は基本的な、ガスコン

ロをつけるとか、縫製の基本的な内容などをやる段階、例えば７年生ぐらいになりますと、家族の団ら

ん、食事の内容などを自分で考えたり、そして８年生になりましたら、地域の行事、伝統などにも思い

をめぐらせて、例えば季節の食材などをうまく利用する。品川カブなどを利用して調理を行ったり、あ

るいは伝統的な行事食などを学ぶ学校もございます。その際には、市民科の単元にもございます、家庭

における伝統文化と、家庭科の学習とをうまく関連づけて、各校が工夫してまいりますので、これは今

後とも、家庭科は家庭科だけでなく市民科との関連という部分で、各校で充実してまいりたいと考えて

おります。 

○横山委員  市民科と家庭科、関連した教科との連携によって、学力というのは、生活力というベー

スがあって、その上に積み上げていけるものだと思いますので、両方の向上に貢献していただきたいと

思います。 

 ３点目に、品川区研究学校についてお伺いいたします。第二延山小学校の研究主題、自立した学習者

を育てる授業のあり方は、東京大学大学院教育学研究科教授、市川先生の研究室との共同研究と聞いて

おりますが、東京大学大学院との共同研究とは、どういった位置づけなのか教えてください。 

 また、４点目もいきます。教材教具等経費と学校地域連携推進経費についてです。学校における教材

教具と備品の現在の管理体制について教えてください。各学校において、一定期間、使用しない教材教

具や備品がある場合に、学校間での融通は行われているのでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  第二延山小学校で、平成２８・２９年度に行ってまいりました、品

川区研究学校の取組みについてでございます。子どもたちに教えて、さらに考えさせるということを

テーマに、国語、そして算数を中心に、各学年で取り組んできた研究発表を、平成２９年度は行いまし

た。各校から授業参観するとともに、１年間ではなく２年間の成果として、子どもたちの変容ぶり等も

全校で共有することができました。ただ教わるだけではなくて、自分で、図や数式をきちんとわかりや

すく友達に説明する。説明する過程を通して自分自身の理解をさらに深めるということを、この２年間、

突き詰めることで、子どもたちの理解力が高まったという成果がございました。その成果をさらに広め

ていくために、今後、さらに市川先生の協力を得ながら、平成３０・３１年度につきましても、今度は

さらに、考えさせる授業だけではなくて、そこをどのように教員として評価していくかという新たな課

題も踏まえ、次年度以降、新たに取り組む予定でございます。 

○有馬学務課長  学校における備品・教材の管理体制等でございますけれども、備品につきましては、

所属している学校で管理するというのが大原則になっておりますので、各学校で備品台帳とともに備品

を管理するということになっております。ただし、教育委員会といたしましても、楽器や給食調理機器

等の大型なものについては、把握しているところです。 
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 次に、学校間での融通という部分でございますけれども、いわゆるグループウエアという中に、電子

データとして、教材・備品が、全て一覧で載っておりまして、それを各学校も閲覧できるようになって

おります。必要な場合に、各学校が相手の学校に問い合わせをして貸し借りを行うというようなことで

対応をとっているところでございます。 

○横山委員  まず研究学校のほうなのですけれども、今、教員の指導力、そして児童の理解、それぞ

れ成果も上がっているということをお聞きいたしました。すぐれた成果を社会へ還元していく役割を

担っていくこの研究に、熱心に取り組まれた教職員の皆様に敬意を表しますとともに、平成３０・３１

年度、さらに強化していくと、今、ご答弁いただきましたけれども、ぜひ頑張って、しっかりとまた熱

心に、これからも引き続き取り組んでいただきたいと思っております。 

 また、教材教具のほうなのですけれども、今後、教育委員会で一括して教材教具や備品の情報管理を

していただいて、使いたい学校があればそちらで使っていくというスムーズなシェアリングを進めてい

きたいと要望しますが、いかがでしょうか。また、品川コミュニティ・スクールの取組みに関連いたし

ますけれども、個人情報の目的外使用などのさまざまな制約があることは承知しておりますが、地域に

おける学校への協力者の情報について、関係部署を横断・連携しながら共有していただいて、お互いに

活用し合えるような体制を、段階的に整えていただきたいと考えているのですけれども、区のお考えを

お聞かせください。 

○有馬学務課長  備品教材の一括管理の件でございますけれども、基本的には教材教具、大型備品を

買うのは学務課で行っておりますけれども、その後、学校に備品の引き渡しをしていくというのが今の

流れになっております。学校の備品や教具はいっぱいありますので、全てを教育委員会で管理するとい

うのは、なかなか難しい面があります。ということで、今のような、グループウエアの中で電子上の

データとして全てを掲載したということで対応しておりますので、当面は各学校にも、これをもう少し

有効にうまく活用してくれということで周知して進めていきたいと思っております。 

○熊谷指導課長  学校支援地域本部におけるゲストティーチャー等の確保、共有化でございますけれ

ども、今年度は、年６回のコーディネーター連絡会で、各校がお呼びしたゲストティーチャーについて

情報交換しまして、情報共有を図ってまいりました。ボランティアに参加してくださる方は、元保護者

の方ですとか、学校の地域にお住まいの方が多いですので、まずは同じ中学校区の中でネットワークづ

くりができるように支援していきまして、段階的に、各校で蓄積した人材情報を活用しやすいように

図ってまいりたいと思います。 

○横山委員  備品のほうなのですけれども、ぜひ、ネットワークを活かしていただいて、さらにス

ムーズに、休眠しているような備品等がありましたら、ぜひ教育委員会が中間に入って、うまくやりと

りしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、コミュニティ・スクールのほうなのですけれども、中学校区のネットワーク化を今進めていた

だいているということであります。ただ、中学校区を超えて、例えばＡの地区でテニスができる方がい

らっしゃって、Ｂの地区でそういう方を求めているという情報を、今、連絡会で情報の交換をしていた

だいているということだったのですけれども、品川区全体で、そういったボランティアの方のニーズと

受け入れがもし整っているようでしたら、そのあたりをうまく調整して、段階的に進めていただきたい

と思っております。要望で終わります。 

○大沢委員長  次に、つる委員。 

○つる委員  よろしくお願いします。３５２ページ、図書館経費、３５７ページ、学校図書館経
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費、３４５ページ、ルネサンス推進事業、３４９ページ、品川英語力向上推進プラン、３４３ページ、

帰国児童・生徒等支援費について伺っていきたいと思います。 

 「よむとよむ程に、長き日もはや夕暮に成ぬるべし」。明治の作家、樋口一葉の１文でありますが、

満足に学校教育を受けられなかった樋口一葉にとって、強い味方が図書館だったそうであります。読書

の大切さというところで、昨年、創業９０周年を迎えた紀伊國屋書店の社長が、「平和でないと本は読

まれず、本屋はやっていけません。その逆もしかりです。つまり、平和には本が大事だということで

す」。このようにおっしゃっておりました。先日の報道で、大学の生協が行った読書時間についての調

査結果で、１日の読書時間が０分と回答した学生が５３.１％。５割を超えたのが、調査を始めて以来

初めてだったということで、この調査で、高校までに読書習慣が身についていない学生が増えている影

響が大きいと指摘されておりました。こうした中で、図書館としての果たせる役割は何か、改めて教え

てください。 

○横山品川図書館長  学齢期に読書の習慣をつけるために、品川図書館としましても、学校図書館へ

のスタッフの派遣等の支援を行って、強化に努めているところでございます。また、公共図書館自身で

も、ブックスタートをはじめとして、お話会で読書についての関心を高めていただくなど、読書を行う

ような工夫を進めているところでございます。 

○つる委員  さまざまな世代の方々に、読書の環境、また、そうしたものを提供するというのが図書

館の使命であります。そして、知識、また知恵をしっかりと伝達していくのが図書館の役割なのだろう

と思います。そうした中で品川区は、これは文教委員会でご報告いただいたものですが、平成２８年度

保護者アンケートおよび児童・生徒アンケートの結果をみると、読書については、１カ月に１回も読ま

ない７年生から９年生が３３.６％、９年生のみで見ると４３.１％だという現実の中で、児童・生徒に

読書の習慣をどのように定着させるかが課題であって、読書週間の定着に向けて仕掛けをどうしていく

か。学校図書館のみならず、区立図書館との連携を通じて、子どもたちへの働きかけを進めていきたい

とおっしゃっています。また、全国学力・学習状況調査の結果として、逆に地域や社会で起こっている

問題や出来事に関心がある子ども、読書が好きだと答えた児童・生徒や、ほぼ毎日新聞を読んでいると

答えた子どもは、教科の平均正答率が高い傾向が見られると、このように結果をご報告いただいており

ます。 

 皆様ご存じの、作家で元外務省主任分析官の佐藤優さんがいらっしゃいますが、その方が、グローバ

ルな人材に求められるものとして、必要性に応じてということでありましたけれども、語学力のほかに

は、人間が何かを表現する際には、読む力、聞く力、話す力、書く力が問われる。読む力はその全ての

力になるという中で、読む力をつけるためには読書しかなく、教養を高めて自分のスペックを高めるこ

とだと。その佐藤さんは、月の読書量が３００冊以上だそうでありまして、ニュースのチェックとして、

主要７紙の新聞を読むのも、朝２０分で十分だということで、これは経験のたまものかと思いますけれ

ども、そうした中で、先ほども少し出たかと思いますが、２０２０年からは、大学入学共通テストで記

述式問題が導入されて、自分で答えを考えて書くことになるといったことから、より一層、こうした読

書量も求められるのかと思います。朝の読書運動なども行っていると思いますけれども、読書について

の仕掛けとおっしゃっておりますが、この仕掛けにどのように取り組まれていくのか教えてください。 

○横山品川図書館長  子どもに読書について興味を持っていただくために、例えばイベントでは、先

日行いましたように、本の福袋というイベントで、本の中身を知らせないで借りていただいて、自分が

日ごろ選ばないような本をご案内するようなイベントであるとか、ビブリオバトルで、ほかの子どもた
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ちが読んだ本を紹介してもらって、それに興味を持っていただくなどというような形で、授業の中でも、

また公共図書館でもいろいろな仕掛けをしながら、読書に関心を持っていただくように配慮していると

ころでございます。 

○つる委員  今、ビブリオバトルというのがありました。これは、簡単に言うと、本のよさをしっか

りと紹介して、それをいい意味で競っていくということでありますけれども、私自身が、こんなにいつ

も読書、読書という質問をさせていただきますけれども、いろんなところで申し上げていますけれども、

学生になって初めて小説を読んだというのが現実で、そのときに初めて読んだのが、ホール・ケインの

『永遠の都』という小説であります。その中で、登場人物に、「私にとって幸せとは、苦しみの中にし

か見つからないものですわ」という言葉を語らせていて、要は、苦労があるから成長できるという意味

だと私は受けとめていたのですが、そういう意味でも、本自体もトレーニングしなければ読むことがで

きないという中で、読み聞かせであったり、今、学校でやられている朝の読書運動等、そうした中で、

しっかりと知識、またいろいろな世界に、本を通じて飛んでいける。また、時代を超えて学んでいける。

そして、未来について、どう生きていくか、生き抜いていくか。そういう力になるのかと思っています

ので、今、図書館長に答えていただきましたけれども、そうしたビブリオバトルなど、それはみんなが

読書に触れていく。これはもう、漫画でもいいと思うのです。漫画を通じてでも、その先に、それを

きっかけとして活字に触れていくということのきっかけになろうかと思いますので、いろいろな工夫を

これからもやっていただきたいと思っております。 

 その図書館でありますが、過去 高の数に、今、全国でなっているそうであります。そうした中で、

数々の図書館、５００近い自治体で、図書館が地域活性化など、あらゆる人の居場所になってきている。

これは、読み聞かせであったり、健康の講座であったり、さまざまなことに取り組まれてい

る。２０１６年の決算でも引用させていただいた武蔵野プレイスについては、図書館は公共施設の中で

も行きやすい場所である。居心地がよく、長く滞在してもらえる図書館を意図して設計された。その

施設内にはカフェやレストランがあって、そのカフェのＢＧＭも、ある場所によっては、本を読むとこ

ろにも聞こえてくる環境であります。そうした中で、品川区もさまざま工夫をされていると思いますけ

れども、もちろん、品川区という地域特性もありますけれども、図書館のあり方も含めて、今後の方向

性などがあれば、それを教えてください。 

○横山品川図書館長  委員ご指摘のとおり、今、さまざまな工夫が図書館でなされているところでご

ざいます。品川図書館におきましても、もちろん基本的な本を提供するという役割はしっかり守りつつ

も、それを外に発信し、皆さんに知らせることで、地域の方の居場所になるように、今年度につきまし

ては、高齢者の支援をする図書館というような提案もさせていただいたところで、新しい切り口で課題

を提示しながら、そちらの興味のある方に図書館に集っていただき、また同好の士と交流していただく

中で、ご自分で課題を解決し、またご自分で調べたことを研究して思索を深めていただくような場とい

うことを、大人の方から進めていただいて、子どもに逆に広めていただくというようなことで、区民の

方全体が図書館に親しんで、ご自分の思索を、図書館を契機に進めていただけるような場にしていきた

いと考えてございます。 

○つる委員  さまざまな工夫で、ぜひ品川区の区民の皆様の、本当に読書力というか、読む、活字に

触れる、本当に知性豊かな品川区にしていただきたい。そこの牽引力が図書館にあるかと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 次にいきます。先ほども触れましたが、２０２０年度から、大学入学共通テストに関連してですけれ
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ども、新学習指導要領、また品川区立学校教育要領が、小・中が先行して、その後、高校、大学といっ

た流れになるかと思いますが、技能・思考力、判断力、表現力が重視され、記述式になっていく。学習

の積み上げであるので、ただ、その上で、この春、卒業する中学３年生が、その共通テストの対象にな

るということも含めて、これまでの対策・対応について教えてください。また、英語については、英

検３級の取得率は全国でも高いことになっておりますけれども、話す、書くについてもどのように指導

していくのかお知らせください。 

○熊谷指導課長  現９年生が、２０２１年１月に受験する大学入学共通テストでは、マークシートに

加え、記述式の問題が入ってくると聞いております。それに伴いまして、１６日の教育委員会でご審査

いただくことになります品川区立学校教育要領におきましては、本区でもこれまでの学力・学習状況調

査で課題が見られました、記述式の無回答率を減らしていくために、まず本や文章、図表やグラフなど

から、必要な情報を関連づけて読み取り、考えを広め、深めていく。そういった学習を、国語を核とし

て行っていきたいと考えております。根拠をしっかり明確に示して書く。そういった力もつけていきた

いということで考えているところでございます。また、英語につきましては、これまで１年生から９年

生まで、品川区におきましては品川区の英語を行ってきたところでございますけれども、その中で、リ

テラシー、ストーリーといったものを、しっかり身につけさせた上で、学習させた上で、品川オンライ

ン英会話、実際にフィリピンの先生とやりとりをするような学習を行ってきたり、また卒業時の、９年

生では４技能テストを行って、話すこと、聞くこと、書くこと、読むこと、全ての状況について把握し

ているところでございます。 

○つる委員  しっかり対応がなされているところで安心しながら、また、さらにしっかり、その力を、

ボトムアップではないですけれども、していっていただきたいと思います。 

 今、英語力に関してなのですが、品川区はグローバルな人材を育成されているという中で、先日、私

はこんなエピソードがあったのです。都庁の展望台エレベーター付近で、外国人観光客の家族一行が、

何か話しながら、きょろきょろ困っていた。よく聞いたら、それがスペイン語だということで、日本に

来られるのであれば、多少、日本語を習得してきたほうがいいのではないかという思いもありましたけ

れども、私の友人で、スペイン語圏に在住している日本人の６歳の息子がお声をかけて、日本人のおば

あちゃんと一緒に、大丈夫ですかとスペイン語で声をかけて、通訳して展望台まで案内してあげたとい

う、これはすごいと思ったのですけれども、観光名所としている都庁ですらスペイン語表記のものがな

かったということです。そのときに、その友人とも話したのですけれども、当然、日本語、それから英

語というのはベーシックなのですが、その中でグローバルに活躍するにはスペイン語が必要なのではな

いかという話をさせていただいて、その根拠というのも、ＧＬＰという、Ｇｒｏｓｓ Ｌａｎｇｕａｇ

ｅ Ｐｒｏｄｕｃｔ、ある言語が使われている地域のＧＤＰを足し合わせた数について、英語

が１４.１兆ドル、スペイン語が１１.５兆ドルで、その２つの言語が突出しており、スペイン語は世界

で約４億１,０００万人が日常的に使っている。世界では、英語、フランス語、アラビア語に次ぐ４番

目に多く使用されている。リングワ・フランカ、共通の母語を持たない人同士の意思疎通に使われてい

る言語として使っている国が２０カ国ある。日本語については１億２,０００万人、そのほとんど、こ

の数字を見ればわかりますけれども、日本在住の方が使っているという現実があって、そういう世界の

現実の中で、品川区が力を入れている英語の国アメリカでも、２０５０年、約３０年後ぐらいでしょう

か、今の児童・生徒が４０代ぐらいになるときには、スペイン語人口が 多でその６割を占める。米国

ですらそういう状況になるという中で、さまざまな分野でスペイン語の需要が増えてきます。スペイン
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語は、日本人にとって音は聞きやすくて、耳で覚えやすいから、会話として習得するのも早い。ムー

チョスグラシアスとか、アルファベットで書いてあっても、それをそのまま読んで、耳で聞けばわかり

やすいという、英語よりも習得しやすいと思います。そういった意味で、スペイン語ができることに

よって、グローバルに活躍する際の幅が広がる。英語ができる人材というのは既にたくさんいらっしゃ

ると思うのです。そういった意味で、今後の世界の動向を見ても、２０世紀を生き抜くための必要な国

際共通語はスペイン語になっている可能性もあるのではないかという中で、グローバル給食など、時に

は大使館との交流などでもいいと思いますが、スペイン語に触れる機会など、教育の先駆をいく品川区

として、スペイン語を取り入れたらどうかと思いますが、いかがでしょうか。ちなみに、東京都の教育

委員会では、２０２２年度では、小中高一貫で、第２外国語、スペイン語も含めて習得できるようにし

ていくとありますけれども、そのあたりについてお知らせください。 

○熊谷指導課長  現在、スペイン語を学習する機会というのはなかなかないのですけれども、ただ、

これから２０２０大会も迎えるところでございますので、さまざまな国のお客様をお迎えするというこ

とも考えまして、ジュニアイングリッシュキャンプ等で学んでいったり、さまざまな機会を捉えて学習

する、せめて挨拶だけでもという機会をつくっていけたらと思っております。 

○つる委員  「オラ」だと思いますけれども、そういう挨拶など、２１世紀世界を生き抜くための人

材を育成するという観点で、ぜひそうしたところも検討をいただければと思います。 

○大沢委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時０２分休憩 

 

○午後１時０５分再開 

○大沢委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑を続けます。ご発言願います。筒井委員。 

○筒井委員  私からは、３６５ページの学校施設建設費、そして３４７ページ、市民科・各教科充実

経費に関連して、納税者教育、憲法教育についてお聞きいたします。 

 まず第１点目、学校施設建設費についてなのですけれども、高層大規模マンションがどんどん増えて

おります。それに伴って人口も増えてくる。さらにそれに伴って、小学校に入校される適齢人口、就学

人口も増えております。そこで、私は地域の皆さんの集まる会合などで、区民の方から、本当に今のま

まで小学校のキャパシティーは足りるのか、受け入れ可能なのかという質問を、何回も何回も聞かれる

のです。それに対しまして私も、区の従来からのご見解として、住民基本台帳に基づいて就学人口を把

握している。それで、マンション建設等の情報も把握して見通しを立てている。そういった対応をして

いるので大丈夫だという、区のご見解をそのままお伝えしているのですけれども、それでもやはり地域

の方からは、繰り返し、そうした質問が出てくるので、本当に、切りがないことになってしまっており

ますので、ここは品川区として、やはり品川区民に広くお伝えする必要があると思います。それで、品

川区民の不安の払拭、安心を与えるためにも、ここでやはり広報しながわや各種媒体で、就学人口増に

はしっかり対応して、小学校建設、整備を行っているということ、大丈夫だということを、区民に広く

お伝えすべきだと思うのですけれども、それに対して区はどうお考えでしょうか。 

○有馬学務課長  就学人口増に伴う学校の受け入れということでございますけれども、委員がおっ

しゃったとおり、毎年、人口推計をもとに集計を出しております。それにプラスして、いわゆる大型マ

ンションの情報も関係課から収集いたしまして、そこからの出現率等もあわせて推計を出しているとこ
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ろでございます。そんな中で、例えば、この地域は少し足りなさそうだというところにつきましては、

多目的室を普通教室に転用するなど、普通教室の確保に今現在、努めております。 

 区民に、その辺は大丈夫だということをしっかり伝えていくべきではないかというような点ですけれ

ども、なかなかどういう機会でやるのかというのは難しい面もあろうかと思いますけれども、例えば秋

に教育特集号を広報として出すときがありますので、そういったところで、ちょっとしたコメントでは

ないですけれども、しっかり教室の確保に努めていますみたいな、そういう内容がいいのかどうかも含

めて、そういった周知ができるかどうかというところは少し考えていきたいと思います。 

○筒井委員  まさにおっしゃるとおり、広報しながわの教育特集号などで扱っていく。それも、この

問題が解決されるまで、なかなか、いつ解決するのかという時期も難しいのですけれども、こうした問

題が続いている間は、定期的に、そういった秋の特集号などで、一言、区からのコメントというのをぜ

ひ掲示していっていただきたいと考えておりますので、ぜひともよろしくお願い申し上げます。 

 続いて、納税者教育のほうにいきますけれども、租税・納税というのは、民主主義と非常に密接した

もので、重要なものであると考えております。こうした納税者のための教育は、公民で今は行われてい

ると思われます。そしてまた、４年前に租税教室などをやられてきたかと思うのですけれども、そうし

た公民や租税教室など教室単位で行われていると考えられますけれども、実体験に基づいた教育、実践

的な教育として例えばスチューデント・シティやファイナンス・パークの中で、ぜひ、そうしたことを、

これはすでにやっているかもしれませんけれども、やられているのだったら、その内容と、もしやられ

ていないのだったら、やるべきだと考えておりますけれども、その点についていかがお考えでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  租税に関する教育でございますが、委員より今ご案内いただきまし

た経済体験教育プログラムとして、５年生でスチューデント・シティ、事前学習も含めますと１５時間

を使って５年生が学ぶ中で、実際にスチューデント・シティ当日には、区役所にコーナーがございます

ので、区役所で住民登録する、そして住民税もかかるというようなことを具体的に学んでおります。 

○筒井委員  わかりました。私は見に行ったことがあるのですけれど、区役所があるのですから、そ

ういったことをやればいいかと思ったのですけれども、やられているということで、そこは確認できま

した。引き続きしっかりと推進していっていただきたいと考えております。 

 関連しまして、２０１３年１１月に、租税教育を重要課題としまして、濱野区長が会長になられた品

川地区租税教育推進協議会というのは、今一体どういう状況で、そして今後、どういった活動をされる

ご予定なのでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  まず、租税教室の実施状況でございますが、平成２６年度より、全

校で実施しております。そのほか、税に関する作文は、やはり平成２８年度には全校で実施して、今年

度も実施しているところでございます。そのほか、絵はがきコンクールですとか、さまざまな形で、税

について子どもたちは学んでおります。 

○筒井委員  わかりました。納税者教育というのは非常に、民主主義にとっても重要だと考えており

ますので、引き続き積極的に推進をよろしくお願い申し上げます。 

 続いて憲法教育についてなのですけれども、特に改正の部分でございます。いよいよ近いうちに憲法

改正の発議が行われて、国民投票もやられるのではないかという話も出ておりますけれども、憲法の内

容は公民でしっかりとやられていると思うのですけれども、特に憲法改正の手続、流れというものは、

客観的に憲法改正の賛否はともかく、そうした改正手続などの知識は丁寧に、今後、特に意識してやら

れるべきかと考えておりますけれども、憲法改正について、どのような姿勢で今後、臨まれるのか、お
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答えください。 

○大関教育総合支援センター長  憲法につきましては、公民的な分野として、中学生ならびに義務教

育学校後期課程でしっかりと学んでいるところでございますが、これは中でも単元を、議会制民主主義

について、しっかりと、そこの単元だけでも１０時間扱うというふうに、区としては各学校に示してい

るところでございます。その中で丁寧に扱っておりますが、公教育として、まず現状の憲法に基づいて、

どのような形で議会制民主主義は実施されているかという部分が正しく理解されるように、そこに力点

を置いて、適切に指導してまいります。 

○筒井委員  憲法の基本理念や条文など、そうした基本的なことはもちろんやっていただきたいので

すけれども、特に憲法改正についてはどうかというところをお聞きしたかったので、よろしくお願いし

ます。 

○大関教育総合支援センター長  ニュース等において目にしている実態もございますので、自分の研

究テーマとして子どもたちが扱って調べたりする学習もあろうかと思います。その場合においても、適

切に、教員として、公教育として、必要な助言等はしながら、調べ学習等も支援するという形で実際に

取り組んでいるところでございます。 

○筒井委員  今の生徒、これからの生徒は、やはり憲法改正というのは、これからご自分の人生の中

で何回かは出てくるという可能性が高いので、ぜひそうしたことも踏まえてしっかりと教育を進めて

いっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○大沢委員長  次に、安藤委員。 

○安藤委員  ３５５ページの大崎図書館移転経費、３４７ページ、学力定着度調査について伺います。 

 まず大崎図書館ですけれども、総務費でも伺いましたが、その続きです。 後、前の質問で私が伺い

たかったのは、これまで区の説明では、大崎図書館の移転のメインの理由は老朽化でした。ところが、

タウンミーティングでは、区長がこう言っているわけです。「私は大崎に住んでいるので、あの図書館

をよく利用している。それがいろいろと転々とするのは本当に残念だと思っている。ただ、いろいろと

地域のありようの変化というものがあるので、それはそれで受けとめていかなければならないと思って

いる」という答えだったわけです。それで、まちのありようの変化の中身を知りたいというわけではな

くて、まちのありようの変化とは、まちのありようですから、一図書館の老朽化のことを指すわけでは

ないわけです。では、なぜあの場で区長は、まちのありようの変化と言ったのか。まちのありようの変

化ということと大崎図書館の移転の両者にはどんな関係があるのか伺ったので、お答えいただければと

思います。 

○横山品川図書館長  大崎図書館の移転に際しまして、まちのありようも大きくかかわってございま

す。といいますのは、大崎は、皆さんご存じのとおり、駅の周りに何もない状況から、今はビルが林立

するような形に変わってまいりました。マンションも多くなり、転入者の方、親子連れで転入なさる方

も非常に多い状況でございます。そういう意味では、図書館の状況においても、親子の利用の方、子ど

もに対するブックスタート等の需要も非常に増えてまいってございます。また、今般ご説明させていた

だいておりますように、ビジネス支援施設のＳＨＩＰが移転したことに伴いまして、文教施設を北品川

につくる機会がございましたので、新しい図書館を得て、そこに新しいまちのありようを加えた形で図

書館の運営ができる形になりました。また、その間に、地元で図書館に愛着をいただいている地元の方

からのお声をいただいて、芳水小学校に分館もつくるような目途ができまして、大崎地区には３拠点で

図書の環境を維持できるようになりまして、まちのありようとあわせて図書の環境も整備できるように
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なって、そういう意味では、全国にも先駆けた仕掛けも、これからどんどんできるような、恵まれた環

境を準備できたということで、非常にありがたい機会を得たと思ってございます。 

○安藤委員  全然説明になっていないです。区長のタウンミーティングの発言の真意というのは、ま

ちのありようが変化することはやむを得ないので、代替施設をつくりますから我慢してくださいという

ことなのですか。今の説明では、何で移らなくてはいけないのか、全然説明がないではないですか。何

がやむを得ないのですか。これは全然説明になっていません。それで、タウンミーティングでのご自身

の言葉で言ったことですので、まちのありようの変化と、何で大崎図書館が移らなくてはいけなかった

のか。全然私には今の説明ではわかりません。しかも、ありがたい機会を得てなどと、そんなことを、

この図書館をつくった方々に言ってごらんなさい。それは怒りますよ。文化と地域の歴史を何だと考え

ているのですか。私は本当に怒り心頭です。ぜひ区長がお答えください。 

○横山品川図書館長  図書館といたしましても、大崎図書館をつくった地元の方の古くからの思いに

ついては非常に重く受けとめてございます。また、３月から縮小開館するに当たっては、とても残念だ、

これからも図書館を利用したいというお声を受けて、また新しい図書館ができることに関して、どうい

う使い方ができるのかであるとか、これからまた新しいところを使いたい、また西口については、分館

ができるので安心したというお声も多々受けております。そういう意味では、図書館を愛していただい

ているというのを日々感じて仕事に励んでいるような状況でございます。今般、図書館が移転すること

に関しては、現在の図書館が非常に老朽化いたしまして、建て替えに非常にコストがかかるような状況

の中で、北品川に敷地を得るような機会を得たので、それとＳＨＩＰとの合同によるビジネス支援の機

会も得られるということで、そういう意味では、結果的に図書館の機能が向上して、図書環境が向上し

たというような形で受けとめてございます。決して、今まで図書館をつくった方の思いをないがしろに

するようなことではなく、それを活かしてさらに発展させるような状況ができたという意味で、非常に

ありがたいことだと思って受けとめているところでございます。いろいろな障害はあるかと思いますが、

前向きに、これからのことを考えて、これからの子どもたちのために図書館はあるべきだと思ってござ

います。 

○安藤委員  今回、解体費用は１億５,０００万円ですから。しかも、今、西口にちょっとした施設

はありますけれども、来年の１月ですか、芳水小学校に代替施設というところもできるようですが、そ

れまで１年間ぐらい、大崎図書館は閉まっているわけではないですか。十分、この間に建て替えようと

思えば、現在の場所で建て替えられるわけです。ですから、私がこれだけ怒っているのは、代替施設の

ことは、それは、なくなってしまったら、代替施設はあったほうがいいに決まっていますけれども、そ

もそも移る必要がないのに、この大崎図書館を無理やり移させて、そして、まちのありようと言いまし

たけれど、これは補助２９号線でしょう。大崎図書館を移した後、補助２９号線の代替地として都に協

力したいと、繰り返し、区は表明しているのです。それで、補助２９号線をつくってほしいと、手を挙

げたのは区長です。それなのに、何か本当に残念だと。これは完全に、自分自身が道路を推進して、そ

の道路で図書館を動かしておいて、それが残念だというのはどうなのですか。私は、理由にならない移

転を進めるのは、補助２９号線建設が移転の目的だったからだと思います。そうでないと言うのであれ

ば、補助２９号線は移転と全く関係ないと言えるのですか。お答えください。 

○柏原企画調整課長  図書館の移転は、先ほど図書館長がご答弁申し上げたとおりでございまして、

そういった状況の中で、図書館の移転というのを、我々のほうでも判断したというところでございます。 

 今、道路のお話がございましたけれども、その後の流れの中で、東京都に対して、道路の関係につい
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ては協力をということに対して、我々も協力はいたしますというものを申しているわけでありまして、

さも道路があって、図書館の移転ということをおっしゃっていますけれども、そういった流れではない

ということだけは申し上げておきたいと思います。 

○安藤委員  道路の計画というのは先にあったわけです。そういった動きが先にあった。それで、代

替地をどこかと探していて、大崎図書館が品川区には建ってしまったということだと思います。実際に、

当時の所管の部署は、建て替え費用を財政課に申請していたのですから。それが変わったというのは、

私は道路の問題だと思います。 

 そういうことで、次にいきたいと思います。次に学力テストについて伺いますが、事項別明細書には、

品川区立学校における学力定着度調査委託で、３，２４６万円余とあります。事務事業概要には、全国

的なシェアを持つ標準型の学力調査を実施しますとあります。この委託先がどこなのか、企業名を教え

てください。また、具体的にどんな業務を委託しているのかも伺います。また、学力テストの丸つけを

行うのは誰になるのか伺います。 

○熊谷指導課長  まず、委託内容ですけれども、調査内容の作成、それからいわゆる丸つけ、採点業

務ですね。その後の、実際に子どもたちが苦手とする部分の復習テストといったものが、委託の内容と

なっております。どこでつまずいたのかといったものがわかる分析資料等も各学校に来るとともに、子

どもたちにも返却されることになっております。 

 それから、委託契約先でございますけれども、こちらにつきましては、経年で行うことになっており

まして、東京書籍でございます。 

○安藤委員  平成２９年度教育委員会の事務事業の点検および評価報告書には、総合評価というとこ

ろに、課題であった個人の経年変化の分析や他地区との比較等が可能になると書いています。その上で、

今後の方向性として、毎年実施していくことで、学力の経年変化や他地区との比較を含めた分析を行い、

指導改善、学力向上を図るとともに、保護者等に対しても学力等の状況について広く理解を求めていく

とあります。これを読むと、これは他区との比較、テストの点数の結果の比較を意識しながら、学力テ

ストの点数獲得競争に保護者も巻き込んで、さらに突っ込んでいくということだと思うのですけれども、

そういうことになるのでしょうか。いかがでしょうか。 

○熊谷指導課長  書き方があまりよろしくなかったと思います。他地区との比較というのは、これは

全国的にシェアがある業者による調査問題でございますので、どこと比較するというのは全くございま

せん。このぐらいの力がついたのではないかということで、全国的なシェアの中で、この目標値を達成

したのか、また正答率はどうだったのかが出てくるものですので、一人一人の学力の経年変化を見取っ

ていくことはできますけれども、ほかの、どこどこ区との比較、どこどこ県との比較ということは全く

想定はしておりません。そもそも、そういった比較ができる調査とはなっておりません。 

 それから、保護者を巻き込むのかということでございますけれども、保護者も子どもたちも、自分が

わかるようになりたい。子どもたちはわかるようになりたいと思っていると思います。比較ということ

ではなくて、どこでつまずいたのか、また反対にどこがわかっているのか。そういったことを、しっか

り子どもたちもわかり、また保護者にも伝えていくような調査結果となっております。 

○安藤委員  私が少し懸念しますのは、具体的なところと比較しないと言いますが、やはり、なるべ

く全国的シェアが大きいところで、品川区の学力テストの点数は何点なのかというのをすごく意識して、

それを向上させるという方向に現場が全て向いてしまう。それで、現場の教師から、年度末の時期にな

ると、管理職から、４月のテストを見越して８割定着させておきなさいと言われるそうなのです。つま
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り、４月のテストの結果というのは、前学年の先生の責任になってしまうのです。こうやって、子ども

のテストの点数獲得能力をつけないと、周りに迷惑をかけますと言わんばかりに、教師同士にお尻をは

たき合わせるというのも、学力テストの狙いなのでしょうか。あと、学力テストの前に、今回、例えば

これは全国テストなのかもしれませんけれども、普通のテストは紙１枚なのですが、ぺらっとめくるテ

ストがある。そのテスト対策のために、普段はなれていないので、めくる練習をわざわざ別の時間を

とって子どもにやらせているという学校もあると伺いました。このように、子どもにとっては必ずしも、

勉強が楽しいと思うようになるとは思えない仕事で、子どもや教師を追い立てていくというふうになら

ないのか。先ほどのような、教師を追い立てるというのも、学力テストの狙いなのかどうか伺います。 

○熊谷指導課長  学力定着は教師の使命でございます。ただ、こちらにつきましては、前年度の教員

がどうだった、指導がどうだったということではなくて、これは組織として、学校として、一人ひとり

の子どもたちの学力を高めていくことが重要であると考えています。先ほど、めくる練習をするという

ようなお話があったのですけれども、もしそういったことが行われている学校があるならば、これは非

常に残念であります。そういったことがないと信じたいところでございますけれども、そもそも学力は、

学校がどうなのか、学校全体の学力がどうなのかということを問うものではなく、一人ひとりの子ども

たちに、生涯にわたる力をつけていくために行うものでございますので、そうした意味で、今回、系統

的な、そして一人ひとりの経年変化を見る学力調査の実施に至ったところでございます。 

○安藤委員  事例について残念だという認識をお持ちだというのは、少しほっとしましたが、実は違

うのです。幾ら行政がそう思っていても、実際の現場というのは、こういうことをやると、そういうふ

うに流れていってしまうのです。これは別に、やっている人が悪いとは私は言えないと思います。これ

は、そういうふうに追い立てているのは教育行政、皆さんだということを強く自覚していただきたいと

思います。そのことで、この学力テストは区の判断でやめるべきと求めますけれども、いかがでしょう

か。 

○熊谷指導課長  こちらにつきましては、これまで「プラン２１」で各学校が全校行ってきたところ

でございますので、このまま続けてまいります。 

○大沢委員長  次に、鈴木博委員。 

○鈴木（博）委員  よろしくお願いいたします。本日は、ページ３６３の給食運営費から食物アレル

ギー対応、ページ３６３、保健運営費からインフルエンザ対策について、さらにページ３４５、３目教

育指導費、いじめ防止対策費に関連して、自殺予防教育についてお伺いしたいと思います。 

 まず、昨年の決算特別委員会に引き続き、学校における食物アレルギー対応についてお尋ねします。

今年度の食物アレルギー、ヒヤリハットの発生件数と、その経過について、さらにアナフィラキシー

ショックとその治療薬であるエピペンの使用例があればお示しください。 

○有馬学務課長  今年度の食物アレルギー、ヒヤリハットの件数でございますけれども、除去食の鍋

を取り違えてしまったですとか、ちょうど除去食を出すときに担任が生徒のトラブルの仲裁に入ったた

め、少し席を外したということで、誤配膳があったというようなことで、４件ございます。そのときの

対応というようなことでございますけれども、まずは基本的には、その場でその児童がそれを喫食しな

いようにするというような対応を、まず 初にとるものでございます。それから、その後については、

どこに原因があったのかということをつかんで、もう一度、手順を再確認し、再発防止に努めていると

いうものでございます。特に二重チェックをしているところではございますけれども、その二重チェッ

クが形骸化しないように、それぞれが、自分が 終的な責任者だということを自覚するようにというこ
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とで、校長会等を通して情報共有をしているところでございます。 

 次に、アナフィラキシーショックでエピペンを使った使用例はございません。 

○鈴木（博）委員  大きな事故がなく安心しました。誤食に関しましては、今、課長からお話があっ

たように、しっかりと、もしもヒヤリハットがあった場合は安全対策を各学校の食物アレルギー対応委

員会に上げて、しっかり検証して、事故のない、安心安全な食物アレルギー対応の取組みを確実に進め

るようにお願いいたします。 

 次に、４月になると毎年、学校に提出する、学校生活管理指導表についてお伺いいたします。昨年度

は食物アレルギー即時型では、除去対象にどのような食材が多かったのでしょうか。また、食物アレル

ギーの特殊型でしばしば重症になる、朝食を食べて運動した後に起こる、食物依存性の運動誘発アナ

フィラキシーの発生はあったのでしょうか。 

○有馬学務課長  アレルギー物質の即時性型でどういうものが多かったかということでございますけ

れども、人数的に多いほうから言いますと、１番がナッツ類になります。続いては魚介類、それから落

花生、それから鶏卵、要するに鶏、卵関係です。それから甲殻類、エビ、カニ、それから乳製品、牛乳、

それから果物、そば、小麦等が多く出ております。 

○鈴木（博）委員  除去対象として、ピーナッツや、他のナッツ類。それで、魚介類が多いこととい

うのは一般的に言われていることなので、非常に納得できるデータなのですけれども、鶏卵は、年齢が

高くなればなるほど、免疫学的耐性を獲得して、アレルギーを起こさなくなる例も多く見られるはずな

ので、意外と多いということがわかって、少し驚きです。食物アレルギーの原因物質の長期にわたる除

去は、成長期の子どもにとって、一般論として好ましいことではありません。１年ごとの指導表の更

新・提出というのは、継続が必要かどうか、ただ血液検査の結果を要求するだけではなくて、よくご家

族と話し合って、場合によっては主治医にも照会し、きめの細かい食物アレルギーの対応が必要なので、

毎年提出することになっていると思います。きめの細かい食物アレルギーの対応を、学校側としても

しっかりとよろしくお願いしたいと思います。 

 これに関連して、弁当持参についてお伺いいたします。私が知っている方なのですが、３歳のときに

イクラを食べて顔が腫れ、ぜん鳴、ゼーゼーしたというエピソードがありまして、現在、小学校１年生

になっています。現在６歳ですが、イクラにアレルギーがあるという理由で、魚卵を持っている小魚、

シシャモ、ワカサギ、キビナゴ、全てが、除去食にできないという理由で、弁当持参が要求されていま

す。さらに、給食で使用する可能性がある小魚として、コイワシ、コアジ、マメアジ、チカ、ハタハタ、

イギス、メヒカリ、ウルメイワシについても、魚卵を持っている可能性があるので、学校では給食は提

供できないと言われて、弁当を持ってくるように学校側からお話があったそうです。この弁当対応の理

由について簡単にご説明をお願いします。 

○有馬学務課長  すみません。先ほど１件、答弁漏れがありました。食物依存性運動誘発アナフィラ

キシーの発生はあったのかということで、これもございませんでした。 

 それから、弁当持参という考え方でございますけれども、基本的には児童・生徒に対しての安全安心

を守るというようなことで、給食での事故を防止するため、弁当持参という取り扱いは一部、行ってい

るものでございます。 

○鈴木（博）委員  学校給食は、全ての児童・生徒に給食を提供し、安全安心に楽しんで過ごせる時

間を提供するということが、その原則だと思います。アレルギー原因食物に関しては、完全に除去する

か提供するか、安全性を 優先して、現在、二者択一の対応になっております。そして、安全な給食提
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供が困難なときは弁当持参を考慮し、保護者に要請するというふうに、文部科学省の作成した学校給食

における食物アレルギー対応指針には述べられています。この食物アレルギー対応指針の中で、弁当持

参の要件として、ごく微量で反応が誘発されるかもしれない可能性がある食品等という場合は、一応、

弁当持参を要求できるのですが、しかし弁当持参は児童・生徒に給食を提供できないことや保護者に負

担をかけることなどにより、本指針は、単にエピペン所持をしているとかアナフィラキシーを起こした

ことがあるというだけで弁当持参をする必要はないと注記されています。さらに、弁当持参、弁当対応

を要求するときは、そこまでの対応が必要か、主治医に改めて確認することが望まれるという補足説明

があります。今回の事例に関しては、主治医への問い合わせはありませんでした。安易に弁当持参を要

求する前に、指針の原則を基本にしながらも、弁当持参の検討は、本人の食物アレルギーの病態、除去

の程度を踏まえて、保護者・主治医とも緊密に連絡をとった上で慎重に検討することを要望いたします。

これは要望で終わります。 

 後に、誤食、誤配を減らすためには、対応する児童を減らす。対応する食品数を減らす。複雑・過

剰な対応をしないというのが原則です。ピーナッツやクルミなど、あらかじめ給食食材から除けるもの

は除いておく配慮が極めて重要だと考えますが、このような対応は現在、品川区で行われているので

しょうか。 

○有馬学務課長  例えば落花生ですとか、そばですとか、そういったものは、もう出さないというよ

うなことで、一定程度、そういったものは出さないようにしています。それから、生活指導管理表の部

分につきましても、医者の意見を聞きながら、個々の症状に応じてということもありますので、そう

いったところはよく聞きとりをして取り組んでいきたいと思っております。 

○鈴木（博）委員  現場ではなかなかそのとおりにいっていない例もあるようなので、その辺、ご指

導をよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、民生費に引き続いて、インフルエンザの感染症における学校の対応についてお尋ねいたします。

マスコミの大流行という報道に影響されたのか、クラスにおいてやっているからという理由で、何も症

状がないのに、検査を希望するように先生に言われたといって、保育園と同様に、今年も多数の方が検

査希望でいらっしゃいました。教育委員会としては、このような、症状のない不顕性インフルエンザ感

染者に対し、教職員が検査を直接指示する事態をどのように捉えているか、ご説明をお願いします。 

○有馬学務課長  いわゆる症状の出ていないインフルエンザの方に対する指導ということでございま

すけれども、ある程度、インフルエンザに感染はしているけれども発症しないというような児童も中に

はいると思います。それらの児童について、全て、このクラスで例えば学級閉鎖があったので、心配だ

から行けというようなことで推奨はしているものではありません。発症していないということは、感染

力がないとは言えませんけれども、あくまでも弱いのだろうというようなことも言われております。基

本的には、手洗い、うがい、それから、同じ学校でマスクがあったときには、きちんとマスクをするな

ど、エチケットをきちんとしてというようなことで対応しているところでございます。 

○鈴木（博）委員  今の課長のご答弁で安心いたしました。今後も現場では、教育委員会はこのよう

に言っているということで、徹底して対応したいと思います。 

 続きまして、自殺予防教育についてお伺いいたします。平成２８年１０月２８日に開催された第３８

回教育再生実行会議の配付資料によれば、我が国の児童・生徒の自己肯定感が、諸外国に比べて著しく

低いという結果が報告されています。これは、都の報告でも、同様の傾向が認められております。特に

各教科の正答率が低い、達成感を感じたり、意欲的な意識が低い、規範意識が低い、社会・地域に対し
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て否定的な意識を持つ生徒ほど、自己肯定感が低いと分析されています。なぜ日本の子どもは、みずか

ら肯定する自尊感情が低いのでしょうか。自尊感情の低さは自殺のリスク因子にもなります。区のご見

解をお示しください。また、品川区の学校の中で、自己肯定感を高める、自尊感情を高める教育はどの

ように行われているのか、ご説明をお願いします。 

○大関教育総合支援センター長  区の若者の自殺がやはり課題であると、教育委員会も認識しており

ます。そして、学校ではやはり子どもたちに、ＳＯＳの出し方なども含めまして、指導を深めていると

ころですが、今、委員からご指摘があったように、自尊感情という部分をやはりしっかりと育てていき

たいと、これは教育活動全体を通じて教員は願っているところでございます。具体的には市民科の中で、

自分の住んでいる地区、あるいは品川区民として、どのように自分は何ができるのか考えさせる学習を、

繰り返し繰り返し、各学年の発達段階に応じて実際に考え、自分の課題として捉え、実践し、振り返る

というような学習を市民科では行っております。その中で、自身のアイデンティティというものをしっ

かりと育てていく。地域社会の一員であるという所属感が必要だと考えております。そのときに重要と

なるのが自尊感情です。自分が役立っている。家族の中で役立っている。地域の中で役立っている。そ

ういった思いを子どもたちに育てていきたいと考えております。 

○鈴木（博）委員  平成２９年６月２日の参議院厚生労働委員会で、自殺総合対策のさらなる推進を

求める決議が行われました。この決議に対し、精神科医らでつくる日本自殺予防学会は、本決議の特徴

が、自殺の背景には、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの種々の社会的な要因があ

ると述べて、社会的要因に焦点を当てているが、自殺の原因・動機として も多い健康問題への言及が

全くなく、その結果、現実に健康問題や家庭問題、経済・生活等の社会的支援を要する複雑な困難を抱

え、自殺のリスクの高い人たちへの具体的な支援の強化になっていないと批判しました。そして、決議

文の、児童・生徒を含む若年層の自殺対策については、生活上の困難やストレスに直面しても適切な対

処ができる力を身につけさせるための教育が重要であることに鑑み、全ての児童に対してＳＯＳの出し

方教育を行うという文言に対しても、自殺問題は精神保健の問題との認識も重要で、精神疾患が五大疾

病となった今、精神保健の理解は義務教育上の課題としても重要であるというようなことを提言してお

ります。ＳＯＳ教育について、ＳＯＳの出し方教育等、日本自殺予防学校の提言も含めて、区としては

どのようにお考えでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  今ご指摘いただいたように、自殺者統計によれば、やはり健康問題

が一番大きな要因となっていると考えております。これは、児童・生徒も例外ではございませんので、

やはり、頑張れ、頑張れという、個々に頑張りを求めるなどではなくて、ＳＯＳを出せる、あるいは周

りが気づいてあげられることが重要だと思っております。このような観点から、教員も子どもたちの様

子について把握して、担任が１人で抱え込まずに、区であれば、教育委員会、ＨＥＡＲＴＳ等とも共同

で事に当たる。そして、関係機関とも連携しながら、適切な支援をしていきたいと考えております。 

○鈴木（博）委員  ＨＥＡＲＴＳに関してもお伺いしたかったのですが、時間がなくなったので、次

回にまた改めてお話ししたいと思います。 

○大沢委員長  次に、松永委員。 

○松永委員  私からは、３６１ページの防災ヘルメット購入について、同じく３６１ページの児童・

生徒用災害時備蓄物資購入について、関連して、各学校で行われている避難訓練について伺います。 

 初めに、防災ヘルメットの購入ですが、７年生で２００万円が計上されたことについてでございます

が、この防災ヘルメットは、７年生に配られ、９年生まで活用されると思うのですが、卒業された後、
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この防災ヘルメットは、今までどのような形で活用されていたのか伺います。あわせて、児童・生徒用

災害時備蓄物資についてですが、避難所用の備蓄と異なる物資であると思うのですが、この予算の内訳

について、教職員などの学校関係者も含まれているのか伺いたいと思います。 

○有馬学務課長  ７年生への防災ヘルメットの購入でございますけれども、委員がおっしゃるとおり、

新７年生になったときに、生徒全員にお配りしています。それで、卒業後の活用というところは、なか

なか難しいのですけれども、一応、その間は貸与という形で、中学校３年間は貸しているのですけれど

も、ヘルメット自体というのは、耐用年数が大体３年から５年というような形になっております。そう

いったこともありまして、卒業のときには、そのまま使ってくださいということで、各自でそれはいろ

いろな使い方をしているのではないかと思いますけれども、そこまで細かいところまでは把握はしてお

りませんけれども、卒業のときにはそのまま持って卒業という形になってございます。 

 それから、児童・生徒の災害時の備蓄物資の購入ですけれども、ちょうど災害があった後、これは児

童・生徒が帰宅困難になったときに、保護者が迎えに来るまでの間というような意味合いで、大体、児

童・生徒の３割の３日分というようなことで、分量的には用意しているものでございます。したがいま

して、分量的にはそういう計算をしておりますけれども、保護者にしっかり引き渡すまでということで

の用意でございますので、その間いる教職員分もこの中には含まれているというものでございます。 

○松永委員  防災ヘルメットは、貸与という形で、卒業とともに持って帰っていただくという形なの

ですが、私も実際、卒業される生徒へ、防災の意識とか、また学校で学んだ知識を忘れないためにも必

要なことだと思っておりますので、継続という形でお願いいたします。 

 また、防災ヘルメットにつきましては、耐用年数が３年から５年ということなのですけれども、一般

社団法人日本ヘルメット工業会によりますと、保管を始めてから約６年ということで、６年たちますと

交換するように勧めていますと載っておりました。またさらに、１年に１回はヘルメットの点検をして

くださいということも伝えられております。そこで、本区の７年生では、防災ヘルメットを渡すだけで

なく、こうした説明が行われているのか伺いたいと思います。もし万が一、今されていなければ、こう

した今後のヘルメットの活用について伝えるべきだと思うのですが、点検等、伺いたいと思います。 

○有馬学務課長  ヘルメットの耐用年数は、やはり物によって違うものがあるのかとは感じました。

それから、点検につきましては、学校では避難訓練等を行ったり、例えば体育館で集会があるときにヘ

ルメットを持っていくなど、いろいろなところでヘルメットを使っていますので、日常点検とまでは言

いませんけれども、定期的にはそうやって自分のヘルメットは確認しているというものでございます。

教育委員会から業者に何か委託して点検をしているというものではございません。 

○松永委員  今現在、防災ヘルメットというのは学校の教室のどこに置かれているのか。廊下に置か

れているのか。私もまだ曖昧なのですけれども、後ろのほうに置かれていたのかと思うのです。また、

もし地震が起きた際に、どのような訓練をしているのか、防災ヘルメットを活用した訓練の流れについ

てもお知らせください。 

 児童・生徒用の災害時備蓄物資についてですが、生徒を見守る教職員の方々も含まれているというこ

とで安心いたしました。 

 関連して、アレルギーをお持ちの生徒について伺います。災害が起こったときに、被災者の中でつら

い思いをされるのは、何らかの病気を持たれている方々だと思っております。そこで、日本小児アレル

ギー学会では、災害時に、アレルギー疾患を持つ子どもたちのサポートをするために、災害時の子ども

のアレルギー疾患対応パンフレット、また災害派遣医療スタッフ向けのアレルギー児対応マニュアルを
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発行し、啓発ポスター等も作成されております。これは、２０１１年の東日本大震災をきっかけに作成

されたものでありまして、これまで避難所や災害に備えた講習会などでも利用されているそうです。そ

こで質問いたします。アレルギー疾患を持つ児童・生徒用の備蓄。例えばアレルギー対応食や、エピペ

ン、ステロイド、抗アレルギー剤などは含まれているのでしょうか。また、アレルギー疾患の児童・生

徒・保護者への対応はどのように行われるのでしょうか。伺います。 

○大関教育総合支援センター長  避難訓練についてお答えいたします。実際に、小学校・中学校・義

務教育学校では、低学年等の子どもたちは防災頭巾をかぶることが主になっておりますが、中学生等は

ヘルメットを、教室の後方などに大抵、置いてありますので、そちらでしっかりと頭部を守って避難す

るというのを、毎月の避難訓練の際、これは地震だけでなく火事の場合でも、やはり頭部保護というの

は基本でございますので、あるいは基本として口をマスクで押さえるというような指導を毎月行ってい

るところでございます。 

○有馬学務課長  備蓄物資におけるアレルギー児童・生徒への対応ということでございますけれども、

今回買う中身につきましては、アルファ化米についてはアレルギー対応食を用意する予定でございます。

それ以外には、水や、そういったものは大丈夫だと思いますので、アレルギー対応のアルファ化米は用

意いたします。エピペンにつきましては、基本的には本人が持ち歩くか、あるいは学校に預けていると

いうような場合もありますので、そういった部分については、どちらかの管理ということで対応はでき

るものと思ってございます。 

○松永委員  ぜひ、こうしたパンフレットやポスター等でも活用して、皆さんに理解を求めていただ

ければと思います。 

 次に、避難訓練について、ヘルメットなのですけれども、後方でということなのですが、地震の際な

のですけれども、まず机の下に隠れてくださいとご指導されると思うのですが、そのときに、地震が鳴

り終わってから防災ヘルメットをとりに行くと思うのですけれども、それだとやはり、またいつ起こる

かわからないので、できたら、スペースはあれなのですが、机の前に、隠れたときにすっととれるよう

に、できたらいいかとは思うのですが、その点についてお知らせください。 

 後に、小中学校で定期的に避難訓練が行われているということでございますが、地震発災時を想定

して訓練が行われるということで、訓練内容について、児童・生徒から訓練の後のアンケートや意見と

いうのはとられているのか、それでまた活用はされているのか、 後に伺いたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  ヘルメットの位置でございますが、椅子の下にぶら下げている学校

等もございますし、あと、その教室が例えば家庭科室であったり、状況にもよろうかと思います。 

 それから、基本は、今、ご指摘いただいたように、机の下にまずは隠れるという形で、おさまったら、

それで落ち着いて避難しましょうという指導をしているところでございます。 

 それから、避難訓練の後は必ず、例えば消防署長ですとか、あるいは地域の町会長などから、指導・

講評いただいたりする場面もございますし、あわせて後日、子どもの感想は教室でまとめて学校便りで

紹介したりと、各校で工夫しているところでございます。 

○大沢委員長  次に、あくつ委員。 

○あくつ委員  私からは、３４７ページ、市民科・各教科充実経費、３５１ページ、特別支援教育費、

後に３５３ページ、高齢者支援の図書館づくり、認知症カフェについて伺います。 

 まず、市民科のところですけれども、今回、私のテーマである、教育における国連のＳＤＧｓ、持続

可能な開発目標の活用について改めて伺います。昨年の第４回定例会におきまして、新たな学習指導要
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領の改訂で反映されるＳＤＧｓについて、「品川区の教育目標の一つとして真正面から捉えてください、

教育体系にもしっかりと組み込んでください」というお願いをさせていただきました。また、ＳＤＧｓ

について子どもたちが学ぶ機会として、有識者や、ＳＤＧｓに取り組む企業や団体を招いての、講演会

やワークショップを開催してくださいという提案をさせていただきました。これに対して、中島教育長

からは非常に力強いご答弁をいただきましたので、若干ここに引用させていただきます。「教育委員会

では、教育目標を踏まえた基本方針の一つとして、子どもたちが他国の文化や宗教等の違いを正しく理

解し、国際協力や人道問題などに信念を持って対応できる能力を身につける教育の推進を位置づけてい

ます。それに基づき、例えば市民科の指導におきましては、よりより社会の実現のために自分の果たす

べき役割を正しく認識し、相互協力のもとで進んで社会貢献に取り組むことができる能力などの育成を

目標としています。また、これからの各学校の教育課程編成の基準となる品川区立学校教育要領におき

ましても、ＳＤＧｓの理念を視野に入れつつ、現在、作成しているところでございます。これらの取組

みを通しまして、まずは全ての教員の理解を深めていくことが重要であると考えております」。このよ

うなご答弁を頂戴したところであります。以前、東海中学校の周年行事に参加させていただいたときに、

中島教育長が、ある過去の柔道家が世界に柔道を広めていくというお話を通じて、グローバルな世界に

品川区の子どもはぜひ羽ばたいていってほしいとお話をされたことで感銘を受けたことも思い出しまし

たが、まずは教員の理解を深めていくということが重要ということですが、具体的な進捗状況を教えて

ください。 

○大関教育総合支援センター長  現在、例えば外務省の方をお招きして、国際貢献についてお話しい

ただく中で、ＳＤＧｓの理念について教員がしっかり正しく理解できるように、全校にそれを広めるた

めには、例えば市民科推進教師が各校におりますので、各校の市民科推進教師研修会において、国連等

の講師、あるいは区内で実際にＳＤＧｓの理念に基づき、さまざまな取組みをされている企業もござい

ます。既に、鮫浜小学校あるいは城南小学校等にゲストティーチャーとしてご協力いただいている企業

等もございますので、そういった取組みの紹介などとあわせて、区内の市民科推進教師の理解をしっか

りと深めてまいりたいと考えております。 

○あくつ委員  まずは教員ということで、先ほどの企業も、たまたまなのでしょうけれども、これは、

内閣の外務大臣賞を取った、ＳＤＧｓの大賞を取ったところがたまたま区内にあるということで、いろ

いろご協力もいただけるようですので、よろしくお願いいたします。 

 実は 近、プログラミング教育の視察で、先進的な取組みを行っております京陽小学校に、会派で視

察をいたしました。そのとき、校長室で我々は説明を受けたのですけれども、校長室の壁面に、ＳＤＧ

ｓを教えている先生の写真がありました。ロゴが非常に色が目立つものですから。校長先生にお伺いし

ましたら、教員の中には、海外の貢献ということに非常に関心のある先生がいらっしゃって、実はうち

の学校の子どもはもうＳＤＧｓについてはみんな知っていますと。これはすばらしい取組みですという

ことで、誇らしげにおっしゃっておられました。私もすごく力強く思いましたし、これはお世辞ではな

くて、さすが品川区だと。本当に、そういう勉強をされていらっしゃる教員の方がいらっしゃる、下地

があるということを非常に感じました。そこで、今後、教員の皆様、ＳＤＧｓに対して理解を深めてい

ただいた後に、今後その後のどういう展開をされるのか。もし今お答えできることがあれば教えていた

だきたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  各校においては、実際に理科の学習ですとか社会科の学習等で、教

員が教材をいろいろと工夫している中で、例えば世界の国々と日本とのつながりにおいて、例えば日本
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はバナナをたくさん輸入している。そのバナナはどこでどういうふうにつくられているのだろうか。そ

の後、どんなつくり方がされているのか。先だってもバナナペーパー等のご紹介もあったかと思います

が、フェアトレード製品をどのように消費者として選ぶのかというような消費者教育も市民科の中では

行っております。さまざまな学習の中で、これがＳＤＧｓにつながっているという意識をしている教員

もいれば、知らずにしっかりと行っているのが区内の学校の現状だと考えておりますので、そういった

部分を今後、研修会等を通じて、これはＳＤＧｓのここの部分につながっているのだという明確な意図

を持つことによって、さらに教材の工夫や学習を深めることが可能になると考えております。 

○あくつ委員  すばらしいご答弁だったと思います。ありがとうございます。確かに、ただの環境教

育とは、今までの環境教育、てんぷらそばは、ほとんど日本ではないところの材料でできているみたい

なのは私も小学校のときに習いましたけれども、これは全ての国で今行われているというところの意識

づけ、ＳＤＧｓの意識づけというのは非常に大事だというところで、今、おっしゃっていただいたかと

思うのですが、ぜひ進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、３５１ページ、特別支援教育費に関連して、配慮が必要な子ども、そして保護者への対

応について伺います。一昨年、これも平成２８年の第３回定例会で、学校におけるインクルーシブ教育

ということについて質問させていただきました。当時、複数の小学校の保護者から同時期に、発達障害

のある児童に関して、共通するトラブルの内容のご相談を受けたことから、３つの課題提起をさせてい

ただきました。１つ目は、午前中も質疑がありましたが、教員のさらなる特別支援教育の指導力の向上

の必要性。２つ目は、発達障害に関するクラスメート自身の理解の必要性。そして、私が何より大事

な３つ目だと思っているのが、保護者の理解を深めることの必要性です。そのときも、繰り返しになり

ますが、保護者は教育というものがインクルーシブというものにどうやら向かっているらしいというこ

とは感じていても、いざトラブルが発生してしまうと、うちのクラスだけ授業がおくれてしまうとか、

悪影響を受けるとか、時にはこれはいじめなのではないかという反応をされるのが現状だと私も感じて

おります。真のインクルーシブ教育の実現には、保護者の正確な理解、少し語弊があるかもしれません

が、品川区民全体の底上げが必要だと私はいつも思っております。 

 そのとき、中島教育長からも、これもとてもよいご答弁をいただいております。「保護者の課題です

が、これまでもパンフレット等で情報提供はしていますが、まだ周知が十分ではないと感じる部分もあ

ります。教育委員会といたしましても、これからも保護者の理解啓発を一層進めていけるよう、学校を

支援していきたい」。こんなご答弁をいただきました。この、一層進めていけるような具体的な取組み

について、ございましたら教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  教育委員会といたしまして、区独自で、「すべての子どもたちが充

実した学校生活をおくるために」という、理解啓発のリーフレットを印刷いたしまして、全家庭に配布

したところでございます。これは、今年度、１年生から９年生まで、全てのご家庭にカラーのリーフ

レットで、さまざまな、例えばじっと座っているのが苦手な子がいますとか、通常の学級にみんないて

共生社会なのだということをご理解いただくための啓発リーフレットを配布させていただきました。 

○あくつ委員  委員長の許可を得まして、今、ご答弁に出ました資料の提示をさせていただきます。

実際の大きさはこの大きさなのですけれども、拡大したものがありますので、ここに示させていただき

ます。 

 これは、全ての子どもたちが充実した学校生活を送るためにということで、うかつにも私も今年度の

途中で知ったのですけれども、これは２万枚作成されたということで、私もじっくり何度か読ませてい



－40－ 

ただきました。全て漢字には平仮名のルビが振ってありまして、表紙には、「配慮の必要な子どもへの

理解」という表題があります。先ほどご紹介があった、相手の気持ちを考えることが苦手な子がいます

という、障害の類型ですか、そういうことが書いてあって、対応策としては、本人ができないと決めつ

けないようにしましょうとか、意見を押しつけないようにしましょうとか、ゆっくりイメージしやすい

ように、具体的に話をしましょう。ほかの類型としては、頑張っているのにうまくできない子がいます

と書いてあって、なぜかうまくいかない、なまけていると思われたり、わざとやっていると勘違いされ

たりする子どもがいます。対応策としては、できるだけ穏やかに落ち着いた口調で話しかけるようにし

ましょう。何をしたらよいかわかりづらいので、具体的に明確に伝えるようにしましょうというと書い

てあります。また、いわゆる身体、目や体が不自由な子どもへの配慮のことも書いてあります。裏を見

ると、保護者の皆様へということで、今ご紹介のあった、共生社会を目指すことが重要だということで、

特別支援教育を充実させるために、このパンフレットをつくったという表記。これは、デザインや色遣

いも、私は非常にいいと思いますし、個人の好みなのですけれども、表紙の絵などを見ると、色違いの

タイヤをそれぞれの飛び方で飛んでいるということが多様性をあらわしているのかなどと思ったりして、

非常に、じんときたのですが、これは本当に、非常にいいパンフレットだと私自身は思っています。た

だ、これはご相談のあった保護者の方に、このパンフレットをお持ちしました。これは全てのご家庭に

配られたようですけれども、どうですかと聞きましたら、いや、知らないということなのです。やはり、

これは印象に残っていないということがわかりました。これは、表現の仕方に 大限の配慮をしている

のです。非常にセンシティブな問題なので、発達障害という言葉は一言も出てこない。これは当然そう

だと思いますし、悪いことではないのですけれども、これはやはり、さらっと、それはそうだというこ

とで、もらったご家庭で意識をしているところは、そうだと思うのでしょうけれども、意識されていな

いところは、何を言いたいのかというところで、多分、さらっと読み飛ばして、スルーしているのでは

ないのかというのが感じられました。繰り返します。本当に内容は、要するに意識を持っている人たち

にとってみればすばらしいのですけれども、我がこととして、お子さん、クラスメートや保護者に手に

とって考えていただくためには、もう一ひねり、何か工夫が必要なのではないかと思うのです。例えば、

このパンフレットの中の文字の大きさを大きくすればいいのか。それとも、この内容を拡大して、例え

ば学校等に掲示していただくのがいいのか。その辺について、もう一工夫、何とかお願いしたいのです

が、いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  今後とも積み重ねで、理解啓発として増し刷りをして、全家庭に配

り続けるだけではなくて、例えば、今、ご提言いただきましたように、大きく拡大したものを使って、

校長が保護者説明会で、全校保護者に対して話しかける。あるいは学年保護者会で学年主任が投げかけ

る。学校便りを使って紹介する。さまざまな工夫が各校でできると思いますので、活用につきましては、

校長連絡会等で引き続き協力を呼びかけてまいりたいと考えております。 

○あくつ委員  やはり、一言添える場が必要なのかというのも感じます。あと、目に触れるところ。

それでも、さっきもおっしゃったように、積み重ねでしか、薄皮を一枚剥がすというか、底上げしてい

くためには、少しずつの地道な努力がやはり必要なのかと思います。 

 後に、このことに関しては、中島教育長に、そのとき再質問で、具体的にどういうことをしていた

だけるのですかとお伺いしたら、コミュニティ・スクールの取組みが、実はこのインクルーシブ教育の

進展につながるのだというようなお話があったのですけれども、これは具体的にどういうことを想定さ

れているのか、改めてお伺いしたいと思います。それがインクルーシブ教育の講演をコーディネーター
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がやるのか。そういうことをイメージしたのかと私は思ったのですけれども、そこについて伺いたいと

思います。 

○大関教育総合支援センター長  各校には特別支援教育コーディネーターもおりますし、それから特

別支援教育係、区の教育委員会のスタッフが各校に出向いていって、例えばコミュニティ・スクールで

障害理解に関するアドバイス、講演等をさせていただけるスタッフもおります。そのような形で、これ

は各校の実情に応じて協力していきたいと区も考えております。 

○あくつ委員  地道な努力が必要かと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 後に、時間があれなのですけれども、図書館のほうで認知症カフェについて伺います。今回、一般

的に質問してしまいます。図書館１０館、これは全館で開催するということなのでしょうか。また、頻

度はどれぐらいなのか。また、認知症サポーター講座というのは、そもそも静寂な環境が必要だと思う

のですけれども、静寂というか、しゃべらなければいけない。静寂な図書館で可能なのかどうかという

ところです。これは、指定管理を受けている図書館流通センターとの話し合いだと思うのですが、この

業者は私はすごく好きで、本当にいつも、私自身も図書館のユーザーなので、非常に感謝しているので

すが、ここについてどのようにお考えなのか伺いたいと思います。 

○横山品川図書館長  認知症カフェの図書館での実施についてご質問いただきました。実施について

は、とりあえず３施設で行わせていただいて、２カ月に１度の実施を予定しております。認知症カフェ

と申しましても、飲食ができるわけではなくて、同好の人と会話をともにしていただき、知識を深めて

いただくために、図書の資料やブックリストを並べて、図書館ならではの認知症カフェとさせていただ

きたいと思います。あわせて、サポーター養成講座や専門家の方の講演を行うことで知識を深めていた

だいて、図書館を基盤に交流を深めていただくような場に、居場所としての図書館という形にしていた

だきたいと思っております。 

○大沢委員長  次に、のだて委員。 

○のだて委員  私からは、３５３ページの教職員在校時間統計処理対応等経費に関連して、教員の多

忙化について質問します。 

 まず、実態把握についてですけれども、一般質問で、休日のタイムカードの打刻ができるようにと質

問したところ、区は、一律に勤務とは言えないということでした。では、教員の皆さんは何のために休

日にわざわざ学校に来ていると、区は考えているのか伺います。 

○熊谷指導課長  土曜授業日以外の休日等で、学校に来ている理由でございますけれども、例えば部

活動で来る場合もありますし、また授業準備で来る場合もあると思います。そのほか、研究のために来

るときもあると思います。ですので、さまざま教員によって、なぜ来るかというのは異なってくるかと

思います。 

○のだて委員  どれも、やはり教員が行うべき業務だと思うのです。仕事をするために、やはり休日

に学校に来ているということが明らかになりました。都の実態調査でも、土日にしていることは主に授

業準備と成績処理です。あと、中学校は部活動もありますけれども、明らかに業務をしに来ているわけ

ですから、在校時間を把握するため、タイムカードの打刻ができるようにすべきだと思いますが、いか

がでしょうか。 

○熊谷指導課長  学校に仕事をしに来る方もいますし、また学校に来る時間がなく、家で仕事をする

方、地域の図書館で仕事をする方もいらっしゃると思います。勤務を命じられていない週休日に打刻を

してしまいますと、出勤簿に「出勤」と打刻されてしまいます。ちなみに、２３区で出退勤システムを
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とっているのは品川区のみでございます。ほかはまだ押印です。もう一区あるのですけれども、出退勤

システム、出勤のところだけ押しているそうですけれども、退勤は押さない。そうしたことはしない。

なぜならば、出勤か否かというところを確認するために行っているからという回答でございました。 

○のだて委員  さまざまな場所で業務はやっているということですけれども、それならば、休日のタ

イムカードを打刻しないということではなくて、学校ではない場所でも業務をしている人の実態も把握

できるようにしていくことこそ求められていると思いますが、いかがでしょうか。 

○熊谷指導課長  現実的に民間企業でも、家にいたり図書館に行ったり、さまざまな方がいらっしゃ

るかと思いますけれども、どれを仕事としてどれを仕事としないというのは把握が困難であると思いま

す。 

○のだて委員  民間企業でもやっているというお話でしたけれども、学校は民間企業ではありません

ので、やはり教員の多忙化が教育の問題にも繋がるというところで、やはりそれを是正していくために

は、まず実態を把握していく、そのことが必要だと思います。特に、学校に行く方は、やはり先ほども

ご答弁があったとおり、業務を行っているわけですから、そこはしっかりと把握できるようタイムカー

ドが打刻できるようにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○熊谷指導課長  出退勤システムを使って、出勤したか否かというのは、そもそも勤務を命じていな

い週休日に出退勤システムを使って出勤としてしまうのは、出勤簿の正確性を欠いてしまうことになる

と思います。まず、出勤したか否かにつきましては、学校には休日にも施設管理員がおりまして、施設

管理日誌を作成しております。そこに、来校した教員、そのほかの者も含めて、誰が何のために来たの

かを記載することになっておりますので、こちらについては、管理職が必ず確認し、押印することと

なっております。 

○のだて委員  出勤簿、タイムカードでやると正確性を欠くというお話でしたけれども、それはやは

り、しっかりと把握していくために、タイムカードの打刻も必要だと思いますし、それ以外の方法でも、

ぜひ実態を把握していっていただきたいと、強くこれは要望しておきます。 

 次に対策についてですけれども、一般質問の教員の多忙化解消を求める質問に対する答弁で、働き方

改革は学校の実態を把握しながら進めており、多くの教員が負担に感じていることの第１に、調査や報

告書の作成があることから、本区では調査の大幅削減を行ったとのことでした。実態を把握しているな

らば、多忙化の原因は何だと考えているのか伺います。また、教員が負担に感じていることの２番

目、３番目は何か伺います。 

○熊谷指導課長  多忙化についてですが、あくまでも負担感を教員が感じているところでございます

けれども、この負担感の調査を文部科学省が行っておりまして、これが３年前の調査でございますけれ

ども、１番が、教員も副校長も、国や教育委員会の調査。これが負担の第１位。第２位につきましては、

それぞれ違うのですが、教員に関しましては研修会等の報告書の作成、それから３番目としましては、

保護者・地域からの苦情対応が負担感だと答えております。多忙化の原因は、さまざまあるかと思いま

すけれども、１番は、品川区におきましては、かなりこれまでも取組みとして人的措置ですとか環境整

備を行ってきたのですけれども、それとは別に、それをやっていながら、なぜ在校時間が長いのかとい

うと、やってもやっても、これでいいという限度がありません。教員は、もっともっといい授業、もっ

と子どもたちのためにというふうな思い、そういった気質がございますので、これでいい、ここまでで

いいというのを、なかなか自分たちで判断していかない。そういったところがありますので、教員自身

もライフワークバランスを考えていくことも必要ではないかと感じております。 
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○のだて委員  多忙化が負担感といいますけれども、それは気持ちの問題ではないと思うのです。実

際に忙しい。実態を見ても、遅くまで残って勤務時間が１１時間にもなっているという方もいらっしゃ

るということですから、そこはしっかりと是正していっていただきたいと思います。また、区がいろい

ろやってきたということで、先生方の業務に、終わりがないというようなお話でしたけれども、当然、

教員の方は子どものために苦労するというか、頑張るというのは、当然やりたいと思うことだとは思い

ますけれども、必要な準備時間がとれていないから、準備に充てているということだと思います。都の

勤務実態調査では、平日授業、主担当と補助を合わせて、小学校は４時間２０分、中学校は３時間３０

分やっています。一方、授業準備は、小学校１時間３４分、中学校１時間２４分です。１時間の授業に

は１時間の準備が必要という基準の半分にも満たないのが現状なのです。これをしっかりと是正してい

く。意識の問題ではなくて、準備ができるようにしていくということが私は必要だと思います。それを

改善していく。国の勤務実態調査でも、１０年前にも調査して、そのときも教員の多忙化が言われてい

ました。けれども、今回の調査で、速報値ですけれども、勤務時間がさらに延びているということが明

らかになりました。根本的な問題を解決しないと、教員の努力だけでは多忙化を解消できないという状

況になっているということだと思います。その根本的な問題とは何かと言えば、教員が足りない。学級

規模が大きいということだと思います。 

 日本教育新聞の昨年の１２月の調査でも、教職員の働き方改革を進めるのに期待することの質問に、

上から、教職員定数の改善９７.２％、部活動指導員への人件費支給５８.０％、学級規模の縮

小４３.６％となっています。教員の多忙化解消へ、教員を増やして、学級規模を小さくする。３０人

学級が一番の対策だと思いますが、いかがでしょうか。 

○熊谷指導課長  本区では、既に少人数指導や教科担任制、そして本区ならではの固有教員を採用し

てございます。こうして複数の教員が丁寧に子どもたちを見る体制を品川区ではとっております。です

ので、学級編成につきましては、国基準である義務標準法、および都の基準に基づき進めてまいります。 

○のだて委員  そういった教員の配置をしているというのは非常勤ですから、公務負担も分担されな

いので、増やしてください。 

○大沢委員長  次に、渡辺委員。 

○渡辺委員  ３４９ページ、体力向上推進事業、３４５ページ、品川教育ルネサンス、２点伺います。 

 まず体力向上推進事業に関連して、テクニカルアドバイザーです。これは始めてまだ１年だったと思

いますが、まずこれまでの課題をどのように整理されているのか。特に私などがよく聞くのは、人がや

ることですから、学校がそれぞれあるときに、キャラクターと言ったら変ですが、人によってどうして

も違ってしまう。こういう人がうちの学校は来た。こういう人が来た。少し横の話で、違いがすごくあ

るのかという声を聞きました。スタッフの採用はこれまでどうだったのか。そして、次年度を含めて今

後、どのような形でテクニカルアドバイザーを、整えていくと言うと変ですが、改善できるのか、教え

てください。 

○大関教育総合支援センター長  テクニカルアドバイザーの課題のお話でございますが、現在、テク

ニカルアドバイザーは、業者委託という形で、各学校、年間３００時間程度のテクニカルアドバイザー、

全て教員免許を持っているスタッフを、小学校および前期課程に派遣しております。また、中学校、後

期課程につきましては、ダンスのプロの指導者を配置しているところでございます。課題といたしまし

ては、どうしても個人差はあるというご指摘はありましたが、業務委託をしておりましたので、直接、

学校現場の校長が指導できないという部分が課題で明らかになりましたので、次年度以降、指導も行う
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ことが可能なよう派遣の形に、規約内容も含めまして、見直しを今、進めているところでございます。 

○渡辺委員  まさにもう把握されている中で改善のお話かと思っております。特に、何というので

しょう、縛りといいますか、個人の方のよさが出し切れていないような気もします。やはりいろいろ身

構えてしまうとか、その辺の裁量を、学校の先生たちとの連携で、かなりこれは違いが出るのかと期待

を持っているので、よろしくお願いします。 

 続いて、同じように、体力向上推進事業の中の、外部講師を招いた教室的なものは大変好評だと聞き

ました。陸上を例にとったときに、やはりその道のプロといいますか、教えのプロというのですね。使

え方もうまいし、即効性があったと。これもよく、地域でも、例えば走り方教室などもあります。短期

間の時間でコツを飲み込み、あるいは受講者の生徒・児童がやる気になる。そういう典型的な形かと思

います。特に、何回か実施した中の評判を聞くと、やはり学校の体育部の先生が、もともとの大学の関

係などで、いい先生を結構知っていらっしゃる。これは年に何回かではもったいないぐらいだという話

を聞きました。専門的な部分を考えるうまさを踏まえて取組みを拡充できたらいいのではないかという

思いで伺います。 

○大関教育総合支援センター長  これまでも教育委員会といたしましては、例えば為末大さんが主催

する為末大学を区として依頼しまして、区内の代表児童・生徒も含めました、東京駅伝に出場する子ど

もたちを中心に、走り方教室なども行ってきております。そういった中で、やはりプロが教える、どん

な格好でスタートを切ると、より速く走れるのかという部分は非常に効果があったと伺っております。

そのほか、各学校はそれぞれのつてを使って、ゲストティーチャーをお呼びしている実態がございます。

昨今のオリンピック・パラリンピック教育の一環として、さまざまなプロの選手をお呼びしたり、例え

ば昨年度は清水台小学校で、元楽天イーグルスの選手を呼んで、低学年では、ボールの投げ方をちょっ

と一言工夫してもらったら、とても上手に投げられる１年生がいて、おもしろいのだということで、そ

のような効果があった。そんな部分も認められましたので、各校の工夫はこれからますます盛んになっ

ていくのではないかと考えております。 

○渡辺委員  まず、今、その流れが、評価が広まっているかと思いますし、学校がまず軸であって、

それが地域スポーツと、またいい講師の情報などが広がるといいと思います。 

 次に、品川教育ルネサンスのことを伺います。その中でも項目としたらプログラミング教育です。先

ほど、あくつ委員からも出ておりました。私も、京陽小学校の取組み、公開授業等でも、数年前に見た

ときもそうなのですが、 近もそのなごりはずっと続いていて、やはり活かしています。専門教科がで

きるわけでは決してないので、通常の取組みにどう活かすか。あるいは、そのときに感じたのは、やは

り教員、先生たちの理解度、各クラスを見たのですが、うまく引き出しているという感想を持ちました。

一朝一夕ではないという、取材といいますか、個別に伺ったときに、やはり積み上げ、それとやはり、

また大もとの教えてくれる先生の先生といいますか、その辺の感想を持ちました。その中で、プログラ

ム推進校が、次年度、何校かあるかと思いますが、その学校と、それぞれの指導人材、どのように指導

の人材を確保して、あるいは地域なのか、協力しているのか、その辺のあらましを教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  委員よりご案内いただきました京陽小学校の取組みにつきましては、

今後も京陽小学校は各教科の中で、どのようにスクラッチを活用していくかという部分は継続している

と伺っております。また、京陽小学校の実践を参考に、ほかの学校でも、スクラッチだけではなくて、

さまざまな取組みがあるという認識が広がってきておりまして、次年度、６校は、学校のほうから、ぜ

ひさまざまなプログラミング教育に取り組みたいという申請があった学校に対して、今回、特別な教育
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内容ということで、教育委員会としても支援したような状況でございます。さまざまな手法を用いて、

これから一年、二年かけて取り組んでいく中で、いろいろな教科でどのようにやっていくかが、学校現

場で広がっていくのではないかと考えております。 

○渡辺委員  意欲的なところを中心に、まずスタートだと思います。それと同時に、私も含めてなの

ですが、本質のところにはまだまだ理解に行き着いていません。京陽小学校で伺ったときには、やはり

直接、ＩＴがどうこうではなくて、物事の本質を考える。論理的な組み立てであるとか想像力が逆に

アップするのです。まさしくそれを、説明と現場で納得した次第です。あと、やはり子どもたちの興味

です。押しつけ型では決してなかったので、興味を引き出す。そういう学ぶ意欲の向上だと思いました。

それを、それぞれその後に調べていくと、やはりプログラミング的思考というキーワードに行き着くか

と思います。ただ、このように話していても、これからやることですし、あと文部科学省の答申等

で、２０２０年には、小学校も必修化であると。言葉のひとり歩きを心配しています。というのは、午

前中の質疑にもあった、塾等の中学受験、加熱する進学塾へのあおりみたいな形もあり得てしまうので

はないか。過剰な教室通いとか、そうならないように。それは何が言いたいかというと、必修化という

言葉の中で、各学校、現場において、先ほど言いました、それが目的ではなくて、過剰にならずに、自

然な形が必要だと思うのです。なおかつ、２０２０年に向けた中での段階的な準備。うちの学校はまだ

だなどと不安にならないような情報伝達と、やはりプログラミングというものの定義は、いち早く紹介

が必要だと思いますが、いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  次年度、６校取り組むうち２校は、東京都のモデル校にも申請して

ございますので、全都での取り組み報告等は、各学校に報告書が案内される流れを次年度は予定してお

ります。そういった学校を徐々に増やしていくことで２０２０年度を迎えたいと考えております。また、

講師につきましては、各学校、さまざまな講師、これまでお世話になった方であったり、あるいは新た

に民間企業も含めまして、さまざまな講師にお願いする場面があるかと思います。教員１人で悩んでし

まう、抱え込むということではなくて、教育委員会としてもバックアップしてまいりたいと考えており

ます。 

○大沢委員長  次に、西本委員。 

○西本委員  まず、３６３ページの学校給食放射能検査です。先ほどの質問の中で、本当に残念に思

います。福島県産のものが、あたかも何か汚染されているように私は感じました。私は福島県出身であ

りますので、地域の方々の努力を見ると、まず出荷する産物についてはしっかりとした放射能チェック

をしております。そして、自分たちの口に入れるもの全て、チェックしております。二重、三重、四重

とやっている。そして、それが日本の中で流通している。安心ではないですか。それで、なおかつ、安

全だと言っているものに対して、なぜ品川区が税金を使って検査しなければならないのでしょうかとい

うのが１つ。関連して、移動教室、裏磐梯。裏磐梯はいいところです。そこも、皆さんが生活している

のです。生活しているのに、そこで放射能のチェックをして、安全ですと、なぜ言わなくてはならない

のですか。先ほどの答弁の中にありましたように、聞かれたら答えます。それでいいと思います。何も

こちらから、危険があるかもみたいな、そういう疑いをかけられるような説明は全く要らないと私は

思っておりますので、そこの考え方をお聞きします。 

 次に、３４３ページの生徒指導対策経費、不登校対策です。不登校にはいろんな理由があると思いま

す。いじめもあるでしょうけれども、今、私が一番問題となっているのは、原因がわからない不登校で

す。学校の教職員もわからない。なぜ学校に来れないのかということです。それで、いろいろな手だて
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をされていると思うのですが、その現状が、今、品川区内の学校では起きているのかどうか。それで、

何人ぐらい、そういう子どもがいらっしゃるのか。その対応についてどうなっているのか。また、中学

生になると進学があります。全く来れないお子さんは、内申がつけられないですよね。そういった場合

に、どういう対応をされるのか。そこまでまずお聞きします。 

 ３つ目は、働き方改革、しながわ働き方ルネサンスです。効率を図るのは大歓迎です。これを推進し

ていただきたいと思っております。ただ、心配なのは、教職員の意欲の問題です。教職員の方々という

のは、子どもたちの教育のために、自己研さんも含め、本当に自分の時間を割いて準備を進めている。

これが教職員の姿です。それで、私の両親は教員でした。今、弟、妹、夫婦ともども教員です。なので、

教員の大変さはよくわかります。そして、日曜日も、休日返上で準備をやっております。そういう状況

の中で、タイムレコーダーはいろいろありますが、その時間を区切るということは、それで縛るという

ことは、逆に、家で持ち帰りの仕事が多くなったリということで、そちらのほうに、どうしてもやらざ

るを得ない状況になってしまう。なので、勤務時間を把握するのはいいでしょう。でも、実際、先生方

がどれだけの苦労をして準備し、子どもたちのために考えているかということを、やはりしっかりと評

価できるようなシステムをつくっていかなければいけないだろうと思いますが、いかがでしょうか。 

○有馬学務課長  給食食材の放射性物質とそれに関連した質問についてお答えいたします。まず、放

射性物質検査を行っている理由ということになりますけれども、これはあくまでも現時点で、学校給食

の食の安全を追認するという形になるかもしれませんけれども、再度、きちんとした安全の確認をする

ためということで行っているものでございます。確かにこの間、出ていないというような結果が出てい

ます。そういったことを踏まえて、去年、今年と、この事業は縮小方向に持ってきているということは

ご理解いただきたいと思います。ただし、これは福島県ということに限った話ではなくて、いまだに関

東・甲信越全体のところで、いろいろ情報を見ますと、キノコ類ですとか、いろいろなものについて、

まだそういった検査が行われていて、実質的に出荷停止の状況もあるというようなことも一旦踏まえて、

総合的に判断しているものでございます。ただし、流通段階等できちんと確認されているということも

あわせて確認していますし、特に福島県産についてはその辺は念入りにやっているということで、逆に

言えば安全だということは理解している中で進めているものでございます。 

 移動教室につきましては、確かにそのとおり、こちらから、あえてどうだこうだということは言わな

いような形で進めたいと思っております。 

○大関教育総合支援センター長  不登校についてでございます。平成２８年度は、小学校および義務

教育学校前期課程で４６名、中学校および義務教育学校後期課程で１４９名という子どもたちが、品川

区内では不登校として実数でございます。これは、前年度とさほど大きく、パーセンテージに変化がな

いような状況で推移してございますが、今年度も、まだ年度の途中ではございますけれども、ほぼ同様

の出現率でございます。そのうち、マイスクール八潮のほうで、３０名程度対応してございます。その

ほか、マイスクール五反田、新たにできたほうでも、３０名近くの対応をしております。ただし、この

両方で全員ということではなくて、やはりそこまで来れない。なかなか家を出ることができないという

お子さんがいる実態もございます。 

 要因といたしましては、いじめだけではなくて、やはり家庭環境の急激な変化、親子関係、家庭内不

和などが実は一番大きな要因で、小学生および前期課程の段階ですと３４.８％、後期課程になります

と３６.９％と、さらに、もっと上回る状態で、半数以上が無気力や不安というお子さんが、小学生段

階には７６.１％、後期課程ですと５１.７％という実態もあります。これは、全国調査からの門戸調査
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から引いた数字でございます。したがいまして、いじめだけではなくて、さまざまな要因が絡んでいる

実態がございます。中には、やはり医療につながる必要のあるお子さんもいらっしゃいますし、あるい

は、あるお子さんは、お父さん、お母さんが朝起きない、寝ている。何で私だけ起きて行かなければい

けないの？ という子も、過去、私が対応した中でいたことも、これが現実でございます。そういった

部分に、やはり学校だけではなくて、さまざまな、関連機関も含めまして、例えばＨＥＡＲＴＳが家庭

訪問したり、いろいろな形で、どこかしらにつなぐように努力を続けている 中でございます。 

 先ほど進学にあたり内申についてご質問をいただきました。調査書の内容につきましては、登校がな

い実態ではございますが、例えば試験にだけ別室で来ていただいて受けていただく。あるいはマイス

クール八潮で試験を受けるなどという工夫もする中で、可能な限り、成績は受験に対して不利にならな

い配慮を各学校がとっております。 

○熊谷指導課長  教員が長時間働いてしまう要因というのは、やはり子どもが好きで、そして、真面

目で、そして生徒のためと言われると、何が何でも頑張ってしまう。そういう部分があります。だから

こそ、働き方改革が必要だと思うのですけれども、反対に、時間をかけたから、その時間を見ましょう

という時間によって評価されるシステムをつくってしまうと、もっともっと頑張らなくてはという教員

が思い、働き方改革を反対に阻止してしまう要因にもなりかねないと思います。ですので、一番は、自

己申告でそれぞれ年３回、教員は、こういうことをしていきたい、こんなことをやっていきたいという

ことを、管理職にも報告するのですけれども、やはり一番、子どもの成長を評価されると教員はうれし

いので、管理職による授業観察ですとか声かけですとか、そういったものが、教員の頑張りにつながっ

ていくのではないかと考えます。 

○西本委員  放射能検査につきましては、そろそろ、もうやめてもいいのではないでしょうかという

メッセージを伝えておきたいと思います。 

 そして、生活指導について、本当にこれは後でお答えできればと思うのですが、学校だけではもうで

きない状況になってきています。なので、他部署との連携も必要だと思うので、今後、そういうことを

していただきたいと思っております。 

 働き方は、ぜひ先生方の意欲を損なわないような形で進めていただきたいと思いますが、 後に１つ

お願いします。 

○大関教育総合支援センター長  子ども・若者計画にも参加いたしまして、やはり、ひきこもりとも

関係する課題として捉えております。今後とも関係各課と連携を深めてまいります。 

○大沢委員長  次に、塚本委員。 

○塚本委員  私からは、３４７ページの市民科・各教科充実経費、関連して、３３９ページのＰＴＡ

関係費の主に家庭教育学級で、プログラミング教育についてお伺いしたいと思います。 

 先ほど、別の委員からもございましたし、一般質問では、会派の新妻委員からも質問がありましたの

で、改めて質問させていただきたいと思います。まず、新学習指導要領で、２０２０年からプログラミ

ング教育というのが義務化されるというところでございます。新学習指導要領についての解説が文部科

学省から出ていて、このプログラミング教育の部分について、子どもたちが将来、どのような職業につ

くとしても、時代を超えて普遍的に求められる、プログラミング的思考を育むと、このようになってい

るのですけれども、まず、義務教育９年間の中で、品川区として、プログラミング的思考を育むという

ことについての意義というものについて考えをお伺いしたいと思います。 

 それと、一応、品川区の方向性としては、単元としては、今ある国語や算数や理科などという中に、
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プログラミング教育を取り入れていくという方向性であると認識しておりますけれども、その確認と、

違うやり方として、別に単独のプログラミング教科みたいなものを設けるというやり方も一応あるらし

いのですけれども、そうではないというところの確認と、実際そうなっていったときに、今ある国語や

算数の教科書が何か変わったりするということは考えられるのか、その辺について、現状、どのような

認識があるのかお聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  プログラミング的思考に関する内容でございますが、まずこの意義

についてでございます。やはり、論理的に物事をどう捉えて、どのようにそれを表現する、あるいは操

作することによって、想像したものが実現できるかという考え方が、これからの子どもたちには必要だ

と考えております。多分、１０年後には、今ある仕事だけでなく、さまざまな新しい仕事も生まれてい

るかもしれません。あるいはなくなっている仕事もあると考えておりますので、そういう状況も考える

中で、何が大切なのか。やはり論理的に考えたものを、どのように実現に結びつけるのか。それがプロ

グラミング的思考の内容だと捉えまして、この教育を各教科の中で、実際にどのように、日々学ぶ中で

取り入れていくかという部分を、現在、各校がさまざまな取組みに着手したところでございます。 

 なお、教科書が今後改訂される中で、新たにプログラミング的な思考がどのように取り入れられてい

くかという部分は、引き続き情報収集に努めてまいりますが、多分、発展的課題等において、デジタル

教科書の一部を活用できる。あるいはホームページを利用できるというような形が、各教科書会社より

案内が入るのではないかと言われております。 

○塚本委員  今のご認識を伺いまして、大変に我々としても共有できるところがあるかと思います。

平成３０年度の予算の中で、先ほどからの質疑でもございますけれども、８校で進めていくというとこ

ろで、京陽小学校の取組みは紹介されておりますけれども、スクラッチというツールを使っております。

ほかの学校ではロボットを使用するというようなことも答弁でございまして、聞くところによると、

ペッパー君ですか、ああいうものを使ってということも考えているようでございます。 

 各校で、こういったいろいろなやり方を独自に進めていくという部分は当然あると思います。プログ

ラミング教育というのは、例えて言えば、どういう自動車を使うかは、マニュアルであろうとオートマ

チックであろうと四駆であろうとディーゼルだろうと、自由だと。どのようなルートでゴールを目指す

かというところの志向性というところが、クローズアップすべきところだと思っているのですけれども、

そういうプログラミング的思考の育みとか、技術的ないろんなスキルをうまく適合化していく。そうい

うところの根幹的なところにおいては、教育委員会というか品川区全体として統一的に進めていくよう

な考え方を持っていたほうが、現場の負担軽減や共通理解、各校で同じような課題に同じように苦しむ

などということがないように、そういうところのメリットがあるのではないかとも思いますけれども、

こういった今後の進め方について、品川区全体としての考え方としてはどのように捉えていらっしゃい

ますでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  小学校あるいは義務教育学校前期段階では、ただいま委員よりご紹

介いただいたような、ペッパー君を活用した取組みですとか、さまざまな取組みが次年度よりスタート

いたしますので、既に今年度、一部、先行的に、第二延山小学校などで実施してきた経緯もございます。

そういった部分をぜひ、各校で取り組む中で、全校に広めたほうがいいものは何であるか、あるいはど

のようなやり方があるかという部分は、次年度の６校の成果も踏まえまして検討してまいりたいと考え

ております。また、中学校および技術・家庭科がある後期課程におきましては、多分、技術の中でパソ

コンを実際に使って、プログラミングをしたものでどう考えるかという部分の授業などもございますの
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で、各教科だけでなく、そういった既存の情報を扱う教科などのあり方も含めて、今後の検討課題と捉

えております。 

○塚本委員  わかりました。それから、これも新妻委員からの一般質問の答弁の中で、外部との連携

というところで、いろいろな人材や資機材など、いろいろあるかと思いますけれども、学校コーディ

ネーター等と企業をつないでというようなことも、答弁の中でございました。私が考える上では、外部

との連携という意味では、結構プロフェッショナルなレベルの、単にパソコンに詳しいとか、ある種の

機材がいじれるなどということよりも、先ほどから申し上げていたプログラミング的思考というところ

の育みというところを外さないようにしていくに当たって、外部のプロフェッショナルな知識を持って

いる人たちに協力を求めることが必要かと思います。そのためには、ある程度、これは予算的な部分も

考えていかなければいけないと思いますけれども、そういうところはどのように認識されておりますで

しょうか。教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  品川教育ルネサンスということで、従前ですと、「プラン２１」と

いうことで、各校の工夫として特色ある教育活動として申請いただく中で、今回、プログラミングに特

化した６校の申請に対して、特にこういうものでないといけないという縛りはかけずに応援するのが次

年度ということになっております。次年度および、その次、もう一年かけて、さまざまなやり方を、品

川教育ルネサンス事業を通じて応援していきたいと考えます。また、品川コミュニティ・スクールを通

じて、もしかすると、地域の方、保護者の方の中で、非常に堪能な方もいらっしゃるかもしれません。

そういった方の協力を得る、そのような学校もあろうかと思いますので、状況に応じて柔軟に対応して

まいりたいと考えます。 

○塚本委員  わかりました。これは、よろしくご検討いただきたいと思います。 

 それで、家庭教育学級のことに絡めての質問になるのですけれども、いわゆるプログラミング教育を

今後進めていく上で、保護者の理解というのも一面、必要な部分かと思っています。なかなかインター

ネットやＳＮＳということとつながりやすい話でもありますし、そうすると、そういった負の面がどう

しても連想されて、なかなかプログラミング教育の本質というものが理解されないと、学校において、

これだけ一生懸命進めていこうということに対して、さまざまなハレーションになるというようなこと

も考えられなくもないかと思っております。そういった意味では、ＰＴＡの家庭教育学級というのは、

区が委託してやっていただいているものもあるので、こういった場をうまく利用しながら、プログラミ

ング教育の理解啓発というものを、保護者にも進めていっていただければと思いますが、 後に一言お

願いします。 

○大関教育総合支援センター長  さまざまな機会を通じて、保護者、地域の方々に成果を広めてまい

りたいと思います。 

○大沢委員長  次に、大倉委員。 

○大倉委員  ページ数はわからないので、学校教育の中でダンスというところと、先ほど松永委員か

らもありましたが、避難訓練、あわせて防災訓練について伺いたいと思うのですが。 

 現在、ダンスが取り入れられて数年たちますが、授業内容、大体、時間とその目的を改めて伺いたい

と思います。先生が小学校、特になかなかダンスをやったことがないという中で、どのようになってい

るでしょうか。研修の実施に取り組んでいるのかどうか、状況と、また先生方からはどういったお声が

届いていて、どんな課題があるのか教えていただきたいと思います。先ほど渡辺委員の質疑の中で、高

学年の方はプロの指導員という話もあったのですが、教えていただければと思います。 
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○大関教育総合支援センター長  中学校および義務教育学校後期課程におきましては、体育の中でダ

ンスを１０時間学ぶことになっておりまして、各校に対してテクニカルアドバイザー、ダンスのプロの

指導者を６時間配置して、教員とダンスのプロとで子どもたちにダンスを教えるのが、高学年、中学生

および後期課程の生徒への対応となっております。また、小学生段階におきましては、品川スポーツト

ライアルとして、さまざまな運動習慣をする中で、チームダンスということで、３人以上で５分間のダ

ンスを自分たちで考えてみようなど、そんな取組みをやったりしております。また、区内でもダンス

チームが、学校とは別の活動で非常に活発になっておりまして、学校の体育館を活用して土曜日や日曜

日にやっているなどの事情も多くの子どもたちが知っております。あるいは、地域祭りのときに自分の

知っている誰々ちゃんがダンスで活躍している姿を見て、すごいなどと、そんな姿も見ていますので、

非常に、ダンスに対しまして、今の子どもたちは素直に自然に楽しむすべが育ってきていると感じてい

るところでございます。 

○大倉委員  研修などは、やっているのかどうかというのを教えていただきたいのと、本当に今お話

にもありましたが、今、子どもたちはいろんなところでダンスをやっていて、私の知っている限りでも

かなり多くの方もやっているかというところで、先生が楽しんでダンスを教えられるというのが、子ど

もたちにとっても、このダンスの取組みに関しては、一緒に子どもたちが仲間意識を持って取り組んで

いけるのかと思っているのですが、そこについて、もう一回お知らせいただきたい。まずは教えてくだ

さい。 

○大関教育総合支援センター長  教育会の体育部および小体研の表現部で実技研修などがございます

ので、そういったところで教員は学ぶ機会がございます。また、教員の意見といたしましては、やはり

ダンスが必ず得意な体育教員ばかりではありませんので、その支援としてテクニカルアドバイザーを配

置しているといった状況でございます。 

○大倉委員  わかりました。例えばダンスで、今、品川区でもシティプロモーションで、「ｐｒｏｍ

ｉｓｅ～シナガワにきっと～」の踊りをやっているという中で、そういったものの活用などというのは、

品川区の学校でやっていくと、これがさらに広がっていくのかなどということも思っているのですが、

そのことについてお知らせいただきたいと思います。あと、研修については、今、文部科学省の後援で

いろいろダンススクールみたいな、教員向けの指導などもやっているというところを聞いているのです

が、そのことについてもお知らせください。 

○大関教育総合支援センター長  さまざまな教員研修の情報等は学校にも案内しております。また、

先ほど申し上げました、区で直接、教育会等で行っているもの以外に、東京都の全教員を対象とした研

修会などにも応募できるようになっております。 

 また、ご提案いただいた区のシティプロモーションの内容等につきましては、例えば児童・生徒会の

子どもたちが、あれを見て、自分たちで何か学校の発表会の中で取り組もうとしている、そういった場

面も考えられますし、校長連絡会で、見せたこともございますので、各学校で今後さらに案内する機会

は増えていくのではないかと考えております。 

○大倉委員  子どもたちも、自分たちの好きな音楽を聞きながら好きな踊りをするというのは非常に

いいのかと思っていますので、よろしくお願いします。 

 次に、学校の避難訓練、防災訓練について伺いたいのですが、避難訓練は実施、毎年行われていると

思うのですが、その状況について教えていただきたいのと、防災訓練についても行っているのでしょう

か。お知らせください。もし行っているのであれば、どういった内容で行っていて、回数と、また地域
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ごとに内容がもし違うような取組みが行われているのであれば教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  避難訓練および地域の防災訓練に子どもたちがどのようにかかわっ

ているか、この２点かと思いますが、まず毎月、学校が子どもたちを対象に避難訓練は、もう必ず全校

が行っております。そのほか、地区の防災訓練のほうに、これは学校が授業がある土曜日であったり、

ない日曜日であったり、事情も地域ごとに異なる状況があろうかと思いますので、地域とよく学校が相

談しながら、可能な範囲で子どもたちに参加をさせております。例えば、親子で一緒に出る中で、実際

にＡＥＤ訓練をやったり消火活動をやったりという地区もございますし、あるいは日曜日という状況も

ありますので、それぞれのご家庭のご都合など、いろいろな部分があるので、ご案内だけにとどめて、

教員が何名か参加して、そして地域町会関係の親子で来たり、あるいはそのお友達が来たり、さらにそ

のお母さんやお父さんが来たりというような状況で徐々に広がっていると認識しております。 

○大倉委員  子どもの防災訓練、地域に出ていく。ご案内だけはしているということで、例えば子ど

もたちが実際、町会、地域で防災訓練をすると、総合防災訓練も含め、なかなか子どもたちの参加がな

いという中で、学校側で一緒になって取組みを進めていく。今、コミュニティ・スクールも言われて、

地域とのつながりというところでさらに進んできている中で進めていっていただきたいと思っているの

ですが、子どもたちのアイデアを活かした公園というのも品川区も既にやられている中で、例えば子ど

もたちのアイデアを活かした防災訓練や、子どもたちのアイデアを聞きながら、今ある既存のＮＰＯと

も連携した防災訓練を目指して、子どもたちの意見というのは聞けないのかと思うのですが、いかがで

しょうか。 

○大関教育総合支援センター長  例えば大崎中学校などは、従来より非常に地域と連携を密にしてお

りまして、地域の防災訓練に子どもたちがしっかりと参加するということで、学校の休業日を変更する、

教育課程の変更届を出していただいて、実際に学校の子どもたちが地域の防災訓練にも参加している学

校もございます。どういう状況にあろうかは学校ごとに中学校区ごとに、さまざまな状況もあろうかと

思いますので、引き続き地域の方のお声も聞きながら、子どもたちの教育にとって何が一番重要かとい

うものを考えながら進めてまいりたいと思っております。 

○大倉委員  まさに子どもたちの防災意識の向上というところで、なかなか防災訓練をやるところが

なくて、実際、地域の町会・自治会でやるのが多いのかというところで伺いました。子どもたちが考え

ながら、今回のオリンピック・パラリンピックではないですが、自分たちが考えたものが何か形になる、

自己肯定感につながるという意味では、子どもたちのアイデアを聞きながら、町会と一緒になって防災

訓練をつくっていくのも１つありなのかと思っておりますので、さまざま研究をしていただきながら

やっていただければと思います。終わります。 

○大沢委員長  次に、本多委員。 

○本多委員  ３４５ページの連合行事費についてお聞きしますが、その前に、先ほどの須貝委員の質

疑で、関連で１つだけ質問させてください。 

 先ほど答弁で、９１％の保護者が満足しているという答弁がありまして、その９１％の一人として少

し質問したいと思います。これまで私ごとだったので、これまでは控えてきましたが、今日は特別に聞

かせていただきたいと思います。須貝委員が塾を頼って教育を受けているということがありましたけれ

ども、私の長男が、区立小学校、区立中学校、高校に進学して、塾やゼミ、一切行かないで大学に進学

できました。そういうケースもあるということです。それで、聞きたいのは、塾に頼らない生徒を、把

握している範囲でいいので、その点についてお聞かせください。 



－52－ 

○熊谷指導課長  通塾率でございますけれども、塾に頼っていない生徒でございますが、東京都

が３０％なのに対し、品川区は塾に頼っていないのが３２％ぐらいの割合でおります。 

○本多委員  ちなみに、小学校のときの担任の先生が、今日、理事者席にいらっしゃいますので、た

だただ感謝するばかりで質問に移りたいと思います。３４５ページの連合行事費なのですが、音楽鑑賞

教室、連合体育大会、学習成果発表会、特別支援学級連合学習発表会、連合作品展、それぞれ毎年、連

合行事に取り組まれているのですけれども、それぞれの昨今の状況と、平成３０年度の計画について概

要を教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  連合行事についてのお話でございます。まず、小学校義務教育学校

前期課程音楽鑑賞教室は、例年、全校の５年生を対象に行っております。今年度もきゅりあん大ホール

を使用いたしまして、東京都交響楽団あるいはバリトン独唱などを聞く、本物の演奏を聞くということ

で、非常に子どもたちが、自分たちが習うだけでなく聞くという態度も含めまして、音楽を学ぶいい機

会となっております。続きまして、中学校義務教育学校後期課程音楽鑑賞教室は、８年生を全校対象に

行っております。これも、きゅりあん大ホールで、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、そしてピアノ独

奏などを聞くということを行いました。それから、品川区立学校連合音楽会という形で、これは希望校

だけですので、小学校１４校、中学校９校、義務教育学校６校が、吹奏楽や合唱を自分たちが演奏する、

あるいは聞いていただくという形で集まっております。今回、参加保護者は１,３０９名、参加児童・

生徒数は２,３６８名をきゅりあん大ホールで行うことができました。 

 それから、今度は音楽以外にも、実は連合行事には非常にさまざまな行事がございます中で、大きな

ものは小学校義務教育学校前期課程の連合体育大会。これは、６年生が、全児童が大井ふ頭の中央海浜

公園陸上競技場で行うものです。今年度は、２,２９９名の児童に対して、日本体育大学の大学生３５

名の協力も得まして、盛大に毎年行っている競技大会でございます。中学校義務教育学校後期課程連合

体育大会におきましては、各校の代表選手ということで、やはり陸上競技場で、出場者数は６２０名、

参加保護者は４９３名を数えました。１００メートル走、２００メートル走、そして８０メートルハー

ドル、１００メートルハードル、そして８００メートル走、１,５００メートル走、３,０００メートル

走という中長距離走、４００メートルのリレー、あるいは走り幅跳び、高跳び、砲丸投げ等の、中学生

が行う陸上種目について行うものです。非常に、毎年新記録が出るということで、中学校としても非常

に、子どもたちの体育的な行事としては重要な行事となっております。小学校義務教育学校前期課程、

特別支援学級の連合学習発表会というものもございまして、これは毎年、戸越体育館で、小学生、それ

から義務教育学校前期課程の特別支援学級の子どもたちが、歌や踊りやダンスの発表をそれぞれ披露し

ております。また、中学校義務教育学校後期課程の特別支援学級連合スポーツ大会もございます。これ

は毎年、品川区の総合体育館を活用しまして、これは都立品川特別支援学校の生徒も一緒に参加してい

ただいて、これは体育的な内容に取り組んでいるところでございます。 

 そのほか、義務教育学校も含めました小中合同の理科発表会が、それぞれ代表校が発表を、きゅりあ

ん小ホールで行っております。今回は１４校から２８名の児童・生徒が理科の発表を行いまして、その

中で優秀であった、大井第一小学校４年生の、クモの糸はどれぐらい強いかが東京都へ代表作品として

出品いたしました。その結果、東京都教育委員会賞を受賞するという、非常に栄誉ある内容となってお

ります。これも次年度も継続してまいります。 

 そのほか、連合作品展として、きゅりあんの７階のイベントホールを利用しまして、国語の書写、そ

して図画工作の作品、また技術・家庭科の作品、それから特別支援学級の子どもたちの作品なども含め
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まして、作品展覧会を行っております。また、英語の成果発表会も行っております。中学校義務教育学

校後期課程、英語学習成果発表会として、これは五反田文化センターのホールで英語によるスピーチ大

会を行いました。本年度は、２２本のスピーチ、プレゼンテーション１本が、中学生より発表がござい

ました。これも毎年、子どもたちの英語、そしてスピーチコンテストという形で成果を上げている内容

でありますので、今後とも継続してまいりたいと思います。 

 あと２つございます。東京駅伝大会として、連合行事の取組みとして、各校の代表選手、プラス区内

の私立中学校の生徒も含めて、品川区の代表として、例年、東京駅伝に出ております。それから音楽祭

にも取り組むというような形でございます。次年度におきましても、非常に保護者、地域の方からも期

待されている内容ですし、学校にとっても、１つの行事に向けて、子どもたちが一丸となって、目的を

持って練習していくという、非常に重要な連合行事は今後も教育委員会として支援してまいりたいと考

えております。 

○本多委員  センター長のそれぞれの行事に対する熱い思いが伝わってきました。ありがとうござい

ます。それで、それぞれのやはり行事が充実して、一生のいい思い出になっていただければと思います

が、それでいろんな経験を踏まえて、自信や達成感や悔しさや、次へのステップとか、そういったとこ

ろを聞きたかったのですが、 後にこれだけ教えてください。例えば連合体育大会で、新しい新記録な

どが出ていると答弁がありましたけれども、例えば、５年前も１０年前も２０年前も同じ条件で同じ競

技であれば、その大会のコースレコードとか、やはり記録保持者なども気になる方もたくさんいらっ

しゃると思いますし、もしそういった記録的な、同じ条件の競技であれば、ホームページ等で記録保持

者について、ホームページでなくても、何かそういったものが把握できればと思うのです。その点だけ、

いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  歴代の記録は冊子という形で配布させていただいております。 

○大沢委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後３時０８分休憩 

 

○午後３時２５分再開 

○大沢委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑を続けます。ご発言願います。浅野ひろゆき委員。 

○浅野委員  私からは、３５９ページの校舎等整備、３６５ページの電波障害対策、これは城南小学

校です。時間があれば３５７ページの学校ホームページ経費について質問します。 

 防犯カメラ取替工事費ですけれども、小学校５校、中学校１校、義務教育学校２校ということですが、

今回の取りかえの理由について教えていただければと思います。大体、取りかえるとなると、例えば年

数が過ぎて老朽化しているとか、またカメラのグレードアップを考えているとか、そういうことも考え

られますけれども、大体、寿命はどのぐらいで、何年ぐらい使えるものなのか教えてください。また、

この防犯カメラにいたずらをされたとか、そういう例があれば教えてください。 

○品川庶務課長  学校の防犯カメラの件でございますが、学校の防犯カメラは平成１８年ぐらいから

導入しております。ですので、 近、ここ二、三年なのですけれども、ハードディスクの障害が原因で、

カメラが壊れるという例が大分出てきております。昨今、東京都も更新に対して補助金を出しておりま

して、ある程度、補助金が出始めた時点で、区としても少し力を入れて更新をしている状況でございま

す。耐用年数は、一般的には６年と言われているのですけれども、事実上、ずっと使っておりまし
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て、１０年近くは大体もっているというような状況でございます。それから、防犯カメラの中でトラブ

ル等あったかということですが、現在のところはそういう報告は聞いておりません。 

○浅野委員  いたずらとか、そういうものは今のところないと伺いました。なかなか、いたずらする

にしても、手の届かないところなどに設置はされているかと思いますが、安心することなく、たまには

見回りなどもされているかと思います。そういう中で、ハードディスクですけれども、やはり振動とか、

そういうことには弱いと言われております。ただ、そんなに多く地震があるわけではないので、やはり

何らかの障害なのかと思います。とまってしまって、機能しなくなったということは一番問題でありま

すので、そういうところも踏まえながら、交換も含めて、これからも進めていただければと思います。 

 それと、もう二つあります。３６５ページの電波障害対策、それと、時間があれば３５７ページの学

校ホームページ経費について質問します。電波障害対策ですけれども、今回、多分、城南小学校の改築

工事によるものかと思いますけれども、この電波障害のレベルといいますか、そういう状況はどうなの

か。影響する世帯数ですとか、今現在、もう既に地域の方と協議されているのかどうか、その辺につい

て教えてください。 

○篠田学校計画担当課長  城南小学校の改築に伴います電波障害対策についてでございます。今回、

城南小学校につきましては、事前に設計がある程度固まった段階で、どういったところに電波障害が発

生するかというのは、専門の業者に確認をとりまして、今回、予算計上させていただいたものとしまし

ては、戸建ての分、集合住宅の分を合わせまして７９世帯が電波障害の対象になるだろうということで

予算化させていただいているものでございます。 

 それで、これから先の対応なのですけれども、基本的に対策工事につきましては、学校の改築工事自

体、始まっているのですけれども、本体が立ち上がる前、新しい年度に入りましてから、７月から１０

月あたり、個別にそれぞれ対象となるおうちを回りまして、工事用の敷設を進めていくということを予

定しているところでございます。 

○浅野委員  すみません。少し聞き取れないところもあったのですけれども、業者については決まっ

ているという内容だったのかどうか、少し聞き取れなかったので、この点を１つお願いしたいと思いま

す。あと、世帯数については何世帯なのか。これもいただいたかと思うのですけれども、聞こえなかっ

たので、これも教えてください。工事自体については７月から１０月にかけて交渉するということです

けれども、実際にこれを対応するのは、ケーブルテレビ品川なのか、それとも違う業者なのか、その辺

についても教えていただければと思います。 

○篠田学校計画担当課長  電波障害の関係で、まず今回の世帯数でございますけれども、戸建て

が２４世帯、集合住宅が５５世帯ということで、こちらは学校の設計が終わった段階で、専門の業者が

地域を回りまして、影響を受けそうなそれぞれのご家庭を把握して算出したものでございます。それで、

対象の工事、７月から１０月までという形で申し上げたのですけれども、こちらはやはり専門の業者が

それぞれのお宅を回りまして、ケーブルテレビとつなぐような形で対応をとっていくということになっ

たものでございます。 

○浅野委員  ７月から１０月にかけて交渉するというお話ですけれども、学校も高層化というので

しょうか、高く建てるような傾向がどうしても見受けられますし、またそのほうが効率的だというのも

あるかと思います。その反面、こういう電波障害というのは必ずと言っていいほど発生するかと思いま

すが、今後、なるべく発生しないような取組み、これは難しいかと思いますけれども、取り組んでいた

だければと思います。 
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 次にいきます。３５７ページの学校ホームページ経費について質問させていただきます。毎年この時

期になりますと、私も全部の学校のホームページがどういうふうに制作されているのかというのを拝見

させていただいているのですけれども、やはりこの中で、きれいにできているものもあれば、そうでな

いものもあるというような中で、やはり一番の大きな問題、これは前から私も質問させていただいてお

りますけれども、校長先生が文章を書く場所というのがあって、多分ほとんどの場合が一番上です。そ

こに実際に書かれていないケースも、今日の時点で確認しましたら何件かありました。やはり校長先生

が学校の長でありますので、しっかりとメッセージを、学校、そしてまた品川区の区民の皆さんにお伝

えできるような内容にしていただけないと、やはりこれは、この学校は大丈夫なのかと思われるように

なったら、これはもう大変なことになるかと思います。この時期ですので、学校のホームページを見て

みようかというお父さん、お母さんもおられるかと思いますので、しっかりと指導していただければと

思うところであります。今回も拝見させていただきましたけれども、レイアウトがばらばらと言ったら

おかしいですけれども、１つのページでレイアウトが完全に崩れているところが何カ所かありました。

どこそことは申しませんけれども、そのような形になりますと、まさにホームページの役に立っていな

いということにもなりかねません。ぜひとも、これは教育委員会のほうで分担して確認していただくな

りして、品川区の学校はしっかりとこういうところまでやっているのだというようなところを、ぜひと

も見せていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  今ご指摘いただいたような部分、課題につきましては、これまでも

校長連絡会等で、やはり区民が学校選択をする際の大切な指標の一つであるホームページは、整備を毎

月行っていく学校もあれば、あるいは毎日、校長が一言入れている学校もございます。ここがたまたま

写真を入れかえたり、さまざまな理由で一旦工事中になっているタイミングで、たまたま見ていただく

と、そういうケースもあるかもしれませんが、それが回数を重ねてしまうと、多分、信頼を失うことに

なろうかと思いますので、ここはまた引き続き学校に対して、２週に１遍、学校担当指導主事も訪問し

ておりますので、また近々行った際の話題とさせていただくなど、改善を図ってまいりたいと思います。 

○大沢委員長  次に、南委員。 

○南委員  ３５５ページの指定管理者運営委託について質問したいと思います。この質問に当たり、

委託業者選定に当たってつくられている業務要求水準書と募集要項を見せていただきました。全部読み

切れていませんけれども、幾つか質問したいと思います。 

 まず、業務要求水準書に入る前に、今年度の予算書に計上している項目についてわからないところが

あるので伺いたいと思います。３５５ページなのですが、維持管理等委託という項目で８５６

万３,０００円が計上されています。前年度までの予算書にあった維持用消耗品費という項目がなく

なっているので、これにかわるものなのか、あるいは内容が違うものなのか、どういうものか伺いたい

と思います。 

 そして、業務要求水準書には、情報管理という項目を立てて、個人情報の守秘義務を定めています。

当然のことですけれども、なぜ守秘義務として扱わなければいけないのかということを、担当される職

員の方には、その意義と目的をしっかり認識して業務に当たってほしいと思っているわけですけれども、

そういうことのための研修をしているのかどうか、この辺について教えていただきたいと思います。そ

れで、募集要項に出ている、留意してくれと書かれているところがあるのですけれども、その関係で少

し伺いたいのと、私はやはり守秘義務や法令順守等々の部分については、業務要求水準書のほうにしっ

かり書くべきではないかと思っているのですが、募集要項のほうに書いてある意味についても教えてい
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ただきたいと思います。 

○横山品川図書館長  まず、項目のお尋ねでございますが、指定管理料は今年度から組みかえの表示

が変わっておりますので、消耗品費についてはこちらのほうに含まれてございます。次に、業務要求水

準書に書かれている情報管理の規定についてでございますが、こちらの水準書に基づきまして公募をか

けまして、それぞれの事業者に応募の提案をしていただいております。その提案の書式の中に、必ず情

報管理の項目を書いてご提案いただいておりまして、それをもとに審査して決定するような形になって

おります。決定の後は協定書を取り交わして、情報管理についてもしっかりとしていただくように図っ

ていく予定です。その要求書に基づく提案の中で、研修制度についてもそれぞれの事業者からご提案を

いただいております。 

○南委員  まず予算書のほうの書き方なのですけれども、今年度の維持管理等委託というところに、

昨年度まであった維持用消耗品費が入り込んでいるという理解ですよね。そうしたら、 後のところに、

委託という表現になっているのですけれども、ここについては、何か維持管理についてそういう業務を

別の業者に委託しているのかと受けとめてしまったのですけれども、そういうことではないということ

で理解していいのですか。それが１つと、それから先ほどの守秘義務のところと研修の関係なのですが、

では研修は当然、指定管理者のほうでやるということでいいということですか。それで、その内容につ

いて、やはりどの程度のものなのかを区としてチェックしなければいけないのではないかと思っている

のですけれども、その辺について、また守秘義務はもちろんですけれども、図書館業務に関するさまざ

まな法令等々が、品川区の条例もそうですけれども、たくさん、募集要項のほうには書いてあるのです

が、それも全部チェックしているという認識でいいのかどうか伺います。 

○横山品川図書館長  先ほどのご質問で、留意事項の点が抜けておりましたので、こちらについては

プライバシーマークを取っていただくという形でご提案をいただいてございます。 

 また、今回のご質問で、研修についての確認ですが、運営に当たりましては、必ず月次で報告書をい

ただいておりますので、研修の進行についてもご報告いただいておりますし、また月に１回、地区館長

会議という形で、口頭での確認とあと指導等も行っていっているような状況でございます。また、委託

の中の再委託なのですが、図書館の運営事業体でございますので、清掃等の維持管理については、その

部分については再委託というような項目がありますので、再委託する場合は、原則、禁止ですけれども、

協議するようにということで指導しております。 

○南委員  委託については、全面的な委託は禁止だけれども、一部の委託についてはいいというふう

になっていると認識しているので、そういうことで理解いたします。委託という点では、先ほどのほか

にはないというふうな理解でいいのでしょうか。確認したいと思います。 

 それから、研修については、月次報告に入っているので、いつやったかということも全部、理解とい

うのか、つかむことができるという理解でいいのかというのを確認したいのと、それから次の質問なの

ですが、業務要求水準書には、職員について書いてありまして、図書館の基本は職員であり、運営にお

いて重要だと考えていると出ているのです。そのとおりだと思うのです。それで、これは図書館業務に

限らないことですけれども、やはりこういった仕事、公的な業務というのは、人によるところが大きい

のだろうと私も思っております。したがって、こういうふうに書いてあるのは良とするのですけれども、

しかし、実際は職員がころころ変わっている実態が幾つかあるという指摘も、この間されています。し

かし、区が指定管理者選定に当たっては、労働法令や雇用・労働条件への配慮の規定を課しているとい

うふうになっていると理解するのですけれども、こことの関係では、ころころ変わっているというとこ
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ろの実態があるのかどうか、つかんでいるのかどうか、またそういう状況についてどういう理由かとい

うのを、品川区として把握しているのか、できていないのか、その辺について伺います。 

○横山品川図書館長  まず、委託の件でございますが、清掃のほかに機械設備の管理についても委託

してございます。また、職員について、人材として重要だという点については、公共図書館においても

共通の認識でおりますので、どういう人がどういうところにいらっしゃるかというのは常に報告をいた

だいて把握してございます。それで、人が変わった状況につきましては、今般、図書館システムの操作

をしていただく関係で、指認証認識をさせていただいて登録していただいておりますので、人が変わっ

た場合はその申請がございますので、そういう意味で間接的に把握はしているところでございます。ま

た、異動する理由につきましては、個々のご事情がございますので、ご報告いただいた際には把握いた

しますけれど、それを細部まで全部確認するということはしておりません。 

○南委員  研修について伺ったと思うのですけれども、答弁がなかったと思いますので、改めてお願

いします。 

 それで、なかなか維持管理等委託というところから出られないのですけれども、先ほど紹介されたの

は、清掃と機械設備なのですが、そのほかにあるのか、あるとしたら幾つあるのか、その数と実際の委

託しているものについて教えてください。あと、指認証しているので間接的な把握をしているというこ

とですけれども、私はやはりきちんと、その前に労働法令の問題や、雇用・労働条件への配慮、こうい

う規定を課していることについて、改めてしっかりと確認しておきたいと思っております。それで、そ

ういうことを課している意味がどういうものなのかというところから見たときに、報告が来ているもの

については把握するのだというふうなことでは、やはりだめだと思うのです。先ほど申したように、図

書館の基本は職員であると、わざわざ区が指定管理を行うに当たって、そういう文言をつけているわけ

ですから、そのことの意味、それを見たときに、報告が来ていない限りはわからないということでは済

まされないのではないかと思うのです。したがって、その点についてはきちんと把握する必要があると

思うので、そのあたりの認識と、それから、この間、見過ごしていたことも含めてあるのであれば、き

ちんと改善していただきたいと思います。というのは、この間、図書館のこの問題についていろいろな

場面で質疑すると、図書館の仕事が好きだから応募してくるということをおっしゃっていましたよね。

そうであるならば、好きな仕事をやめるということは、例えば家族もろとも転勤するとか引っ越しする

とか、特別の事情がない限り、私は頑張って働いていただけるものだと思っているのですけれども、そ

うではなくて、ころころ変わる状況が、どういうことかはわからないけれども、そういう実態について

きちんと把握して、正すべきところは正すというふうな指導をしていかなければいけないと思っており

ますので、その点について教えてください。 

○横山品川図書館長  先ほどのご質問の中で、研修については、どこが実施するのかというのは、指

定管理の事業者が行って、その報告を受けているという状況でございます。月次の報告を受けておりま

すので、月ごとに把握させていただいております。 

 また、委託の種類につきましては、清掃と機械設備の２種類で行っております。 

 そして、人が変わる理由については、今は把握できておりませんけれども、地区館長会議等で責任者

の方に館の状況をご報告いただく中で、いろいろな理由でやめられるということについては、あわせて

ご報告いただいているところでございます。必ず報告していただく様式にはなってございませんが、館

の状況を報告する際にやりとりをさせていただいている状況です。また、委員ご指摘の法令の明記につ

きましては、この後、指定管理につきまして協定書を交わす予定ですので、協定書がいわゆる契約書に
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なりますので、そちらに法令を改めて項目立てて契約させていただくような形で運びたいと思います。 

○南委員  ぜひ協定書をしっかり交わしていただき、ころころ変わることがないように、きちんと地

域の状況に応じた対応が図書館業務としてできるようにお願いしたいと思います。 

 それから、 後に、利用者懇談会というのを、 近というか、ここ１０年ぐらいなのか、期間は忘れ

てしまったのですが、やっていたのがなくなって、ずっと経過が来ているということで、指定管理に

なって３年、今回また新たな指定管理になっているのですが、やはり私は、利用者懇談会というのはも

う一度再開するべきだと思っているので、その点についての認識を伺いたいのですけれども、さまざま

なモニタリングだとか、そういったことで利用者の状況は把握しているというふうなお話なのだけど、

それと、利用者懇談会が設置されて、直接、利用者の方々からさまざまな意見を聞くということは、全

然、質が違うと思うのです。したがって、図書館をよりよいものに、指定管理者になってもいいものに

していきたいという立場に立つのであれば、私はむしろ利用者懇談会をあらためて設置するべきだと

思っておりますので、その点についてお願いします。 

○横山品川図書館長  今、利用者懇談会のご提案をいただきました。過去に実施していた状況もある

と聞いておりますが、運営につきまして、図書館での行事の報告等、わりと形式的な運営の仕方をして

いたと聞いている状況でございますので、そういう意味では、指定管理者になりまして、指定管理のモ

ニタリングであるとか、あと地域の方のご意見を直接アンケートでいただきながら運営するということ

に、今現在は進んでございます。そういう意味で、広くご意見をいただいて運営するに当たって、利用

者懇談会が有効に機能できるかどうかについて、これから検討してまいりたいと思います。 

○南委員  私がさっき申し上げたように、区が直接運営するシステムではなくなっただけに、やはり

きちんとした図書館業務を進めていくためにも、やはり地域の皆さんの意見を、アンケートだけではつ

かみ切れないです。直接聞くということは、全然質が違う、次元が違うと思いますので、今までのこと

をきちんと、どこがまずかったのかを精査して、やはりしっかりと開催していただけるように努力して

いただくことを要望したいと思います。以上です。 

○大沢委員長  次に、石田秀男委員。 

○石田（秀）委員  私は、３４１ページ、クラブ・部活動経費、あと３４７ページ、合同部活動、あ

とは外部指導員、中学生の部活動について、特にスポーツで、必ずいろいろスポーツに携わってもらっ

て、中学の部活動をよくしてほしいという意味合いで質問します。 

 文部科学省が昨年の１２月に、働き方改革に関する緊急対策というのが出したということで、それの

記事によると、私もいろいろ知ったのは初めてなのですけれども、基本的には部活動は教育課程外だと。

課程外なのだけれども、それで、要は部を設置する法的な義務はないのだけれども、現実的には、公務

分掌と呼ばれる役割分担などがあって、これもスポーツ庁が昨年７月に調査したら、公立中学校

の９４％は、全教員を顧問にする全員顧問制度をとっていたということであって、品川区もこういうこ

とがあるのか。それで、そこには、若い教員ほど運動部の顧問を任されやすくて、未経験の競技を担当

する場合もあるというのが多いのだということが書いてあります。これは品川区も現状、こうなのかど

うかというのをまずお聞きしたいのと、そうなったときに、ここに書いてあるのだと、部活動をいろい

ろ担当していくと、これは、先ほど言った働き方改革とは逆に長時間ということになってしまって、こ

の長時間化がいいのかどうかみたいな形で書かれています。そうすると、外部人材を活用していくのか

どうか。この辺のところをどう捉えてやっていかれるのかということです。それで、今、こういう議論

が出ていることに、ここに書いてあるのは、こういう議論に疑問を持って、中学校の教諭で４０代の男
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性が２０年間、部活動の顧問を続けてきた。本人は信念を持って続けてきたけれども、これには子ども

がどこにも書いてないではないですか。教員の働き方の問題で、子どもたちの話が全くない中で、自分

は信念を持って指導してきたのに、長時間労働だなどと言われるのは心外だというので、顧問をやめる

と言ってやめてしまったという例が載っているのです。そういう教員の方がやりがいを持って今まで指

導してきたのだと思うのです。それで、私は、そこでスポーツをやってくれるのは、青少年健全育成に

もつながるし、中学校の部活をどう捉えていくのかというのが１つ目です。 

 それから、もう一つは合同部活動の話です。こちらは日本中学校体育連盟が調べたのだけれども、昨

年の６月に１万４２６校にアンケートをしたところ、これは全国で、スポーツの１２競技でアンケート

をとったら、１,０２２校が今、合同部活動だと。それで、北海道が一番多いのだけど、東京都は６１

校が合同部活動だということであります。私は今、品川区でも、野球で合同部活動があったりするのだ

けれども、特に１,０２２校のうち４４１校が野球なのです。野球をやっている身としては少し寂しい

のだけれども、ぜひこの辺を、合同部活動ではなく、やはりその地域でいろいろな方にも相談して、そ

の地域の中、学校で部活ができるような形へ持っていくというのも、それは少年野球もいろいろあるわ

けだから、いろいろ相談して継続して、中学でも部活を続けてもらえるような動きをかけるべきだと思

うのですけれども、その辺の点がもう一つ。 

 それからもう一つは、今、これは日体協の話です。スポーツ基本法が２０１１年にできて、２０１２

年に基本計画ができて、２０１３年からスポーツ指導者育成事業推進プランというのが、今、始まって、

やっています。特に指導者育成で有資格者の拡充に努めていきましょうということで、全国の軟式野球

連盟でも、国体に出るには、１つに日体協の資格があって、それから各連盟の資格があって、例えば国

体に出る場合だったら、野球で言えば公認野球指導員がいなければ国体に出られないというふうに、今

なっています。これは、どの競技でも、非常に今、それをやっていこうと。少年野球でも、 低の、日

体協のスポーツリーダーというのを、この３年間かけて各チームに１人は採ろうという動きが今ありま

す。これはカリキュラムもあって、何でこういうことを言うかというと、その中には発育発達期のいろ

いろ身体的特徴だとか、トレーニングの進め方などいろいろなことを学べるということです。だから、

ある程度、こういう、しっかりやって、それに、こういうので資格を持って、それで子どもたちに接し

ていこう。これは、私は当たり前のことだと思うのだけど、そうなってくると、教員の方が、先ほど

言ったように、きちんとそういう知識を持って顧問を受けて指導しているのか。そういう確認ができて

いるのか。体育の先生ならありそうかもしれないけれども、ほかの先生が顧問になったときに、きちん

とそういうことが。それで、これは前に、あるバドミントンの女子の全日本の監督の話を聞いたときに、

これはその先生が高校生を教えているときの話だけれども、女子でも女性に言えない、自分もそういう

雰囲気をつくっていて悪かったと反省されていたけれども、例えば女性が生理だった。そのときに、言

えない雰囲気で、では走っていろと、いろいろ走ったと。そうしたら倒れてしまって、病院から、あん

た、指導者として殺す気かぐらいまで言われた。そういう知識も、そのときあまりなかったと。だから、

やはり知識を持って、資格を持って、しっかりそういう勉強をして、子どもたちの指導に当たらないと

だめなのだ。こういう資格を取っていく。先生にもそういう知識を教えていく。こういう動きがあるの

かどうか、それもあわせて教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  部活動について何点かいただきました。まず、部活動の顧問はそれ

ぞれの学校で複数の教員が携わっております。その部活動の内容にもよりますが、やはり土曜日、日曜

日に大会等があるような部活動ですと、１人では難しいので、やはり複数の教員が顧問団に入ることで、
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それぞれ輪番のような形で引率をやったりしているような実情がございます。なお、小学生におきまし

ては、地域のスポーツ等、大分盛んとなっておりますが、中学生以上の部活動につきましては、大会等、

例えば日本中学校体育連盟等との関係もございます中で、なかなか地域スポーツに完全にスライドして

いくには、まだまだ課題も時間も多いと認識しているところでございます。 

 合同部活動は、区内でも幾つかの学校において合同で行っている。例えばそれは、１つの学校ではど

うしても、希望の生徒の数が、なかなか野球の試合を行う、出場するに人数が足りないというような学

校ですと、複数の合同で行っている。現在、５校１８部活動が合同部活動を行っているような実態がご

ざいます。これは決して教員の顧問が足りないだけではなくて、子ども自身がさまざまな生活の変化の

中で、塾があったり習い事があったり、あるいはさまざまなタイプ、文化的な活動の部活動を選ぶお子

さんもいたり、そういう実態もある中で、区としましては、合同部活動を行う際には、外部指導者をさ

らに追加でできるように支援も行っているところでございます。 

 指導者の育成でございますが、やはりスポーツ指導者の、まず基本として、子どもの発達や健康の部

分は、もう教員としては、まず体育の教員だけでなく一般的に児童・生徒への接し方ということで、ど

の教員も基礎は持っております。さらにそのスポーツの専門性につきましては、例えば小体研ですとか、

さまざまな指導者講習会の中で、その専門性について学ぶ努力を続けている 中でございます。 

○石田（秀）委員  ぜひよろしくお願いします。数字が間違っていたらごめんなさい。昨年６月で、

東京都では６１校なのに、今の話だと十幾つは品川区だと、何かがっくりかと少し思っているのだけど、

それはそれでいいです。本当に中学の部活動はぜひよろしくお願いしたいと思います。これは、もうこ

れでやめます。資格もぜひチェックしてもらって、先生方にはそういう、特に子どもたちの体のことと

か、いろいろなトレーニングの方法など学んでほしいと思います。 

 それから、もう一つ、これはどこにあるのかわからない。交通事故の話をします。この前、交通事故

があって、ヘルメットをかぶっていて助かったという、いろいろお話を聞きました。これは、昨年の６

月に、大崎で創業された日本精工株式会社が１００年を迎えて、小学生全員にヘルメットを寄附してく

れた。これはすごいことで、多分これより後の事故なので、この寄附してくれたヘルメットをかぶって

助かったという理解でいいでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  実際にヘルメットをかぶっていたおかげで助かったという事例がご

ざいましたので、そのヘルメットの写真も含めて、全校で子どもたちに、こうならないように、かぶっ

ていたから助かったのだという指導をやっているところでございます。また、日本精工株式会社から寄

贈いただいたことによって、全校で子どもたちが、小学生はかぶることができるようになりましたので、

そのヘルメットは実際に、事故のときにあったものが、もらったものかどうかということではなくて、

個人で持っている場合もございます。ないお子さんに対して寄贈いただいて、全員がかぶるようになっ

たというのが現状でございます。 

○石田（秀）委員  非常にいいことで、話を伺ったら、毎年、入ってくるお子さんの分はいただける

みたいな、寄贈していただけるということだと、６年生は持ち上がって７年生になるので、中学生に

なってもかぶる。せっかくそういう形で、今、命も守れたということであれば、中学生に対しての指導、

これから３年かかってもいいわけですけれども、そういう指導・啓発というのはどうお考えでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  今、６年生までがヘルメットをかぶるという習慣がようやく定着し

てまいりましたので、校長会とも協力いたしまして、引き続き４月以降、今度は７年生はやはり引き続

きヘルメットをかぶり、自分で自分の命を守ろうという呼びかけは、区内の区立学校全校を挙げて呼び
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かけてまいりたいと、今、校長会とも相談をして進めているところでございます。 

○石田（秀）委員  ぜひよろしくお願いします。あと、 後に３４７ページ、地域の歴史・文化学習

についてお願いしたいと思います。各学校の近所には、地域の文化、それから財産、歴史的なものがた

くさんあると思います。これの指導の仕方が、私は統一されていないと思う。それで、例えばうちの地

域は旧東海道があって、まちづくり協議会などもあって、非常に子どもたちを、一緒にまち歩きをしな

がら、こういう歴史、どうしてこういう名前なのだという指導をしてくださっていると思うけれども、

では、今度学校の先生と話すと、まるっきり知らない。例えば「歩行新宿」と書いて、本当は「かちし

んしゅく」と読むのだけど、そういうことさえわからないし、何でここが新宿で、ここが本宿なのだと

か、そういうことが全然わからない。これは、どこかで、例えば小学校４年生は全員やる。それで、地

域にそういう方がいらっしゃらないのであれば、学校の先生がやればいい。授業の中でもいい。そうす

れば、学校の先生も地域のことを覚えるわけで、それが小学校３年生でもいいけど、４年生でもいいけ

ど、どこかの学年でしっかり、全生徒がやるというような形をとってほしいと思うのですが、お考えを

お願いします。 

○大関教育総合支援センター長  現在、市民科学習の中で、「品川博士への道」という単元もござい

ます。小学生であれば、地域の歴史、伝統文化について学ぶ単元がございますので、その中で、各校は

地域の歴史等に詳しい方を呼ぶことが可能かと思いますので、これを各校だけでどういう形でやるのか、

ばらばらな現状を、今後支援できるように、教育委員会としましては、今回、予算も計上させていただ

いたという実態がございます。また、中学生以降も、その伝統文化をどう守っていくのかを考える単元

が市民科にはございますので、小・中学生、義務教育学校をあわせまして全校で、次年度は取り組める

ように考えております。 

○石田（秀）委員  ぜひよろしくお願いします。地域を愛する児童・生徒をこれからも育てていける

よう、ぜひよろしくお願いします。 

○大沢委員長  次に、高橋しんじ委員。 

○高橋（し）委員  ３４３ページの教職員人材育成費、３４５ページ、区立学校教育要領、３４７

ページ、学力定着度調査経費をお尋ねします。 

 順番が前後しますが、３４５ページ、区立学校教育要領ですが、一般質問でもお尋ねしたのですが、

そこの中で、中間報告やパブリックコメントを求めることは必須と考えていない、捉えていないという

ことですが、なぜそういうふうな状況になったのか、示さなかったのかという理由がわからなかったの

で、改めてお尋ねいたします。一般質問でもお話ししましたが、今後１０年の品川区の教育の方向性が

決まる大変重要なものだと認識しています。大変真摯な審議が行われ、作成されていると伺っているの

で、お尋ねします。 

 それから、学力定着度調査経費です。こちらも一般質問でもお話ししたのですが、教育委員会の臨時

会では、定着度調査の目的が挙げられていて、その中の、区民に対して、区立学校に対する児童・生徒

の学力等の状況について広く理解を求める。各学校の成績については公表され、これからどうするかと

いうことが大変よくわかって、保護者の方々の理解がいただけたと思うのですが、区立学校全体として

の認識を、保護者、区民の方、そして議会として結果分析ができないです。なぜ明らかにしていただけ

ないのか、全体を俯瞰しての分析があるかと思います。公開することについてどのような課題があるの

でしょうか。まず２つお尋ねします。 

○熊谷指導課長  品川区立学校教育要領についてのお尋ねですけれども、まず本区の学校教育要領で
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すが、これにつきましては、新学習指導要領にのっとって作成したものでございます。９年間を見据え

てというところで、国がつくっております小学校用の学習指導要領、そして中学校用の学習指導要領

を、９年間見通せる形で改めてつくり直したものでございますので、学習指導要領の中間答申でパブ

リックコメントをとっているということを踏まえて、今回は特にはパブリックコメントはとりませんで

した。また、委員の中に、ＰＴＡの代表ですとか区立学校長、教員はぜんぶで１０７名が、それぞれの

教科、全教科に入っておりますので、そしてさまざまな方から意見を聴取したということで、今回はパ

ブリックコメントをとることが必須だとは捉えておりません。 

 それから、区の学力調査でございますけれども、こちらにつきましては、目的はということで、もう

既に各学校のホームページに載せてございますけれども、各学校の状況、そして子どもたちの一人ひと

りの経年変化を見取っていくためのものでございますので、今回、こちらにつきましては、学校がどの

ように授業を改善していくかということで、各学校が公開していくという形をとりました。区立学校全

体の状況につきましては、国の全国学力・学習状況調査について報告しておりますので、こちらで区の

全体の状況、そして個々の状況については、それぞれの学校が改善に当たるために用いるということで、

区としては公開しなかったことになります。 

○高橋（し）委員  教育要領は、教員の方々百数名、そして専門の方をというお話がありますが、や

はり多くの区民の方のご意見を伺い、そして議会にも状況を説明し、そしてよりよい形で進めていく。

それで、全面的に変えなければいけないとか、そういう話ではなくて、そこから新たな考え方や、さら

に進んだ考え方が出てくると思います。先ほど、予算委員会の審議の中でも、課長は、改訂についての

内容を少しずつお話しされたりしています。そのように小出しにしているのではなくて、完成している

部分について、編成の途中でもいいのですが、お話をいただければと思っています。これは、現状どこ

まで発表できるかというのはあると思うのですが、やはりその議論を深めていく必要があるかと思いま

す。 

 それから区の学力調査のほうですが、実は平成２７年には学年が２つでしたけれども、そちらの公表

はホームページでしています。そして、教育委員会の中では、全国平均と比較してこうだ、品川区の生

徒率はこうだ、目標に加えたらこうだという、とてもすばらしい議論がなされています。そういったこ

とが、議会や区民の方と進められていくべきだと思っています。１年生を除いて全学年でやることにつ

いては大変評価して、すばらしいことだと思っている前提でお話をさせていただいています。 

 そういったことで、教育委員会や、あるいは、今お話ししたように、平成２７年はホームページで公

開していたのに、なぜ、せっかく全学年でやったのに、改めて公表して議論を深めていこうと考えない

のか、私にはわからないので、その点をもう一度お願いします。 

○熊谷指導課長  品川区立学校教育要領につきましては、一貫教育の理念の継承ということが大きな

柱になっております。ただ、内容としては学習指導要領に準じておりますので、そこでご意見をいただ

くというよりは、教員がその指導内容について深めていく。これまでの課題と、これからどのような指

導改善をしていけばよいかということについて、改めて振り返った内容が書かれております。ただ、英

語科および市民科につきましては、これまでの品川区小中一貫教育要領を踏まえた、それをまた改善し

た形で策定しておりますけれども、特にパブリックコメントをとらなかったというのは、そういった内

容で、学習指導要領に準じているからということでございます。 

 また、区の学力調査でございますけれども、これまで４年生と７年生で、かつて学力調査の結果を示

してきましたけれども、ちょうど、こちらにつきましては 初に、国が始める前、都が始める前から、
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この調査を行ってきたというところがございますので、その中で、区の全体として、どのような状況に

あるのかということをお示しするという意味で公表してきた部分がございます。ただ、今、国の調査結

果がオープンになっておりますので、その中で本区の調査については、あくまでも一人ひとりの子ども

たちの経年での変化を見取るということ、それから各学校で指導の改善を図るということで行っており

ますので、主眼として、まずは学校での指導の改善ということを置いたために公表はいたしませんでし

た。 

○高橋（し）委員  それぞれお話を伺いました。きちんと公開していただけないので、先ほどのほか

の委員の方の議論のように、調査をやめてしまうような議論になってしまうのだと、そういった点も１

つあるのではないかと。よりよい教育を進めるためにも、全体像を見て深まった議論をする必要がある

と私は思っています。教育委員会は、学校には学校公開をしろといって現場には公開を求め、そして新

学習指導要領は初めて前文がつくられ、その中で、開かれた教育課程というキーワードも出されていま

す。ぜひ、今の２点については明らかにしていっていただきたいと思っています。 

 そして３つ目なのですが、すみません、これは例の小・中学校の教員公募についてですが、品川区に

応募する方は７人で採用が５人、区外へ応募する方は６１人いて、４８人の方が転出している。これは

主管、主任級の方ですので、学校で中心となってしまっている方が出ていってしまう。必異動の方もい

らっしゃるので、一概には言えませんけれども、１つは、それだけの方々、いわゆる学校の中心を担う

方々が出ていってしまうということへの危機感、それから逆に品川区に応募される方が少ないというこ

とは、品川区の教育のＰＲが足りないのではないかと思います。お尋ねします。 

○熊谷指導課長  特別支援学級公募であったり、島嶼地区への公募、また中高一貫教育校への公募。

異校種というか、特別支援学校への公募等で、外に転出してしまう方も多くあります。品川区のＰＲが

足りないのではないかというご指摘でございますけれども、まずは公募を増やすためにも、公募説明会

でのＰＲをより一層していくことが必要だと思っています。ただ、今、本区に入ってきています経験者

の新規採用の面接で、区外に必異動で出た元品川区にいた先生方が、品川区はよかった、特に人的支援

というのがとてもよかった、公務システムがよかった、出てみて初めてわかったということで、品川区

は教員に非常に手厚いということで、その辺のところで、また地道に努力していくことも必要ではない

かと思います。 

 中心となる教員が出てしまうことにつきましても、まずは必異動ということがございますので、対応

していきたいと思います。 

○大沢委員長  次に、若林委員。 

○若林委員  ３６３ページの保健運営費に関連して、時間があれば、３５１ページの特別支援教育と

いうことで。 

 まず保健運営のほうでは、インフルエンザによる臨時休業について、先般の文教委員会でも資料とし

て提出されております。これについて、さまざま確認させていただきたいと思います。まず、４つお聞

きいたします。学級閉鎖の基準を教えていただきたいと思います。また、どのような過程を経て判断、

決定されていくのか。これもお聞きします。２つ目に、今回、９年生の学級閉鎖がないと報告では出て

おりますけれども、この理由をお聞きしておきたいと思います。３点目に、インフルエンザによって重

症化、また合併症など、重篤化してしまった事例はありますでしょうか。また、重篤化については、例

年どういう傾向になっているかも教えてください。４点目に、いわゆる一般的に手洗い、うがい、マス

ク着用ということが奨励されておりますけれども、これ以外に品川区として何か工夫していたり奨励し
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ていることがあるかお聞きするのと、またこういうことについて、教育委員会等で議論はしているのか。

以上４点お聞きします。 

○有馬学務課長  それでは、インフルエンザによる臨時休業のお尋ねでございます。まず、学級閉鎖

をする基準ということでございますけれども、基準につきましては、法的にこういう場合というふうな

明確な定めはありません。これは基本的に、全国では１つのクラスの人数が違うために、一律に何人な

どということは言えないということが背景にございます。運用上、多くのところも採用しております、

品川区もその例によっておりますけれども、大体クラスの２割程度が休んだときに、学級閉鎖の目安と

なるということです。決定の手順ということにいたしましては、そういう発熱、インフルエンザでお休

みの方が出た場合に、まず担任が養護教諭、校長と相談し、そして学校医の判断を仰ぐ。そして、学校

医の判断をもとに、そこで校長が、ある意味、そこで決定し、 終的に教育委員会に報告し、教育委員

会で決定し学級閉鎖を判断しているということでございます。 

 それから９年生が少ないということでございますが、今言ったような、クラスの中で２割を超えるよ

うなクラスがなかったということです。実際には９年生でも、個々には発熱によって休んでいる方も当

然いらっしゃるとは思っております。 

 それから重篤な症状が出ているのかということでございますけれども、特にそれ以上にこの方が長い

間休んでいるというようなことで報告は受けてはございません。例年、昨年もそういった報告は受けて

ございません。そのほか、手洗い、うがいとマスク等の、それ以外の部分につきましては、国からの通

知にもございますけれども、インフルエンザにかかった場合、薬を服用する・しないにかかわらず、少

し異常行動を起こす場合もまれにあるということですので、各学校には、発熱後２日間はなるべく１人

にしないように配慮願いますというような対応をとっているところでございます。 

○大関教育総合支援センター長  必ずしもそのとおりだという証明が区内でできているわけではござ

いませんが、歯磨き指導をしていることによって、うがいをする習慣が高まることで、やはりインフル

エンザ、風邪等が予防されるのではないかなどが、保健部会の中で話題になったこともございますので、

各学校では、ぶくぶくうがいも含めまして、次年度は全校で何らかの歯磨きに取り組むように、教育課

程説明会でも全校に呼びかけている段階でございます。 

○大沢委員長  議論はされているのかというお声があったかに思うのですけれども。 

○有馬学務課長  すみません。議論ということでございますけれども、先ほど言ったように、校長会

等を通じて、インフルエンザの東京都での流行状況ですとか、各学校での状況を随時、連絡会で報告し

ているというような形で、個別に何か、内部で協議というところまでは至ってはおりません。 

○若林委員  それでは続けて、影響と、また予防の状況について、何点か一遍に聞いてしまいます。 

 まず、学級閉鎖では３日間、授業が臨時休業するということの影響について、教育委員会、品川区は

どのように捉えているか。授業がない、また給食が急に、食材の問題、また保護者も何らかの対応をし

なければいけないといったさまざまな影響をどのように捉えているか。それから２点目に、児童・生徒

のいわゆる予防接種率や人数などというのを把握されていれば教えてください。また、同じく先生の罹

患状況もお聞きして、予防接種の状況はどのように把握されているか、この点を３つお聞きします。ま

た、続けて、９年間を終えて、ちょうど高校受験の時期になります。この高校受験への影響はとりあえ

ず今年度というか、今回の受験についてどのような影響が見られるか、受けられたとか受けられなかっ

たとかということを聞きます。それから、続けまして、今年度からインフルエンザ等で高校受験ができ

なかった生徒に対する、追試験を区立高校においてはするということが発表されておりますけれども、
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既に３月９日、予定どおりであれば行われていると思いますけれども、品川区では追試験を受けた生徒

がいらっしゃるかどうか、把握されているかお聞きしたいと思います。 

○有馬学務課長  基本的に、今、大体、学級閉鎖を行ったときは、学校は３日休んでございます。こ

の３日につきましては、品川区では、今、学習指導要領で定められている各教科の時間数より当初の計

画では多目に設定しているということがございますので、１回、３日程度であれば、年間の授業の中で

やりくりということで対応はできていると思います。同じ学級で二度、三度と頻度が多くなれば、例え

ば７時間目を設定するということもあるかもしれませんけれども、基本的にはその中で対応はできてい

ると思っております。 

 給食の食材につきましては、一応、学級閉鎖による場合は、２日目以降の分については返金。実際に

は相殺するというようなことで対応しているものでございます。保護者につきましては、当然、急に学

校に行ったら、今日、学級閉鎖になって、明日から休みですということになるので、多少は影響はある

と思いますけれども、当日は元気な子が来ているということなので、大体お昼までは食べさせて帰すか、

あるいは、その日は予定どおりやるかというようなところが多くなっているところでございます。 

 それから、子どもや先生が予防接種を受けている率というのは、こちらでは把握はしておりません。

それから、過去に高校受験を受けられなかったということは、調べ切ってはいないですけれど、例は

あったのかとは思いますけれども、今年の例でいきますと、今年から、インフルエンザで受けられな

かった方については追試験が設けられまして、品川区では１名いたということでございます。 

 また、先生の罹患率についても調べてはいないところです。 

○若林委員  それでは、児童・生徒の予防接種や先生の罹患については、貴重なデータになると思い

ますので、ぜひ調べていただいて。それで、毎年、これだけの、今般の文教委員会でも、ますの数とし

ては７５ますの臨時休業、学級閉鎖、学年閉鎖は入っていますけれども、そういう状況がある。今のさ

まざまなご答弁の中でも、重篤化はないということですけれども、可能性としては命にかかわるような

重篤な例もインフルエンザであるということが医学的にも言われているということで、毎年、大変な影

響が想定されるインフルエンザが、毎年のようにというか、毎年、こういう学級閉鎖、学年閉鎖、ま

た９年間を終えて高校受験へも今年は１名の追試験があったということで、毎年大変大きな影響がある

ということで、ぜひ教育委員会でありますとか、また学校保健委員会というのもあります。それから校

長会や事務局の中でも、今後、学級閉鎖を中心にしたインフルエンザの対応の仕方については、ぜひま

たもう一回、原点に戻って議論していただきたいということをお願いしたいと思います。 

○大沢委員長  次に、伊藤委員。 

○伊藤委員  私は３４０ページ、教育総務費、それから３５４ページ、学校教育費、それから３５７

ページ、ＩＣＴ教育推進に関連して質問します。 

 教育総務費ですけれども、先日、私の大学の同窓会がありまして、卒業した方で教諭をやっている方

の会が、楓教育会というのですけれども、さまざまな議論をさせていただきました。その方に、品川区

の教育改革についていろいろ聞いてみました。そうしたら、前教育長についてはさまざま評がありまし

たけれども、ほぼ同じ意見としては、改革を行ったということは評価されておられました。改革だけに

特化して、教育は基本的に後回しではなかったのではないかと指摘はありましたけれども、 も大切な

ことは改革の精神を、今の教育長はじめ、品川区がどう受け継いで発展させていくのか。小中一貫教育

を展開し、国を動かして法改正も行って、義務教育学校までもつくったわけでありますから、教育に携

わる方々は、その後の品川区の教育の展開、それから全国の教育界をどう引っ張っていくのかというこ
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とは非常に関心があるということを聞きましたので、そういう観点で品川区のお考えをお聞かせくださ

い。お願いいたします。 

○熊谷指導課長  今、委員からご指摘がございましたように、平成１１年度にスタートした「プラ

ン２１」ですけれども、やはり教職員の意識改革、そして学校教育の質的転換を目指して進めてきたも

のでございます。その結果、開かれた学校づくりですとか特色ある学校づくりが進んだところでござい

ます。その理念というのは、現在も継承しておりまして、たださまざまな社会の変化に応じて、これか

らの時代にあった体制づくりということで、品川教育ルネサンスの３つの柱の中につながっているもの

でございます。１つは、小学校・中学校・義務教育学校の３校種体制、そして２つ目は地域との協働に

よる学校づくり、特色づくりということで、品川コミュニティ・スクールの推進、そして３つ目は、次

代を生き抜く子どもたちのために子どもたちを育成する品川区立学校教育要領の策定ということでござ

います。 

○伊藤委員  大きなテーマなので簡単には答弁できないとは思うのですけど、私たち自民党でまたさ

まざまなヒアリングを行うと、教育委員会の方々のおっしゃる内容が、すばらしいことを言うのだけれ

ども、でも現場はそうではないことも聞こえてくるわけで、だからその温度差です。例えば、教育の専

門家の方々の意見も評が分かれました。もちろん、教育そのものが答えがないものであるのはわかるの

だけれども、やはり前教育長があれだけの改革をしてきて今の品川区がある。それで、今度それをどう、

さらに発展していくかということについて、何というか、例えば教育長などから改めることをお願いし

たいのですが、いかがでしょうか。 

○本城教育次長  ただいまご指摘いただきましたように、品川区といたしましては、教育改革という

ことで、この十数年来、続けてきたところでございます。そして、その理念を承継しつつ、その理念を

より具体的に実質化すること、そして何よりも今のいろいろな社会変化に合わせた中でそれを実現する

という意味で、まさに今、品川教育ルネサンスということで進めているところではありますが、その中

の１つの柱としては、教育の中身を盛る器としての制度もしっかりと整えていかなければいけないとい

うことで、今、例えば学事制度審議会の学区域あるいは学校選択制の見直しなども、そのような一連の

器としての枠組みづくりということでございます。そういう意味で、「プラン２１」から続けてきた今

の品川教育ルネサンスを、より具体化するのが今のプロセスで、そのために、教育委員会としては全力

を尽くしていると考えているところでございます。 

○伊藤委員  まさに総括でやるようなネタなので、これ以上あれですけれども、本当にテーマは深い

と思うのです。法律まで変えて、義務教育学校をつくった品川区の責任というのは、やはり私は重いと

思うのです。だから、これからの教育推進について、そういう思いをしっかり受け継いで進めていって

いただきますようにお願いしておきます。 

 あとは、学校教育に関連してでありますけれども、かつて区内公立学校で大変不幸な事件がありまし

た。そのときに、当該校で副校長としてさまざま対応に当たった教員が現在、区内中学校で校長をして

おります。これから質問する内容は、所管としては健康推進部の所管、出張型健康学習、中学生だから、

ふれあい授業でありますけれども、中学校での事業展開なので、ここであえて質問します。当該中学校

では、貴重な授業時間を削って、赤ちゃんと触れ合う事業を積極的に展開しております。その目的は、

副校長時代に経験した、子どもの命を救えなかった教育者としての思いから、生徒の心に言葉や賞では

なく、ストレートに直接響く命の大切さを理解し、母親、父親が小さな命にどれだけの愛情を投入して

育てているのか、保護すべき、そんな赤ちゃんをどれだけ大切に愛情を持って育てているのかを、直接
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生徒に理解していただいて、みずからの命の尊さ、いじめの深刻さを理解していただくために展開して

いるということを、情熱を持って話をしていたことを思い出しました。これは以前に質問しましたけれ

ども、今、さまざまないじめ対策があります。もちろんそれは進めていってほしいのだけれども、こう

いう実際に赤ちゃんと触れ合う事業を通して経験する内容というのは、言葉ではなくて、体温のわかる、

血の通った生徒の心に直接、ダイレクトに響く事業展開だと私は思うのです。だから、いじめ撲滅はも

とより進めていってほしいのだけれども、こういう命の大切さ、尊さを生徒に直接伝える教育は、私は

絶対に必要だと思うのですけれども、品川区のお考えをお聞かせください。お願いいたします。 

○大関教育総合支援センター長  さまざまな命の学習に各校が取り組む中で、その一環として、学校

によっては、赤ちゃんとの触れ合いを、数校が毎年行っております。実際に行う中で、子どもたちから

は、実際の赤ちゃんに触れ合ったことで、こんなにかわいいのだという部分を身をもって実感して、自

分もそのように、かわいいというふうに育てられたのだということを自覚することができたと聞いてお

ります。赤ちゃん触れ合い事業だけでなく、さまざまな形で、それぞれの発達段階に応じて、命の大切

さは引き続き深めてまいりたいと考えております。 

○伊藤委員  もちろん、さまざまな指導をされていらっしゃるとは理解はしているのだけれども、ま

さにこの赤ちゃん触れ合い事業は、通常の授業を削って展開しなければいけないこともわかっているの

です。だけれども、私は、そういう思いをもとに当時の副校長が展開しているということと、それから、

もう授業を見られたかと思いますけれども、非常にすばらしいです。どんなものにもかえがたい教育で

す。こんなかわいい赤ちゃん、自分がそうだったということも含めて、ましてそういう命を大切にして

いっているということや、それから自分が育ってきた背景、そして友達や同級生たちも同じ命なのだと

いうことが、これほどストレートにわかる授業はないわけです。だから、私としてはできれば区内の全

中学校でこういう授業を展開していただいて、繰り返しますけれども、通常の授業を削らなければいけ

ないことはわかるのだけれども、やはりそれは、大きな意味では、いじめ撲滅に関係して、低下できる

と思うのですが、改めて答弁をお願いいたします。 

○大関教育総合支援センター長  現在、新たな品川区の教育要領を策定している 中でございますの

で、その中で命の大切さは単元として位置づけていく。その中の１つの内容として、赤ちゃんと触れ合

うのは非常に有効であると、今後も学校には投げかけてまいりたいと思います。実際に小学校現場等で、

あるいは中学校においても、さまざまな行事等がある中で、品川区は本当に土曜日授業があることに

よって、その日の例えば１１時半から、地域活動、ＰＴＡ活動を非常に多くの学校が設定しています。

その際に、準備のためにお母さんが小さな赤ちゃんを連れてきてくれて、その面倒を実際に子どもたち

が触れ合っているのが、各校、実際にございますので、非常にその効果はあると認識しております。 

○伊藤委員  言葉や指導や制度ではなくて、何というか、体温の通ったという言葉は使わないかもし

れないけれど、非常に、教育材料と言ったら申しわけないけれども、これは非常にすばらしい機会なの

です。だから、今の答弁を理解する部分はあるのだけど、できれば区内中学校で展開していっていただ

きたい。今、さまざまな授業展開をされているし、各中学校、義務教育学校でのカリキュラムもあるだ

ろうから難しいとは思いつつも、ぜひ具体的な検討をしていただきますよう、お願いしておきます。 

 それから、ＩＣＴ教育です。これは、本会議でも質問させていただきましたけれども、区内のある私

立中学校に訪問させていただいた際に、そこでの授業に非常に驚いたことがあります。全ての生徒はタ

ブレットを持っておりまして、ＵＳＢを接続して、各生徒みずから製作したワード、パワーポイントを

活用して、電子黒板にそれを投影して授業を展開しておりました。後日、区立中学校の学校公開に参加
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しました。そこでの授業展開は、黒板に教師がチョークで板書しておりました。一部の授業では、教員

が電子黒板を使っていましたけれども、生徒はノートや鉛筆、ボールペン等を使って記入していました。

残念ながらタブレットはそこにはなかったわけであります。そういう中で、やはり今既にＩＣＴ時代は

到来しておりますし、私たちはｉＰＡＤを使っておりますけれども、今後はさらに加速していくわけで

す。その中に子どもたちはもう、どんどん放り込まれていく。もちろん、それぞれのご家庭でパソコン

を使ったりｉＰＡＤを使ったりしているのかもしれないけれども、教育現場や、あるいは将来、例えば

自分が仕事をするときに、ワード、エクセルを使ってプレゼンをしていく。これからは、当然のことと

なっていくわけです。だけど、そういうことを踏まえていくと、私立の某中学校と公立の中学校をたま

たま見たものだから、非常にその差があったということを、さまざまな思いをしながら質問しているわ

けで、改めてＩＣＴをフル活用した品川区としての授業展開が急務と考えますけれども、品川区のお考

えと計画をお聞かせください。お願いいたします。 

○有馬学務課長  私から、機器整備について答弁させていただきます。幸いにも、平成２９年度にお

いて、全校でプロジェクター等の導入が完了いたしました。黒板等を使うところもあるでしょうけれど

も、電子黒板ということは、平成２９年度で全部そろったということでございます。タブレットについ

ては、いまだ推進校１０校のみということでございますけれども、今、パソコン教室にあります普通の

ノート型パソコンを順次、今、タブレット型パソコンという形に入れかえを進めております。１人１台

にはなりませんけれども、有効に各授業で電子黒板と一緒に、そういうタブレット型の学習ができるよ

うな環境は順次整えていきたいと考えております。 

○伊藤委員  先ほどの質疑の中で、これからはプログラミング教育が始まっていきます。ＩＣＴ化の

波というのは、まずとまることはないわけですが、確かに順次進めていることはわかるけれども、生徒

一人ひとりがそれを持っていないということは、ご自宅にあるかもしれませんけれども、例えばワード

やエクセル、それからパワーポイントを使ってご自分のプレゼン資料をつくっていくということは、避

けて通れない道でありますから、ぜひ品川区の教育現場でそういうことを取り入れていただいて、教育

を展開していっていただけたらと思うのですが、いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  １人１台ある環境の学校と、そうではなくて、うまく数人で１台と

いう部分を活用している学校。まだ現状においては差がございますが、ただし、区の施策として、各学

校をアピールする内容を実際に児童・生徒自身につくってもらおうというプロモーションを投げかけて、

実際に子どもたちがパワーポイントを使って自分の学校のよさをアピールする内容を考える取組みを全

校で取り組んだり、あるいは理科や社会などの学習の中で、実際に自分たちが友達の説明内容をパワー

ポイントで発表したりといった場面はございます。 

○大沢委員長  次に、石田しんご委員。 

○石田（し）委員  私からは、３５７ページ、学校ＩＣＴ活用経費について、３４１ページ、義務教

育学校標準服に関連して制服について、それと３５３ページ、図書館運営費に関連して電子書籍につい

て、３４７ページ、市民科についてお伺いします。 

 まず初めに３５７ページのＩＣＴ活用経費ですが、これまでの質疑等でも出てきましたが、デジタル

教科書についてお聞かせください。平成３１年４月から施行を予定していて、平成３２年から本格的に

学校現場での活用を促すと文部科学省が言っている中で、これは紙の教科書を主たる教材としながらも、

デジタル版の併用を想定している。また、無償としないで、自治体や保護者負担が必要になってくると

いった中で、デジタル教科書に関しては、視覚障害者や発達障害など、いわゆる通常の学習が困難な児
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童・生徒においても、教育課程の全てで使用できるようにするといったような内容があります。また、

このデジタル教科書を活用することによって、音声や動画などを盛り込めたり、また図面などの拡大・

縮小、検索などが自在、数学での立体図形の展開・回転、英語の発音チェックなどができるようになる

といった中で、まず品川区として、このデジタル教科書についてどのように今まで活用してきたのか、

また、これを受けて今後どのように進めていく予定なのかお知らせください。 

 制服についてです。中央区の区立小学校において、いわゆるアルマーニがデザインしたものが採用さ

れるという報道があって、さまざまな意見が出ていました。これを受けて、政府は保護者の負担が過重

にならないよう配慮という趣旨の見解を示して、文部科学省は通知を出すとされておりました。まずお

聞きしたいのは、品川区内の学校で、どのように制服は選定、また契約されているのかお知らせくださ

い。 

 次に、図書館運営費に関してであります。まず初めにお伺いしたいのが、品川区において、電子書籍、

電子図書館の考え、またこれまでの検討状況をお示しください。とりあえずそこまででお願いします。 

○有馬学務課長  デジタル教材関連でございますけれども、まず現状、品川区でのデジタル教材の利

用ということでございますけれども、まず推進校については、１人１台タブレットが入っているという

ことなので、そこは基本的にはデジタル教材というか、そういう形で授業を行っている。それ以外の、

プロジェクターが全校に入ってございますけれども、そこにつきましては、いわゆる教師の指導用教材

というのですか、指導用の教材ということでデジタル教材を用意しているということでございます。生

徒はまだパソコン教室、まだタブレットということで、まだそこにはデジタル教材を全部入れているわ

けではございません。それから、活用については、委員がおっしゃるとおり、音声ですとか図形の展開

ですとか、いろいろ使えるということで、有効だということは認識しております。国のほうも、これは

正式にはまだ閣議決定段階ということで、これから法制化を目指すと認識しております。問題はやはり

コストの面だと思っております。紙の教科書に比べて、相当やはり金額がはね上がるだろうということ

なので、費用負担がどうなるのかというところをこれから見ていかなければいけないかと思っていると

ころでございます。 

○大関教育総合支援センター長  特別支援教育におけるデジタル教科書の考え方でございます。これ

までも、アクセスリーディングおよびデイジー教科書ということで、個別の配慮が必要なお子さんにつ

きましては対応してきている実態がございます。なお、今後の全体的な流れにつきましては、全国特別

支援教育推進連盟等が、障害の困難に対する配慮として、拡大教科書等と同じようにデジタル教科書は

配付されるべきであると要望を続けていくと聞いております。 

○有馬学務課長  標準服の件についてご答弁いたします。一貫校の時代に標準服というのをつくって

おりますけれども、その当時、開設する前に特に準備委員会設置みたいなことがございまして、その中

に町会長やＰＴＡ会長など、地域の方も入れて標準服の検討委員会みたいなもので検討しているという

状況がございます。そういった中で、いわゆる学生服を専門に扱っているメーカーからプレゼンをいた

だいて、その中からある程度、制服業者を絞って、実際には試作品をつくってもらうというようなこと

も行って、それの試作品をもとに、地域、保護者、あるいは児童・生徒、教職員が投票して決めていく

というような段階を経て、制服は決定しているということでございます。 

 契約につきましては、メーカーと契約はするのですけれども、実際に、保護者が買う段階になりまし

たらば、それは各メーカーが地域に販売店というのを持っておりますので、保護者はそこの販売店へ

行って、それで購入していくというような流れになります。 
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○横山品川図書館長  品川図書館におけるデジタル化の状況でございますが、国立国会図書館のデジ

タル配信サービスのご利用を提供しております。こちらにつきましては、１８０万点の絶版資料や論文

について、図書館内で閲覧をしていただくというようなサービスでございます。あわせまして、障害者

の方に対する録音図書のサービスを、「サピエ」という形でインターネット提供させていただいており

ます。一般に市場で配信されています電子書籍につきましては、タイトル数がまだ書籍と比べて非常に

少ない点、また発行されているものについてコミック、漫画が多いというところと、あと著作権の調整

のために、公共図書館で使うには非常に単価が高いという状況がございます。そういう意味で、公共図

書館で導入しているところも、２３区では千代田区をはじめとして一、二館ですので、状況を見ながら、

これからの進め方を決めていきたいと考えているところでございます。可能性といたしましては、地域

資料のデジタル化による配信であるとか、学務課と連携しまして、タブレットに電子書籍を学校図書館

の協力として配信するようなことも、可能性としては考えられるところで検討しております。 

○石田（し）委員  まずデジタル教科書ですが、ぜひ、費用負担も国のほうである程度、賄っても

らったほうがいいのかと思いますけれども、ぜひ積極的に取り組んでいただければと思います。平

成１７年度の東京都の調査の中で、整備率ランキングというのがあって、品川区を見たら５５.６％と

いう整備率です。ほかに幾つかの２３区の自治体が１００％という整備率だというのも確認したので、

その点はぜひ頑張っていただければと思います。 

 制服についてですけれども、そうすると、この１０年で制服の価格が高騰しているといった中で、公

正取引委員会が調査をかけて、分析をしていったら、いろいろと安くなる方法というのもあるのではな

いかと。また、公正取引委員会が中学校の制服に関して７つの提言というものを発表しております。そ

の中では、いわゆるコンペや入札、見積もり合わせをとって、メーカーや販売店を選んだり、いろい

ろ７つの提言をされています。制服が、入学に当たって準備する品目の中でも比較的高額なものと位置

づけられている中で、ぜひこういった提言も参考にしながら、できる限り、高い制服ではなくて、何と

か保護者の負担もかからないような取組みをしていただきたいと思います。また、この提言の中にも、

業者に対してしっかりと念を押すことも重要なのではないかというようなことも書いてあります。あと、

もう一点、独占禁止法にひっかかるような事例も出ているということなので、その点も含めて気をつけ

ていただければと思います。 

 図書館運営費ですが、いわゆる電子書籍について、メリットとしてさまざま掲げています。何で電子

図書館にしたのかといった導入のポイントの中で、いわゆる転換期に来ていたり、旧来のハードに依存

したサービス展開では、サービス提供できない利用対象や資料対象が存在するので、将来的な変化に備

えたり、先ほどご答弁にもありましたが、貴重な郷土資料や、劣化のためこれまで貸し出しできなかっ

たものを、電子書籍化をすることによって閲覧することができるようになるといったメリットがあり、

また導入のポイントとして、システムの改修時や新しく図書館を開館させたときに電子図書館を導入す

るといった中で、今回、平成３０年度の予算を見させていただくと、システム改修のお金と大崎図書館

の経費があります。こういった電子図書館の検討をされているのか、お答えください。何でこれを聞く

かというと、実は徳島市立図書館の館長の言葉が、インターネットでたまたま私が見つけたのですけれ

ども、「過去を大切にしながら時代とともに歩み、時代の先を考えるのも図書館の使命と考える」。こ

ういった館長の言葉を受けて、確かにそうだと私も感銘いたしましたので、ぜひ将来のことも含めてお

考えをお示しください。 

 それと市民科についてもいってしまいます。ＳＮＳの利用についてです。特に裏アカウントについて。
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この裏アカウントというのは、ツイッター等、いわゆる会員制の交流サイト上で、友達や家族に存在を

教えない裏アカウントというものがあって、これを持っている人が４０％を占める。これは小学校４年

生から高校生の方を対象にとられたアンケートですが、女子高生に限ると６９％が裏アカウントという

ものを持っている。また、ネット上の友達と実際に会ったり、会ってみたいと考えたりする割合

は５２％で、うち女子高生は６８％。こういったことは、いわゆる犯罪に巻き込まれるおそれもあるこ

とから、どのような教育を現在されているのか。また、ＳＮＳなどに投稿する際の注意事項などについ

て、どのような教育をしているのかお知らせください。これはなぜかというと、投稿して、先日もユー

チューブに載せるために、「フリーおっぱい」と題して、女子高生が都迷惑防止条例違反の疑いで書類

送検されました。また、座間市での少女など、悩みの投稿につけ込んだ、９人の殺害事件もありました。

これは実は悪い例ばかりではなくて、中にはいい事例もあります。例えば、大阪府立の登美丘高校の生

徒が躍るバブリーダンスＰＶというのがありますが、これはユーチューブで拡散されて、さまざま反響

があって、昨年のユーチューブのランキングでもトレンドのトップをとるようなことがありました。こ

れはいいことに活用できればいいのですけれども、一方で悪い事例もあるので、その点についてどのよ

うな教育をされているのかお知らせください。 

 また、政府が成人年齢を１８歳に引き下げる民法改正案を閣議決定いたしました。これは１８７６年

以来の歴史的な変化でありまして、成立すれば２０２０年４月から適用されます。４年後でありますが、

今の小・中学生が実際に当事者になるわけですので、しっかりと準備をしていかなければいけないので

はないかと思います。特に悪質な商法などの消費者トラブル、また労務関係のトラブルなどに遭いやす

くなってしまうと思いますので、その辺のお考えをお聞かせください。なぜかというと、携帯電話の契

約・購入が１人でできてしまったり、親の同意なくローンが組めたり、民事裁判も１人で起こせたり、

性別変更の申し立てができたり、公認会計士や司法書士になれたり、１０年有効の旅券を取得できるな

どなど、さまざまな変更点がありますので、成立すればですが、４年後だと待っていると、あっという

間に来てしまいますし、実際に今、義務教育を受けている子どもたちが当事者になるので、その点につ

いて教育委員会の見解をお聞かせください。 

○有馬学務課長  標準服につきましては、小中一貫校はまだ１０年ということでモデルチェンジはし

ておりませんので、価格は安定しております。ただ、中学校のほうの数字は例えば６０周年記念で変え

たなどということもありますので、販売店の価格等はきちんと見ていきたいと思っております。 

○横山品川図書館長  今回のシステム改修につきましては、契約期間の満了によるシステムリプレー

スでございますので、今回、テーマとしては、学校図書館と公共図書館の連携をより強めるためという

のが第一義的でしたので、電子図書館については入っておりません。また、大崎図書館移転につきまし

ても、こちらはハード面の移転経費でございまして、これからソフト面でのことを検討していくという

ことで、将来的に考えるということでございます。先ほどお伝えしましたように、コンテンツの数がそ

ろって、浸透が進んだ状況で、改めて正式に検討・導入させていただきたいと思っております。 

○大関教育総合支援センター長  子どもたちを守るための教育内容について何点かいただきました。

まずＳＮＳ等を含めましたトラブルへの対応でございますが、ＳＮＳ東京ルールは全児童・生徒に配布

して、活用もしております。実際、ＤＶＤなども利用する中で、さまざまなトラブル、なりすましの呼

び出し、出ていって危険な目に遭うシーンも実際に出てくる中で、まさに人ごとではないのだ、自分の

命も危ない可能性があるという部分は、各校で取り組んでいるところです。また、生活指導主任会でも、

各警察のスクールサポーターから、毎月これについては話題となっておりまして、スクールサポーター
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にも協力いただいて、やはり実際に子どもたちに警察官の立場からご指導いただいたりなども各校でし

ているところでございます。 

 また、消費者トラブル、４年後にもし民法改正を行った場合というご心配でございますが、当

然、１８歳でローン等を組まれた場合、今の消費者としての責任と自由の中で、守られていた部分がな

くなるという部分も、今後、指導内容に、当然、民法改正を踏まえて準備をしてまいる必要があろうか

と思います。やはりそこには、例えば、教員が教材として指導する以外に、区内には立正大学法学部も

ございますので、そちらの協力を得て、大学生の方に法教育を含めてやっていただく。そのようなプラ

ンなども、今、教育委員会としては検討している 中でございます。 

○石田（し）委員  図書館ですが、品川区も図書館流通センターに指定管理者の委託をされていると

思うのですが、実は渋谷区が先月から電子図書館を始めました。これは何で始めたかというと、図書館

流通センターからオファーが来て、２年間、無償で試行としてやってくださいということで、渋谷区と

連携して、そういうことを行っている。品川区も同じ図書館流通センターとご関係があるのに、そう

いったことがなかなか話し合っていないのかと感じました。図書館流通センターも今、いろいろやって

いて、やっているところが増えればコンテンツも増えてくるのです。でも、やっているところが少な

かったらコンテンツは増えていかないのです。なので、ぜひ検討していただきたいと思います。先ほど

の別の委員への答弁の中に、図書館は子どもたちのためにもあるのだと言っていましたが、今の子ども

たちが大人になるときには完全に電子化がどんどん進んでいるわけです。なので、できる限り早く、導

入とは言わずに検討をどんどん進めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 子どもたちの教育については、ぜひしっかりと行っ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。以上です。 

○大沢委員長  次に、石田ちひろ委員。 

○石田（ち）委員  私からは、３５１ページ、特別支援教育費と、あと３６３ページ、学校給食の放

射性物質検査について伺いたいと思います。 

 まず特別支援教育ですけれども、人数を伺いたいと思います。特別支援教室、いわゆる通級を利用さ

れている子ども、児童・生徒の数、それから特別支援学級を利用されている児童・生徒、そして特別支

援学校に通われている区内の児童・生徒の人数をそれぞれ教えていただきたいのと、あと、今、特別支

援学校に行く子が多いと保護者の皆さんからも声が寄せられているのですけれども、利用の傾向や特徴

があれば少し伺いたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  特別支援教育に関するお尋ねでございます。まず全区立小学校、そ

れから義務教育学校前期課程で特別支援教室を利用している合計の児童数でございますが、６１名、今

年度は利用してございます。それから知的障害の固定学級でございますが、これは小学校および義務教

育学校前期課程で３３名、中学校・義務教育学校後期課程は６８名です。そのほか、中学生の情緒障害

等、これはまだ特別支援教室になるのは次年度からでございますが、現在、通級の形で、大崎中学校、

浜川中学校、冨士見台中学校にある通級を利用している中学生は５７名おります。また、特別支援学校、

今年度の就学相談の中の傾向ですと、１８名が品川区で特別支援学校に進むと、現在把握しているとこ

ろでございます。傾向といたしましては、特別支援学校の場合、スクールバスがございますので、やは

りそちらがある中で、いろいろ選ばれた中で、そちらを利用される保護者もいることもございますし、

あと、やはり手厚く一人ひとりの対応をしている学級も、小さな学級で特別な専門性を持った教諭が対

応している特別支援教育の免許の取得率も、かなり特別支援学校は高まってきておりますので、そう
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いったことが理由で、本人に適した学校ということで特別支援学校は選ばれているのではないかと把握

しているところでございます。 

○石田（ち）委員  特別支援学校、１８名ということで、これは、品川区には品川特別支援学校があ

るのですけれども、そこに通われている。ほかの区には行かれていないということでしょうか。これを

確認したいのと、あと特別支援教室、平成２８年度から全ての区立小学校、また義務教育学校の前期課

程で実施され、平成３０年度からは中学校もということですけれども、訪問指導教員は何人いて、１人

の方が何校受け持っているのかというのも教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  訪問指導を実際に行う特別支援教室の教員は、児童・生徒１０名に

対して１名の配置が、都費の教員として配置されております。したがいまして、単純に計算するなら

ば、１人当たり１０人のお子さんを担当しながら、ただし週１回程度訪問したときに、それぞれの学校

にいるお子さんに丁寧に対応しているというのが、特別支援教室の内容となっております。それから、

区外の特別支援学校に進まれるお子さんですが、品川特別支援学校以外に肢体不自由校が、大田区の城

南特別支援学校がございます。そのほか、例えば妄学校ですとか聾学校ですとか、全都にある特別支援

学校に、必要に応じて進学しているという状況でございます。なお、今年度につきましては、城南特別

支援学校は若干名で、ほとんどが品川特別支援学校に進むと聞いております。 

○石田（ち）委員  文部科学省からも、障害のある子どもが地域社会の中で積極的に活動し、その社

会の一員として豊かに生きる上で、障害のある子どもが、ない子どもたちとの交流および共同学習を通

じて相互理解を図ることが極めて重要だということで、障害のある子とない子の交流が将来の地域社会

でともに生きていくということにもつながっていくと。子どものころからの交流が大変重要だと述べら

れています。品川区の特別支援学級ですけれども、以前からもお話は出ているのですけれども、校内で

の配置が、人目につかないような場所にあると。そして、新しくつくられた学校なのに、そういった場

所に置かれているということで、保護者の方や元教員をされていた方々などから、少しひどいのではな

いのというような声が寄せられました。それで、今、全ての特別支援学級がそうだとは思いませんけれ

ども、やはり校内での配置場所を改めて考え直す、そして学校全体で支えるという環境を整えていくべ

きではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  共生社会の実現に向けて、本区でも障害の有無にかかわらず、さま

ざまな場面でそれぞれの触れ合いなども重要だと考えております。したがいまして、特別支援学校の児

童・生徒が、実際に在籍校、副籍ということで区立学校に副籍を持っておりますので、そちらに運動会

に来ていただいたり、あるいは過去の例ですと、毎月１回は来て、給食に一緒に参加していた学校など

もございます。こういった部分は、お一人お一人の障害の程度・状態に応じて、個別対応はこれからも

続けてまいりたいと考えております。また、特別学級等の校内における配置でございますが、これはや

はり今後また改築等の際に十分に配慮しながら、中には障害種によって、教育内容に応じて、例えば音

楽室ともう少し離したほうがお互いにいいであろうとか、さまざまな条件もあろうかと思います。その

ような中で、よりベターな位置を、学校とも十分相談しながら、よりいい方向に改善してまいりたいと

考えております。 

○石田（ち）委員  ぜひお願いしたいと思います。平成３０年度に新たに２カ所の特別支援学級が設

置されるというふうに予算書にもなっているのですけれども、新たに学級を設置するという経緯という

のでしょうか、全校に置いてほしいという親御さんからの意見等もあったりするのですけれども、こう

いった学級を新たに設置するというところでの、どうしてそうやって進んでいくのかという経緯を伺い
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たいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  区内のお子さんが増えてくる中で、学級を増やしていくケース、そ

れから新たな障害種の種別として。新たなタイプの、知的障害とは違う、知的障害のない自閉症、情緒

障害に特化した新たな学級を開設する、あるいはこれまでなかった聞こえに関する通級を新たに開設す

るという部分が次年度の内容でございます。そういった中で、そのときの児童・生徒の実態等を踏まえ

ながら配置はしておりますが、それぞれのお子さんごとに、非常にさまざまな障害の程度・態様や発達

段階もございますので、私どもの１つの考え方としては、東京都の場合には、おおむね１５分程度以内

で歩ける範囲にあればいいという目安のもとに、ある程度ダイナミックに大きな集団も組めるよう、例

えば発達段階で３つぐらいの学習グループに分かれて学習を進行できるようにするためには、ある程

度、２学級、３学級、特別支援学級をまとめて１カ所に配置したほうが効果的であるという考え方もご

ざいます。これはまた今後の児童・生徒の実態を見ながら、適切に学級の増については考えてまいりた

いと思っております。 

○石田（ち）委員  わかりました。特別支援学級は、場所の問題、改築等でもということでしたので、

今、改築計画がまた進んでいる学校もありますので、ぜひ考慮していただきたいと思います。それから、

特別支援教室についても、当事者の状態や教育の場としてふさわしい環境を整えることを求めて、次の

質問にいきたいと思います。 

 学校給食の放射性物質検査についてです。予算額が平成２８年度から約２３０万円だった。そして、

平成２９年度には約１２１万円。そして、今回、平成３０年度は９０万円と。この予算の変化の経緯と

理由を伺いたいと思います。それと、これに付随するのですけれども、平成２９年度、品川区教育委員

会事務事業の点検および評価報告書では、この給食の放射性物質検査がＣ評価と。この報告書では１５

事業が評価されていましたけれども、唯一のＣ評価でした。なぜＣ評価になったのか伺いたいと思いま

す。 

○有馬学務課長  放射性物質検査の予算額の推移ということでございますけれども、平成２８年度に

つきましては、ヨウ素、セシウム２回、ストロンチウムを１回ということで、２００万円余の金額に

なっております。平成２９年度は、ストロンチウムの検査を、３年で各学校を１回、回るようにという

ようなことで、ストロンチウムの検査が３分の１になったということで、ストロンチウムの単価が高い

ために、これで半減しております。今回は、ヨウ素、セシウムを２回から１回ということですので、単

価がそれほど高くないということもありまして、予算額は３０万円ほどの減で済んでいるというのが経

過でございます。 

 それから、事務事業評価の結果で、放射性物質検査がＣ評価だということでございますけれども、こ

の間、いろいろ、こういった議会の場でもそうですし、内部でもそうですし、放射性物質の検査をどう

取り扱うかということは内部でも検討してきております。いずれにしても、これは単純にＢ評価で継続

するものでもないし、Ａ評価で拡大するものではもちろんない。いずれにしても、これは何らかの形で

当然、見直しはしていくものということで、Ｃ評価となっているものでございます。 

○石田（ち）委員  予算から見ても縮小が図られていることもわかります。そして報告書には、教育

委員会からの意見として、廃止も含めた検討が必要であるとあります。午前中にも議論がありましたけ

れども、流通しているものが安全とは言えないということがわかってきたということもありました。そ

して、検査をしているからこそ安全と言えるというところも、私たちもそこは評価したいと思います。

それが、要は東日本大震災での原発事故によって、多くの方々が不安と恐怖を抱き、そして始まった事
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業です。ですので、この報告書を見ると、区は何だか親の不安が落ち着いたというふうに捉えられるよ

うな文言もあるのですけれども、現在の原発がどうなっていると区として考えているのか伺いたいと思

います。 

○有馬学務課長  教育委員会からの意見、縮小、廃止を含めた検討が必要であるということは、やは

り、これまで５年間やってきた実績で、一度も検出されていないということを踏まえて、あとはそれぞ

れの流通段階において、それぞれ検査はしているという背景は当然ここにあるでしょうということを

もって、こういう意見が出ているものでございます。ただ、もう一方では、出荷制限が行われていると

いう現状にも鑑みて、一気に廃止ということではなく、そのような状況も見ながら、この事業としての

方向性としては、廃止などを目指していく方向にあるだろうということで、ご意見を賜ったものだと

思ってございます。原発事故については、私から言うことはございません。 

○石田（ち）委員  やはり、原発事故を受けて区もやっていただいている事業だと思います。それで、

一度も検出されていない。これは、検査しているからわかることで、だからこそ安全だと胸が張れると

思うのです。そして、しかも原発については言うことはないということでしたけれども、全くもって収

束はされていません。事故原因の究明も進んでいません。増え続ける汚染水や取り出す見通しもないデ

ブリ、溶け出した核燃料など、事故収束にはほど遠い現状。そして、事故を終わったことにして再稼働

を突き進めるといった、本当に許せない国の政治もあるわけですけれども、そういうことで、しっかり

と安全確保のために検査を続けていくということ、廃止せずに続けることを改めて強く求めて終わりま

す。 

○大沢委員長  次に、こんの委員。 

○こんの委員  私からは、３４７ページ、特色ある教育活動経費、２点目が３４９ページ、マイス

クール運営費、３点目が３６１ページ、児童・生徒用災害備蓄物資購入、関連して学校防災マニュアル

についてお伺いしたいと思います。 

 ページ順不同でいきます。まずマイスクールの運営費ですけれども、不登校対策について、東京都の

教育委員会は、不登校特例校というのを開設する市区町村を支援するという動きがあります。不登校特

例校というのはどのような施設なのか。また、東京都が特例校を推進する背景というのはどういうとこ

ろにあるのか。また、区で実施している適用指導教室、マイスクールとの違い。今後、この特例校とい

うのは品川区でも考えていく考えがあるのか。その辺をお伺いしたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  東京都教育委員会が発表いたしました不登校特例校についてのお尋

ねでございます。これまで都内では、八王子市にございます高尾山学園というのが、公立の不登校を対

象とした学校がございました。そして、品川区におきましてはマイスクール八潮として、これは子ども

たちの居場所、まずは学校に行けなくなってしまった、学校に行けない子のための場所として、生活リ

ズムを取り戻したり学校に復帰させるための適応指導教室を開設してきた経緯がございます。不登校特

例校というのは、いきなり各自治体が学校を新たに設ける負担が難しいであろうから、分教室のような

形で、例えば学校以外の場所に仮の不登校特例校を設けることをモデル的に進める施策でございます。

東京都全体で不登校の出現率が非常に高まってきている傾向にございます。そこへ手を打つために、東

京都といたしましては、各区市で、適応指導教室もない区市もある中、さらにもう一歩進めて、不登校

特例ということでさらなる支援として教員配置をする。将来的には不登校の子のための学校を設立する

自治体を応援するというのが、不登校特例校の施策でございます。本区の場合は、従来、教員ではなく

て、教員免許を持っている区の職員が、指導員として適応指導教室を運営してまいりました。不登校特



－76－ 

例校との違いは、県費負担の東京都の教員が配置があるのかどうかという差が、まず大きくございます。

ただし、学校として行うことになりますと、教育課程の内容、例えば時間数等も非常に縛りが出てくる。

あるいはどのように運用するかは、今後、今回、調布市が行う特例校がモデル的に進める中で、その成

果、課題も含めて注視してまいりたいと考えております。 

○こんの委員  そうなると、東京都が進めようとされている特例校は、今のご説明ですと、東京都の

教員が配置される、いわゆる、それに特化した学校をつくるというためのものだということになります

と、やはり今、品川区でしていただいている適応指導教室、いわゆる子どもに寄り添った、子どもの状

況をよく把握しながら、その子の自立を目指す対応とは少し異なるというような理解をしたのですけれ

ども、そうなると少し、こういった体制というのはどうなのかという気もいたしました。特例校はわか

りました。 

 そうなると、今度は不登校とひきこもりということの関係で少しお聞きしたいと思うのですけれども、

平成２８年の内閣府の、若者の生活に関する調査報告によりますと、現在、ひきこもりになったきっか

けは何ですかというアンケートに対して、主な回答の上位が、不登校、それに続いて次が、職場になじ

めなかったという、この２つが上位を占めているという結果が出ているようなのです。こうした状況か

ら、総務省では、就業構造基本調査という中で、不登校経験者がニートやひきこもりになる割合が、不

登校経験のない人に比べて６.７倍に上るともしております。そうなると、不登校の傾向として、今、

問題視されている構造に、非社会的行動というのがありますが、この行動が増加傾向にあると指摘もさ

れております。反社会的行動ということに対して、非社会的行動と。これは、不安に思ったり無気力

だったり、自信喪失など、いわゆるフラストレーションを他に向けるというよりは自分に向けるという

ような行動だということですけれども、こうしたことが要因とされる不登校とひきこもりの特徴という

のが類似する傾向にあって、不登校を就学期間中に解消することによって、ひきこもりを長期化させな

いということも言われている。こうした現状についてはどのようにお考えでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  無気力ですとか不安ですとか、まだ精神的な疾患に至る状態ではな

い状況で、悩んで、なかなか生きづらいお子さんがいる現実がございます。多分、さまざまな背景があ

ろうかと思います。インターネットの普及等で、家から一歩も出なくても、仮想現実の世界で日常生活

が十分足りてしまう。買い物もできるような時代になっております。そういった背景ですので、家から

あまり出ないという形が、以前よりも子ども自身にとっては選択しやすい。保護者もそれを容認という

か、放置してしまうケースも中にはあると伺っております。そういった中で、本区の適応指導教室では、

やはりそういったお子さんたちに、何かやりがい、生きがいを与えたいということで、例えばマイス

クール八潮は音楽活動に非常に力を入れておりまして、出てきた中で、自分が初めて楽器にさわってみ

る、歌ってみる、ギターを弾いてみる。その発表会をみんなでやろうではないか。やってみた。できた

という部分を大切にして、ここ数年、毎年、音楽ホールを活用して、非常に大きな成果を上げていると

ころでございます。 

○こんの委員  その子のやる気、やりたいことを見つけてあげる。そうした手法の１つが音楽の活動

だと思います。そこへ通えるお子さんは、何とかその子の姿を見れて対応がわかるのですが、そうでは

ないお子さんに対しては、やはり、他の所管、関係機関とも連携していく対応が必要かと思いますけれ

ども、こうした場合もＨＥＡＲＴＳが対応するのか、あるいは他課と連携することもしているのか、現

状を教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  関係課とも情報共有しながら、やはり適応指導教室に足が向かない
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お子さんへの対応という部分は、例えば児童センターには行けて、そこでのバンド活動をやっている子

がいたり、あるいは警察署の剣道だけは行っている、そんな子どももいます。学校の家庭訪問に合わせ

て、例えばＨＥＡＲＴＳのカウンセラーが夕方、家庭訪問をする中で、では今度行ってみないというこ

とで、紹介して、児童センターにうまくつながった、そんなケースもあります。これは引き続き、関係

各課との連携を進めてまいりたいと思っております。 

○こんの委員  そうしたお一人お一人のお子さんへの対応というのは、やはりかかわる大人、いわゆ

る人材が必要ですし、それにかかわる財政的な面も課題があるかと思いますが、ぜひそうしたところへ

の予算もしっかりしていただきながら、これからも対応をお願いしたいと思います。 

 時間がなくなってしまいましたが、避難所の学校防災マニュアルについて１点だけ。この防災マニュ

アルは各学校が作成されていると思いますけれども、在校時、いわゆる授業が行われているときに発災

した場合、先生たちはこのマニュアルどおりにはいかない想定外の対応の訓練、先生たちの訓練はどの

ようにされていますでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  子どもたちの毎月の避難訓練以外に、校内研修として、各校は、予

定どおりには動かないケースを、わざと管理職が想定して行います。誘導担当、生徒役等、定められて

いる以外に、誘導担当が実はいないケースをわざとつくってみたり、これは避難だけでなくエピペンな

どの対応も含めた、いろいろな危機に対する訓練は、校内研修としてそれぞれの学校が工夫していると

ころでございます。 

○大沢委員長  次に、渡部委員。 

○渡部委員  いよいよ款別審査も 後になりました。３点お伺いします。順番にいきますが、まず

初に、今日、朝、質問でもありました、強いて言えばルネサンス推進事業、３４５ページなのでしょう

か。３月９日、大雨警報で学校が休みになったということで、先ほどもお話がありましたけれども、

ルールは絶対必要であって、ある程度、共通認識のもと、区立学校が動くというのも大切なことです。

そのような中で、今回、お話を伺ったところ、やはり教育委員会にも区にも、多分、私たちの方にも、

いろいろな問い合わせがあったのも事実かと思います。いま一度、さまざまな状況の変化などもありま

すし、天気予報の精度も上がってきた部分もあろうかとも思うのですが、一度この辺、今回の件も受け

てといいましょうか、今後に向けて、この先のことも含めて、検討をされてみてはいかがかと思うので

すが、その辺、お考えをお聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  現在のルールを定めてから数年がたちます。この間、年に一、二回

程度、やはり休校となった実態がございます。年々、異常気象といいますか、やはり急激な天候の変化

で、大雨警報が発令される回数も増えてきている実態もございます。そこへの基準については、今後、

学校現場の声、あるいは今回お聞きした声等も含めて、今後の課題と考えておりますので、検討を進め

てまいりたいと思います。 

○渡部委員  承知いたしました。それぞれ、校長先生ですとか教育委員会の中で、いろいろもんでい

ただければと思います。 

 それと、本日も幾つか意見が出てまいりました。３６３ページの学校給食の放射性物質検査費は、民

生費の中でも同様のことはお話しさせていただきました。先ほど来、課長のご答弁も聞いています。そ

のような中で、私はやはりこの間、品川区として、区民の皆様、保護者の皆様の不安の払拭に、もう十

分努められてきたと思います。それがこの減額の予算になっているのですが、もう、そういった意味で

は、これに関しては、前から申し上げているように、市場流通しているものを、私たちは普段も食べて
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いるわけです。学校給食においても、年間のうち、百何十日か２００日か出ている中で、ではそれを全

て検査しているのかといったら、そういうわけでは全くありません。であれば、やはりここに関しては、

ある程度、もう一定の理解は得られていると私は考えております。もっと言いますと、食の安全で考え

たら、多分皆さんおわかりだと思いますが、もっと危険なものがいっぱいあるわけであって、ではそう

いうものをないがしろにして、そこだけを取り上げてというのはまた違う話だと思います。今回、予算

化されていて、民生費の中でお話は伺ってまいりましたが、改めてここの考え方、先ほど来の質問と同

じかもしれませんが、私自身は、例えば何か不測の事態等が生じたときに１回検査をするというような

意味での予算立てでも今年はいいと思っています。区民の皆様には十分、不安の払拭に当たられたと考

えております。そのような中でご答弁いただければと思います。 

○有馬学務課長  確かにこの間、検査しても出てきていないというような状況があります。そんな中

で、今回は、また一歩進んだ見直しを行っているということでございます。平成３０年度、もうこれは

不用ではないかというお話しでございますけれども、予算として計上はさせていただきましたの

で、２３区の状況や出荷制限の状況など、我々が今まで判断してきたものを総合的に勘案して、確かに

心配したら切りがないということもありましょうが、ここは冷静に判断してまいりたいと思ってござい

ます。 

○渡部委員  基礎的自治体としてやるべきことはやってきたという認識の中での質問だということは、

後につけ加えさせていただいておきます。よろしくお願いいたします。 

 ３４３ページ、代表質問の中でもさせていただきましたが、区の固有教員についてです。質問の中で

は申し上げておりませんでした。教育長からもいろいろお話はお伺いさせていただいたのですけれども、

固有教員のことを頭の中で考えてみますと、デメリットは、区民にとって、区の児童・生徒にとって出

てこないですよね。メリットはたくさんあると思います。私が少し考えるだけでも幾つかあるのですけ

れども。それで、予算書にありますし、答弁でもいただきましたように、平成３０年度は２７名体制と

なっております。質問でもさせていただきましたが、一応、平成２１年にスタートしたときには３０名

を目途に進めていくという話のまま、９年たったのかと思っています。それで、ここ数年来の募集要項

を見ますと、おおむね６名程度というような書き方をなさっています。その中で、いい方を採用してい

るのだと思うのですけれども、もう６名とは書けないですよね。３０名を超えてしまいますから。それ

で、私たちはかねてから、区の固有教員の有用性を評価させていただいていて、代表質問でも申し上げ

たとおり、やはり教育は必要ですから、何とか予算化いただいて、今後、各校に 低１人は配置をいた

だきたい。義務教育学校には２人置いていただきたいという思いがあります。改めて、いかがでしょう

か。区の固有教員のメリットもお伝えいただきながら、その辺を教えていただけますでしょうか。 

○熊谷指導課長  区の固有教員は、一貫教育のかなめであり、そして地域連携推進のかなめであり、

さらに新たな区の教育施策のかなめでもあります。そういった中で、品川コミュニティ・スクールを進

めていく上でも中心的存在でございますので、採用の増員につきましては、調整もさまざまあるかと思

いますので、今後の課題として検討してまいりたいと思います。 

○渡部委員  ここ数年、６月１日から募集が始まるということは、比較的早い段階で、チラシができ

上がってホームページにも掲載されますよね。それで、いろいろ調べますと、東京圏に限らず、地方の

大学等にも、品川区の固有教員を募集していますというようなことが教育学部のホームページに掲載さ

れたりしています。その中で、当然、何名採用というのは出さなければいけなくなると思いますので、

私たちも一生懸命、ネットで調べて、ここで３名と書いてあったら３０名なのだ、６名と書いてあった
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ら、これはもう少し品川区も頑張っていくのだという判断を、勝手にさせていただこうと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 あと 後、もう一点、お伺いさせていただきます。もう簡単に聞きます。これも総括質疑で聞きまし

た。篠田課長は１回も立っていないので、学事制度についてです。いよいよ 終答申があがっておりま

す。予算書を見ますと、３４１ページ、学事制度検討費について答弁もいただいております。私たちは、

この学事制度を始める前から、かねてから、今の現在の、またこの先の品川区の人口推移ですとか、ま

ちの情勢などを踏まえて、やはりこれはやっていかなければいけないというものがどんどん形になって

きて、いよいよ検討に入っていくというところだと思うのですが、改めて、平成３０年度、どのような

ことを行っていくのか。平成３１年度、どのようなことを行っていくのか。できれば、このときぐらい

にこういうふうに動ければというようなビジョンがあればお話しいただけますでしょうか。 

○篠田学校計画担当課長  学事制度審議会は、平成２８年１０月に立ち上がりまして、１年半ほど検

討してまいりまして、この３月末に 終答申をいただけるという見込みまで来ることができました。こ

の答申をいただいた後ですけれども、具体的に４月以降、教育委員会として、その答申を踏まえてどう

いった形で具体的な制度を構築していけるかということを検討してまいりたいと思います。特に今回、

中間答申でも明らかになっているところでございますけれども、地域とのかかわりという意味で、例え

ば学区域の変更ですとか見直しですとか、そういったものも含まれた答申になってくるのかということ

で、そういった意味では、地域の方との調整ですとか、さまざまな部分、この４月以降、教育委員会と

して制度を構築していくに当たっても、そういったものも必要になってくるかと考えております。この

平成３０年に関しましては、そういったさまざまな調整を含めた制度検討をした上で、早ければ平

成３１年度の、例えば学校選択に間に合うような形でうまく制度化ができれば、平成３２年度からは新

たな制度のもとに学校がスタートできるかと考えておりますけれども、何分、先ほど申し上げたとおり、

地域との調整なども含まれますので、すんなりといけるかどうかというのは、また難しい部分があろう

かと思いますが、こういった大きな問題でございますので、きちんとしつつもスピード感も重視しなが

ら取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

○渡部委員  品川教育ルネサンスと品川コミュニティ・スクールが大きく動いていると思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○大沢委員長  以上をもちまして、本日予定の審査は、全て終了いたしました。 

 次回の会議は、３月１９日月曜日、午前１０時から開きます。 

 本日は、これをもって閉会いたします。 

○午後５時３５分閉会 

                                              

委 員 長  大 沢 真 一 


