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○午前１０時００分開会 

○鈴木（真）委員長  ただいまより、予算特別委員会を開きます。 

 本日の予定に入ります前に、理事者より発言を求められております。また、当該報告に当たって理事

者より資料の配付を求められましたので、これを了承し、皆様の机上に配付させていただきました。 

 それでは、ご発言願います。 

○有馬庶務課長  それでは、私から、新型コロナウイルス感染症に係る区立小学校・中学校・義務教

育学校の臨時休業中および春季休業中の児童・生徒への対応について、一部変更させていただきました

ので、ご報告させていただきたいと思います。本日配付の資料をご覧いただきたいと思います。 

 臨時休業を開始して以来、子どもの居場所確保が課題となっており、校庭を利用したいという声も寄

せられているところでございます。現時点においては、感染リスクを極力抑え、卒業式・入学式は実施

していきたいと考えており、不要不急の外出は控えるという基本的な方針には変更はございません

が、３月９日に文部科学省から、一定程度、校庭を開放することについては一律否定するものではない

というような見解が出されたことも踏まえて、以下のとおりといたします。 

 １番、子どもの活動場所確保、いわゆる校庭です。小学校・義務教育学校において、３月１６日か

ら２５日までの間、平日の１２時半から１５時半までの間、校庭を、すまいるスクール利用の子ども以

外の子どもにも開放いたします。 

 ２番目、いわゆる校庭開放ということで、ＰＴＡ委託事業でございます。小学校・義務教育学校にお

いて、３月２０日から４月５日の間の土曜日・日曜日・祝日について、ＰＴＡの協力が得られた場合は

校庭を開放いたします。 

 ３番目が学校図書館開放の拡大でございます。これは、小学校・中学校・義務教育学校、共通でござ

います。３月１６日から２５日までの間、実施日を拡大し、全ての平日において開館いたします。開館

時間については各校の実態に合わせて設定いたします。 

 ４番目は部活動の再開でございます。これは中学校・義務教育学校となります。春季休業中というこ

とで、臨時休業中、いわゆる３月２５日終了後、春休みに入ってから４月５日までの間、部活動につい

ては、ここに示しておる３点に留意した上で実施していきたいと考えております。 

 ５番目の留意点でございますが、特に一番上に書いてあります、活動の際には必ず検温するなどして

発熱がないことを確認するよう、保護者にも協力を求めてまいりたいと思っております。 

 ６番、その他として、周知でございますが、このことにつきましては学校ホームページに掲載の上、

一斉メールを配信するなどして周知を図っていきたいと思っております。 

○鈴木（真）委員長  それでは、第５号議案、令和２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。 

○品川財政課長  本日もよろしくお願いいたします。 

 本日は３４８ページからお願いいたします。７款教育費、１項教育総務費、１目教育推進費は、５４

億２,５１７万４,０００円で、３４９ページ中段をお願いします。文化財保存活用事業では、大森貝塚

活用検討委員会を設置し、大森貝塚遺跡庭園の活用プランを策定するものであります。 

 ３５０ページをお願いいたします。２目学務費は、８億３,２４４万７,０００円で、新学事制度周知

経費は皆減であります。 

 ３５２ページをお願いいたします。３目教育指導費は、２５億４,１８８万９,０００円で、３５５
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ページ下段、教職員支援経費は、学校における勤務時間外の電話対応を委託し、教員の負担軽減を図る

ものであります。 

 ３５７ページをお願いいたします。下から６行目、がん教育推進授業は新規計上、その下、プログラ

ミング学習は、コミュニケーションロボットを活用し、プログラミング的思考の育成を図るものであり

ます。 

 ３５９ページをお願いします。一番上になります。人工知能（ＡＩ）型教材導入経費は、人工知能型

教材により最適な学習内容を提供し、習熟度を高めるものであります。その４行下、オリンピック・パ

ラリンピック教育推進事業では、競技観戦のための移動手段、熱中症対策のための経費などを計上して

おります。 

 ３６２ページをお願いいたします。４目図書館費は、１５億３,７５８万９,０００円で、３６３ペー

ジ中段、品川図書館運営費、３６５ページ中段、地区図書館運営費で、それぞれティーンズ世代サービ

スは新規計上であります。 

 左側、３６４ページをお願いいたします。以上によりまして、教育総務費の計は、１０３

億３,７０９万９,０００円で、対前年１０８.２％の増であります。 

 ２項学校教育費、１目学校管理費は、３６９ページをお願いします。下から８行目、スポットクー

ラー設置工事費は、学校施設の避難所機能を強化するもので、下から２行目、屋内運動場空調整備は、

計画的に学校体育館に空調設備を設置していきます。 

 ３７１ページをお願いします。ページ中段、学校用地取得は、国有地を購入するものであります。 

 ３７５ページをお願いいたします。ページ中段、学校施設建設費では、芳水小学校、城南小学校、後

地小学校。３７７ページをお願いいたします。鮫浜小学校、浜川小学校、第四日野小学校。３７９ペー

ジをお願いいたします。浜川中学校まで、改築経費を計上しております。源氏前小学校は改築計画検討

経費、城南第二小学校、鈴ヶ森小学校は、それぞれ敷地測量経費を計上しております。 

 以上によりまして、学校教育費の計は、１７４億３,１１０万円で、対前年１１.０％の減で、教育費

の計は、２７７億６,８１９万９,０００円で、対前年１３.１％の増であります。 

 以上で、本日の説明を終わります。 

○鈴木（真）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３１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。本多健信委員。 

○本多委員  おはようございます。 

 私からは、冒頭でご説明いただきました、臨時休業および春季休業中の児童・生徒への対応について

質問いたします。 

 新型コロナウイルス対策・予防につきましては、濱野区長をはじめ全ての理事者の皆様にご尽力いた

だいていることに感謝申し上げます。学校休校が１週間経過しました。厳密には今日で１０日だと思い

ますけれども、子ども、児童・生徒が家にいる。そういった部分に対しては、本当に我慢を強いられた

と思いますけれども、その期間、子どものこと、保護者のこと、いろいろと踏ん張っていただいたと思

います。質問は、そのことに関して、品川区教育委員会の模索についてどうだったのかを教えてくださ

い。 

○有馬庶務課長  学校が休業になるということは、まさしく突然のことでして、学校も対応に追われ

たということがございました。発表があった翌日の３月２日の午前中には生徒に来ていただいて、休業
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期間中の生徒・子どもの過ごし方ということをしっかりと指導したということでございますけれども、

またその間、すまいるスクールへのサポートや学習面でのサポート、それからイベントをどうするのか、

卒業式はぜひやっていきたいなど、さまざまなことをこれまで検討してきたということでございます。 

○本多委員  子どもの活動の場所、校庭ということで、このような方針は本当に理解しております。

その校庭の使い方なのですけれども、やはりいろんな意見があるかもしれませんが、制約をあまりする

ことなく、思う存分、活動していただきたいと思いますが、その点についていかがでしょうか。 

○有馬庶務課長  今回の校庭開放に当たっては、さまざまな要因で私どもが判断いたしました。１つ

は、子どもたちも１週間、なかなか自宅に閉じこもって、勉強と言っていても限界もあるだろうという

こと。それで実態は、公園にも子どもたちがいっぱい出てあふれているというような状況もあるという

こと。それから政府も、外で遊ぶには感染のリスクも低いだろうというようなこともあって、では、ぜ

ひ校庭を開放していきたい。ただ、そのときに時間をどうするかというところは、今回一番悩んだとこ

ろでございます。そうはいっても、まだ感染がおさまっているわけではない、何とかこの体制を維持し

ながら卒業式は迎えたいということがございまして、午前中の自学自習というところは残して、午後

の３時間というふうにしましたので、短い時間なので精いっぱい遊んでもらおうと考えているところで

ございます。 

○本多委員  本当に思う存分、校庭を使っていただきたいと思います。 

 子どもの活動に校庭を使うのが、実質７日間だと思います。春休みになってからのＰＴＡの委託事業

につきましても、これも休日で、日にちを数えると７日間になりますけれども、「ＰＴＡの協力が得ら

れた場合」と書かれているのですけれども、ここはぜひ教育委員会から、心一つになるように、協力が

得られるように、その辺の働きかけというのをお願いしたいと思うのです。その辺についてと、あと部

活動は実質、日にちで数えると１１日間になりますけれども、これは校庭を使う部活動ということなの

か。部活動にも、校庭を使う部活動があれば、吹奏楽部のような室内でやる部活もあります。これは、

対象は校庭だけの部活なのか、その辺を教えてください。 

○有馬庶務課長  まずＰＴＡの協力でございますが、昨日の夕方になりますけれども、小学校のＰ

ＴＡ連合会の会長と中学校のＰＴＡ連合会の会長には、こういう形でやっていきたいのだという話をし

ましたところ、ぜひそれはお願いしたい、やっていきたいということで、快諾を得ました。今日のこの

報告が終わった後、各ＰＴＡにも連絡し、協力を求めていくというようなことも言っていただきました

し、学校にも、各ＰＴＡに要請をお願いしたいということで、昨日、校長会で伝えているところでござ

います。 

 それから部活動につきましては、基本的には全ての部活動ということで考えております。校庭開放と

いうところでは、小学校のほうはそこだけですけれども、部活動に限っては、吹奏楽、いわゆる室内の

ほうも、密集しないように注意しながらということで、飲食はしないようになど一定の条件をつけて

行っていくという考えでございます。 

○本多委員  わかりました。部活動全てが対象になるというところで、発表になった瞬時の子どもた

ちの、部活動ができると喜ぶ瞬間は、もう想像するだけでも本当に胸が膨らむ思いです。校庭を使う部

活動もあれば、室内での部活動もありますけれども、室内の部活動を始めて、スタートするとき、した

後などに、いろいろな意見が出るかもしれませんけれども、その辺のところはどういうふうに対応する

のか教えてください。 

○有馬庶務課長  部活動をやることについては、感染症のリスクが高まるのではないかというような
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いろいろご意見もあると思います。ですので、基本的には長時間やらない。それから昼を挟んで飲食行

為みたいなことはやらない。対外試合はやらないといった上に、強制参加はさせないというところが、

もう一つポイントになってくるかと思います。これは、家庭の判断で、行かせる、行かせないというこ

とは当然出てくると思いますので、そこまでしっかり配慮していきたいと考えているところでございま

す。 

○本多委員  わかりました。 

 次に聞きたいのが、飲食について、これは時間帯を見ても、校庭を使う時間帯が１２時３０分か

ら１５時３０分ということで３時間ですけれども、当然、飲食は、説明でもありましたように、食はな

しと理解します。時間的にも、お昼御飯を済ませてから１２時半から使うなど、部活などについても飲

食の食はなしということで、それは理解します。そのとおりだと思います。それで、飲み物につきまし

て、何か指導というか、柔軟な工夫というか、その辺があれば教えてください。それと、消毒なのです

けれども、できれば医療機関にあるように、センサー式の消毒液など、これはこういう時代だから、今、

物がなければそれまでなのですが、何かちょっとでも工夫などできないものか教えてください。 

○有馬庶務課長  飲食の飲み物につきましては可としていきたいと思います。この時期ですので、当

然、汗をかいたら水分補給は必要だと思います。当然、途中でも手洗いなどということもありますので、

そこで、うがいや、水を飲んだりというのもあると思いますので、そういったところは可としていきた

いと思います。 

 それから消毒についても、今、消毒液や、場合によってはマスクを着用して子どもたちは遊んでもい

いですよだとか、その辺のところも検討しながら進めていきたいと思っているところでございます。 

○本多委員  ぜひ、できる限りのことをやっていただきたいと思いますが、最後に伺いたいのは、こ

の教育委員会の判断につきましては、我が会派も支持しています。ただ、いろいろ進めると、いろいろ

な意見が出るかと思います。賛否両論というやつが出るかもしれませんけれども、その辺は教育委員会、

ぶれることなく胸を張って進めていただきたいと思います。その意気込みをお聞かせください。 

○有馬庶務課長  児童・生徒も突然の休みになって、日々の生活の仕方に苦慮していると思います。

しっかり子どもたちの生活のリズムをつくってあげること、それから何より健康を守っていくというこ

とも大事だと思っております。そのためには、この事業については、発熱した子どもは参加しないよう

にという保護者の協力も必要だと思っています。そういったところの協力を得ながら、安全にこの事業

を進めていって、卒業式・入学式をしっかり迎え、４月以降につきましては平常な学校生活を送れるよ

うに、何とか頑張っていきたいと思っているところでございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、せお委員。 

○せお委員  私からは、３６１ページ、特別支援教育費、３５３ページ、区教員経費、教職員人材育

成経費、３６７ページ、学校ＩＣＴ活用経費、お時間がありましたら３６９ページ、校庭人工芝生化を、

順不同でお聞きします。 

 まず初めに、今回の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、教育委員会におきましては対応に追われて

いたり、子どもたちのために何がベストなのか、たくさん検討していただいていると思います。感謝い

たします。 

 そこで１点だけ、通常学級や特別支援学級に通っている、例えば自閉傾向の強いお子さんなどは、あ

らかじめ決まったスケジュールでないとパニックになったりすると思いますが、そのようなお子さんへ

の対応はどのようになっておりますでしょうか。 
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○大関教育総合支援センター長  臨時休業期間中も個別の対応は各校でしていただいているところで

ございます。特に特別支援学級などは、自閉的傾向のあるお子さんが多い学級も中にはございますので、

そういったところは、現場の教員が個別に、朝はどうしても、登校してきて、落ち着いた上で、また家

庭での学習のアドバイスをした上で帰っているなどという、特別支援学級の個別の工夫はあると、今も

報告を受けているところでございます。平均して１校当たり１日１０名程度は、個別に子どものほうか

ら相談に来るケースがあると、今、把握しているところでございます。 

○せお委員  安心いたしました。教員の方々も大変かと思いますが、子どもを第一に考えた柔軟な対

応をお願いいたします。 

 次に、区固有教員を含めた教職員の研修の質問になります。先日の一般質問において、私が「教員も

医療的ケアの研修を修了すれば、たん吸引や経管栄養を実施できます。この研修にも積極的に参加する

よう支援していただきたい」と質問したところ、ご答弁が、「教員による医療的行為につきましては、

都は、特別支援学校での実施を前提としており、区立学校で行うことは難しいと考えます」ということ

でした。 

 まず、国は昨年２月に、学校における医療的ケアの実施に関する検討会議の最終まとめを発表し、

『特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について』という通知は廃止して、小・中学校等を

含む全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方や、医療的ケアを実施する際に留意すべき点等に

ついて整理したと書いています。要は、以前は、ご答弁のように、教員は特別支援学校では実施してね、

ということでしたが、今後は全ての学校です、ということです。そして、東京都の文教委員会において

も、平成２９年度から、第３号研修、こちらが私が言っていた研修なのですが、この受講の枠を、都立

学校の教職員から区市町村立学校教員にも拡大していると答弁がありました。都では、教員による第３

号研修の受講の支援をしているということですので、積極的に受講してくださいということだと私は

思っています。 

 一般質問の繰り返しになりますが、品川区はこの研修の受講を積極的に支援していただきたいと思い

ますが、見解をもう一度お聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  ご質問いただきました、教員による医療的ケアへの従事という部分

でございますが、実際に４０人の児童・生徒等を担任している教員が、例えば経管栄養を、給食指導を

しながら、４０人分の連絡帳を書きながら、子どもの安全を図るという部分は、非常にハードルが高い

のが今の現実だと品川区では考えております。 

 なお、東京都教育委員会から、区立学校の教員が行うことは想定していないという報告しかまだ受け

ておりませんので、今後、受けられるような条件が整ったのでやってほしいという状況が東京都から来

ました場合には、また区としても考えていきたいと考えておりますが、現状においては、私も特別支援

学校で中学３年の担任をしていた際には、５名の生徒に対して教員が複数いる中で、看護師もいる中で

対応していたような実情がありますので、一歩一歩、状況を見ながら検討してまいりたいと思います。 

○せお委員  ご家族の安心にもつながりますので、ぜひとも積極的に受講していただく方向でよろし

くお願いいたします。 

 次に、特別支援教育費のほうですが、特別支援学級新設とあります。来年度、２学級新設することで、

義務教育学校においては全て特別支援学級が設置されると聞いております。そこで、品川区においては

今後、そのほかの特別支援学級がない小・中学校にも特別支援学級を新設して、全ての学校に配置する

予定なのでしょうか。今後の方針をお聞かせください。 
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○大関教育総合支援センター長  特別支援学級について、次年度は、令和３年度からの開設に向けた

工事の部分を、今回、２校分、計上させていただいておりますので、さらに増えていく、充実を目指し

ているところでございます。これは、児童・生徒の増加の傾向に伴って増設してきておりますが、東京

都全体としては、拠点校方式として、おおむね１５分程度の徒歩の範囲内で歩けるところに、まずは設

置することによって、各校にそれをばらしてしまうと、今度、逆に集団が小集団になり過ぎてしまって、

ダイナミックな教育活動ができないのではないかという部分から、拠点校方式を東京都ではとってきて

いるという流れでございます。また今後は児童・生徒の経緯を見ながら柔軟に対応できるよう、そこは

考えてまいりたいと思いますが、現時点においては、全校という状況は、まずは特別支援教室を全校に

配置したというところの成果を見守っている段階でございます。 

○せお委員  東京都がインクルーシブ教育にかじを切ると言っていますので、品川区もかじを切るな

らば、通常学級以外に籍を置く場所である特別支援学校も特別支援学級も、本来であれば矛盾するわけ

ですが、少しでもインクルーシブ教育に近づけるには、現状を考えて、特別支援学校や特別支援学級の

子どもたちも含めてみんなで、特別支援学級のお友達は、できれば１日１回は交流する取り組みを積極

的に行っていただきたいと思います。一般質問のご答弁で、「交流機会等を充実してまいります」とあ

りましたが、具体的にはどのように交流を充実していくのか、お聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  これまでも、今ご案内いただいたように、特別支援学校を含めた交

流も、学校間交流という形で、一緒に芋掘りをやったり、あるいは作品展示を浅間台小学校と品川特別

支援学校がやったり、そんなケースもあるほか、まず校内においては、特別支援学級のお子さんは、一

人ひとりの実態に応じて交流および共同学習を積極的に進めようということで働きかけております。こ

れは、本人が無理のない範囲で、楽しく学べる教科が何であるかという状況にも左右されるかと思いま

すが、例えば音楽の授業は一緒に出るとか、あるいは、とても算数に興味が強くて、「算数の時間は２

年生の教室で一緒に受けます」などという子もこれまでいました。個別の対応はどんどん進めていきた

いと考えております。 

○せお委員  学校によって差が出たりするというお話もありますので、差が出ないように、各校長や

教員に周知もしつつ、積極的にお願いいたします。 

 さらに、特別支援学級には、さいかち学級という、昭和大学病院に入院している児童へさまざまな学

習を行っている学級が、昭和大学病院内にあります。こちらの学級はとてもよい取り組みだと思うので、

ぜひ続けていただきたいのですが、質問したいのが、現在、さいかち学級の児童は、通常学級に籍を置

いていて、院内でも徒歩で教室に移動できるようなお子さんがメインだと捉えていますが、その認識で

よろしいのかということと、あと、例えば特別支援学校に籍がある重症心身障害児は、さいかち学級に

通う制度はないのでしょうかということと、２点お聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  さいかち学級は、清水台小学校の特別支援学級の一つとして、教室

が昭和大学病院の１６階にあるという位置づけでございます。したがいまして、正式な学籍としては、

清水台小学校の小学生となります。ただし、これは、そこまでの期間、長期の入院が予想されること、

それから本人・保護者の学校を移るという部分の同意があって初めて成立するものでございます。ただ

し、それ以外に、短期入院のお子さんに関しましては、教育相談という形で、実は品川区内だけでなく、

昭和大学病院入院中のお子さんについては、１日大体６名、７名程度の教育相談には対応しているとこ

ろでございます。 

○せお委員  重症心身障害児のお子さんですが、訪問教育を中心に行っていただいているとは思いま
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す。それも必要なのですが、ベッド上だけではなく移動したり、環境を変えてお友達がいる場所に行っ

たりと、生活のめり張りというのは重要だと思います。それから、法律だったり制度だったり、あとは

昭和大学病院の状況などもありますが、そこは何とか方法を考えていただき、さいかち学級というとて

もよい取り組みがあるので、上手に活用していただいて、子どもたちとご家族に最善を尽くしていただ

きたいと思っています。 

 さらに、ＩＣＴの活用に関しても、さいかち学級の児童は、入院していないときは通常学級に所属し

ているお子さんですので、通常学級にお友達がたくさんいます。さいかち学級にもタブレットがありま

すので、通常学級とつないで現況報告したりすれば、さいかち学級にいるお子さんはお友達の顔が見ら

れてうれしいですし、通常学級にいるお子さんは、病院でも頑張っているという状況のお友達がいると

いうことを知れて勉強になったりして、双方に利点があると思います。このような活用方法も大切かと

思いますが、特別支援学級でのＩＣＴ活用について見解をお聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  これまでも、さいかち学級だけでなく、国立がん研究センターに入

院のお子さんが、ＯｒｉＨｉｍｅというロボットを使って小学校の教室の理科の時間に一緒に参加した

ケースなどもございますので、在籍校側との連携が可能な内容については柔軟に対応できるよう、今後

とも情報を集めてまいりたいと思います。 

○せお委員  現在は学習方法も多様化してきているので、そのお子さんに合った学習方法など、教師

全員が意見を出し合ったりして考えていってほしいと思っています。 

 人工芝生化に移ります。先日も衛生費でも質問いたしましたプラスチックごみに関連して、人工芝も、

忘れがちなのですが、プラスチックです。校庭やグラウンドにおいては、確かに人工芝のほうが子ども

たちがけがをしにくかったり、土ぼこりも舞わないので利用しやすいのですが、人工芝が排水口から海

に流れてしまうことを考えたら、何か対策をとらなければなりません。１つは、すり切れづらくなるよ

う、人工芝自体に強度があるものを選んでもらう。２つ目は、グラウンドや排水口の清掃を小まめにし

てもらう。現時点で２点、考えられるかとは思うのですが、現在、庶務課で何か考えている、そして現

在行っている対策などがありましたらお聞かせください。 

○有馬庶務課長  人工芝の破片が、要するに、ごみとなっているということは認識しているところで

ございます。私ども、若干の調査をかけて状況を見ますと、まず８年ぐらい経過したものというのは、

多少、劣化で剥がれやすいという部分が見られるということと、当初施工したときにも、施工の残りと

いうのが少し出てくるだろうということで、グラウンドの周囲の段差のところに多少出ているというこ

とがありまして、これについては今、清掃の委託事業者などが、ある程度の頻度で清掃しているという

ようなところは確認してございますので、特に海洋汚染につながっているということもあるということ

を認識して、また一層、清掃にも努めてくださいということは、取り組みとして入れていきたいと思っ

ています。あわせてメーカーにも、できるだけ抜けないような品質改良ということは求めていきたいと

は考えております。 

○鈴木（真）委員長  次に、つる委員。 

○つる委員  私からは、３４９ページ、校庭開放、３６３ページ、図書館運営費、３６７ページ、学

校図書館経費、それから３６５ページ、教材教具費、３７３ページ、行事式日用経費、校具費、それか

ら３７１ページ、登下校区域防犯カメラ維持管理費、通学安全確認業務等委託などについて伺っていき

たいと思います。 

 まず、臨時休業中の対応については、先ほど本多委員からも確認がございまして、大枠は理解したと
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ころでございます。３月３日の補正予算の審査ときにも対策を求めておりましたけれども、そうしたこ

ともほぼ、国の指導も受けて対応いただいているということで、万全の体制で、あくまでも大前提は感

染させないという中で、子どもたちの健全な教育環境を守っていくというところだと思いますので、お

願いしたいと思います。 

 私も、いろんな地域の保護者の方ですとか、また認定ＮＰＯ法人フローレンスが全国的なアンケート

をとられて、フローレンスからもアンケートをお預かりして確認する中では、やはり子どもが運動不足

になることが、７割を占める保護者の不安というところである中で、今回のこうした対応というのが非

常に喜ばれております。この休みの期間で保護者の中でもいろいろ工夫をして、民間の教材など無料開

放が、今いろいろ進めていただいているわけでありますけれども、民間学童保育など、さまざま、当然、

各世帯の所得に応じて活用できる・できないという差がある中で、やはりこうした公の場所での、子ど

もをしっかりと見守れる場所、そして勉強にもしっかりと対応できるような対応が望まれている中で、

今回の対応というのは非常に保護者の方からは喜びの声が上がるものかと理解しております。先ほど申

し上げましたが、あくまでも万全の対策の上で、さまざま対応いただきたいと思っております。 

 今回、その対応の中で、学校図書館の開放も示されたところでありますけれども、ＩＣＴ活用推進校

では、既に児童・生徒一人ひとりにタブレットが配付されて、自宅学習もやっているかと思います。ま

た、それ以外のところというのは、パソコン教室等で端末に触れる機会というのがあるかと思います。

学校図書館の開放に際して、今、いろんな出版社が、例えば、私も小さいときに全巻買ってもらって勉

強したことによって社会が大好きになったという、小学館の『日本の歴史』が、今回、無料開放になっ

ていますし、また『週刊少年ジャンプ』が無料で見られるようになったり、さまざまな形で、いろんな

社会資本が、子どもたちのためにということで無料提供が始まっております。こうしたものが、学校の

そうした対応の中でも見られるようにしていくのかどうか、それを確認させてください。 

○大関教育総合支援センター長  学校に配備されている、４０台あるタブレットＰＣの活用でござい

ますが、これはもう既に個別相談で、例えば子どもたちが学校に来たときに、対応した教員の判断で、

どうしても学習のためにここを調べたりという部分は対応が十分可能です。ただし、台数に制限があり

ます。登校日を設定しての学習とは違いますので、その辺は、学校は柔軟に対応しているような状況で

ございます。なお、学校図書館につきましても、今、開設している中で可能な範囲で、対応は工夫でき

るものかと考えております。 

○つる委員  ぜひお願いしたいと思います。一番いいのは、私個人的には、本当にこういう機会だか

らこそ、なかなか取っつきにくい長い名作や古典などに子どもたちが触れて、やはりそうした過去の物

語というのは、その時代に帰れるのだとか、いろいろなことを、委員会の場でも事例を紹介したりして

いますけれども、やはり今、これだけの世界的な規模の危機に直面する中で、そうした本、書籍から、

何かの新しいクリエイティブな知恵をつくっていく、見つけていくという作業も、こうした読書からは

できるのではないかと思っております。小学生の読書量が３０年前に比べて３分の１に減っているとい

うことは、社会のいろいろな構造の変化の中でいたし方ない部分で、受け入れながら、そこからどうし

ていくのかという課題もあるかと思うのですけれど、だから紙媒体で読書を学んでいく子どもたちのほ

うが、主体的行動力や思考力、これからの時代に求められる能力をつけていく上でも、非常に差がある

ということもあるので、先ほど今、私は、無料開放されている、データで見られる媒体などの話もしま

したけれども、バランスかとは私は思いますけれども、いずれにしても、活字に触れる機会というのは

非常に大事かと思っておりますので、ぜひ、こういう機会だからこそ、なかなかうまく授業という形式
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がとれないときだからこそ、読書の活用を推進いただきたいと思います。 

 そういう中で、衛生費の冒頭で、江戸時代の妖怪のアマビエのことを引用しましたけれど、妖怪を引

用して、今から３１年前の書籍のキャッチコピーなのですけど、「人間もね、３００年ぐらい生きない

と、妖怪の正体なんてわかりませんよ。だから本を読む」。水木しげるさんの言葉だそうです。非常に

深いと思ったのです。だから、やはり、ある１つの物事に対して理解するには、それだけ時間がかかる。

だから本を読むのだと。非常に深いキャッチコピーだと思いました。そういう中で、やはり書籍に触れ

る機会をつくっていくということは大事でありますけれども、その中で今回、新学習指導要領がまさ

に２０２０年度から小学校についてはスタートする中で、ＳＤＧｓについても盛り込まれているわけで

ございます。既に品川図書館においては、ＳＤＧｓコーナーを、いろいろ工夫して設置していただいて

おりますけれども、一般質問でも確認させていただきましたが、そこの充実、それから地区図書館、そ

れから学校図書館への展開等について、ご見解をお知らせください。 

○横山品川図書館長  委員からご紹介がありましたＳＤＧｓコーナーですが、今、品川図書館にだけ

専用のコーナーを設置しております。タイトル数はまだ１９と少ないのですが、これから、ティーンズ

世代への活用を含め、拡充していく予定でございます。品川図書館、区立図書館全体では２１タイトル、

また児童だけでなく一般書籍も含めると１５０タイトルほど備えてございます。また、各学校図書館に

ついても幾つかの書籍は備えているという状況でございまして、これから拡充していくようになってご

ざいます。 

○つる委員  ぜひ、今後しっかりと充実していただいて、閲覧の機会、また触れる機会というのを

しっかりとつくっていただきたいと思います。 

 すみません。前後してしまって恐縮なのですが、先ほど、学校の臨時対応のところを１点だけ確認し

忘れてしまったのですが、文部科学省からＱ＆Ａが出ているかと思うのです。今回、いろいろ質問の中

で、今回対応いただいたうちの一つにもなると思うのですが、「臨時休業期間中に、学校の校庭や体育

館を開放して、児童・生徒が運動する機会を提供してもよいのか」という問いに対して、大人数が集

まって人が密集する運動などは配慮することが必要だとあるわけでありますけれども、場の開放をした

ときに、既に質疑の中で幾つか、教員の対応というところが出ていると思うのですけれども、これの遊

び方や活用の仕方については、どのような指導になっているのか教えてください。 

○有馬庶務課長  昨日、校長会にこの旨は伝えました。それで、これはあくまでも学校の活動の中で

やりますということで、感染のリスクというのは言われているとおりですので、子どもたちの状況を見

て、密集していることが長時間にならないように必ず指導体制をとってくださいというようなことをお

願いしてあります。あとは、実際に子どもたちがどれくらい集まるか。それは、様子を見ながら、その

ときそのときに判断していくということが、実際の対応になってくると考えております。 

○つる委員  非常に現場では、難しい、いろいろな大きい方針などある中で、子どもたちの欲求にど

う応えていくかという、これもアクティブラーニングそのものだと思っているので、そういう部分では、

いろいろな技術革新やＡＩなど進んできていると思うのですけれども、本当に現場の先生の知恵という

のが、こういう緊急事態のときこそ、まさに発揮される。品川教育の真骨頂というものを見せるときな

のかとも理解しているところでありますので、とにかく子どもたちの健康、また健全な育成のために、

全力を尽くしていただきたいと思います。 

 そういう中で、今年というのが、ロボットという名前が言われて１００年が経つらしい。１００年前

に、ロボットという名前が出てきた。それで、そのロボットであるドラえもんが誕生して、今年で５０
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年ということだそうです。ただ、実際は、ドラえもんの誕生日というのが２１１２年９月３日で、今か

ら９２年後なので、まだ生まれていないのです。ただ、ドラえもんが創刊されたのが１９６９

年。１９７０年の１月号ということだそうなのですけれど、ドラえもんにはいろいろな道具があって、

その道具の中に、どんな病気にもきく薬という道具をポケットから出すのです。しずかちゃんのワン

ちゃんを助けたいという思いで、タイムマシンで行って、一生懸命頑張るといった回になるのですけれ

ど、非常におもしろいと思う中で、ただ、ＡＩという、ロボットや技術を活用していくということが今

までさんざん言われていて、リテラシーだ、何だとある中で、今もタブレットを活用してとか、無料開

放の活用をしてという話をしましたけれども、そのロボットに人間が使われていってしまったら意味が

ないといったところがあるわけであります。今回、『モーニング』という雑誌で、手塚治虫の描いた漫

画を、ＡＩの技術を活用してつくっていくというのがスタートしたのですけれど、ただ、手塚治虫が、

天馬博士の言葉の中で、ロボットというのは人間を超えることはできないのだと。その矛盾というか、

そういったことも、ドラマの中では言っているわけであります。 

 何が言いたいかというと、こういうときだから、ＡＩや端末などいろんな技術を一生懸命使って、子

どもたちを応援していこうという動きがあるわけですけれど、今日は教育費。やはり、どこまでいって

も、教師というのは子どもにとっての最大の教育環境なのです。では、国から指導があって、学校の先

生は、年度末というのはものすごく大変な時期だと聞いていて、ただ授業がなくなった。ただ、品川区

の場合、学校の同じ施設内にある、すまいるスクールに、子どもたちは一定数、３割・３割・３割でい

らっしゃっている。そういったときに、うちにもかかってきましたけれども、学校の先生が保護者に対

して、お子さんの様子はどうですかという電話がかかってきた。だけれども、やっぱりこういう危機の

ときこそ、先ほどのアクティブラーニングではないですが、品川区でよく言う、生き抜く力をつけてい

くのだと。それをまさに教える機会が、こういうときなのではないかと思うのに、今、学校の先生たち

が、子どもたちにどういう触れ合い、どういう努力をしよう。ただ、いろいろな制限があるからできな

いということはあると思うのだけれども、学校の先生たちはどういうご努力をしていただいているのか

というのが、ちょっと気になったので、そういう、今の子どもたちとの触れ合いという観点での先生の

動きというのを、わかる範囲で教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  各校、児童・生徒の実態に応じて差はございますが、例えば直近で、

ある義務教育学校に様子を確認しましたところ、１０時と午後２時半の２回、複数で、駅前が近い学校

ですのでファーストフード店も含めて、教員が巡回をしながら子どもたちに、「どう？困っていること

はない？大丈夫？」と、一声かけている。そうすると、「明日相談に行きたいから、行くね」などとい

う子がいて、個別対応をしているという報告を受けている学校もあります。あるいは電話をかけて、い

ろいろ相談をする中で、「じゃあ、あなたは明日、何時でもいいからおいで」などという対応をしてい

たり、あるいは、登校渋りのあったお子さんのところには家庭訪問をしたりという報告も聞いておりま

す。個々の実態に応じて、できる工夫は、やはり子ども相手に夢を語るのが教員だと思いますので、こ

の休み期間中も各校、努力しているところでございます。 

○つる委員  先ほど、ドラえもんの話をしましたけれども、ドラえもんというのは、よく読んでいく

と、のび太君が学校でいじめに遭った、何だかんだということで、一生懸命、道具を使って応援してく

れるのだけど、唯一行かないところがあるというのです。それが学校現場だというのです。これだけす

ごい技術を持っていても、ドラえもんは学校には行かないという。やっぱりそこは、生身の人間の教師

がしっかりと子どもたちの育成に尽力していくということではないのかということで、今ご答弁いただ
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いたように、やはりこういうときだからこそ、まさに教育のチャンスだと捉えて、当然、感染拡大を防

止しながら、子どもたちの健全な成長のために、これからも一生懸命頑張っていただきたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、おくの委員。 

○おくの委員  私からは、３５３ページ、教員給与費にかかわって、変形労働時間制について質問い

たします。 

 教員に１年単位の変形労働時間制を導入する問題は、一般質問でも取り上げました。しかし、子ども

たちによりよい教育を保障するには、教員の異常な長時間労働を是正していくという課題は避けて通れ

ず、そのためにはこの変形労働時間制は導入すべきではないと私は考えるので、その立場から再び質問

いたします。 

 労働時間は賃金と並んで最も重要な労働条件であることは言うまでもありません。そのために、労働

基準法は第３２条で、１週４０時間、１日８時間原則を定めております。これが守られなければ、働く

方の健康が侵され、究極的には過労死に至るからです。変形労働時間制とは、この労働時間規制を、や

むを得ない場合に例外的に変形させることを認めるもので、厳しい条件のもとにのみ認められるもので

す。変形労働時間制には幾つかの種類がありますが、地方公務員である公立学校教員に今回適用が認め

られるようになったのは、このうちの１年単位の変形労働時間制です。１年単位の変形労働時間制と

は、１年以内の一定期間に繁忙期と閑散期を設定し、繁忙期に１日１０時間労働まで可能とし、閑散期

と合わせた一定期間の平均で、１日当たり８時間におさめる制度です。すなわち、具体的には、繁忙期

とされる学期中の平日の教員の所定労働時間が１０時間まで引き延ばされることになります。それで、

一般質問においては、この変形労働時間制によって教員の健康を図り、よりよい教育成果を維持してい

くのだといった趣旨のご答弁をされました。それで、変形労働時間制の活用によると、例えば１時間単

位で勤務時間を積み上げて、休日のまとめ取りを行い得る選択肢が増えてくる。あるいは、９時

間、１０時間と残って仕事をしなければならないケースも多々あると思います。そういうときに、従来

までですと、それを勤務時間としてカウントすることができなかった。今回は、そういうところをカウ

ントして、１時間１時間を今度は休日として積み上げることができる形になるとご答弁されております。 

 しかし、私が今回の質問でも、また一般質問でも、よりよい教育のために解決されるべき問題として

挙げたのは、平日における教員の異常な長時間労働を解決したい、この点をどうするかということです。

それで一般質問では、品川区の教員の方が朝５時半に学校に着いて、帰りは６時過ぎごろになってしま

うと。授業の後は仕事にならないので朝早くに仕事をしている。仕事としては、校務分掌や授業準備、

会議、研修、保護者対応などで、切りがないと。余裕がなくて、先生たちは皆、疲れ切っているのだと。

「仕事が減らない限り、早く退勤できません」などと語ってくださったことを紹介いたしました。 

 こういうことで、私としては、ご答弁に対して３つほど、お伺いしたいことがあります。そのうちの

二つは、平日の長時間労働に関することです。まず、変形労働時間制によって、平日の長時間労働とい

うのは何も解決されていないのではないかと。むしろ、これまでは少なくとも統計上は所定労働時間で

はなくて残業時間であったものが、所定労働時間とされることになって、長時間労働だったという実態

を結局は隠すことになってしまう。少なくとも見えにくくしてしまうことになるだけのことではないか

ということです。それが第一にお伺いしたいことです。 

 それからもう一つ、平日の所定労働時間が、結果として長くなってしまう。８時間程度であったもの

が、９時間、１０時間となってしまう。そのことによって、結局、７時間４５分あるいは８時間の段階

で会議などを入れていたものが、例えば１０時間まで会議をやろうというようなことができるようにな
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るわけです。そうすると、例えば５時まで会議を入れていたのが、５時までの会議が終わったら授業準

備ができていたものが、６時ないし７時まで会議が入るようになって、事実上、６時ないし７時までの

会議が終わってからでないと授業準備ができなくなってしまうということになって、結局は、長時間労

働が固定化したり、助長するものになってしまうのではないか。そういうことをお伺いしたい。結局は、

長時間労働の助長・固定化につながるのではないかというのが第二にお伺いしたいことです。いかがで

しょうか。 

○工藤指導課長  今、２ついただきました点についてお答えさせていただきます。 

 まず１点目、平日の長時間勤務のところが、結果として長くなるのではないかということでございま

すが、今回、変形労働時間制、いわゆる改正教職員給与特別措置法の施行等に伴いまして、これまでも

勤務時間外で教員が自主的・自発的に行っていた教材研究等も、校務として認めると。その上で、超勤

であれば、その上限の時間を定めるというところが法的根拠を持ったというところでございます。これ

までも、長時間勤務というのは、やはり課題であって、我々教育委員会、また、学校で言えば校長に課

せられているのは、業務量を適正に管理した上で、その配分も含めて、きちんと行うということでござ

います。ですから、一定程度、ある特定の教員に負担がかかるということがないように、業務量を適正

に管理して、その配分も行うといったことが趣旨とされております。もちろん、改正につきましては、

教員の健康の保持が最大の目的でございます。ですから、今回のところにおきましては、これまで認め

られていなかった部分を校務として認めた上で、さらにそれを配分するというもの、いわゆる勤務時間

を長くするものではないと認識してございます。 

 ２点目でございますが、結果、勤務時間が長くなるというご指摘でございますけれども、例えば会議

につきまして、いわゆる教員の超勤４項目の中には当然これまでもあったところですが、これは、会議

をいわゆる勤務時間内に行う、延ばして行うという趣旨ではございませんで、実際には、例えば学校会

議で言えば、今、職員連絡会等の会議時間というのは勤務時間内で終わるように、事前に資料配付する

などの工夫をして、学校も行っているところでございます。また、今回の部分でいきますと、やはり勤

務時間外で行っている自主的・自発的な校務につきましても、その部分を校務として認めた上で、長期

休業などの期間に、それをまとめ取りして休日にすることができる。それによって、教員はリフレッ

シュする時間が持てる。ですから、これまでは結果として自主的に残っていた時間というのは長時間勤

務の部分になっていたところを、休日にとれるというところで、やはり教員の健康の保持をするという

目的で改正されているという認識でございますので、今後も教育委員会といたしましては、教員の学校

における働き方改革の中では、それを進めていきたいと考えておるところでございます。 

○おくの委員  時間がないので、第三の質問に移ります。 

 第三の疑問は、変形労働時間制をとらなくても、休日のまとめ取りが可能ではないかということです。

夏休み、養成研修、部活動の各種大会などの夏の業務を大幅に削減したり、学校閉庁日等の休暇を取得

しやすい期間を設けるなどによって、休日のまとめ取りができるのではないかと言うことができると思

います。 

○鈴木（真）委員長  次に、筒井委員。 

○筒井委員  私からは、３４８ページ、教育費全般、コミュニティ・スクールについてお伺いいたし

ます。また時間があれば、３６２ページ、図書館費についてお伺いいたします。 

 まずコミュニティ・スクールについてなのですけれども、コミュニティ・スクールの導入は、まだ全

国の学校でも２割程度ということです。そうした状況の中、私の所属する都民ファーストの会で、基礎
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自治体の議員団で、コミュニティ・スクールの調査研究のために、三鷹市の教育委員会まで視察に伺い

ました。そこで、コミュニティ・スクールの第一人者、トップランナーである貝ノ瀬教育長のお話を伺

いました。私が「品川区議会議員です」と言いましたら、貝ノ瀬教育長は、品川区の若月前教育長と親

しい間柄だったらしくて、貝ノ瀬教育長いわく、若月前教育長は、小中一貫教育は結構、導入に熱心

だったけれど、コミュニティ・スクールのほうはあまり乗り気ではなかったのかみたいなことで、それ

で今の教育長で変わったのかなどといったお話でも盛り上がりました。 

 いずれにせよ、改めてしっかりと貝ノ瀬教育長からご説明を受けて、コミュニティ・スクールのシス

テムは非常にすばらしいものだということは実感いたしました。品川区のコミュニティ・スクール

は、２０１８年に全校指定完了ということで、２３区の中でも、まだコミュニティ・スクールを導入し

ていないところがありまして、そうしたほかの区の議員からもうらやましがられる状態だったのですけ

れども、まさに教育がまちづくりに結びつく。地域に開かれた学校にしていくことによって、よい学校

づくりはよい地域づくりだと。すぐれた相互協働関係で、非常にいいものだと考えております。 

 思えば文教委員会で視察した、公教育で学力が高い大仙市も、やはり地域が学校を育てる、地域とと

もにあるという感じが非常にしていまして、そういった意味でもコミュニティ・スクールは、システム

がうまく機能すれば非常に効果があるものかと存じます。改めて、中島教育長の代でコミュニティ・ス

クールを導入した理由と、品川区の特色は何でしょうか。 

○工藤指導課長  コミュニティ・スクールについてのお尋ねでございます。 

 まずもって、品川コミュニティ・スクールというのは、地域とともにある学校づくりということで、

学校・家庭・地域、総がかりで子どもを育てていこうという趣旨で全体組織をつくっているものでござ

います。 

 また、その中でも、例えば学校というものは、いわゆる管理職、特に校長がかわって学校が変わると

いうのは、よく言われることでございますが、やはり校長がかわったとしても、その地域にある学校、

そこで行っている教育活動を含め、そういったものが持続可能になるシステムであると認識してござい

ます。ですので、その学校をつくるのは、今、校区教育協働委員会の中でも、やはりこれまで学校運営

というのは学校教職員のみで行ってきたところに、保護者や、また保護者以外の卒業生も入る。あるい

は、お子様が卒業した後、ＰＴＡ活動とかかわりがなくなるという課題もありましたので、そういった

方たちも含め、また地域の方々も入って、学校運営を行っているところでございます。また、あわせて

品川コミュニティ・スクールでは、学校の課題が見えてきた場合には、学校支援地域本部が、必要な支

援を行っていく。それは、体制をとる上でも、間に入ってつなぐ役割で、学校地域コーディネーターを

全校に配置しているというところでございます。やはり地域総がかりで、その地域にある学校の子ども

たちを成長させていく、育てていこうという仕組みであると認識してございます。 

○筒井委員  私が聞きたかったのは、導入した理由は何でしょうかということだったのですけれども、

その理由を簡単に。 

○工藤指導課長  学校だけで学校を運営するのではなく、持続可能にするという点でございます。 

○筒井委員  やはり、持続可能性がとれるということで導入されたということだと思うのですけれど

も。 

 それで、貝ノ瀬教育長のお話と、私が質問する中で、そこで課題は何ですかという話になりまして、

課題が２つ挙げられました。まさに持続可能性のお話ともかかわるのですけれども、いわゆる、なん

ちゃってコミュニティ・スクールというのは防がなくてはいけないと。形骸化するおそれがあるので、
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そこは注意しなくてはいけないということをおっしゃっていました。ですから、いろいろな、協力され

ている方の世代交代のときが怖い。それこそ人がかわるときが怖いということ。だから、最初の原点を

忘れないようにする、温度を下げないようにするのが大切ではないかと。また、持続可能にするために、

人材育成や人材発掘が必要だということもおっしゃっていました。 

 また、地域住民への浸透の仕方です。やはり、地域総がかりということで、保護者の方はやはりよく

かかわっているから、そうした仕組みは理解されていると思うのですけれども、やはり地域ぐるみとい

うことで、保護者以外の方の住民の巻き込みが大切ではないかということで、それにはやはり広報活動

とか、発信を積極的にしていくということで、また校長先生の意識づけというのが大事だと。そうした

ことをおっしゃっていました。そういったことで、今、品川区でこうした課題について、今後どう対処

されていくのかということをお聞きしたいと思います。すなわち、なっちゃってコミュニティ・スクー

ル、形骸化の防ぎ方と、保護者以外の地域住民への浸透の仕方について、どのように品川区はお考えな

のでしょうか。 

○工藤指導課長  では、まず形骸化のところでございますが、例えば私どもの仕組みの中では、校区

教育協働委員会であれば、委員の任期は２年と定めてございます。また、その更新につきましてはさら

に２年ということで、最大４年としてございます。ですので、委員が、校区教育協働委員会にかかわる

方がかわるというところでは、一定程度の中では、形骸化を防ぐという点で効果があると考えてござい

ます。 

 また、周知につきましては、全校がコミュニティ・スクールになったということで、平成３１年１月

には、しながわ！コミュニティ・スクール フェスタというのを開催し、そこでそれぞれのコミュニ

ティ・スクールの取り組みを、一堂に会する中で、特にこれは区民向けも含めまして、周知を図ったと

ころでございます。ですので、周知を図りながらという点でいきますと、そういった機会を捉えて、地

域の方に知ってもらうということも必要であると思いますし、また、コミュニティ・スクールの取り組

みを、通信を発行するなどもしてございますけれども、さまざまなところで周知を図っていきたいと考

えておるところでございます。ですので、先ほど校長の意識とありましたけれども、それを受けまして、

本年度、コミュニティ・スクール単位でミニフェスタというのを用いて、地域の方に呼びかけるなどの

自主的な取り組みもそれぞれで始まっておりますので、そういったところも支援ながら進めていきたい

と考えてございます。 

○筒井委員  やはり、特に周知というのが大事だと思っていますので、もちろん広報しながわなどで

も周知していただきたいですし、今お話に挙げられたミニフェスタは、学校単位での周知というのは、

やはり地域ごとに学校はたくさんありますので、ぜひそうした学校単位でミニフェスタなどやっていた

だいて、コミュニティ・スクールの意義というのをどんどん広めていっていただきたいと考えておりま

す。 

 時間があまりないのですけれど、同じく武蔵野市の武蔵野プレイスというところに視察に行きました。

そこは、図書館機能以外にも、複合機能で、カフェもありまして、２０１６年に日本建築学会賞も取ら

れたほどのすばらしい場所でしたけれども、今、サードプレイスということも出ております。品川区の

図書館でも、武蔵野プレイスのような取り組みを参考に、さらによいものにしていっていただきたいと

思っていますけれども、意気込み、そのあたりのお考えはいかがでしょうか。 

○横山品川図書館長  ご指摘いただきましたように、誰にでも開かれた身近な居場所としての図書館

づくりということを、今回の長期基本計画でも図書館の方針として挙げさせていただいております。武
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蔵野プレイスが試みていることも参考に、これから品川図書館でも、品川区のほかの文化センターや児

童センター等と協力して、複合的にサービスを提供できるように努めてまいりたいと思っております。 

○鈴木（真）委員長  次に、田中委員。 

○田中委員  ３６１ページ、１項教育総務費、特別支援教育費、３６７ページ、２項学校教育費、学

校図書館経費、そして新型コロナウイルス感染症による休校についてと、予算説明資料から牛乳の紙

パック回収経費と、時間があればＰＣＢ廃棄物調査経費を伺います。 

 まず、特別支援教育費を伺います。発達障害児のための特別支援教室に通う児童がいる家庭と、新た

に申し込んだ家庭に、特別支援教室に関する確認書が届きました。東京都教育委員会が区市町村へ通知

し、来年度から特別支援教室の利用に確認書が必要ということです。説明もなく突然、当該児童を通し

て確認書だけを手渡した学校と、東京都教育委員会からの、規定により確認書が必要になったという説

明文とともに、確認書を、同じく説明もなく児童経由で手渡した学校があり、受け取った保護者から困

惑した声が品川・生活者ネットワークに届きました。東京都教育委員会に問い合わせたところ、東京都

教育委員会は、確認書の趣旨からしても、学校が子どもや保護者に、まさか説明をせずに手渡すという

ことは想定していなかったと言いました。なぜ、このようなことが起きてしまったのか。そして、区教

育委員会として各学校へどのように説明を行ったのか、伺います。また、東京都教育委員会は、確認書

については、通知として送ったと言います。それが、都の規定となって保護者の手に渡ったことについ

てもあわせてご説明ください。 

○大関教育総合支援センター長  ご指摘いただきました特別支援教室に関しましては、東京都より、

これはもう全区市町村を含めまして、夏に指導が入りまして、今後、新規に申し込まれる方、あるいは

継続で利用される方も含めまして、確認書をとるようにという指導を受けてございます。そのときに、

東京都教育委員会より、ひな形といいますか、見本のような形で確認書を頂戴したものを、本区はその

まま活用しているところでございますが、令和２年度より特別支援教室を継続利用する方も含めまして、

今後、申請書類の一つとして、教育課程届相談会の際に、各校の副校長、それから教務主任、そして特

別支援教育担当の教員に対しまして、その趣旨も説明して、きちんと理解を求めて、保護者の同意のサ

インをいただくようにと指導してきたところでございますが、導入当初でございましたので、中には、

なかなか日程がとれずに、説明が行き届かなかった部分があったという部分を、今回ご指摘いただいて

おりますので、対象校には、適切な対応をするように伝えたところでございます。今後とも、校長連絡

会あるいは特別支援教育コーディネーター連絡会を通じまして、各校に周知・徹底してまいりたいと

思っております。 

○田中委員  東京都教育委員会が送った確認書が、通知として送られたものが、都の規定となって保

護者の手に渡ったことについて、今ご説明がなかったので、お願いします。 

○大関教育総合支援センター長  特別支援教室に関する確認書冒頭の１行目に、特別支援教室は学校

教育法施行規則第１４０条に規定されている云々という文章になっております。これは都が作成したも

のでございますが、学校教育法施行規則第１４０条に基づくものとして、通級指導学級というものが国

で定められてございます。その国の制度のうち、情緒障害等の、従来言われておりました知的なおくれ

のないお子さんの通級指導学級につきましては、特別支援教室というふうに、東京都の独自の呼び方に

なっているものが、この特別支援教室になっております。本区は他区に先駆けて全校展開をしてきたと

ころでございますので、今回のような多少の行き違いがあった部分は、またそういうことのないように

留意してまいりたいと考えております。 
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○田中委員  まず、きちんと保護者・子どもに向けて説明が行われなかったということが大問題だと

思います。そこについてもう一度伺いたいと思います。また、東京都は、確認書はあくまで案であり、

子どもと保護者が十分に理解・納得する話し合いの場を設けるための１つの道具として通知したとして

います。区教育委員会が、確認書を必要だと考えて、通知から規定へ強めたのかというのを思ったので

す。もしそうだとしたら、そのような区としての説明も必要だったと思いますが、区の見解を伺います。 

○大関教育総合支援センター長  特別支援教室の利用は、学校が勝手に決めるということはございま

せんので、十分にお子さんの実態に照らして、ご家庭と話し合いをして、例えば発達検査などもさせて

いただいた上で、その結果に基づいて丁寧なご説明もした上で、やはり必要だということでお申し込み

をいただくという形で従来もやっておりました。今回も、その一連のお申し込みいただく部分は、説明

もないまま、いきなりスタートするということはございません。この確認書の意味合いという部分に関

しましては、新たに出てきた書類ですので、一部誤解があったことかと推測しますので、そういったこ

ともないように、より丁寧な説明を続けてまいりたいと思います。 

○田中委員  今ご答弁があったように、本当に説明、保護者と子どもに対する十分な話し合いの場が

あっての、この教室利用だと思うので、今回、このようなことがあってしまったのは大問題だと思って

います。もう、ないようにお願いします。 

 次に行きます。新型コロナウイルス感染症による休校について伺います。２月２７日の夕方６時ごろ、

内閣総理大臣による突然の休校要請が発表されました。区教育委員会は、２８日の朝、区教育委員会の

部課長会議を行ったと伺っています。その中ではどのような検討が行われ、どういった根拠から休校が

ふさわしいという判断に至ったのか、経過を伺います。準備が整わない中での急な休校措置でした。感

染拡大予防という趣旨は理解しています。質問の方向は、休校対応に対する是非ということではありま

せん。品川・生活者ネットワークは、今回の緊急措置の決定に至った経緯は今後の検証のためにとても

重要と考え、これまでの手順がきちんと公開されるべきと考えています。区の見解を伺います。 

 そして、休校措置による影響を、区教育委員会の中でどのように想定されていたのかも伺います。影

響を及ぼす部署をどこと想定して、その部署とどのような議論をしたのか伺います。また、子どもと保

護者に与える影響についても、どのように想定したのか伺います。 

○有馬庶務課長  休校措置についてでございます。 

 まず、２月２７日の内閣総理大臣の発言ということであったわけですけれども、それを受けまし

て、２８日の早朝に、委員が言われたとおり、幹部職員が集まって協議をしたところでございます。そ

のときに、これは金曜日の朝集まったわけですけれど、もう次の週の月曜日から閉めろというようなこ

とで、大変時間のいとまがない中で、どうするかということの判断を迫られていたということでござい

ます。そのときには、基本的には、国の要請にもあったように、今が感染拡大を防止するときの重要な

局面だというところは、まず１つ、押さえたところです。 

 それを踏まえて品川区でどう対応するかということですけれども、至った根拠といたしましては、ま

ず重要な局面ということで、２週間が大事だと言われていたので、まず子どもの健康を第一に考える必

要があるだろうというのが１点。それからもう一点は、品川区という人口が密集した地域での対応とし

て、どうとるべきかというところで、これは突然のことではあるけれども休校やむなしと幹部職員で判

断したところでございます。時間的ないとまがなかったので、そのときには、それ以外のところの影響

全てを網羅するというよりは、学校にいかに伝えるか、学校の子どもたち、児童・生徒のその後の生活

をどういうふうに見守っていくのかというところに焦点を当てていたというのが現実でございます。た
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だし、そのときに言われていたのは、いわゆる放課後児童対策という部分については配慮しなさいとい

うことがあったので、すぐ、すまいるスクールとの協議というところは念頭に置いていたというところ

でございます。当然、この影響は、保護者にも子どもにも出るということでございましたけれども、ま

ずその時点では、とりあえず子どもの健康を守る、何とか、感染を防ぐ。３月という時期ですので、子

どもたちも卒業遠足もありましたし、保護者にしてみれば謝恩会というか、卒業生を送る会というイベ

ントもどうするかとか、そういったところの対応に判断も出していたという状況でございます。 

○田中委員  わかりました。休校措置によって行き場をなくす子どもたちや保護者があるということ

も想定してほしかったというのは思います。休校措置発表後、保護者や子どもとかかわる立場にある人

は、子どもの身の危険を即座に想像しました。そのため、子どもの育ちや、子どもと保護者の安全のた

めに、早急に子どもの居場所や遊び場を確保してほしいという声が、早い段階から品川・生活者ネット

ワークには届いていました。先ほどの報告にありました、校庭や学校図書館の公開は、とても歓迎して

おります。ありがとうございます。その中で確認させてください。校庭開放について、学年の制限や、

通っている学校の校庭でなくてはだめなどの制約はあるのかということと、また学校図書館の管理につ

いてです。全ての平日に開館というのはとてもありがたいと感じております。ありがとうございます。

司書の配置などについても確認させてください。 

○有馬庶務課長  まず、休校に対する保護者への対応のところで補足させていただきたいと思います

けれども、新型コロナウイルス流行当初から、保護者には、もし児童・生徒に感染者が出た場合は、こ

のように対応いたします、などという事前の通知もいろいろしてございまして、休校したときも保護者

向けにきちんと、このようになりますけれど家庭の学習をしっかりお願いします、というところでは、

保護者にもしっかり対応というか、通知を差し上げたところでございます。 

 今回の校庭開放につきましては、やはり感染拡大を抑えていかなければならない時期での校庭開放と

いうことになりますので、不特定多数の人が入ってきて、後で感染ルートがたどれないとか、あるいは

濃厚接触者が誰かわからなくて、最終的に学校が全部閉鎖しなければならないという状況を避けたいと

いうことがございまして、今回は自校の児童・生徒に限らせてもらって運用していきたいと考えている

次第でございます。 

○横山品川図書館長  今回の休校の間の学校図書館対応ですが、こちらにつきましては、スタッフを

派遣している週１５時間については確保してございます。その他の時間については、学校で教職員対応

していただいて確保している状況です。司書率につきましては、スタッフについては、実質、今、８割

以上、司書をお持ちの方に対応していただいている状況です。 

○田中委員  わかりました。校庭利用について、自校の子どもということでしたが、その対象につい

てのお知らせもしっかりしていただきたいと思います。 

 次に、学校図書館経費です。２０１９年の決算特別委員会で、品川・生活者ネットワークは学校図書

館司書の週５日配置を求めましたが、区はボランティアなどのさまざまな人が学校図書にかかわること

の重要性を示し、学校司書の配置増については言及しませんでした。しかし、子ども読書活動推進計画

策定委員会の中でも、委員からも、現在の２.５日より配置を増やしてほしいという声が多く聞かれま

したが、現在の司書配置についての検討状況についてお知らせください。 

○横山品川図書館長  委員ご指摘のとおり、子ども読書活動推進計画策定委員会の中でも、学校図書

館の重要性に言及していただきまして、さらに充実するべしというご意見をたくさんいただいておりま

す。それを受けまして、学校図書館についても、今、週１５時間、半分しか配置できない状況ですが、
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学校の配置をこれから充実して、最終的には週に５日間配置することを目標に調整していきたいと思っ

ておりますし、それに関しては、今ご協力いただいています学校図書館のボランティアやコーディネー

ターなど、学校全体での調整をさらに進めていきたいと考えているところでございます。 

○田中委員  前向きな検討はとてもうれしいことで、ありがとうございました。 

 配置日数の増とともに検討してほしいのは、学校図書館司書が統一した研修を受けることができるセ

ンターの設置もあわせて要望したいです。２０１６年に文部科学省が示した学校図書館ガイドラインの

中でも研修の重要性が示されています。児童・生徒・教員が授業に活用できる学校図書館として求めら

れるのは、読書のほかにも、学習センター、情報センターとしての役割を果たすことができる図書館で

す。司書の研修センター設置についてはどのような検討がされているのか伺います。 

○横山品川図書館長  今現在のスタッフの研修につきましては、委託事業者にお願いしまして、そち

らで独自研修をお願いしている状況です。研修を受けまして経験や資格を持った方にお勤めいただきた

いという形で、契約の中で依頼させていただいているような状況でございます。これからも、その形を

進めながら調整してまいるような方針でございます。 

○田中委員  各事業者の研修については知っています。ただ、それだと、学校によってなので、子ど

もが受けられる指導が違ったりするので、やはり同じような研修が求められます。読書が苦手だった子

が、司書の選んだ本をきっかけに本に興味を持つようになったという声や、司書の知識やアドバイスに

学校図書館の魅力を感じた子どもたちが、学校図書館をもっと活用したいと自主的に副校長に申し入れ

て、図書館の利用時間を獲得したといううれしい声も、品川・生活者ネットワークには届いています。

子どもが読書に親しむきっかけには司書の存在がとても大きいと考えています。そのような有能な司書

が育つにも研修が重要と考えておりますので、もう一度見解を伺いたいと思います。 

 また、２０１９年に読書バリアフリー法が施行され、今回の推進計画にも明記されています。障害の

有無にかかわらず読書を楽しむことができるよう、読書環境の充実が区で進んでいることを歓迎します。

区の推進計画を進めるためにも前向きに検討を進めてほしいと要望しますが、いかがでしょうか。 

○横山品川図書館長  ただいまの研修の実施につきましては、事業者の研修についてどのような水準

でどのように行われているかを連絡・調整し、共同で進める形で区もかかわっていきたいと思っており

ます。また、今回の子ども読書活動推進計画の中でも、読むことに困難さのある子どもという形で、障

害をお持ちの方でもいろいろなタイプの障害の方がいらっしゃるので、そのお子さんたちに対応した形

で寄り添っていきたいというのが、今回の計画でも示されているところで、それを図書館でも推進して

いきたいと思っております。 

○田中委員  牛乳パック回収経費について伺います。牛乳パックをリサイクルされるということは、

よかったと思います。しかし、どういう形で活用されるリサイクルになっているのか、そこまで求めた

仕様書となっているのかお知らせください。 

○篠田学務課長  牛乳パックの回収についてのお尋ねでございます。今回、これまでと違って、区が

独自で牛乳パックを回収することになりました。それに当たりましては、回収業者との仕様書の段階で、

あくまでリサイクルはきちんとしてくださいという形で、リサイクルに関しては、きちんとした形で証

明をいただきます。そういう形では整理してございます。その先につきましては、区としてどういう形

でという業務を指示しているものではございません。 

○田中委員  では、どのようなリサイクル処理がされるということは確認できないということですか。

ちょっとその辺についてお知らせください。 
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○篠田学務課長  基本的に牛乳パック等は、一般的には再生紙等に利用されていますけれども、その

利用先については、こちらで指定する形にはなっていないということでございます。 

○田中委員  確認できるようお願いします。 

○鈴木（真）委員長  次に、松本委員。 

○松本委員  ３５９ページ、マイスクール運営費、３６１ページ、不登校児童・生徒支援事業につい

て伺います。よろしくお願いします。 

 まずマイスクールについてですけれども、初日にも取り上げさせていただきました。しつこいような

のですけれども、大切な点だと思っておりますので、改めてまた伺いたいと思います。子ども若者応援

フリースペースは出席扱いになっていないと。それで、民間のフリースクールも出席扱いになるかとい

うのは確実ではないというところかと思います。そういった中で、通っていた学校には戻るつもりはな

いけれども進学したいといった子どもにとって、出席扱いになるマイスクールというのは、進学を考え

た上でも貴重な存在かと思います。また、区が設置しているわけですから安心感もあるというところだ

と思います。 

 その中で、これも初日に申し上げましたけれども、文部科学省は不登校問題について、昨年の１０月、

通知を出しまして、学校復帰前提をはっきりと否定したわけです。もっと言えば、その前の平成２８年

の段階で教育機会確保法が成立して、学校外の多様な学びの場を支援する方針が盛り込まれました。さ

らに前には、ＩＣＴを活用した学習支援など、いろいろな動きがあったところです。ただ、やはり、い

ろいろお伺いしていますと、現場には、学校復帰が重要なのだという空気はあったのだと思います。そ

ういった流れの中で昨年の通知が出たと理解しています。それにもかかわらず、品川区適応指導教室設

置要綱の規定が、平成９年に定められてからずっと学校への復帰ということを目的に掲げていて、今後

もこれを単体として維持しますというところであれば、やはり国の方針あるいは時代の流れとずれてき

てしまっているのではないかと思います。 

 なぜこの点にここまでこだわるかといいますと、やはり学校という環境がなかなか合わないという児

童・生徒というのはどうしてもいるのではないかと私は感じているところです。それは全然、決して悪

いことではなくて、有名なところで言ったら、エジソンも不登校だったという話があります。学校は、

なかなか難しい。でも、別に家にずっといるわけではなくて、マイスクールのようなところであれば通

えるという児童・生徒もいると思います。そういった児童・生徒に対して、学校復帰前提という要件で

選択肢を排除してほしくないと私は感じるところです。 

 この要綱第２条、「学校への復帰」という文言の削除、あるいは社会的自立も併置していただきたい

という要望は、もう初日にさせていただいたので、ここは改めて見解を伺わないのですけれど、せめて

ウエブサイトの記載なのです。今は、マイスクールの紹介ページに、「学校復帰に向けた指導」という

文言があります。これは多分、要綱を受けてということだと思うのですが、ただ、実は教育施策紹介パ

ンフレットの「品川区の教育」の、不登校対策の項目を見ますと、「適応指導教室では、様々な理由に

より不登校の状況にある子どもたちに対して、学校復帰と社会的自立ができるようにしていくための支

援を行っています」と。こちらには、きちんと社会的自立も併置していただいているのです。ですので、

子どもたちは、このパンフレットを見るわけではなくて、まず不登校になって、いろいろ探していく中

で、今の子どもたちもウエブサイトなど自分たちで検索していく中で、まず目につくのは、やはり区の

教育委員会のウエブサイトの記載だと思いますので、こちらのウエブサイトの記載も、学校復帰と社会

的自立をぜひとも併置していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○大関教育総合支援センター長  初日にご指摘いただいた、まず文部科学省より通知が出されている

内容につきましては、これまでの国の通知も含めまして、改めて整理してまとめたものと前文にも書か

れております。また、中には、不登校児童・生徒への支援に対する基本的な考え方として、不登校児

童・生徒が主体的に社会的自立や学校復帰に向かうようという文言はそのまま残っております。それを

踏まえまして、本区の要綱も、先ほど紹介いただいたとおりに、学校への復帰を含めた社会的な自立が

できるように支援することを目的とすると定めてございます。それに基づき、さまざまな区としての施

策をやっているうちの一つの適応指導教室でございますので、それ以外の民間のフリースクールなど、

さまざまな選択をされた中の状況を、各校の校長は、本人の進路に不利にならないように、当然、面接

等、例えば学期に１回来て報告いただいた上で、これまでも可能な限り出席扱いをさせていただいてき

ております。ですので、そこは誤解のないように、今後とも、生徒あるいは保護者から相談があったと

きには丁寧な説明をしてまいりたいと思いますが、ウエブサイトの部分につきましても、今ご指摘のよ

うな誤解を生じる可能性があるようでしたら、文言の部分をしっかりと、学校への復帰を含めた社会的

な自立という部分をもっと強調して出させていただき、実際には必ず、戻れずにずっとマイスクールで

卒業して、高等学校に進学したという卒業生もいるのが現実でございますので、そこは子どもたちのた

めに丁寧に対応は進めてまいります。 

○松本委員  ぜひ、よろしくお願いいたします。この点は、もう以上にさせていただきまして、次に

行きます。 

 より広く、不登校の関係なのですけれども、１月の文教委員会の所管事務調査でも、これが取り上げ

られていたかと思いますけれども、区立の小学生・中学生の不登校の原因で、品川区について傾向が何

かあれば教えていただければと思います。 

○大関教育総合支援センター長  さまざまな要因と教育委員会でも判断しておりますので、これは、

例えば近年、注目されております起立性調節障害等で、どうしても朝起きることが身体的に難しいタイ

プのお子さんもいるということで、そういったところで、例えばマイスクール五反田では午後のコース

を開設して工夫をし、個別に対応するなどもやっております。それ以外にも、いろいろな課題があると

いうところには、スクールソーシャルワーカーが、学校だけでは解決が難しい部分は、今度は家族ぐる

みで、次に専門機関に確実につないでいくというような取り組みもしております。さまざまな傾向があ

るので、一概に品川区に限ってこういう傾向だという捉え方はしておりません。 

○松本委員  おっしゃるとおりで、いろいろな原因があると思います。それで、この話をまず前振り

にしたのは、予算特別委員会で触れるのは３回目になるのですけれども、香川県のネット・ゲーム依存

症対策条例、もう何回も触れさせていただいていますが、この条例案の前文には、あたかもインター

ネットやゲームがひきこもりの原因となり得るかのような記載があります。そこで伺いたいのですけれ

ども、この所管事務調査の際に配られた資料などを拝見いたしましても、特に、インターネットやゲー

ムが原因というふうな項目は、要因別のところにも、特に挙がっていないかと思います。そこでお伺い

したいのですけれども、インターネットやゲームというものが不登校の直接の原因になっていることは

特にないというか、そこまでは把握されていないという理解でよろしいのでしょうか。お願いいたしま

す。 

○大関教育総合支援センター長  ご指摘いただいた、インターネット、ゲームなどを含めまして、近

年ですとゲーム依存症という部分も、ＷＨＯの国際疾病分類、今度はＩＣＤ－１１になりますが、今、

翻訳中ですけれども、そちらには正式に精神疾患の部類の一つと位置づけられたところでございます。
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今後、そういった国での部分が確立された段階で、多分、統計調査などには出てくるのかもしれません

が、現段階においてはゲーム依存という形での調査などはまだない実態です。ただ、個別の教育相談を

受けている中ですと、やはり保護者の方から、昼夜逆転してしまって、ずっとゲームばかりやってし

まって、あるいは課金のために家族トラブルが絶えないなどという個別の相談をいただくことは、これ

までもございました。そういった部分も含めて丁寧に対応はしてまいります。 

○松本委員  一応、確認ですけれども、この要因の中には今のところ、直接の原因としてゲームや

ネットというのはないという理解でよろしいでしょうか。ここだけお願いいたします。 

○大関教育総合支援センター長  そういう調査項目として挙げていないという段階でございます。 

○松本委員  政府答弁というか、質問主意書を出したところで、ネットやゲームの依存症とプレー時

間の規定との関係は、科学的な根拠は特に確認できていないというところは政府も言っているところで

すので、ぜひここはご理解いただければと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、西村委員。 

○西村委員  初めに、このたびの校庭開放への対応についてですが、この期間、公園は見たことのな

い景色が広がっていました。中・高生であふれ、日ごろ公園に行かないお子さんも公園に来ている一方、

小学生は遊具のある小さな公園へと移動している姿が見受けられました。校庭を使って公園の混雑緩和

をしてあげたいという声がたくさん届いていましたので、子どもの居場所のために、このような対応を

即座にとってくださったことは、とてもうれしく、ありがたく思っています。また、小学校に子どもた

ちの元気な声が響き渡ることを心から楽しみにしています。 

 １点だけお伺いさせてください。校庭利用は、すまいるスクールにいる子どもたちとの兼ね合いはど

うなるでしょうか。１２時半から１５時半は一緒に利用できるのでしょうか。お聞かせください。 

○有馬庶務課長  今回の校庭開放で一番苦労した点が、まさにそこでございます。午前中を校庭開放

で、午後、すまいるスクールという案も当初はございましたけれども、やはり感染防止ということで自

粛するという全体の方向は変わらないということで、午前中は自学自習ということにしました。それで、

時間の調整は、この時間は基本的には、すまいるスクールは、体育館と多目的室とを使うということを

原則としております。あとは、当日の人数等によって、一緒に遊ぶということも場合によってはあるだ

ろうということにしてございます。 

○西村委員  どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、質問に続けてまいります。ページから申し上げます。３４９ページ、家庭教育力向上支

援、３５５ページ、学校支援費、３５９ページ、体力向上推進事業、３６１ページ、特別支援教育サ

ポート経費、３６７ページ、学校ＩＣＴ活用経費から、お時間が許す限り、順不同で伺います。 

 まず、ＧＩＧＡスクール構想についての区の考え方を伺ってまいります。全ての小学校・中学校・義

務教育学校で無線ＬＡＮが設置されるよう動いてくださっています。今後、パソコン配付はどのような

スケジュールで進んでいくのか、全配付に当たっての課題があれば、あわせてお聞かせください。 

○篠田学務課長  パソコンの配備に関するお尋ねでございます。 

 現状、私どものところでは、小学校８校と中学校２校をＩＣＴ活用推進校として、現状は、その１０

校については全てのお子さんにパソコンを配付しているという状況がございます。それ以外の学校につ

きましては、現状は１クラス分、４０台、各学校に設置してございまして、順番に使っていただく。そ

れで、次年度の予算に、さらにもう１クラス分を計上するという形で、各学校、最低２クラス分のパソ

コンは配備するという状況になってございます。 
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 将来的に見れば、１人１台というのは考えられる状況ではございますけれども、現状、それぞれ学校

の使い勝手等を考えまして、各学校、必要なときに使えるような体制をとっていくということを考えて

いるところでございます。 

○西村委員  ＧＩＧＡスクール構想は、１人１台、端末環境と通信ネットワークを整備する方針です

が、１人１台パソコンが配付されると、個別最適化された教材配付が可能になり、個に応じた支援の形

が変わってくることが期待されています。区は、先んじて行ってきたＩＣＴ活用推進校の取り組みがあ

りますので、現状や子どもたちの学びの変化を改めてお聞かせください。 

○篠田学務課長  ＩＣＴ活用推進校は、それぞれお一人ずつ配付しているので、例えば宿題など、そ

れぞれ各クラス担任などの考え方によって有効に活用していただいているという状況がございます。そ

れ以外の学校については、なかなか家庭への持ち帰り等ができていないということがございますので、

あくまで学校の中での使用にとどまっているというところがございます。ただ、その中でも、それぞれ

の授業の中で、必要に応じた有効活用が図られているというのがありますので、今後、そういったもの

をさらに伸ばしていけるように対応してまいりたいと考えております。 

○西村委員  子どもたちにどんな学びの変化があるのかというのが、実際に見ることができませんの

で、楽しみに思っているのですが、特別支援教育という視点から見ても、活用方法がさまざまに見込め

ると思います。特別支援教育に関しては、どのような授業・取り組みが可能になっているのでしょうか。

また、今後どのような可能性が広がっていくのかお聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  特別支援学級・特別支援教室には、別の形でｉＰａｄを、子ども２

人に対して１台程度の台数を配置してございます。これは、現在はＬＡＮには接続できない状態で運用

しておりますが、タブレットの中には、子どもたちの特性に応じたアプリケーションがたくさん入って

おりますので、そちらを活用したり、あるいは学習の中で実際に、撮影機能、動画機能を用いて、自分

たちで説明のアニメーションのようなものをつくって、発表会に向けて準備をしているなどという授業

も、私は見てまいりました。そのような形で有効に活用しているところです。 

○西村委員  個々の特性に応じたという点が、本当に新しい可能性を秘めていると思っています。 

 先日、区内小学校でプログラミングのモデル授業を見学させていただきました。子どもたちも楽しそ

うで、私の見たことのない新しい教育が始まるのだと、わくわくしました。児童・生徒がＩＴ環境をう

まく利用して、疑問に思ったことをすぐに調べたり、調べたことを通じてコミュニケーションをとった

りするなど、タブレットによって情報活用能力を高め、変化の激しい社会に適応できるよう、楽しみな

がら学べることを期待しています。 

 続きまして、定期的に学校に来られる相談員の方について伺いたいと思います。現在どのような専門

家がいらっしゃるのか、改めて伺います。毎月来校される回数とあわせて教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  定期的に学校に行く相談員として、何種類かの役割の者がかかわっ

ております。まず、東京都から派遣されているカウンセラーが、週１回、相談室におります。そのほ

か、２週に一回、担当校を巡回している、これは品川独自の制度である巡回相談員でして、やはりカウ

ンセラーの資格を持っていて、さらに特別支援教育に関する見識のある者を１０名ほど、特別支援教育

係から、各担当校へ２週に１回は回るという形で、実際に子どもたちの様子を見ている。そのような状

況があります。また、それとは別に、学期に１回程度ですが、学校からの要望に応じて、専門家という

ことで、これは大学教授クラスも含めまして、必要な課題に応じた特別支援教育に関する、関連の専門

家を派遣したりもしているところでございます。 
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○西村委員  品川区は、学校への専門家の出入りはとても多いと思っております。現場の教員からも、

クラスで支援・指導の難しい子ども、特別な支援が必要な子どもに対しての対応を、専門家に相談しや

すい環境でありがたいと、声が届いておりましたので、お伝えさせていただきます。 

 続きまして、知能発達検査業務委託について、改めてどのようなものか、お聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  知能発達検査は、さまざまな検査がございますが、本区においては、

入学前の段階ですと田中ビネー式、そして入学後のお子さんですとＷＩＳＣを、一般的なものとして活

用しているところでございます。本区のＷＩＳＣとしては、年間３００件を超える内容を、資格を持っ

ているカウンセラーが実施して、データを保護者に対してフィードバックさせていただいているところ

です。 

○西村委員  検査結果ではいわゆるグレーと言われるお子さんに対して、各すまいるスクールではど

のように把握・対応しておられるでしょうか。ある小学校では週末に、クラスの気になるお子さんに対

して、教職員全体とすまいるスクールの担当者が一緒に情報共有する時間がとられていると伺ったこと

があります。これは全小学校で行われているものなのでしょうか。お聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  学校の立場からということでの回答となりますが、すまいるスクー

ルを所管する課とも、教育委員会としては連携しながら、また実際に学校現場としては、校長とすまい

るスクールの担当者との間で定期的に情報共有はしているところでございます。なお、先ほど申し上げ

ましたＷＩＳＣなどの発達検査の内容につきましては、とてもナイーブな個人情報が含まれますので、

保護者の同意があった上での情報共有は可能だと考えております。 

○西村委員  大変安心いたしました。教室の中からも、またすまいるスクールの中からも、いろいろ

な保護者のお声が聞こえてくる中で、一緒に連携して子どもを見守っていただいているということに安

心しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、文部科学省ホームページにあります、現在の教育に関する主な課題から質問させていた

だきます。そこから、家庭教育支援、学校・家庭・地域の連携協力について伺います。 

 まず、家庭教育支援についてですが、約７割の親が、家庭の教育力が低下していると実感しており、

企業を含む地域社会全体で家庭教育を支援していくための環境整備が課題と書かれておりました。家庭

との連動で取り組んでいることなどがございましたら、お聞かせください。 

○有馬庶務課長  家庭教育力の支援ということでございまして、基本的には、まず個々の保護者に対

しましては、子育てのヒントとなるように、発達段階に合わせた「しながわ子育て応援歌」という冊子、

あるいは「しながわ子育てサポートシート」というものをつくりまして、これは各保護者に配っている

というようなことで支援しているところでございます。 

 それから、独自にＰＴＡを対象に講演会等を行って、その時々に合った講演会を開いているというも

の、それからＰＴＡ自体がさまざまな活動を行っておりますので、そういったところにも支援している

というのが実態でございますので、こういったことは引き続き行ってまいりたいと考えております。 

○西村委員  学校の中だけではなくて、ＰＴＡ、保護者も巻き込んでというところが大事な点かと思

いました。また、家庭の教育力の低下の理由は、子どもに対して過保護、甘やかし過ぎや過干渉な親の

増加が最も多いとも書かれておりました。区のご見解、お感じになっているところなどありましたらお

聞かせください。 

○工藤指導課長  私どもで行っている、保護者アンケートの結果によりますと、家庭において基本的

な生活習慣を身に付けるようにしているという質問につきましては、９６.９％の家庭から、そういっ
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た意識の高いということがうかがえるような結果が出てございます。また、現在お子さんが通っている

学校に満足しているという質問にも、９２％と非常に高い評価をいただいています。これらの結果から、

家庭の協力というのも、学校教育を進める上ではいただいているところで把握しているところでござい

ます。 

○西村委員  私の周りにも家庭の教育に悩んでいる親御さんがたくさんいらっしゃいます。親として

も、学校は相談できる先ですので、引き続きお願いしたいと思います。また、半数以上が、以前に比べ、

地域の教育力が低下していると実感しており、地域の教育力の再生を図るための多様な機会を提供する

ことが課題とも書かれておりました。この点に関してはいかがでしょうか。お聞かせください。 

○工藤指導課長  地域との連携というところでございますが、まさに品川区の強みといたしましては、

品川コミュニティ・スクールの取り組みにより、地域の連携・協力が得られる体制が既に構築されてい

るというところであると思います。また、そういう意味では今後、学校・家庭・地域が協働し、地域総

がかりで児童・生徒を育成していくことがますます重要になっていくと認識してございます。今後にお

きましても、学校・家庭・地域が目指す、育てていきたい児童・生徒像を共有しながら、地域の教育資

源や人材を活用した取り組みを充実させていくことができるよう努めてまいりたいと考えてございます。 

○西村委員  確かに学校におりますと、いろんな地域の方が出入りしてくださっていて、そういった

大人たちが連携しているという背中を見ることが、子どもたちの安心感にもつながっていくだろうと思

います。よろしくお願いいたします。 

 最後になりますが、子どもの体力について伺ってまいりたいと思います。ニュースでも新聞でもたび

たび書かれておりますが、体力の低下傾向が言われておりますけれども、区の取り組み、現状を改めて

お聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  体力は低下が叫ばれている中学生も含めまして、本区においては

徐々に上がってきている状況がございます。これまでも、アクティブライフプロジェクトとして体力向

上プロジェクトを進めてきたところ、ワンミニッツエクササイズなど、家庭の協力も得ながら、あるい

は学校で実際に、定期的に少しの帯の時間に、運動の時間を設けるなど工夫する中で、少しずつ子ども

たちの体力が、東京都内の中では品川区は上がってきているという実情でございます。 

○西村委員  これからも、静の活動と動の活動とバランスよく、子どもたちの豊かな心を育んでいた

だきたいと思います。 

 １点だけ、子どもたちの姿勢も気になっておりまして、筋力がつけば姿勢も整っていくと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

○鈴木（真）委員長  次に、松澤委員。 

○松澤委員  私からは、３４９ページ、８３運動経費、３６７ページ、学校ＩＣＴ活用経費全般、そ

して３７１ページ、登下校区域防犯カメラ維持管理費、順不同にて質問いたします。 

 まず、８３運動の経費についてです。まず８３運動の経費の使い道の説明をお願いいたします。 

○有馬庶務課長  ８３運動の経費でございますけれども、こちらにつきましては、８３運動を進める

上での推進委員会と協議いたしまして、毎年、啓発グッズというものをつくっている経費でございまし

て、今年度はピンバッジみたいなものを作成する予定で、今、つくっています。来年度はパトロールベ

ストをつくっていこうかという経費で計上しているものでございます。 

○松澤委員  啓発グッズということがわかりました。この８３運動というのは、小学校の登下校であ

る８時と３時に沿って、用事を行いながら子どもたちを見守ろうと始まった運動と認識しております
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が、８３運動の理念として合っていますでしょうか。 

○有馬庶務課長  ８３運動は、２００５年に品川区から始まった運動でございまして、そのときの主

意書等を見ますと、そのときは、登下校時間、８時と３時に、大人も用事をしながら地域で子どもを見

守りましょうというのがきっかけでスタートしております。今は、８時と３時に限らず、子どもが下校

する時間に広く見守っていこうということで、運動が広がっているというか、そういったところの時間

で活動しているところでございます。 

○松澤委員  今、広く見守るというご答弁がありました。そうしますと、８３運動というものは、も

う学校の枠というのですか、教育委員会の枠を飛び越えて、地域の見守り活動というものに位置づける

のが、理念として合っているのではないかと私は思っております。そういうところで、地域の見守

り、８３運動についてのご見解をお聞かせください。 

○有馬庶務課長  この運動の主体は、あくまでも小学校ＰＴＡ連合会というか、８３運動推進委員会

が中心になって、小学校のＰＴＡに働きかけているものです。ただ、そこから少しずつ広まっていまし

て、例えば最近で言いますと、高齢者クラブの方から、そういう見守りのベストがあったら配ってくれ

れば協力したいだとか、そういった声もございますので、徐々にＰＴＡだけではなく、町会の方々へも

広がっているというところがあるのではないかと考えているところでございます。 

○松澤委員  私は、ベストにそういう活用があるというのは全く知りませんでした。 

 実はＰＴＡの保護者の方に聞いても、この８３運動というのはあまり理解されていない。これは、本

当に残念です。私も実際、恥ずかしい話ですけれど、８時と３時に出ればいいという認識しかなくて、

そういう理念の発案者である三木小学校のＰＴＡ会長にもお話を聞きまして、改めて、すばらしい見守

り活動だということは認識しております。この８３運動というのは品川区発祥とお聞きしておりまして、

やはり全国にも知れ渡っているすばらしい活動でありますので、いま一度、やはりしっかりした初心に

戻り、地域で見守る８３運動となるよう、しっかりと要望いたしまして、次の質問に移らせていただき

ます。 

 次は３６７ページ、学校ＩＣＴ活用経費です。昨年の決算特別委員会で、学校無線ＬＡＮにつきまし

て、プログラミングに対するタブレットの配付について質問し、今年度、全ての学校においてつながる

とご答弁いただきました。先ほど、無線ＬＡＮは全校に設置するというお話がありましたので、無線Ｌ

ＡＮが全てにつながったかどうか、確認だけさせてください。 

○篠田学務課長  無線ＬＡＮの工事につきましては、今年度をもちまして全ての学校で終了するとい

うことで、一番最後の学校が、今ちょうど春休みの時期にかかるところで最後の詰めをしているところ

でございますけれど、今年度中には全て終わる予定でございます。 

○松澤委員  ＩＣＴ教育の環境が進むということは、リモート学習である、徳之島型と呼ばれる複式

双方向型の指導といった幅が広がります。文部科学省では遠隔教育の推進に向けたタスクフォースも開

催され、教育の幅が広がりを見せております。新型コロナウイルス感染症の影響で政府が打ち出した、

小・中・高校や特別支援学校の臨時休校が急に決まり、決められたカリキュラムも終わらず、期間中の

勉強体制を構築する時間もなく、教育現場は大混乱で大変ご苦労されたと思っております。一方で、日

本にあるインターナショナルスクールや一部の学校においては、早速、ＩＣＴを使った遠隔学習、リ

モートラーニングを始め、自宅にて授業を受けておりました。こういったオンライン教室は海外では当

たり前で、今後、インフルエンザによる学級閉鎖という場合にも対応が可能になるはずであります。品

川区の教育においてのリモート学習をどのように捉えていますでしょうか。 
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○篠田学務課長  現在、私どものほうでは、校内においては無線ＬＡＮという、ネットワークにつな

がる環境を構築しているのですけれども、学校の外に持ち出した場合、今、ＩＣＴ活用推進校の場合

は１人１台、配付してございますので、自宅に持ち帰れるようにはなっているのですけれども、セキュ

リティーの観点からネットワークにはつなげないような状況になってございます。ですので、今後、将

来的に、さまざまなセキュリティー等の課題がクリアできれば、そういう可能性はあろうかと思います

けれども、現状は学校外ではつながりませんので、リモートラーニング等はできないという状況です。 

○松澤委員  セキュリティーの課題、いろいろな課題もありますが、関連しまして、リモート学習が

拡充すれば、在宅や医療施設にいらっしゃる子どもたちと学校もつなげる。そういったことができます

し、ＩＣＴ教育の推進は、特別支援学校においても、一人一人の個性と表現力を引き出す、欠かせない

ものとなるでしょう。文部科学省も推奨します、先ほども出ましたＧＩＧＡスクール。聞きましたら、

品川区は早くからＩＣＴを取り入れているとお聞きました。全ての子どもたちへタブレットを配付し、

インフルエンザによる学級閉鎖にも対応。在宅で学べる環境をつくるべきと考えますが、区教育委員会

の考えをお聞かせください。 

○篠田学務課長  ＧＩＧＡスクールでございますけども、昨年末に国から、補正予算の中で出てきた

ものでございます。 

 こちらは、校内通信ネットワークの整備と、児童・生徒１人１台端末整備というものを計画した団体

に対して補助金を出すということでございますけれども、ＧＩＧＡスクールと言っているものでござい

ますので、校内通信ネットワークの１ＧＢに対応した設備を入れなさいというのが大前提となってござ

います。 

 私どもはこれまで、全部の学校で進めてきていますけれども、基本的にそこまでの能力ではなく

て、１００ＭＢを基本としまして、アクセスポイントなどの機械は３００ＭＢ程度という形で整備して

きてございますので、この状況では補助金を受けられないという形になって、今まで投資したものが全

部、無駄になってしまうといったことがあり、今回、ＧＩＧＡスクールには乗っていないということが

ございます。ただ、いずれにしましても、将来的に見れば、１人１台というのは、いずれかの時点で判

断していくことが必要になってくるものだとは考えているところでございます。 

○松澤委員  将来的には、今、答弁いただきました、子どもたち全員にタブレットが配付されて、学

習にばらつきが出ないよう、学習環境の整備を要望し、次の質問へ移ります。 

 登下校区域防犯カメラについてです。この制度というのは、あくまでも子どもたちの通学路というこ

とでしたら、要は地域にある防犯カメラとは管轄が違うと思いますが、教育委員会で、通学において危

険と思われるような箇所は把握しておりますでしょうか。 

○有馬庶務課長  防犯カメラの関係ですけれども、まず通学路の安全点検というのを行っておりまし

て、そこで危険なところというのは、まず確認しているというのがございます。それから、登下校区の

防犯カメラについても、これは学校のほうで、通学路に準じたところで必要なところ、危険な箇所とい

うところで、各学校、４、５台ずつは防犯カメラを設置しているというものでございます。 

○松澤委員  荏原第五地域センターの裏にあります住吉踏切は、車が１台ぎりぎり通れて、歩行者が

すれ違うのは大変困難な場所であります。私たち地元の人は、あかずの踏切と呼んでいまして、車や自

転車、歩行者が一挙に通行し、常に危険と、地域からのご相談も大変多いところであります。通学区域

変更によりまして、戸越小学校の子どもたちは、豊葉の杜学園へ行く学区となり、この住吉踏切を使用

することが大変多くなっております。そういった危険な場所に優先的に防犯カメラをつけていただきた
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いと思いますが、どうでしょうか。 

○有馬庶務課長  令和元年度、４５台ほど追加で設置している実態がございます。今後についてもま

た見ていきたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後０時０３分休憩 

 

○午後１時０４分再開 

○鈴木（真）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。あくつ委員。 

○あくつ委員  私からは、３７３ページ、給食運営費に関連して給食費の返還、３５９ページ、特色

ある教育活動経費、ＳＤＳｓ教育について、先ほどの給食運営費も関連いたします。３６９ページ、学

校環境整備事業、防災目的の避難路確保について伺います。 

 まず給食運営費からなのですけれども、政府が３月１０日に、新型コロナウイルス感染症対策に関す

る緊急対応策の第２弾を発表しました。その中で安倍総理大臣から、学校の臨時休校に伴う措置として、

休校中の学校給食費を保護者に返還する。あとは、食材納入業者の負担軽減策を講じると発表されまし

た。品川区にもこうした通知が来ているのか教えてください。また、どういう内容なのか、品川区の方

針を教えてください。あと、返還すべきと考えられる区内の給食費全体の金額が大体どのぐらいなのか

ということ。結構早い段階で、これは４月分に充当しますというお知らせが幾つかの学校で出ているよ

うですけれども、ここの考え方との整合性も教えてください。 

○篠田学務課長  給食費の返還に関するお尋ねでございます。 

 今回、学校が臨時休業することによりまして、３月２日は給食を出して、翌日から休業下でというこ

とで給食はなしという状況になってございます。この給食費に関しましては、今、委員ご指摘のとお

り、３月１０日に国から、給食費は返還するように要請するという形でお話がございました。これを受

けまして文部科学省から通知が出たのですけれども、基本的には給食費そのものというよりも、中身を

見ますと、例えば昼食の食材、要は急遽とめたことによって食材をとめ切れない、入ってきてしまった、

業者にお支払いしたようなものがあれば、その分は国が負担しましょうという形になっております。た

だ、それも、会見等では全額負担いただくような話だったと思うのですけれども、よくよく見ると、そ

の４分の３を補助するというような形で出てきているものでございます。しかも、今回、通常、国の補

助金等であれば、都道府県等を通じての手続になるのですけれども、今回は全国学校給食会連合会を通

して手続をしますという通知が出されておりまして、国からは、追って全国学校給食連合会から通知が

発信されますという形で来てございます。現状は、そこで今とまっていまして、いろいろ調べてみます

と、今、国、文部科学省と、連合会のほうの中央団体とが協議をしているというような状況のようでご

ざいます。ですので、具体的な手続やスキームに関しては、まだ私どもも情報がないという形でござい

ます。 

 そもそも、今回、給食をとめてしまったことによって、区としては給食費に関しては早急に対応しな

ければいけないということで、とまった時点で、かなり事務的な処理をどうするかということは検討し

てまいりました。それで、基本的には、卒業されてしまう６年生・９年生に関してはお返しすると。そ

れで、そのほかの学年に関しましては当然、翌年４月以降は、学校が再開されれば給食が出るという形

になりますので、そちらに充当していくような形が一番スムーズだろうという形で整理して、事務処理
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を進めてきたところで、今回、国がああいう形で出てきたということがございます。具体的なスキーム

等はまだ明らかになっていないという流れの中で、今まで整理してきたものをとめてはいないという形

なものですから、既に一部の学校ではそういう形で通知が出てしまっているというところがありますけ

れども、国のほうの制度等が明確になった段階で、改めてきちんと整理してまいりたいと考えておりま

す。 

 それから、今回、返還に関する金額は、概算でございますけれども、３月分で全４６校の学校の給食

費全部で見ますと、およそ８,０００万円かかると見ておりましたので、その部分が返還等の対象に

なってくるものと考えているところでございます。 

○あくつ委員  政府からの急な発表ということで、本当に前もそうでしたけれど、走りながらのご対

応ということで、現場は大変苦労されていると思うのですけれども、整合性がとれて混乱のない形で新

年度を迎えられればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、ＳＤＧｓ教育についてなのですが、東京都からも、持続可能な社会づくりに向けた教育推進校

事業委託金というものが歳入に計上されていて、教育費にも、特色ある教育活動経費というのが計上さ

れております。新しい長期基本計画でも、無事にＳＤＧｓが組み込まれました。２０２０年度、来年度

から開始される新しい学習指導要領では、ＳＤＧｓに関する教育がしっかりと文部科学省から位置づけ

られております。誰一人取り残さないとのＳＤＧｓの理念は、特に教育分野でも重要な考え方であると

いうことは、何度もこの場でも申し上げてまいりました。公明党もそのように考えております。具体的

に、品川区の子どもたちが来年度からＳＤＧｓの理念をどのように学んでいくのか教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  新たに改定された市民科の教科書を、品川区立学校の児童・生徒は

今度の４月より全員使用することになります。そちらに、新たな教育課題である、国際理解、国際親善、

あるいは人権教育なども含めました単元を、それぞれの学年、例えば低学年ですと「誰とでも仲よく」、

中学年になりますと「世界の国とつながろう」、高学年になりますと「さまざまな人と触れ合う中で」

という単元を新たに設けまして、その中で、ＳＤＧｓの１７の目標なども載せて、直接、市民科の教科

書の中でも取り扱うようになっております。 

○あくつ委員  中学校に関しては、再来年度から完全実施と聞いておるのですけれども、モデル校と

なるところはあるのか。そこについても教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  品川区内では冨士見台中学校が都の指定を受けまして、２年間の指

定で、次年度は発表も含めまして、今、研究を進めているところでございます。１年目は、まずは教員

を含めた理解ということで、講師を招いて、ＳＤＧｓに関する冨士見台中学校単独での研修会を行った

り、そこで得た情報を、冨士見台中学校の教員が、日ごろの授業の中で、実践の中で、持続可能な教育

というものをそれぞれの教科の中で考えて、試行錯誤をしている段階でございます。 

○あくつ委員  着実に品川区でも始まってくるというところで、３年前の一般質問でＳＤＧｓの教育

について、このように要望させていただきました。これは私見ですけれども、子どもがＳＤＧｓを学ぶ

ということは、「思考を個人や国内にとどめることなく、他者や他国、世界中の貧困や飢餓、差別や恐

怖を自分ごととして捉え、『どうしたら世界は継続できるか』『人々の苦悩をどうすれば軽減できるの

か』『自分は一体何をすべきなのか』という問題意識と思考力を養い、『何のために学ぶのか』という

ことを考える大きな転機ともな」るので、これはくれぐれもよろしくお願いしますということを述べさ

せていただきました。教育体系にもしっかりと組み込んでいただいたということで、これからしっかり

期待してまいりたいと思います。 
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 続いて、それに関連して、給食運営費から学校給食の牛乳パックについて伺います。午前中もほかの

会派の方からもありましたが、本年２月中旬に、区立小学校全校で、学校給食の牛乳パックについて都

のお知らせが配布されています。現在、給食時に出されている牛乳パックは、これまで牛乳メーカーが

納品時に回収していましたが、４月より区が回収し、リサイクル対応することとなりました。令和２年

度より児童・生徒が自身で給食後に給食パックのリサイクル、洗って開いて乾かすということに全校で

取り組んでいくということが書いてあったものが回ってまいりました。そして、お母様たちからも私の

ところにすぐ連絡があって、いよいよ品川区でも、現場での体験型ＳＤＧｓ教育がスタートしたのだと

思ったのですが、実態は、経緯としてはそういうことではなくて、牛乳のメーカーでつくる団体が、来

年度から牛乳パックを回収しない、回収することを拒絶したということがスタートだったと。今までは

商慣習上、納入したところが、「次に来たときに引き取りますよ」と引き取っていたけれども、牛乳

パックの中に牛乳が残っていたり、またはストローが中に入っていたりすると、それは古紙ではなくて

産業廃棄物に当たるということで、再三、農林水産省から、これは廃棄物処理法に違反しているという

ことで指導を受けてきたというところで、長年にわたって法令違反の疑いがあることがずっと行われて

きたというところから、いよいよ来年度からメーカーとしては、申しわけないけれどもリサイクルはで

きませんというところです。 

 先ほど午前中の質疑の中では、それを受けて東京都教育委員会が、オリンピックの年にリサイクルが

継続できないのは困るということで、各市区町村の教育委員会に対してリサイクルの方向で考えてくれ

と言ったときに、市区町村によって対応が分かれました。ある市区町村では、パックをリサイクルしな

いで焼却してしまうというところを選んだ区もある。中には、東京都内のある市は、学校給食会から抜

けて、牛乳瓶に戻したというところもあったそうです。かなり手間がかかるわけです。給食が終わった

後に全員が、教職員も含めて、切って洗って干す。品川区は、この作業をする。私はこれに賛成ですけ

れども、負担だと言っている自治体もある中で、なぜリサイクルという選択肢を選んだのかというとこ

ろ。調布市は焼却にしたそうです。なぜなら、昔、アレルギーで亡くなったお子さんがいて、牛乳にア

レルギーのお子さんがいると大変なことになってしまうので、牛乳パックのリサイクルはやめた。それ

で、同じ通知の中にも、アレルギーには配慮しますと書いてありますけれども、具体的にはどういう配

慮をするのか。この点について、区がなぜリサイクルを選んだのかというところ、そしてアレルギー対

策をどうするのか。端的に教えてください。 

○篠田学務課長  牛乳紙パックの回収についてのお尋ねでございます。 

 委員ご指摘のとおり、４月から牛乳の業者が回収しなくなることに伴いまして、４月からは区のほう

で、牛乳の紙パックについては回収するということにさせていただいてございます。今回、リサイクル

することになったという経緯でございますけれども、もともと回収だけを当初は想定しておったのです

けれども、せっかくこういう形で、学校がそれぞれ責任を持って回収するという中で、子どもたちへの

環境教育という観点からも、ぜひそういったことを使って取り組んでいくべきであろうということを教

育委員会としても考えまして、各学校にお願いをしているところでございます。 

 アレルギーに関してのご指摘がございました。これは私どもも非常に気にしているところでございま

して、お子さんによっては、飛沫が飛んだだけでもアレルギーを発症してしまうという方がいらっしゃ

ることは聞いてございますので、各学校からもその辺を心配する声がたくさん出ておりました。教育委

員会としましては、アレルギーのお子さんがいる場合、そのお子さんは、洗うのは避けてもらうにして

も、例えば全体の集計をするような形の係をやってもらうとか、あるいは何らかの当番をするとか、い
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ろんな形で、避けられるものは避ける形でやってほしいと。ただ、どうしても無理な場合には学校で独

自の判断をすることもやむを得ないだろうという形で、各学校には通達しているところでございます。 

○あくつ委員  取り組み自体には賛成なのですけれども、そこで環境問題に取り組むという観点から、

これをリサイクル、子どもたち自身の手でというお答えだったのですけれども、ストローはどうするの

ですかということです。プラスチックストロー。これはさんざん申し上げてまいりましたが、今までも、

これは焼却に回している。海洋プラスチックの問題がこれだけ言われていて、脱プラスチック・廃プラ

スチック、品川区もプラスチックの削減に取り組んでいる中で、これはどうするのかということです。

では、これから先、紙パックについては、きれいに洗って干して、一手間かけてこういうことをやるよ

と、子どもたち皆さんに気づきを促す。プラスチックストローがこれだけ言われている中で、プラス

チックストローは今までどおり燃やすのですかというところです。これだけＣＯ２の問題、温暖化が叫

ばれている中で、どうするのですかということです。なかなか代替手段が見つからないという中で、こ

こについて、ぜひ子どもたちにも、自発的な気づきというものをこの中で促していってほしいと思うの

ですが、いかがでしょうかというのが１つ。 

 時間がないので、台場小学校の件です。台場小学校は、ご存じのとおり、品川浦のそばにあって、非

常に標高が低い場所にあります。隣の都営住宅から、隣接していますから、この中にフェンスを、出入

り口をつくって、１２階建ての都営住宅がありますので、万が一のときはそこに避難したらどうですか

という申し出があると聞いています。この点についての検討状況を端的に教えてください。 

○篠田学務課長  ストローに関してのお尋ねでございます。ストローに関しましては、一番問題なの

は、リサイクルのルートがないということで、今までも廃棄処分をしてきたということがございます。

今後も、今のところ社会的にそういった仕組みがない中で、独自のリサイクルというのは難しいとは

思っていますけれども、ストローを使わないような形での子どもたちから申し出があったときの柔軟な

対応等は、引き続きやっていきたいと考えております。 

○有馬庶務課長  台場小学校の件でございますけれども、隣接している都営住宅の自治会長から、避

難路として有効に使えるところがあるのではないかという話は聞いているところでございます。そこに

ついて、今、防球ネットが張ってありまして、そこの部分をどういうふうに解消していったらいいのか、

若干の段差もありますので、そこも含めて検討していく予定でございます。 

○あくつ委員  ストローの件は、気づきの促しをよろしくお願いしたいということと、都営住宅の避

難路の件、台場小学校は３階建て、お隣が１２階ですので、よろしくご検討のほどお願いいたします。 

○鈴木（真）委員長  次に、くにば委員。 

○くにば委員  本日は、３５７ページ、プログラミング学習、３５９ページ、人工知能（ＡＩ）型教

材導入経費についてお尋ねします。 

 ２０１７年の新学習指導要領にて、２０２０年度から全ての小学校でプログラミング教育が必修化さ

れます。このプログラミング教育必修化に対応するために、プログラミング学習の予算が組まれており

ますが、この事業概要についてお聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  今度の４月から、全ての小学校および義務教育学校前期課程は、プ

ログラミング教育に取り組む新たな教育要領に基づいて指導が行われます。その中で、実はもうこれま

でに、本区では先行研究としてプログラミングに取り組んできた学校が複数ございました。それらの取

り組みは、引き続き学校独自の取り組みとして継続するとともに、まだ新たな内容について、それだけ

では不十分であろうという学校が慌てることのないように、教育委員会としてＮＴＴ東日本と実証実験
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を今年度も行っておりました、コミュニケーションロボットを使ったプログラムにつきまして、教育委

員会として複数台数所有し、それを、必要な学校に順次、一定期間ずつ貸し出せるような仕組みをつく

ることで、今回、予算要求させていただいております。 

○くにば委員  こちらのコミュニケーションロボットについて、今回はリースではなくてパッケージ

購入とのことで、腰を据えて力を入れていただけることと思います。こちらのＳｏｔａについては、以

前、民生費の款で触れましたけれども、本区で保育園にも導入されることとなりましたので、ぜひ保育

課とも連携して研究を重ねて、さらに活用してくださいますことを大いに期待しております。 

 続いて、３５９ページの人工知能（ＡＩ）型教材導入経費についてお伺いします。まずはこちらの事

業内容と、導入するに至った経緯についてお聞かせください。 

○工藤指導課長  人工知能型のＡＩを活用しました事業でございます。品川コミュニティ・スクール

の中の学校支援地域本部で行っております、放課後補充学習である品川地域未来塾に、ＡＩが教材を提

供するソフトを導入して指導に当たるというものでございます。これまで、地域未来塾で行っている放

課後補充学習では、指導に当たる方は教員ではなく地域のボランティアの方々でございました。成果と

して好評いただいていますが課題が大きく２つございまして、やはり指導者が教員ではないということ

で、わからないところを専門的に教えられないということと、あとは使用する教材の用意というところ

で、本来、放課後行っている中では、教員の働き方改革の一環でもあったのですが、先生方に教材の提

供をお願いして、先生方が印刷して渡すというところで、先生方にとっていわゆるプラスの業務という

のが発生するということも課題で挙げられておりました。今回導入しますものにつきましては、ＡＩが

実際に児童の解いている様子を判断しまして、その子に合った教材を提供するというところでございま

す。また、その中では自学自習も可能になるということが、人工知能型で適切な指導ができるというと

ころでは、そういった意味で、地域未来塾で課題であったものが解消されるということで、導入しよう

と思ったところでございます。 

○くにば委員  こちらのＱｕｂｅｎａについて調べた中で、特許を取得されたパーソナライズ学習シ

ステムが非常にすぐれた技術だと、まずは私が個人的に感じた点は、今ご紹介がありましたけれども、

生徒ごとに、間違えた問題の技術をＡＩが解析して、一人一人に最適化された問題が出題されます。あ

とは、生徒が解いている問題、回答時間、正答率などのデータをリアルタイムに収集。一人一人に異な

る学習進度に合わせて、その生徒に応じた問題を配信する。授業中に、クラス全体の学習進度や問題ご

との正答率をリアルタイムで先生が把握でき、その進度に応じた問題を生徒に配信できるなどでござい

ます。このＱｕｂｅｎａを導入した学習効果の事例では、従来の授業の７分の１の時間で身につき、２

週間で１学期分が終了した。数学検定で５人中４人が自分の学年より上の級に合格したという報告があ

ります。これほど効果が高いシステムをコミュニティ・スクールに導入すると、学校の授業しか受けて

いない生徒との実力差が、逆に顕著に出てしまうのではないか。こちらは、いい意味で私は懸念してい

るのですけれども、この点について何か問題だと捉えていらっしゃるか、いかがお考えになりますで

しょうか。あとは、現場での声についてお聞かせください。 

○工藤指導課長  委員にご案内いただきましたとおり、ＡＩを活用した教材提供ソフトというのは、

これから活用においてはさまざまな効果が得られるということは、私どもも期待するところではござい

ます。 

 まず、ご案内いただきましたように、児童・生徒一人一人の習熟の程度に合った問題が提示されるこ

とによっては、つまずきがあった場合には既習事項に戻って反復練習などを行うことができるので、定



－34－ 

着が図れるということ、また習熟が進んだ場合には、先に進んだ問題が提示されている中では、基礎学

力の定着に合わせながら学力向上の効果が期待できる。私どもは、学力補充という形での地域未来塾と

して運営してございますので、そこで基礎学力の定着を図っていくことで、本来の授業の中で、その子

たちがの「わかる」が増えていくことによって、授業の中でさらにその子たちが伸びていくというとこ

ろでは、相乗効果があろうかと思います。ですので、今後、そういうことでの成果を見ながら、やはり

基礎学力向上というところは図っていきたいと考えているところではございます。そういった意味では

成果に期待しているところでございます。 

○くにば委員  それではもう一点、今回の実施の結果を踏まえた上で、効果がさらに追認された場合

に、このようなすぐれた学習システムを、学校教育の場においても取り入れれば、より学習効果が高ま

るのではないかと考えます。今、学校で学んでいる、こちらのシステムを導入されていない方と、実力

差が出てしまうのではないかという部分に関しても、こちらを学校教育の場に導入すれば、皆、平均的

に上がるのではないかと考えておりますけれども、将来的な区立学校での導入について、現在、検討し

ているかどうか、検討状況についてお聞かせください。 

○工藤指導課長  今ご案内いただきましたように、まずは地域未来塾での補充学習での活用を図りな

がら、また基礎学力向上の程度を注視しながら、今回、都内におきまして、例えば公立の学校でこれが

実践されているというのは、経済産業省が実証事業として行っている、千代田区立中学校１校のみでご

ざいます。そういった意味では、やはり基礎学力の向上を図りつつ、いわゆる授業の中でそれが活用で

きるものかどうかというのは、あわせて今後検討していきたいと考えております。 

○くにば委員  学校教育の場でも取り入れられることを、私としてはぜひ期待しております。 

 こちらは、区立保育園での就学前教育で導入するＳｏｔａと、あとはＩＣＴ体験アプリの、こども

モードＫｉｔＳ。こちらは民生費の款で触れましたけれども、この導入につきましても、２３区初であ

るということをお聞きしました。先日公開された品川区の新たな長期基本計画において、未来につな

ぐ４つの視点のうちの一つ、「先端技術を活用して課題解決と発展を図る視点」として、ＩＣＴ、ＡＩ、

ＩｏＴ、ロボットなどの新たな技術を教育に活用するという旨がきちんと提示されております。これら

のさまざまな、当区でのＩＣＴ・ＡＩを活用した教育の取り組みは、２３区を見渡しても大変先進的で

あり、もはや品川区の得意分野、品川区の強みにまでなっていると私は思います。あとは、品川区には、

すばらしいことに、ＩＴ関連企業を集約した五反田バレーがあります。先ほどのＱｕｂｅｎａの事業者

も、こどもモードＫｉｔＳの事業者も、ともに五反田バレーの企業なのです。そういった先進的な技術

やサービスを提供する企業が、五反田バレーにはたくさんあります。そこで、私のほうから改めて提言

いたしますけれども、先日も少し申し上げました、品川区のシティプロモーションといった観点におい

て、ＩＣＴ・ＡＩを活用した先進的な教育の取り組みについて、品川区として大いにアピールしてもい

いのではないかと私は思います。そちらについて最後にお聞きかせください。 

○工藤指導課長  今、委員にご案内いただきましたように、私どもが今、取り組んでいる取り組みと

いうのは、やはり子どもたちに確かな学力を定着させていく。そういった側面としては成果を期待する

ところでございますし、また、そういった取り組みだけではなく成果も含めて広く公表しながら、また

進めていきたいと考えているところでございます。 

○くにば委員  こういったＩＣＴ・ＡＩの分野、今回、初の事業ということがたくさんあります。今

後も取り組みに私は大いに期待しておりますので、ぜひともよろしくお願いします。 

○鈴木（真）委員長  次に、中塚委員。 
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○中塚委員  ３５５ページの生徒指導対策等経費にかかわって、性教育についてお伺いしたいと思い

ます。 

 ２００９年にユネスコが国際セクシュアリティ教育ガイダンスを示し、性教育について、関係性、セ

クシュアリティ、ジェンダーの理解、暴力と安全の保持、健康と幸福のためのスキル、人間の体と発達、

性行動、性と生殖の健康など、幅広く示されております。私は、性の正しい知識と行動が大切で、ごま

かすということが一番問題だと思っております。しかし、これまでの教育委員会の答弁では、小・中学

生には性行為を性的接触と説明する、コンドームは説明しても性行為や妊娠に至る過程、快楽は説明し

ないなど、知識や行動をタブー視しております。これでは、児童や生徒は、自分と友達とパートナーと

の心と体の成長や変化、行動を理解することができません。 

 この問題意識を述べて、今回は不純異性交遊の禁止について伺いたいと思います。高校の校則に、不

純異性交遊の禁止または厳禁とする学校があります。まず、不純異性交遊とは何か、そして小学校・中

学校・高校・大学と、一体何が禁止なのか、ご説明いただきたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  委員よりご質問いただきました不純異性交遊という文言でございま

すが、私ども、教育行政に携わる者といたしましては、まずは生徒指導提要という、文部科学省

が２４０ページにわたって示しているものに基づき、生活指導を学校では行っております。その中で、

不純異性交遊という言葉は、生活指導上の課題として、文言で１か所出てまいりますが、不純異性交遊

自体を指導内容として定めている状況にはございません。したがいまして、まずは不純異性交遊は何か

という部分につきましては、私どもの判断といたしましては、まず東京都の公立学校としては、東京都

青少年の健全な育成に関する条例に基づきまして、第１８条の６に示されております、「何人も、青少

年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない」。ここを根拠に、家庭教育の中で家庭の規範

という部分が、まずはある段階。そして、公的な教育機関として具体的に教えていく部分は、また発達

段階に応じてやっていく必要があろうかと考えております。ご存じのとおり、１５歳までの段階はまだ

発達段階の途上にある青少年でありますので、法的にも家庭を持って結婚生活をするという段階にはな

い、まだ未成熟な段階であるというものが一般的な考え方でございますので、個別の指導が必要な教育

相談的対応と教育内容は区別して考えるべきだと考えておるところでございます。 

○中塚委員  初めて説明を聞きました。みだらな行為。真剣だったらいいのか。こういう分野はわか

らないのです。私はタブー視してはいけないという問題意識があるので正面から伺ったわけですけれど

も、私が不純異性交遊という言葉を聞いたのは、おそらく記憶では、中学校、高校かと思っております。

当時の私の受けとめは、何が禁止なのか、とりあえずわからない。とりあえず、先生にばれてはいけな

いとは思うというのが正直な私の気持ちですが、性への関心に対する答えは、友人との会話やテレビド

ラマや雑誌ぐらいで、何も正確なことはわかりませんでした。最近になって、この言葉を改めて知る機

会がありまして、恋愛の動機というのは不純ではないし、相手は異性とも限らないし、でも禁止という

説明の仕方というのはどうなのだろうかと思っております。性に関心を持つ児童・生徒に、これを禁止

と説明するのではなくて、説明をし、性への理解を深めることが大事だと思っております。先ほど、個

別の対応というお話がありましたが、小学校や中学生、児童や生徒は、恋愛禁止ということなのですか。

ストレートに伺いたいのですけれど、いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  人を好きになるということは、別に禁止されることではないです。

それが異性であるとか同性であるとか、それはその人の嗜好等、考えるべきであろうという時代となっ

てきておりますが、まず恋愛禁止というような状況は、本区の１５校の中学校・義務教育学校の生徒手
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帳にも書かれてございません。例えば、仲のよい友達と情報交換のために交換日記をするとか、そう

いったことはあろうかと思います。そこまで禁じるなどということは、どの学校もしておりませんし、

中学生として、今は何を大切に頑張るべきなのか、そのためにどうすべきかという部分は、学校で公的

に教えるもの以上に、まずは家庭の中で話し合いをして、人を好きになった気持ちなども、例えば保護

者から先輩としてのアドバイスもあろうかと思います。そのような現状にあると認識しております。 

○中塚委員  私もぜひ中学や高校のときにそういう話を聞きたかったとは思いますけれども、交換日

記まではいいというお話ですけれども、恋愛において、小学生や中学生が、要はどこまでならよくて、

どこまでならだめなのか。そういう話を聞くことはないわけです。家庭でというお話もありましたけれ

ども、親も子どもとどう接したらいいのかというのも悩みの一つでもあるかと思います。人を好きにな

ることはよいことだということで、それは安心したのですけれども、どこまでならよくて、どこまでな

らだめなのか、これをどう教えるのか、教育委員会の考えを伺いたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  どこまでをどう教えるべきか。これはまさに発達段階に照らして考

えるべき内容だと思います。まず、具体的思考の段階である年齢であれば、聞いたことを言葉だけでは

理解できず、具体的に実際に試してみたくなる年ごろかと思います。ですので、そういった部分も踏ま

えて、まだ社会的に自立していない年齢であれば、どこまでどのように考えるべきかという部分も踏ま

えた上で学習指導要領は示されていると認識しております。体の発達、あるいは初経であったり精通で

あったり異性への関心などについては、もう４年生の段階で学びますが、４年生の発達段階を考えます

と、まずは一般的にはそこまでであって、それ以上の部分は、個人の発達差はございますので、やはり

家庭での話し合いも必要ですし、場面によっては養護教諭の先生に相談に来る児童もいるかもしれませ

ん。そういった部分は個別の対応として丁寧に扱う必要があろうかと考えております。 

○中塚委員  発達段階に応じて、学年に応じて、今、さまざま、指導が行われているかと思いますが、

やはり性教育全体としては、国際的な基準に照らして、まだ不十分な点があると私は思っております。

恋愛について伺いましたが、もちろん異性に向くことも同性に向くことも、それはさまざまですし、強

さや好みも、表現の仕方も、恋愛の有無も含めて性的指向はさまざまです。人を好きになるという気持

ちは、とてもすてきなことだと私自身は思っております。また、その気持ちを相手に伝えるということ

も、とてもすてきなことだと私は思っております。大事なことは、２人の関係性においてどういう関係

になりたいのか。また、恋愛の気持ちが湧くということと、第二次性徴との関係。また、告白して性的

同意の上におつき合いをすることや、またふられること。一度つき合っても、続くこともあれば別れる

こともあること。こうした気持ちの中で、束縛などの支配関係や、ストーカーやデートＤＶにつながる

ことは暴力だ、間違っているのだということも、性教育の中で扱っていくことが大切で、人と人との関

係性は決して禁止ではなくて、知識を得て学び、みずからの性行動について、理性と人間性に照らして、

責任ある行動を選択し、自己決定する。イエスとノーをはっきり言えるスキルを磨いていく。こうした

性教育というものが私は大切だと思います。小学校の高学年でしょうか、中学生でしょうか、さまざま

な年齢があってもいいと思います。手をつないだり、放課後一緒に帰ったり、公園に寄ったり、キスを

することもあるでしょう。やはり２人の関係性やスキルなどを健やかに学ぶことができる性教育を、ぜ

ひとも実践し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  一概に何年生だったらキスをしていいとか、そういった部分の指導

は、なかなか極端な考え方になってしまうかもしれないと認識しております。そのように今、受けとめ

てしまったのは、私の早合点かもしれませんが、まずは相手の気持ちを大切にする。これはもう、人権
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教育として基本でございますので、そこをしっかりとやっていく。相手のプライベートゾーンに近づい

ていい距離とか、これ以上踏み込んでしまうといけないという部分は、性教育だけでなく、社会のルー

ル、人間関係を学んでいく部分でございますので、それはさまざまな場面で、いろいろな場面を通じて、

担任が指導する場面もあるでしょうし、あるいは校外宿泊学習の前に、今度は夜までいろんな友達と過

ごす中で、キャンプファイアもやったりします。そんな中で、当然、手をつないで楽しく踊る思い出な

どつくる中で、いろいろな気持ちの相談を受ける。教員が個別に相談を受けるようなケースもあろうか

と思います。いずれにしましても、教育として扱う内容という部分と、それから個別相談という部分は、

ご家庭とも協力があった上で成り立つものかと考えております。 

○中塚委員  性行動について、この年齢が正しいということではなくて、やはり正しい知識と行動を

学ぶ機会をぜひつくっていただきたいという趣旨で、先ほど質問させていただきました。 

 児童や生徒が性に関心を持つ時期だからこそ、性教育はとても大切だと思います。国際的には５歳か

らの性教育が既に言われており、先ほど話した水着ゾーンと呼ばれるプライベートゾーンがあることを

小さいときから学んだり、家族の多様性なども学び始めております。ぜひ、こうした包括的な性教育の

実践と研究を、親、教員の力を合わせて進めていただきたいと思いますが、お伺いいたします。 

 続いて、小学校の高学年での保健体育の授業です。今はどうなっているかわかりません、私の体験で

すけれども、男女に分かれて保健体育の授業が行われました。記憶に残っている範囲では、私は第二次

性徴で、体毛が増える、精通がある、寝ているときに夢精が起きるぐらいの記憶なのですけれども、こ

こで伺いたいことは、男子生徒に対しても、女性の体の仕組みや変化、つまり生理や生理痛、月経前症

候群や生理用ナプキンなど、また個人差があることや、妊娠に至る過程も含めて、男子にも説明が必要

だと思います。なぜならば、別々の授業にすることで、男女の体の変化や特徴があまりにも謎めいてし

まって、例えばプールの授業を休む女子生徒に対して、からかったり、汚れていると思ったり、冷やか

したりと、こうした理解や発言は間違っていると私は思うからなのです。古くから長い間、そして今も

含めて、生理は汚れているとの認識が根強くあるだけに、男子生徒にも、女子生徒の体の変化や対応に

ついて、お互いの理解が深まることが大切だと思うのですが、今どんなふうに授業が行われているのか、

そしてお互いの理解を深めることが大切だ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  委員からご指摘いただいたように、私も、「男子は外で野球をやっ

ていなさい」と言われた記憶がございますが、現在はそういったことはなくて、保健体育、体育の教科

書の中にもしっかりと、男子・女子、両方の体の発育が図として載っているものを扱って、しっかりと、

初経、精通などについても扱いますし、あるいは理科では生命誕生が、５年生のところでしっかりとも

う出てきますので、授業として、まず共通に扱うという場面があります。それとは別に、もしかすると、

実態に応じて校外宿泊学習の前に、女子は女子で集めて、いろいろな生理用品の手当ての仕方等を養護

教諭が指導する、あるいはゲストティーチャーとして生理用品メーカーの方が出前授業で来てくださる

授業を活用した学校も過去にはございます。 

○中塚委員  今日は性教育について質問させていただきましたが、私自身、大人になってから、性教

育について学ぶ中で、もっと早くちゃんと説明してほしかったと、とても思っております。豊かな性教

育は、自分もパートナーも家族も大事にし、人生を楽しくするものにつながると思います。しかし、逆

にゆがんだ情報や行為は暴力にもつながります。フラワーデモやＭｅＴｏｏ運動が広がっておりますが、

国際基準に照らして、ぜひとも性教育を抜本的に充実、引き上げていただきたいことを要望して、終わ

りたいと思います。 
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○鈴木（真）委員長  次に、木村委員。 

○木村委員  最初に、３５７ページの特色ある教育活動経費の中、しながわドリームジョブからの質

問をいたします。 

 私は、子どものころ、どのような職業に憧れていたのか覚えていませんけれども、何らかの夢を持っ

ていたと思います。いつの時代も、子どもたちの夢は大きく、そして果てしない夢を見てきたはずであ

ります。全ての夢が実現することというのはないでしょうけれども、夢を膨らませることは、大人へ成

長する１ページと考えてもいいのかもしれません。紹介される職業は事前に子どもたちに興味のある職

業のアンケートをとり、その結果であるということですが、子どもたちがどのような夢を持ち、その夢

に向かって頑張っていると感じる姿をかいま見ることというものはあったでしょうか。お聞かせくださ

い。 

○工藤指導課長  委員にご案内いただきましたように、子どもたちがさまざまな職業を早い段階から

知り、そして自分の将来に向けた夢や希望を持つという意味では、非常に重要なことだと認識してござ

います。その意味では、さまざまなスキルを持ったドリームジョブの講師の方々のお話を聞く中では、

やはり子どもたちは、今まで知らなかった職業についても詳しく知ることができ、さらにそこから、こ

んな仕事はどんなことをやっているのだろうかという視野が広がるといったことも、感想から見られる

ところでございます。ですので、そういった方たちをドリームジョブマイスターと呼びますけれども、

講師の方々は地域の方々という方が多いものでございますから、また気軽に声をかけて、そういったと

ころからも学ぶ、学びが広がるというところも効果として見られているところでございます。 

○木村委員  次に、３５９ページの上段にありますけれども、オリンピック・パラリンピック教育推

進事業、１億３５万円余からですけれども、ブラインドサッカー体験教室からの質問をいたします。 

 品川区の応援競技でもある５人制サッカー、通称ブラインドサッカーの体験教室の概要について教え

てください。 

○工藤指導課長  ブラインドサッカー体験教室でございますが、平成２８年度から、ブラインドサッ

カー協会による協力を得ながら、全ての区立学校で行ってきたところでございます。令和元年度からは

区内の子どもたちが必ず体験できるように、第８学年で必ず実施するものということで行ってございま

す。また令和元年度から、同じく幼稚園教員も含めまして、区立学校の教員向けの体験研修会も実施し

ているところでございます。 

○木村委員  私は、この授業について、人に対する思いやりや、同じ人間として生まれてきた者同士、

またたまたま体に障害を持って生まれてきただけ、また何かでけがをしただけで、どこに引け目を感じ

る必要があるのか。厳しい世の中で生きていくことの大変さ、健常者のようにはできなくても、少しで

も近づきたい、自分たちの姿を理解してもらいたいと強く思っていることと思いますけれども、こうい

う考えに間違いはないでしょうか。 

○工藤指導課長  委員にご案内いただきましたとおり、この体験を通して、例えば子どもたちからの

感想では、ふだんの生活の中で自分の考えを相手に伝える、あるいはアイマスクをして体験することに

よって、障害があるという状態の中で指示をもらうことの怖さであったり、あるいは相手を思いやる心

であったりというのが非常にわかったという声を聞いてございます。また教員からも、やはり相手を思

いやるところから、日々の自分の授業での指導場面を想定して、やはり子どもたちにわかりやすく指導

するにはどうしたらいいかという、自分の働き方、自分の授業スキルのところまで及ぶというところが

ございます。そういった意味では、委員にご案内いただいたとおり、思いやりの心が育つなどの効果は
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見られるところでございます。 

○木村委員  子どもたちは今、またとないチャンス、大人になり、社会で活躍するころには、今行っ

ている授業は、また人を思いやる気持ちがきっと役に立つときが来るであろうと私は思っています。学

問だけを詰め込めばいいということではなくて、パラリンピックを通して、人を理解することや、また

人を思いやることなど、柔軟に物事を考えることは大変よい機会ではないかと思いますし、生きた授業

だと思いますが、教育長、いかがお考えでしょうか。 

○工藤指導課長  教育委員会といたしましては、現在行っている体験教室などは、今後、東

京２０２０大会後も、本区のレガシーとしてやはり継続してまいりたいと考えているところでございま

す。 

○木村委員  多分、教育長も同じだろうと思います。ありがとうございました。 

 次に、３６９ページの中ほどにあります、教室等照明ＬＥＤ化工事費からの質問でございます。 

 最初に、この事業の内容と、その目的についてお聞かせください。 

○有馬庶務課長  教室等照明のＬＥＤ化でございますけれども、ＬＥＤは、蛍光灯に比べ消費電力が

少なく、長寿命と言われております。また最近では、性能がよくなって、照度も十分確保できますし、

蛍光灯のようなちらつきもなく、スイッチを入れるとすぐ点灯するということもあります。値段が下

がっているということもございまして、ＬＥＤ化を進めているというものでございます。 

○木村委員  学校のどの部分に、例えば教室や職員室など、どの部屋の照明器具を交換するのでしょ

うか。また、ＬＥＤ化することによる効果にはどのようなことがあるのか、お聞かせください。 

○有馬庶務課長  教室等ということでございまして、普通教室のほかに、特別教室や管理諸室、廊下

など、あらゆるところに設置していくという考え方でございます。 

 それから効果につきましては、当然、電気料金が削減されるというほかに、電気の使用量が削減され

るために、ＣＯ2の排出量が削減されていくと考えているところでございます。 

○木村委員  令和２年度の設置校は、小学校４校、中学校２校、義務教育学校１校とありますが、具

体的にどの学校でしょうか。また、今まで改修した学校は何校あるのか、今後の計画もお聞かせくださ

い。 

○有馬庶務課長  令和２年度の設置予定校ですが、小学校については、台場小学校、小山小学校、第

二延山小学校、清水台小学校の４校、中学校は、鈴ヶ森中学校、荏原第六中学校の２校、義務教育学校

は八潮学園でございます。これまでに設置した学校はトータルで２３校ございます。残りは、今のとこ

ろの計画では、改築校については改築するタイミングでＬＥＤ化していくということで、それ以外の学

校については、基本的に令和４年度までに完了していこうと考えているところでございます。 

○木村委員  このＬＥＤ化することによって、大変、電気量の削減にもなるということをお聞きいた

しました。ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 次に、太陽光発電設備設置工事費についてお聞きいたします。令和２年度の設置校１校とありますが、

どちらの学校なのでしょうか。また、太陽光発電設備を設置する学校の選定理由はどのようなことで選

ぶのでしょうか。 

○有馬庶務課長  令和２年度の太陽光発電は京陽小学校に設置いたします。基本的には、屋上防水工

事をやるときに、一緒に場所があれば設置するという考えと、あとは改築時に合わせてやるという考え

方で進めているものでございます。 

○木村委員  今まで設置した学校の数が何校で、太陽光発電設備を学校に設置することによる効果は
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どのようなものがあり、どのように活用しているのか。さらに今後の計画についても、時間がある限り

お知らせください。 

○有馬庶務課長  今までに設置してきた学校は２０校でございます。基本的には、太陽光発電ですの

で電気料金が削減できるということ。それから、同様に再生エネルギーなのでＣＯ2の排出がないとい

うことも言えると思います。それから、最近では蓄電池を一緒に配備しておりますので、災害用として

も使えるというところだと考えております。 

○鈴木（真）委員長  次に、横山委員。 

○横山委員  私からは、３５７ページ、プログラミング学習、３５９ページ、品川英語力向上推進プ

ラン、３６３ページ、図書館運営費、３６７ページ、学校システム運営費について、時間があれ

ば３５１ページ、学校給食費についてお伺いいたします。 

 ある学校のお便りで、学校からの情報提供のあり方について、学校からの伝達ツールとしては、現在

はお便り、保護者配信用メール、学校ホームページがあるということが書いてありました。ホームペー

ジの更新は、コミュニティ・スクールの取り組みの一つとするなどの検討をお願いしたいと思います。

今後、紙ベースでのお手紙が情報伝達の中心ではなく、技術革新に合わせて改善を図っていただきたい

のですが、いかがでしょうか。 

 プログラミング教育についてです。経済産業省のウエブサイトで、新型コロナ感染症による学校休業

対策「学びを止めない未来の教室」があります。子どもたちに感想を聞きましたが、ふだんから使用し

ていてなじみのあるＬＩＮＥが使いやすかった、プログラミングがよかったなどの声が届いています。

プログラミング教育を推進するための体制を構築すべきと考えていますが、ＧＩＧＡスクール構想の実

現を要望したいのですけれども、こちらは午前中にもいろいろな議論が出ておりましたので、簡単にご

見解を伺います。 

 また図書館について、「昔、子どもが１歳くらいのとき、散歩がてら図書館に行ったときに、『頑

張って育てていて偉い。頑張っているわね』と自然に声をかけてくれた司書がいました。若くして子ど

もを産み、若いからと言われないよう、毎日うまくいかない、全然思ったとおりにはならない子育てで

落胆・反省しているときに、思いがけず声がけをしてくれてすごく励みになったのは、今でも鮮明に覚

えています。自分もそんな人になりたいです」という声が届いています。新しい品川区子ども読書活動

推進計画を策定しているところだと思いますけれども、私はこちらは大変すぐれた計画だと思っており

まして、ティーンズ世代へのサービス実施、読書活動推進について内容を教えてください。 

 また、私は１月に、早稲田大学の松岡亮二准教授に教育社会学のお話を伺いました。松岡先生は、著

書『教育格差』において、日本では、どの施策・教育プログラムが誰にどう影響を与えたのか、児童・

生徒の成長の背景には、家庭や地域といった生まれについての環境がどの程度影響しているのかという

検証や分析を行う習慣がないとして、課題提起をしています。英語力向上推進経費と実用英語技能検定

公費助成の効果検証とデータの収集・保管の方法について教えてください。分析可能な状態でデータを

収集・保管していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。また、英語教育データを解析する人的

リソースの育成について、お考えをお聞かせください。 

○工藤指導課長  私からは、コミュニティ・スクールの取り組みとして情報発信する点と、英語力に

関する効果検証等につきまして回答させていただきます。 

 まずホームページの更新と、学校からの情報発信は、現在、コミュニティ・スクールの中でも、校区

教育協働委員会では、学校からの情報発信というのも、もちろん議題の中で検討できることでございま
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すので、こういうお声があるということは各学校地域コーディネーターにも連絡いたしまして、そうし

た検討をしていただこうとは考えているところでございます。 

 また、英語力等に関する効果検証等でございますが、現在、国が行ってございます英語教育実施状況

調査の中では、外部試験におきまして、いわゆる英検３級以上を取得している９年生というのは４８％

という結果が出てございます。外部試験には、実用英語技能検定、またその他のものも含まれますが、

これは、国の目標は５０％、また都の平均３５.８％と比べましても、品川区の生徒は高い英語力を有

していると考えてございます。また、私どもが行っております保護者アンケートあるいは児童・生徒ア

ンケートからも、英語学習は１年生から行っておりますが、保護者からは、肯定的な回答を９割以上い

ただいているところでございますし、また９年生におきましては、英語で仕事ができる程度の英語力を

身につけたいという関心が、学年が進行するにつれ、一番高くなっているところでございます。 

 これらのデータ等につきましては、電子データとして保管してございますけれども、分析につきまし

ては、指導課の係員、また専門的な教育の見地からは指導主事が、今、分析を行っているところでござ

いますが、そういった分析の手法につきましても、日々、指導課の中でも検討しておりますが、状況に

応じましては、またさまざまな効果検証を考えていきたいと思っております。 

○大関教育総合支援センター長  私からは、プログラミング教育関連についてお答えいたします。 

 さまざまなツールが世の中に出ている中で、Ｓｃｒａｔｃｈであったり、あるいはロボットを使った

りなどがありましても、それが、おもしろいだけではなくて、プログラミング教育は、そのプログラミ

ングを通して、意図した処理をどうするかというところが狙いでございます。そういった形で、今は、

さまざまな学校の取り組みを行っているものを、共通理解をさらに深めていきながら、将来、ＧＩＧＡ

スクール構想に本区が乗っていった段階になっても、どのような機械、どのようなソフトでも対応でき

る児童・生徒になっていくと考えております。 

○横山品川図書館長  図書館から、まずスタッフの対応についてお褒めの言葉をいただき、ありがと

うございます。本が好きなスタッフがそろっておりますので、少しでも本を好きになっていただきたい

という思いで接遇に励んでおります。よろしくお願いいたします。 

 それと、品川区子ども読書活動推進計画についてですが、今回の目的は、「本等を活用して、自ら主

体的に思考し、行動する人に育つ」ことを目的としまして、各世代別に目標を立てております。お尋ね

のティーンズ世代につきましては、主な対象、中学生段階について、本等を自ら読もうとする姿勢と調

べる力を育むということで、具体的な取り組みとして、子どもの嗜好や流行に応じた蔵書の構成や、子

ども同士の勧め合いを通じた読書の推進、複合的な情報環境を活用した調べ学習の進化、読むことの困

難さに応じた読書手段と機会の提供を目的としております。また、それに続く高校生・大学生世代につ

きましては、情報環境を活用し、社会にかかわる力を養うということで目的につなげることで、取り組

みとして、自立や社会参加につながる蔵書の形成や、読書活動の世代間での循環の促進、読書能力を確

立する学びの機会、読むことの困難さに自ら対応することに対する支援という形で、これから取り組ん

でいこうと思っております。よろしくお願いいたします。 

○横山委員  英語教育についてなのですけれども、家庭や地域などの環境が影響することが懸念され

る教科の一つだと思っておりますが、全ての子どもたちが、どのような家庭環境・地域に生まれても自

分の可能性を活かすことのできる社会をつくるために重要な視点だと、データ分析の部分、検証の部分

を考えておりますので、引き続き指導課で主導していただきながら研究を進めていただきたいと思って

おります。 
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 また図書館なのですけれども、「本等を活用して、自ら主体的に思考し、行動する人に育つ」。これ

からの社会において人生を豊かに生きる力というのは、子どもたちに限らず、これからの社会を子ども

たちとともに生きる保護者の方や大人や高齢者の方々にも、ぜひ身につけていただきたいスキルや姿勢

だと考えておりますが、いかがでしょうか。 

 あと、給食の部分を少しお伝えしたいと思います。区民の方より、給食メニュー・食材にこだわりが

あるという声を聞いております。私は昨年、地元の子ども食堂を視察したときに、給食会社がプロ

デュースしていることで、子どもたちが安心安全に食べられるメニューなので、ほかの子ども食堂から

レシピを教えてほしいなどの声が寄せられていることを伺いました。今後、給食調理業務代行に完全に

移行していく中で、民間の給食会社が学校外で、子どもたち、ほかの子ども食堂など、地域とのかかわ

りを創出していく面においても、すばらしい事例だと考えておりますけれども、給食を通して民間の活

力を活かしていくことについて、教育委員会の考えをお伺いします。 

○横山品川図書館長  委員お尋ねの、「本等を活用して、自ら主体的に思考し、行動する人に育つ」、

これから社会において人生を豊かに生きる力を育むということが、最終的な大人になってからの目的で

ございますので、委員ご指摘のとおり、高齢者や大人の方こそ身につけていっていただきたい能力だと

把握しております。 

○篠田学務課長  給食に関するお尋ねにお答えいたします。 

 民間活力というお話でございますけれども、例えば学校給食のレシピに関しましては、試食会等にご

提供したり、学校によっては、給食室の前にレシピを置いて、並べて、お持ち帰りくださいといったよ

うな形でやっているところもございます。それぞれの学校、また教育委員会で考えてつくっているレシ

ピでございますので、有効に使っていただけるのであれば、ぜひ提供してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

○横山委員  教育委員会で給食のレシピ等を貼り出していただいたりということをしていただいてい

るかと思うのですけれども、子ども食堂を所管する部門とも連携していただいて、子ども食堂など、必

要なところに、そういったレシピの情報も届くようにぜひお願いいたします。 

 最後に、今、教育現場の先生方のご苦労ははかり知れない状況があると思いますので、決してご無理

はなさらずに、引き続き子どもたちと品川区の教育をよろしくお願いいたします。 

○鈴木（真）委員長  次に、湯澤委員。 

○湯澤委員  私からは、３５７ページ、プログラミング学習、それから３６３ページ、図書館運営費

についてお願いいたします。 

 質問の前に、今回の子どもの居場所確保につきまして、さまざまな課題や世論が飛び交う中、校庭開

放に思い切った対応をしていただきましたことは、子を持つ親としても大変感謝しておりますし、支持

しておりますので、本多委員からもありましたが、今後、さまざまな批判もあるかもしれませんが、ぜ

ひその姿勢を貫いていただきたいと思います。 

 それでは質問に移ります。まずプログラミング学習につきまして、プログラミング教育が小学校で必

修化され、令和２年よりスタートいたします。これからの時代はＩＴ機器を使用することが当然となり、

今まで以上に、生活や仕事、そしてスポーツなど趣味に至るさまざまなことにも取り込まれてまいりま

す。その上で、このプログラミング教育は、パソコンやスマートフォンといったＩＴ機器を道具として

使いこなすだけでなく、その仕組みを知って能動的に活用することが、子どもたちの将来の暮らしや職

業において重要であると認識しております。新しいカリキュラムでありますので、まずプログラミング
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教育とはどういったものなのか、そしてどうして必修化されたのか、経緯などをお聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  やはり、これからの世の中を生きていくためには、自分たちで創造

していくということが重要な時代だということが、まずベースにあります。その中で、自分の意図した

ことを、しっかりと、どのように指示を入れれば意図どおりに動くのかといった部分を、基本を組み立

てられる思考力・ロジックを、小学生段階で身につける必要があろうかと考えております。そのために

出てきた新たなプログラミング教育として、実際には、コンピューターに意図した処理を行うように指

示することを体験しながら、失敗なども繰り返しながら、より、そのよさ、あるいはもっと工夫という

ものを体感しながら、子どもたちに能力を伸ばしていってほしいと、小学校現場では、これまでも先進

校は捉えながら試行錯誤してきたような経緯がございます。その中で、プログラミング的思考として、

コンピューターだけではなくて、日常の考え方・ロジックという部分にまで踏み込んで育てていきたい

と考えているところでございます。 

○湯澤委員  プログラミング学習につきましては、数年前にご縁がありまして、小学生にプログラミ

ング学習を指導しているプロボノの方々のもとへ、見学に行かせていただきました。そこでは、２年

生・３年生の子どもたちが１５人くらい、小学生でも簡単にプログラミングができるＳｃｒａｔｃｈと

いう教材を使いまして、おのおので独自のプログラミングをパソコンで作成しておりました。まず、自

分の好きなキャラクターを描いて、そのキャラクターを動かすためにさまざまな指示を出して、バック

ミュージックなども自分で決めることができて、大変小さな子がすごいなと驚かされた記憶があります。

最初は思いどおりに動かなかったり、方向転換などができなくて悪戦苦闘されていた子どもたちも、先

生にヒントをもらって、自分で考えて試行錯誤した結果、思いどおりにキャラクターが動くと、大喜び

をして、友達に自慢をしたりしておりました。子どもたちが夢中になり楽しんでいるという印象ととも

に、これから教える側の知識や技術が必要であり、結構大変なのではないかとも思いました。 

 間もなくプログラミング教育が始まりますが、それに当たって、各対象校の環境整備と、それから指

導に当たる先生方の準備が万全なのか、またどのような環境整備を行っているのか、学校の先生方はど

のような準備をされているのかをお聞かせください。また、品川区におけるプログラミング教育推進校

が、対象学校中、何校あるのかも教えていただければと思います。 

○大関教育総合支援センター長  これまでも、推進校あるいは区の研究学校としてプログラミングを

扱ってきた学校の情報は、全校で共有はしてきたところでございます。ちなみに、後半ご質問いただい

たプログラミング教育推進校といたしましては、都のモデル指定を受けている学校も含めまして、今年

度１０校ございまして、その１０校に対しましては、必要な予算もつけて、いろいろなプログラミング

の試みをやっていただき、その内容を、プログラミング教育研修会として全校から担当の教員を集めま

して、情報共有を図ったところでございます。次年度も同じように、各校の取り組みを情報共有しなが

ら進めてまいる所存でございます。 

○湯澤委員  プロボノとして活動されている方に、ある小学校の１年生から４年生の先生を対象に研

修会を行ったときの話を伺いました。研修会の内容は、プログラミング教育とはどういったものなのか

という理論的な説明と、Ｓｃｒａｔｃｈを使ったゲームを実際に体験してもらうというものだったそう

です。そこで、先生たちの感想は、Ｓｃｒａｔｃｈでのゲームは楽しかった、体験したことでプログラ

ミングのやり方がわかった、思っていたよりも簡単でおもしろいなどがあったそうですが、プログラミ

ング教育に関心を持つことはできたけれども、今後どうしたらいいかわからない、授業にどう取り入れ

ていいかというような不安の声もあったそうです。 
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 このように、現場で指導に当たっている先生、特に推進校でなかったところは、始まってみないとわ

からないという不安があるかと思います。文部科学省からは、その対策として、教育に対するプログラ

ミング教育の手引や、未来の学びコンソーシアムが運営するウエブサイトの活用を促しておりますが、

品川区独自の支援策があれば教えてください。また、それが、学校や先生によって指導の差が出ないよ

うな対策であるのかも、あわせて教えていただければと思います。 

 あともう一つ、品川区教育委員会では、ＮＴＴ東日本と、コミュニケーションロボットを活用した実

証実験を行ったと聞いておりますが、そちらに至った経緯と成果についても教えていただければと思い

ます。 

○大関教育総合支援センター長  先ほどご質問いただいた環境整備と、今ご質問いただいた、Ｎ

ＴＴ東日本と共同で取り組んできた取り組みなど、同じ内容となりますが、各校に、タブレット型ＰＣ

は入っておりますので、そこを活用してＳｃｒａｔｃｈなどは行っていくという前提条件は、もうそ

ろっておりますので、プラスアルファといたしまして、昨年度も今年度も、例えば小さなロボットのよ

うなものを動かすような仕組みを導入した学校もございます。あるいは、今度新しく４月から活用する

教科書に載っている内容を扱うような学校もあろうかと思いますので、そこに必要な、音に反応するよ

うな装置を購入した学校などもございます。それ以外に、ＮＴＴ東日本から、ロボットを学校で活用す

るプログラム開発をしたいので、協力してもらえないかという話が向こうからございましたので、校長

会を通じて募ったところ、２校よりぜひやりたいということで、第一日野小学校、三木小学校が名乗り

を上げて開発してきたプログラムがございますので、そちらを、次年度より、希望のある学校には貸し

出していくことができるようになっております。 

○湯澤委員  品川区もしっかりと先生方を支援していただけるということで、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

 ある先生からは、プログラミング教育は、児童の理論的思考を磨いて、みずから学び、試行錯誤しな

がら答えを導き出すものとしては支持しているのだけれども、自身がコンピューターに疎いために不安

を感じると言われている方もいらっしゃいました。教員の働き方改革にもかかわると思いますけれども、

小学校教諭はただでさえ多くの教科を指導しておりますので、この新たなカリキュラムが、学習指導要

領の追加とはいえ、負担に感じる先生も少なくないと思います。現在、多くの民間企業や、先ほど来お

話ししておりますプロボノの方々が、プログラミング教育についての支援やサービスを行っております

が、指導に当たる先生の負担軽減対策として、こういった民間企業やボランティアの支援を効率よく今

後受けていく予定はあるか、その辺も教えていただければと思います。 

○大関教育総合支援センター長  品川区内には五反田バレーがございますので、先日も、五反田バ

レーから４名の方がボランティアで子どもたちへの授業を実施し、その後、教員研修会もやっていただ

けるというすばらしい予定がありました。今回の新型コロナウイルス感染症対応のために流れてしまっ

たのですが、春季休業中に教員向けの講習会はやっていただけるとお申し出いただいております。また、

それ以外にも、夏休み中のプログラミング教室を、おやじの会のような形で参加していただいたケース

などもあります。そういったありがたい申し出をたくさんいただいておりますので、今後とも学校に情

報提供してまいります。 

○湯澤委員  初めてのカリキュラムでありますので、現場の先生や子どもたちも最初は戸惑いがある

かもしれませんけれども、子どもたちが楽しく伸び伸びと学び、先生の負担も軽減できるような支援を

引き続きお願いしていただきたいと思います。また、私たち親世代にとっても初めてのものであります
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ので、親子教室などのようなものも開いていただき、親も一緒に学べるような機会もいただければと

思っております。 

 次の質問に移ります。図書館運営費につきまして、このたびの新型コロナウイルス感染症のために、

外遊びを制限される子どもたちや、また高齢のために外出を控えている方も多いかと思います。実は我

が家にも両方がおりまして、持て余している時間に関しましては、子どもたちは絵本を、そして大人た

ちは本を読んで過ごしております。そういった家庭も少なくないのではないかと思いますが、確認を兼

ねて質問させていただきます。現在、図書館では、新型コロナウイルス感染症対策としてサービスを休

止しているかと思います。図書の貸し出しは予約のみとありますが、これはサービス休止が決まる前か

らの予約をしていたものに限るのか、それともこれからでも予約ができるのか。これからでも予約がで

きる場合は、どのような方法で予約すればいいのか、また受け取りはどのようにすればいいのか。そし

て、新規でも図書カードなどはつくれるのかを教えていただければと思います。 

○横山品川図書館長  休業中の図書館での対応についてのお尋ねでございます。 

 予約につきましては、利用制限以前に予約していただいた本ももちろんですが、利用制限期間に入っ

てからも予約を受け付けさせていただいて、お貸し出しとご返却を受け付けております。滞在して危険

性を増さないように、カウンターのみオープンしておりまして、そちらで受け付けて、すぐにそちらか

らお借り出しいただいて、退出していただくような形でサービスを提供してございます。お子さんや、

見て選びたい方のために、ホームページで、せめてもの手続ですが、今までブックリストでご案内して

いた本について、ホームページから一覧で見られるような情報提供をさせていただいて、少しでもご不

便を解消しようとしております。また、著作権の関係をクリアした東京子ども図書館で、ＹｏｕＴｕｂ

ｅで読み聞かせの動画などを配信しておりますので、そちらのご紹介も始める準備をさせていただいて、

少しでもご不便がないような形で、今、努力しているところでございます。それと、あと受け取りにつ

きましては、今までどおり各図書館取次施設ほかで受け付けておりますし、カウンターが開いておりま

すので、新規の登録についても受け付けさせていただいております。 

○湯澤委員  サービスを休止してからの予約状況などはどうなのかというのと、あと、こういった大

変なときですから、運営のほうは皆さん大丈夫かと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○横山品川図書館長  予約状況は、今までの倍、稼働させていただいて、使っていただいている状況

です。皆さん、来ていただくときにお声をいただくのですが、頑張ってほしいであるとか、ご苦労さま

であるとか、好意的なご意見をとてもたくさんいただいておりまして、中には、苦情というか、ご不便

をかけていることを口になさる方もいらっしゃるのですが、スタッフは、そういう応援のお声を力に変

えて頑張っているような状況です。バックヤードについては、むしろ、忙しいような形で運営させてい

ただいております。 

○湯澤委員  本当に大変ご苦労の中、お仕事をされているかと思います。緊急事態でありますので、

区民の支えとなる図書の貸し出しにつきましては、業務上、手に負えない場合などにおきましては、臨

時職員等の対策もとっていただきたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、のだて委員。 

○のだて委員  私からは、３６９ページの学校図書館運営費にかかわって、学校司書配置などの充実

について、３７３ページ、給食運営費にかかわって、新型コロナウイルス感染症での補償について伺い

ます。 

 初めに新型コロナウイルス感染症について、品川区では３月３日から休校になっていますが、給食も
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全てストップしてしまって、納めていた地元業者は経営が大変です。納めが売り上げの大きな部分を占

めているので、支援があったら助かるという声も寄せられています。日ごろから学校給食を支えてきた

お店ですので、今、いろいろ支援も出ておりますけれども、先ほども質疑がありましたが、確認になっ

てしまいますが、保護者への給食費返還だけでなく、業者にも支援をしていくということでよいのか、

確認させてください。 

○篠田学務課長  給食納入業者への支援についてでございます。基本的には、先日の政府のお話も

あったとおり、国として経済対策をとっていくという形で伺っているところです。具体的なスキームに

ついて、まだ出ていないようでございますけれども、直接、区がかかわってという形ではなくて、国か

らさまざまな形で企業への支援をしていくと伺っておりますので、そういった対応がなされるものと考

えているところでございます。 

○のだて委員  対応がされるということですので、まだ具体的にはわからないということでしたので、

ちゃんとされるように、区としてもぜひ尽力していただきたいと思います。 

 学校司書についてですけれども、午前中の質疑でもありましたが、学校司書は、最終的には週５日、

配置したいということでした。しかし、文教委員会では、５年、１０年先の話ということでした。でき

る限り早く実施できるようにしていただきたいと思いますが、何が課題になっているのか伺います。 

○横山品川図書館長  今現在、学校図書館に対する支援スタッフの配置につきましては、年間７３５

時間ですので、大体週１５時間なので、週の半分は配置するような形をとっております。その運営につ

いては、スタッフがいらっしゃらない時間について、学校の司書教諭の先生や、コーディネーターやボ

ランティアの方などが入って、協力しながら運営するという形を今までとってございます。それが今、

とてもうまく機能している状況も見られるし、学校によって、それぞれの運営の仕方が全く違います。

それなので、今の形を継続する学校もあるでしょうし、やはり時間を増やしてスタッフを配置してほし

いという学校もある。その調整をしながら一番いい形を仕上げていくには、それぞれ検討し、調整しな

がらということで、お時間をいただいて、結果的に時間を延ばしたほうがいいという体制が得られた段

階で増やしていくという意味で、長期的な検討をしたいとお答え申し上げております。 

○のだて委員  さまざま学校によって形態も違うということでしたので、例えばで構わないのですけ

れど、どれだけ違うのか、その例を具体的に教えていただければと思います。そして、学校図書運営支

援スタッフがいないときには、さまざまほかの人と協力してということでしたけれども、それならば、

やはり週５日、学校司書がいることで、教員の方などであれば、そこの協力をせずに、学校の授業準備

などに回していけるということにもなるのかと思いますので、司書がいて、さらにボランティアなどの

支援をしていくという形で進めていけばいいのかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○横山品川図書館長  さまざまな学校図書館の運営の仕方ですので、例えば、スタッフの方がいらっ

しゃるときは直接にいろいろ手配して、それ以外についてはほかの方にお願いする形もありますし、図

書委員を含め、生徒たちに参加してもらうような運営の仕方もあると思います。学校によって、それぞ

れのやり方をしております。 

 それと、スタッフの方が長くいれば解決するという問題ではなくて、今回の子ども読書活動推進計画

でも議論がありましたけれど、子どものときから、いろいろな大人の人や、家族の人や、いろんな人と

かかわりながら、読み聞かせをしてもらったり、自分から読んであげたり、情報共有をしたりという交

流を通じて読書に親しむことが、とても効果的だというご意見をたくさんいただいております。そうい

う意味では、１人のスタッフの人がかかわるということが必ずしもベストとは限らないので、いろいろ
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な人がスタッフとしている学校図書館に来て、いろいろなパターンで学校図書館を利用するという生徒

のやり方も、そちらのほうがむしろいい学校もあるかという意味で、いろいろな状況があるとご案内さ

せていただいております。 

○のだて委員  さまざま、例ということでご説明いただきましたけれども、長くいるだけで解決する

ものではないということでしたが、やはり学校司書が、１人の人がずっといることによって、子どもた

ちの性格や家庭環境などもわかってくるかもしれませんので、そういった中で子どもたち一人一人に

合った本を勧めていくということができると思います。それを基本にして、またほかの人たちが支援を

していくということで、いろんな人がかかわっていけばいいのかと思いますので、さまざま地域によっ

ても事情が違うと思いますが、そういったことを基本に進めていくのがいいのかと思います。また、学

校司書を、１校専任で、委託でなく直接雇用とすることで、より子どもたちの読書への関心を高めるこ

とや、教育面でも充実させることができると思っております。専任であれば、子どもたち一人一人のこ

とを知ることができますし、その子の興味関心に合った図書を勧めることができるということと、また

直接雇用であれば、より子どもたちのことを知るために、職員会議に参加したり、授業や行事の支援の

ための教員との打ち合わせも小まめにすることができると思います。よりよい学校図書館の充実へ、学

校司書の１校専任、直接雇用を求めますが、いかがでしょうか。 

○横山品川図書館長  現在の学校図書館スタッフの方も、学校の職員の一員として各学校で遇してい

ただいております。必ず月に１度、学校図書館の運営についての会議を、副校長先生や学校図書館担当

の先生と一緒に運営の仕方を調整するような形で、学校運営の図書館部門については参加させていただ

くような形をとっておりますので、そういう中では、直接雇用であるとか、スタッフだから不足してい

るというような部分はございません。 

 また先ほども申し上げておりますように、専任でいつも同じ人であることが必ずしもベストとは限ら

ず、いろいろなスタッフの人や、特に品川区においてはボランティアの育成というのが長い歴史がござ

いまして、特に児童部門については、ボランティアが中心で学校図書館を運営するような伝統もござい

ますので、その方たちのお力がむしろ主になっている学校等も多くございます。なので、スタッフとボ

ランティアと学校の職員の方と、協働体制をとって運営する形が、今、とてもバランスがとれている状

態なので、これから変化を起こす必要があるかどうかも、各学校で検討するような課題だと考えており

ます。 

○のだて委員  さまざまな学校の環境があると思いますが、やはり教育がさらに充実していくように

ということで、今、学校司書の配置ということで求めていますので、そういった形で進めていただけれ

ばと思います。 

 それと、もう一つ、学校司書の役割をさらに発揮していくためには、司書教諭との連携というのが重

要だと思っております。そのためにも、やはり司書教諭のスキルアップも必要だと思いますので、今、

司書教諭ということで、名ばかりの人もいると聞いておりますけれども、区の司書教諭の状況と、研修

はどのように行われているのか、伺います。 

○工藤指導課長  現在、司書教諭で、資格を持っている者ということで言えば、本区内教員で言え

ば１４０名おるのですが、そのうち発令を出している者は、小学校２２名、中学校２名、義務教育学

校１０名でございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、高橋伸明委員。 

○高橋（伸）委員  ３６９ページ、音楽室折れ天井等改修工事費、３７３ページ、防災ヘルメット購
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入に関連した質問です。よろしくお願いします。 

 まず最初に、３６９ページ、音楽室折れ天井等改修工事費についてお伺いいたします。学校では、校

舎等の整備、そして生活の環境、教育環境の改善で、さまざまな改修工事をやっておられると思います。

そんな中、音楽室折れ天井のことについて質問なのですけれども、音楽室の改修というのは非構造部材

の改修ということで、これは躯体ではなく、おそらく内装工事になると思います。それで、事務事業概

要を見ますと、平成３０年度は、小学校が上神明小学校、中学校が冨士見台中学校だと認識しています。

本年は、小学校が６校で３,２００万円余、次年度は小学校２校で２,６００万円余なのですけれども、

まず最初にお聞きしたいのが、この２校で２,６００万円余というのは、大規模な結構な工事なのかと

私は思っています。それで、これは音楽室の工事なので、防音対策とか、あるいは近隣の対策も兼ねた

工事なのかどうなのか、教えていただきたいと思います。 

○有馬庶務課長  音楽室等の改修でございますけども、これにつきましては、来年度、小学校２校で

すけれども、やる場所は、１つの学校は音楽室とパソコン教室、それからもう一校につきましては多目

的室ということで、規模が大きいということで、２校ですけれども２,０００万円を超えているという

状況でございます。 

○高橋（伸）委員  わかりました。多目的室ということで、これは予算書にも書いてありますけれど

も、折れ天井等というのは、今までにもそういった事例があったということかどうかだけ教えてくださ

い。 

○有馬庶務課長  基本的には、よく音楽室がぎざぎざみたいになっている、折れ天井という、ああい

うのが１つの対象にはなるのと同時に、多目的室等で、額縁状になっているというのですか、真ん中だ

け少しへこんでいるようなところも、要するに、はりの長さが異なっていて、横揺れに対して負荷がか

かるというところで、そういうところは非構造部材の今度の改修にかかるというところで、そういうと

ころを全部、対象にしているというものでございます。 

○高橋（伸）委員  わかりました。これからも整備をきちんと整えていただいて、環境を整えていた

だきたいと思います。ありがとうございました。 

 続きまして、３７３ページ、防災ヘルメット購入に関連して、防災教育についてお伺いさせていただ

きます。東京都教育委員会では、平成２１年度から安全教育プログラムを作成して、毎年、都内の公立

学校全教員に配布して、児童・生徒を対象に、東京都独自の防災教育を推進していると思います。現在、

都内の公立の幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校では、年１１回、定期的な安全指導を実施し、各

学校においては、今後起こり得る大地震に備えて、体験的、そして実践的な避難訓練を実施する防災教

育を行っていると思います。それで具体的に、本区の公立の小・中学校の防災教育の中でも、避難訓練

について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  避難訓練に関するお問い合わせでございます。委員ご案内のとおり、

毎月、年間で言いますと夏休み８月を除いて１１回、安全指導とまた別に避難訓練をやっております。

これは、予告なしで、子どもたちにとっては、３時間目に起きるときもあれば、あるいは１５分休みに

起きる場合もあります。発災する場所も異なっていて、あるいは地震の発生だったり、あるいは学校が

海辺の地域であれば津波を想定するような部分も含めて、さまざまな形で日ごろから訓練を重ねていく

ことで、いざというときに慌てずに行動できる。例えばハンカチを口に当てて低くするなどという部分

を、やはり毎月のように繰り返すことによって、自然に子どもたちが身につけていき、大人になった

我々も、やはり火事に遭ったときには、ハンカチを口に当てるという部分が自然に出るようになる。そ
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のような形を目指しているところでございます。 

○高橋（伸）委員  今、教育総合支援センター長がおっしゃられたように、地震というのは学校内で

も、教室なのか、プールなのか、体育館なのか、音楽室なのかと。それで、私は一番、指導はされてお

られることを前提にして申し上げるのですけれど、音楽室でしたらグランドピアノが大体３００ｋｇ近

くあると思うのです。そこの中に、特に低学年の児童が隠れたときに、足が折れる可能性も十二分に秘

めています。体育館においても、一番真ん中に集まるのが基本だと思うのですけれども、先生方は、今

私が申し上げた音楽室、体育館では、どういうふうに対応をとられているのかということを、改めてお

聞きしたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  音楽室の場合には、やはりヘルメットを特別に増やして音楽室用に

置いている学校もありますし、また、子どもたちに対しては、窓ガラスからは少し離しておかねばなら

ない。音楽室にも机はございますので、机の下に頭を入れようという部分は基本でございますが、例え

ば倒れてくる危険性のあるようなところなどは、もしそこへ隠れようとする子があれば、そこは逆に危

ないのだと、具体的に指導するチャンスだと捉えております。 

○高橋（伸）委員  わかりました。ありがとうございます。 

 そうすると、定期的に、体育館であったり、さまざまな場所でやっておられるということで了解いた

しました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 あともう一点なのですけれど、これは所管が違ったらご答弁はいいのですけれども、地区の防災訓練

において、私の荏原第四地区では、荏原第五中学校の７年生が４人でＤ級ポンプ操作を一緒にやってい

ます。ほかの地区でもやっておられると思うのですけれども、防災教育としてどういうふうに取り組ん

だのかどうかだけ教えていただきたいと思います。当然、地域とのかかわりも含めて、よろしくお願い

します。 

○大関教育総合支援センター長  土曜日に一斉防災訓練が地区で行われる年と、日曜日に行われる年

の差もあろうかと思いますし、あと学校行事との関係もあろうかと思います。学校の授業の一環として

参加できる場合の学校もあれば、そうではなくて、やはり休日の中で、ぜひ親子で参加してくださいと

いう声がけをして、教員も複数名参加していることによって、子どもたちが来てくれたなどという地域

もあろうかと思います。その中でＡＥＤを実際に体験したり、自分たちのよく知っているあの子がポン

プ隊として活躍している姿を見ることによって、身近なものだと考えるいい機会だと捉えております。 

○高橋（伸）委員  わかりました。地震は、本当にいつどこで発生するかわかりません。避難訓練も、

何ですか、マンネリ化にならないように、これからも子どもたちのために指導していただきたいと思い

ます。 

○鈴木（真）委員長  次に、塚本委員。 

○塚本委員  私からは、３５７ページ、教育総合支援センター運営費、３５７ページ、プログラミン

グ学習、３５５ページ、生徒指導対策費、これは主にＳＮＳのトラブル対応に係る対策費。時間がもし

あれば３６１ページの特別支援教育サポート経費ということでお伺いしたいと思います。 

 初めに３５７ページ、教育総合支援センター運営費というところにかかわってなのですが、暴風や大

雨や台風などということがあると、学校がお休みになるということがございます。これはいろいろな経

緯がありましたけれども、今現在、午前７時に一定の警報が出ていれば学校は休校にするということで、

現状ではこれは気象庁等からの情報を保護者がみずからキャッチして、それで休校かどうかということ

を保護者のほうで判断するという部分があって、７時のタイミングでどうだったかというのをきちっと
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キャッチするのが、なかなか各自ですと、いろんな状況があって大変なんだけどというような声をお聞

きしました。この辺のことで、区のほうから一括して、キャッチしやすいような形で発信していただけ

るとありがたいというお声がありましたけれども、この件につきまして、今どのように対応が考えられ

ているかお伺いしたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  新たな４月からの配布を目指しまして、毎年配っている、台風の際

の対応等について改定を進めているところでございます。区内の関係課と調整も行いまして、災害時に

は、広報広聴課からホームページに災害情報を載せていただく職員の方が常駐されるということを確認

できましたので、その際に、休校の案内を直接、私または統括指導主事より、文字で入れたものをその

まま出していただけるところまで調整が終わったところですので、４月以降はホームページを見てくだ

さいという文言も書き加える予定でございます。 

○塚本委員  では来年度からはホームページに発信していただけるということで、言うまでもないか

もしれませんけれども、見やすくわかりやすくという感じでやっていただけるということをお願いして

おきたいと思います。 

 次に、３５７ページ、プログラミング学習ですけれども、これまでも多数の委員から質疑がございま

したので、重ならないようにということでお聞きしたいと思います。 

 今回、予算で、プログラミング学習ということで、Ｓｏｔａというコミュニケーションロボットを

使ってのプログラミング教育ということで、５６０万円を超える予算が計上されています。このＳｏｔ

ａというロボットのことを少し調べますと、大変、多機能で、企業の受付業務みたいなことを代行させ

たり、あと、パワーポイントと連携して、人にかわってプレゼンテーションを行ったりといった、非常

にいろいろなことができる、大変にすぐれたロボットであると認識いたしました。 

 令和２年度から学習指導要領に定められて、必修科目としてスタートするわけですけれども、先立っ

て、先ほどからの質疑にもございましたけれども、これまで品川区では、先進校等で知見を重ねてこら

れてきているかと思います。Ｓｏｔａの実証実験と言ったらおかしいのかもしれませんが、三木小学校、

第一日野小学校でやられてきたという中で、そこのところでのお伺いをしたいのですが、特に教員が、

品川区の場合においては、いわゆる通常の国語・算数・理科・社会という教科の中にプログラミング教

育というものをまぜ込むというか、一緒にしてやるものということを前提としているので、通常の教員

のほうでこれを使って教育をするということですから、三木小学校等で行われてきた、これまでのプロ

グラミング教育の中で、教員がこういったスキルというものを習得する上で、どういった工夫がされて

きているのか。一応、ＮＴＴ東日本が開発していますけれども、開発元等からの技術的なサポート等は

どの程度受けられてきているのかというところも含めてお伺いしたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  ご案内いただきましたように、三木小学校および第一日野小学

校、２校で取り組んでまいりました。２校がそれぞれ自校でもともと予定していた年間の学習の中にど

う取り入れるかという視点で、実際に、ロボットを、どのようにプログラミングしていけるのか、授業

の場面でどう使っていくのがいいかという、まずは授業設計の段階から、ＮＴＴ東日本、そして学校の

教員、また学識経験者もまぜて、教材としての開発を行ってきたところでございます。 

 三木小学校の場合には、市民科の学習と国語の学習を両方合わせた内容で、市民科の、次への一歩、

活動報告書という単元の中で、国語の授業の発表名人になろうという、報告書を発表する授業があるの

ですが、それを今回、ロボットを使って発表するというような内容を、実際に学習指導案づくりから

行ったものでございます。 
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 また、第一日野小学校ですと、市民科の中で、高学年が低学年の子どもたちに、学校のルール「廊下

をゆっくり歩こうね」という部分を、どうやってロボットを使って呼びかけるかなどという部分を工夫

して、実際にやってみたら、あともうちょっと、一工夫必要だった、ここを改善しようなどということ

で、またやり直すなど、そういった部分の授業を、これは市民科の学習として実際にやった。そのよう

なプログラム開発を、今年度、実際にやったところです。 

○塚本委員  今回、貸し出しを希望する学校へＳｏｔａを貸し出して授業を行っていくということが

ありますけれども、設計時点から積み重ねてやってきた学校のように、なかなか一足飛びに行くのかと

いうところが、非常に問われるところかと思います。先ほどからも、サポート体制みたいなこともして

くださるとありましたけれども、そこについて、想定としてどれぐらいの学校を、まず貸し出しという

ところで考えていらっしゃるのかというのも含めて、ソフトランディングというか、きちっとスタート

できるように、展開できるように、どのようにしていくというお考えかをお伺いいたします。 

○大関教育総合支援センター長  実験に協力いただいた２校は、もう当然、優先権があるのは当然で

すが、それだけではなくてほかの学校も、例えば１週間、２週間という単位で指導案はございますので、

同じ内容であれば十分、教員は活用できるように、また今年度ももう一度、実際に授業公開のような形

で、ほかの学校の教員も見に行くような場面も設定してきましたので、次年度もそのような形で広めて

いきたいと考えております。 

○塚本委員  わかりました。よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。 

 続いて、３５５ページの生徒指導対策費で、ＳＮＳのリテラシーといいますか、トラブルにかかわっ

てということで、今、各学校では、このことについては、おそらくどの学校も大変取り組みを強めてい

るというところかと思いまして、先日も、ある学校の地域健全育成運営協議会に参加させていただいて、

やはりＳＮＳトラブルということのテーマで、そこでは警察の方が来ておりまして、こうやってトラブ

ルに陥っていくのだという非常によくできたビデオを見せていただいて、本当に、これはちょっと防ぎ

切れないかみたいな、本当に巧みなところから、ふっと誘いが来て、全然警戒心もなく、ちょっと触れ

たところからだんだん泥沼にはまっていくのだけれども、そうなって、おかしいと思ったときには、今

度は誰にも相談できないような、やはり中学生など、思春期の独特のところで相談できなくて、本当に

もう抜き差しならない状況に陥るというようなことを、非常によく勉強させていただきました。 

 そういった中で、今いわゆるＳＮＳのトラブルに対する取り組みは各学校でやられているのですけれ

ども、教育費の中の予算でいくと、どういうところで経費がかけられているのかというのは、あまり見

えにくいというか、生徒指導対策費というところで本当にいいのかどうかも、ちょっとわからないとこ

ろもあって、どれぐらい経費としてかけられているのだというのを、経費という言い方も見方としては

違うのかもしれないのですけれども、どれぐらいの力を込めて取り組んでいるのだというようなところ

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  講師料などという形で出てこないために目立っておりませんが、実

はとてもたくさんやっております。警察署に積極的に協力していただいて、スクールサポーターに学校

に出向いていただいて、セーフティ教室の一環として、やっていただくケースもあれば、ＨＥＡＲＴＳ

の元警察官が訪ねていくようなケースもありますし、また、東京都を通じてファミリｅルールの方たち

が来て、各校に出前授業のような形でご協力いただいたり等もあります。また、市民科の教科書の中で、

情報リテラシーの部分を扱う単元がありますので、どの学年も毎年必ず行っていますが、それでもやは

り、事件はゼロにはなりません。これは昨今の傾向でもありますが、警察白書にもあったように、中学
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生の被害も増えている中、フィルタリングソフトが、全国平均では十数％しかかかっていなかったとい

う事実もございますので、やはりこれは学校だけではなく家族ぐるみで、品川区の場合には「携帯電話

『しながわアクション』」がありますので、家族も巻き込んで、地域も巻き込んで、啓発を重ねている

ところでございます。 

○塚本委員  私もたびたび取り上げてはきていますけれど、本当に中学生ぐらいになると、ほとん

ど、９割以上の方が、今はもうスマホを持っているというような調査の結果もある中で、電子マネーな

ども最近は普及し出して、こういったことも避けられない中で、いろんな金銭面のトラブルに巻き込ま

れる危険性も今後は増えてくるでしょうし、また、ある調査では、やはりこういう子どもたちというか

中学生や思春期の子たちは、大人の話よりも、ＳＮＳで語られていることのほうを信じるみたいなので

す。そういう傾向も非常に強いという中で、なかなか難しいところというのはすごくあるのだと思うの

です。そういった中で、やはりどこかで、でもこの時代の中で身につけなくてはいけないＳＮＳリテラ

シーということで、そういう意味では、やはりほとんどの方、もう９割方が所持するという中学生ぐら

いの時期に、しっかりとやはりＳＮＳのリテラシーを身につけるということが大事だと思いますので、

今後とも取り組みをよろしくお願いしたいと思います。 

 最後に３６１ページ、特別支援教育サポート経費で、教育委員会の事務事業評価でＡ判定ということ

で、拡充だということになっております。医師などの専門家に、学校に対しての助言をいただくという

ようなところで、今後拡充していくということですけれども、最近、『ＡＩｖｓ．教科書が読めない子

どもたち』という本や、前にもちょっとどこかの委員が触れていましたけれど、『ケーキの切れない非

行少年たち』といった本を読んだりすると、やはり今、いろいろな教育の中で、いわゆる昔の発達障害

という枠にはまらないような、本当にいろいろな広がりが見られていて、教育的なニーズということに

対して今後対応していくには、医師や専門家の助言という中では、最近、新しい知見などもしっかり

持った人が必要になってくるのではないかと思うのですけれども、そういった意味で、新しい事業につ

いてのお考えというか、お聞か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  新たな状況にも知見のある方を常にお願いする形で、区内にもたく

さん先進的な研究者がいらっしゃいますので、そういった方もお呼びしてまいりたいと考えております。 

○鈴木（真）委員長  次に、あべ委員。 

○あべ委員  私からは、３５１ページ、就学援助費と、３５５ページの生徒指導対策費になるので

しょうか、痴漢対策についてお伺いしたいと思います。また、３５５ページに関連して教職員の働き方、

それから３６９ページ、時間があればですけれども、校庭人工芝生化など、あるいは学校の制服につい

てもお伺いできればと思います。 

 質問に先立って、新型コロナウイルス感染症の関係ですけれども、校庭開放、昨日の公園の使い方も

含め、ご検討ありがとうございました。部活動については、リスクの高い活動を避けながら実施される

よう、現場での工夫をよろしくお願いいたします。 

 それから、休校中の居場所としての学校の議論ばかりで、実は教育の質の継続の話がなかなか出てこ

ないというのは大変残念なことだと思っております。この間、塾などでは授業配信に切り替えていると

ころも多くて、この１か月でまた教育格差、学習の進度や学習意欲、生活習慣などの格差が広がってし

まうことを危惧しているのですけれども、リモート授業もやらないということですので、何かお考えが

あれば聞かせてください。 

 それから就学援助なのですけれども、やはり新型コロナウイルス感染症の関係で、経済的に急速に後
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退して、急激な保護者の収入低下も見込まれます。現在の所得が大幅に低下した家庭も就学援助の対象

になりますが、現在の申請書では最後のほうまで読まないとよくその部分が書かれていないのです。よ

ければ申請書の１ページ目に明記するか、あるいはレターヘッドなどで、そうしたことも対象にすると

いうことをぜひ書いていただきたいと思っております。いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  臨時休業期間中の学習面でのフォローについてです。 

 各学校、毎日のようにホームページ更新等をさせていただきながら、この学年にはこういう部分のプ

リントがさらにありますよというご案内だけでなくて、例えば一斉メールを使いながら情報を伝えて、

「追加でプリントをどうぞ、保護者の方、取りに来てください」あるいは、「すまいるスクールに来た

ついでにお子さんが取りに来てもいいですよ。その際に、同じ時間に一斉に集まることのないように、

何日から何日の間、３日間いつでもいいですよ」というふうに、学年をずらすなど、工夫はさせていた

だいているところです。またそのときに、ある小学校では、ふだんのパソコン室のｅライブラリのＩＤ

などを渡すなどの工夫もしているところです。 

○篠田学務課長  就学援助で、急激に所得が減少された方についてのご案内についてです。 

 委員ご指摘のとおり、今、パンフレットの一番最後のページに書いてあるのですけれども、それで、

実はこのパンフレットは、４月の当初に皆さんにお渡しするような形で、新年度のものを今、つくり始

めてしまっているところがあります。ただ、ご指摘の内容も踏まえまして、今後、どういったレイアウ

トができるかというのは研究してまいりたいと思います。 

○あべ委員  ぜひよろしくお願いいたします。 

 痴漢対策です。通勤・通学の電車内で多発する痴漢被害は、被害者の約３割が１０代の女性です。特

に狙われやすいのが、制服を着た中学・高校生。中学を卒業して、高校の入学式の直後から頻繁に痴漢

被害に遭い、怖くて学校に行けなくなってしまったり、あるいは社会に対する恐怖心を植えつけられて

しまう子どもたちも少なくありません。痴漢は性犯罪ですが、加害者の加害意識が薄いのも特徴の一つ

で、女生徒が声を上げないのは嫌がっていないからなど、加害者側の認知のゆがみが著しいのも特徴で

す。高校入学を機に、電車通学が始まる前に、痴漢をはじめとするさまざまなリスクとその対応につい

て、ＨＥＡＲＴＳの方々とも連携しながら、子どもたちに学ぶ機会をつく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  いじめ対応だけでなく、不登校未然防止という部分でも、 

ＨＥＡＲＴＳは活躍しているところでございます。例えば今後、中学生からを対象とした、元警察官の

派遣により、高校生活が始まったときの痴漢抑止に関する、例えば痴漢抑止バッジキャンペーンなど、

既に取り組まれて数年経っているようですので、そんな取り組みをご紹介させていただくなど、いろん

な工夫はあろうかと思います。 

○あべ委員  痴漢抑止バッジのキャンペーンもご存知ということで、大変心強く思います。このバッ

ジは、デザインコンテストに応募したり、あるいは中学校・高校単位で審査に参加することも可能です。

これによって、女子生徒だけではなくて男子生徒の意識の変化も見られるということもあり、ぜひ取り

入れていただければと、これは要望にしておきます。 

 次に、教員の多忙化対策なのですけれども、品川区でもいろいろ取り組んでくださっておりますが、

一般社団法人日本教員多忙化対策委員会と千葉県柏市が協定を結び、取り組んでおりまして、これも過

労死ラインを超えていた担任が４割いたのが、半年後にはゼロになるという、大きな成果も上げている

と聞きました。内容は、部活の見直しから通知表まで多岐にわたっているのですが、その一つに、児童
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の欠席や遅刻の連絡をオンラインで行う。これは実は保護者の側からも要望が多くて、区内では、聞い

てみたら電話でも受けているということですが、実態としては連絡帳を使っているというところもかな

り多いと聞きました。先生の多忙化と、あるいは保護者の利便ということも含めて、オンライン化とい

うことをご検討いただけないかと思います。いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  連絡帳はベースとしながら、プラス、電話での連絡等をお願いして

いる部分は、まずご家庭と学校が連絡を取り合うことで、やはり子どものことを一緒に共通理解したい

という狙いがございます。どうしても事情があって、個別の事情で、今週についてはメールだけで、あ

るいはファクスだけで、ちょっと電話ができないのだというようなご相談をいただくケースも中にはあ

ろうかと思いますので、そういったことは個別に対応しているところでございます。 

○あべ委員  メールでも対応は可能ということですので、やはり保護者の方々にも、そうした対応も

あり得るのだということは知っていただきたいと思っております。 

 それから次に、校庭人工芝生化なのですけれども、午前中の質疑にあったように、人工芝の流出につ

いて調査をしていただいたということで、フットワークのよさは大変すばらしいと思います。ありがと

うございました。これは、小まめな清掃を基本としつつ、メーカーを含めて引き続き対策をとっていた

だきたいのですが、それにはある程度、定量的な調査も必要なのかと思います。また人工芝は、学校だ

けではなく運動施設にも広く使われており、ぜひ連携して調査と対策を進めていただきたいと思うので

すが、いかがでしょう。 

○有馬庶務課長  人工芝につきましては、学校現場に聞きましたら、きちんと、それなりの頻度で清

掃を行っているということですので、その状況をまたメーカーに伝える機会を設けていきたいと思いま

す。それから、天王洲などの公園にも芝もありますし、そういったところについても連携をとっていき

たいと考えてございます。 

○大関教育総合支援センター長  すみません。補足させてください。先ほど、メールでというのは、

あくまで個別の配慮のケースでございますので、原則はやはり子どもの安否確認という目的もございま

すので、メールありきではないということは、誤解のないようにつけ加えさせてください。 

○あべ委員  確かに、電話での直接のやりとりがないと心配というご家庭あるいはケースもあるかと

思いますので、そこは十分検討の上、これからの社会の中でバランスをとって結論を出していただけれ

ばと思います。 

 それから、学校の制服なのですけれども、今、性別にかかわらず選べる制服というものの導入の検討

が、東京都で言えば世田谷区、あるいは千葉県柏市、そして大阪府でも自治体で始まっていると聞いて

おります。制服が子どもたちの学校に行きにくさをつくってしまうとすると、それはそれで、やはり改

善の余地があるのであれば、見直していくということもありかと思っております。品川区でもぜひ検討

していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  標準服は各学校で、地域の方も含めた校区教育協働委員会の中で議

論して考えていくべきと考えておりますが、例えば生徒会の子どもたちが自分たちの意見として考えを

出していったアイデアを、校区教育協働委員会の中で検討していく学校などもあろうかと思います。も

う既に、制服について議論の俎上に乗っている学校もあると伺っておりますので、それは各学校の地域

と一体化した中での取り組みであると、教育委員会は考えております。 

○あべ委員  子どもたちの中からそういう声が出てくるのが一番いいとは思うのですけれども、やは

り言い出しにくい分野でもありますので、何らかのきっかけづくりがあればいいかと思っております。 
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○鈴木（真）委員長  次に、大倉委員。 

○大倉委員  私からは、学校授業で武道について伺いたいと思います。現在、平成２４年でしたか、

武道が必修化ということで、先んじて小学校５、６年生でも品川区は武道を行っていて、小学校・中学

校の武道の現在の状況、どのくらいの学校がどういう授業をやっているのかというのと、外部指導員が

どのぐらい入っていて、教員の方がどのぐらいやられているのかという数を教えていただきたいのと、

改めて確認として、その目的、また今、かなりの年数やってきた中での成果や、こういった効果があり

ました、こういう気づきがありましたみたいなところがあれば教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  品川区立学校における武道への取り組みの状況でございますが、今

年度までは、教育要領に基づいて体育の中に位置づけて、小学生も武道について体験を行ってまいりま

した。ここには課題が実はこれまでもありまして、安全に行うという部分を重視しなければいけないと

いう部分、そして礼儀作法をその中でどう学んでいくかという部分を踏まえながら、検討してきた経緯

がございます。次年度以降は市民科の中の「伝統と文化」の中で扱うというふうに予定しているところ

でございます。 

 なお、講師につきましては、例えば柔道などをやっている学校は多うございますが、近隣の中学校か

ら体育科の教員が応援に来てくれたり、あるいは地域の警察官の方にボランティアで来ていただいたり、

あるいは剣道連盟の方にご協力いただいている学校もあると把握しております。 

○大倉委員  数がわかれば教えていただきたい。どのぐらいの小学校・中学校で、どういう柔道だっ

たり剣道だったりを行っているというところで。あと、外部指導員は警察や各種団体などで行っている

ということでわかりましたが、最初に、体育から市民科で行っていくというお話がございました。この

目的も含めて、課題は安全面というところで、武道が小学校・中学校でやられた目的とあわせて、市民

科で行っていくところで、今までと違うことがあるなら、違うところについて教えていただければと思

います。 

○大関教育総合支援センター長  毎年、学校の教育課程を編成する中で、学校の児童の実態によって

変化もございますので、数としましては変化する年もございますが、柔道がやはり近隣の指導者が多い

ということで、半数以上でございますが、最近は、剣道に変えたいので、剣道の防具をぜひ買ってほし

いと申請いただくようなケースもあります。それは、近隣の支援いただくゲストティーチャーが見つか

るかどうかもあろうかと思いますが、「伝統と文化」で扱うに至った経緯は、やはり日本古来からある

武道の伝統文化という部分に照らして、例えば蹲踞はどのような気持ちで、どういう部分が心の鍛錬に

なるのだという部分は、剣道連盟の方から語っていただくのが、とても子どもたちの心に響くという実

態もありますので、やはりこれは体育ではなく市民科で扱うのがよいだろうと判断した経緯がございま

す。 

○大倉委員  わかりました。今までと内容はそこまで変わらない、時間数も変わらないのかというと

ころでは、伝統文化に照らしていく。柔道も剣道もそうだと思いますし、それを行う、例えば先ほどお

話があった蹲踞は、何でこういう形なのかということも含めて、理由があって、理合があってそういう

形になっていくというのが、１つ考え方としては、子どもたちが何かをやる際に学んでいく考え方と類

似しているのかというところでは、非常によくわかるところであります。 

 例えば安全面で言うと、なかなか柔道が、子どもたちにわざをかけて投げられないなどというところ

もあるのかというところで、外部指導の方に入っていただいて実際に投げさせてもらうなどというのも、

子どもたちにとってはいい経験になったり、柔道について一歩先に進んだ学びになるのか。剣道で言え



－56－ 

ば、実際に武道防具をつけた先生方に打ち込んでいって、先生方に対しての、当然、投げたり打ったり

するわけですから、子どもたちは、私たちが打つために、打たせてくれている、投げさせてくれている

というところでは、子どもたちの行動による、先生方への感謝だったり、こうやっておもんぱかる気持

ちというのはできていくのかというところで、私も剣道の授業は見させていただいたりもしているので

すが、素振りをするのは１人でもできますけれど、例えば打ち込みをする際には、同じ学年の子たちに、

竹刀を頭の上に構えさせて、もう一方の人が打つとか、自分１人ではできない、相手がいてやっとでき

るというところでも、そういった気づきや相手をおもんぱかる気持ちというのが醸成できるのかという

ところでは、武道は非常にいいかと思っているところです。 

 外部指導員についてなのですが、中学校では、基本的には、学校の先生ができれば先生が行っていく

などというお話だったかと思います。小学校については外部の、先ほどお話があった警察や各種団体な

どと連携しながらというところで、今後、こういった連携をどのようにしていかれるのか。連携した際

に、剣道で言うと、例えば人数が多い学校に先生が１人来て、みんなに教えるというのもできるのだと

思うのですが、何人か来ていただいて、実際に先ほどお話ししたように、打ち込んだり投げさせていた

だいたりするほうが、子どもたちがより深く、武道などに興味を持ったり学んだり、伝統文化の継承に

つながっていくというところでは、多くの人に参加していただくというところでは、やはり連盟や団体

などとの連携をしっかり進めていくほうがいいのかと思うのですが、その辺についてお聞かせください。 

○大関教育総合支援センター長  次年度より、中学生は従来どおり体育、そして小学生は市民科の中

で、武道と触れ合う機会がございますが、その中で特に小学生については、まず礼法等を中心とするこ

とで、実際に投げわざとか、そういった体験はございませんが、やはり、どういう内容をどこまで安全

に実施するかは、十分、現場の教員と、実際にご指導いただく方と、事前の打ち合わせも必要かと思い

ますので、それはまた、例えば連盟の方と教育委員会が十分に情報共有等を事前にさせていただくこと

が、今後大切だと認識しているところでございます。 

○大倉委員  安全面というところはまさにそのとおりですし、子どもたちがより文化を深く知るとい

うところでは、知識を持ったり経験をした先生方が教えるというのは非常に有効だと思っております。 

 それで、指導の中において、子どもたちにぜひ、そういった意味では、しっかり連携しながら、団体

の方と教員の方で内容を詰めていくという、まさにそれは非常に必要で、今も既にやっているところか

と思いますので、そこはしっかり今後もやりながら進めていっていただければと思います。そういった

ところでは、指導者の方たちも積極的に教えに来ていただけたりするのかと思っておりますので、受け

身ではなくて、既にこれをやっているものに対してはアプローチをかけてもいいのか。当然、向こうか

らアプローチがあればお話を聞いていただいて、その進め方についても一定の何か、システムではない

ですけれど、こういった基準をつくりながら進めていくのがいいのかと思っておりますので、ぜひ進め

ていっていただければと思います。 

 最後に、義務教育学校には武道場がすごくきれいなものがありますし、そういったところもしっかり

活用していただきたいというところと、ちょっと前にお話がありました庁舎建て替えに関して、品川区

にも武道場ができたらいいと、すごく心から思っているところです。これは今回、松澤委員は願望を言

わなかったのですけれど、私からは願望ということで、非常にやっていただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○鈴木（真）委員長  次に、鈴木ひろ子委員。 

○鈴木（ひ）委員  私からは、３６１ページの特別支援教育費について伺いたいと思います。 
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 平成２８年度から品川区では、全校で特別支援教室が設置されて、その教室を利用する発達障害等の

子どもたちも年々増えているという状況だと思います。１２月２日の文教委員会の資料によりますと、

平成２９年度が２９７人、平成３０年度が４１６人、令和元年度が５４１人と、利用する子どもの数

は２年間で１.８倍になっているという状況です。 

 対応する体制について伺いたいと思います。特別支援教室の教員の体制なのですが、教室で、拠点校

が、小学校１０校、中学校３校で、１つの拠点校の先生が２校から４校ぐらいずつ受け持っているとい

う状況だと思うのですが、訪問指導の教員の数を教えていただきたいと思います。小学校、中学校、そ

れぞれ何人いるのか伺います。それから、一人一人の子どもたちに対して個別指導計画が立てられると

思うのですが、それは誰がどのように立てて、どう活用されるのかについても教えてください。 

○大関教育総合支援センター長  まず教員の配当の考え方ですが、東京都からは、特別支援教室を利

用する児童・生徒１０名に対して１名の教員ということで、毎年、見直しをされて、配当されていると

ころでございます。例えば先ほどご案内いただいたように、４１６人、子どもがいれば、そこに対して

教員は４２名配当というような形にされますので、その教員が拠点校におりますけれど、近隣の学校に

出向いて行って指導します。次年度は、拠点校は、小学生については１０校から１２校に増える予定で

すので、およそ自分の学校と隣接する２校ぐらいに出向くというようなイメージをしていただければわ

かりやすいかと思います。 

 個別指導計画は、指導の担当教員が中心になってつくりまして、家庭と、それから在籍校側と、３点

で共有しながら共通理解をするものとしております。 

○鈴木（ひ）委員  そうしますと、小学校では５４１名ということなので、５４名ぐらいということ

で、中学校だと１０７名なので１１人ということで、およそ考えていいということですね。あと、特別

計画については、特別支援教室の先生が基本的に立てるという考え方でいいのでしょうか。 

 それから、学習支援員について、増やしていただきたいという陳情も出されておりましたけれども、

これも文教委員会の資料によりますと、学習支援員が配置されている児童・生徒の人数というのが、平

成２９年度が２４５人、平成３０年度が３１３人、令和元年度が３６６人という、これは小学校だと思

うのですけど、これも２年間で１.５倍という形で増えているのかと思うのですけど、ここの子どもた

ちに対して、どれだけ学習支援員が配置されているかというところで、今年度の事項別説明書を見せて

いただいたのですが、小学校では１万１,２６０時間、中学校では１,８６０時間ということになってい

たのですけれど、この時間数ということでいいのでしょうか。これで計算すると、１万１,２６０時間

を、おおよそ、夏休みや春休みなどを入れて１０か月としてて３６６人で割り返すと、小学生だと１人

当たり１か月３時間ぐらいにしかならないという状況になるのですけれど、これぐらいの配置というの

が実態なのかについても伺わせてください。 

○大関教育総合支援センター長  学習支援員・介助員の配置は、個別の実態に応じて半期ごとに、１

年を２回に分けて見直しをしておりますので、週に１日配置されるお子さんもいれば、そうではなくて、

例えば、誰さんと誰さんで共有の形で、その２人について学習支援員が週当たり３時間入ります。そ

の３時間はどこがいいか、クラスの特に効果的な時間に配置していただいているなどという工夫もあっ

たり、あるいは、プール介助で、夏のプール指導のときだけつくというようなケースもあろうかと思い

ますので、一律に並べて１人当たり３時間という考え方はしておりません。 

○鈴木（ひ）委員  もっとたくさんつけていただきたいという要望との状況とあわせて、どうなのか

というあたりもちょっとお聞かせください。これから、また今年度は、前年度に比べたら増えるという
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ことですが、増えてもこういう程度なのかと思うのですけれど、それに対しての課題についてはどう考

えられているかについても伺いたいと思います。 

 それから、特別支援教育推進計画について伺いたいと思ったのですが、東京都では、特別支援教育推

進計画というのが平成１６年につくられて、その後、第２次、第３次という形でつくられて、国でもさ

まざま、障害児者をめぐる状況というのは、もう本当に、このところ大きく変わっていると思うのです。

障害者権利条約も批准しましたし、障害者差別解消法もできましたし、さまざまな法整備もされて、特

別支援教育をめぐる環境というのも大きく変化していると思います。その中で、権利条約に規定された、

インクルーシブ教育システムの理念に基づく取り組みや、合理的配慮というところに対しても提供が求

められていると思うのですけれど、そういう中で、今回いろいろ調べましたら、２３区の中で幾つもの

区で特別支援教育推進計画というのがつくられて、それに基づいて実践をして評価をして、さらに充実

に向けて計画を見直していくという形でされているのですけれども、品川区としては、なぜ特別支援教

育推進計画をつくらないのかについて伺いたいと思います。それから、区としては計画がないとして、

この特別支援教育の施策がどこで評価・検討され、充実の方針というのはどう見直されて、さらに充実

に進めていくという、その仕組みというのは何かあるのかについても伺いたいと思います。 

 それから、あと、品川区がかつて国のモデル事業を行ったというのも議事録に書かれていたのですけ

れども、この国のモデル事業というのはいつ行われたのか、どんなモデル事業だったのか、またそのと

きの報告書や、それに基づいて何かこうするという方針などはあるのか。その点についてお聞かせくだ

さい。 

○大関教育総合支援センター長  ３点ご質問いただきました。 

 まず１点目は、学習支援員の部分でございますが、この間、学校・本人・保護者のご要望もいただき

ながら、特別支援学級にはぜひ常駐で、支援員を教員のほかにつけるという部分も増やしてまいりまし

た。また、新たな自閉症・情緒障害学級につきましても、次年度は１名、学習支援員をつけるという形

で、今、計画をしているところでございます。また、学校の自由裁量で配置できる学習支援員の時間数

も増やす形で進んでおります。 

 それから、長期基本計画に基づいて、品川区においては特別支援教育の内容は進めております。です

ので、また必要に応じて、また就学相談委員会などで保護者等の意見ももらいながら見直しは進めてま

いります。また、国のモデル事業は、インクルーシブ教育システム構築モデル事業として受託した内容

でございますので、国のホームページ、関係機関のホームページに、全て成果は載ってございます。 

○鈴木（真）委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後３時２４分休憩 

 

○午後３時３９分再開 

○鈴木（真）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。西本委員。 

○西本委員  まず、３７３ページの学校給食放射性物質検査費。これは毎回言わせていただいており

ます。今年で東日本大震災１０年目を迎えております。もうそろそろ、いいのではないでしょうか。予

算額を見ますと、確かに昨年度と、かなり下がっていますので、そういう方向性なのかということはあ

りますが、いよいよもって、これはやめてもいいのかと思いますが、お考えをお聞きします。 

 次に、３５７ページの、ルネサンス推進事業なのですが、これは、教育改革「プラン２１」から、こ
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こに変わってきたということなのですが、どういう観点でこういう動きになってきているのか、目指し

ているものは何なのか、その成果をお聞きしたいと思います。 

 次に不登校なのですが、品川区の今の不登校の現状を教えてください。 

 それから、３６３ページになるのか、図書館なのですけれども、これは学校図書館の利用率、利用数

なのですが、特に自主的に子どもたちがどれだけ学校図書館を利用されているのかということで、現状

をお伝えください。 

○篠田学務課長  それでは、給食の放射性物質検査についてお答えいたします。 

 今回、令和２年度の予算では、これまで継続してきましたストロンチウムの測定を一旦お休みすると

いうことで考えてございます。この放射性物質検査につきましては、震災のあった年の秋からずっとこ

れまで継続してまいりましたけれども、今まで１回も検出されたことがないといった状況も踏まえまし

て、検査費用が非常に高価で、また現場での負担もかかるということで、一旦ストロンチウムについて

はお休みをするということ、それから、これまで続けてきたヨウ素・セシウムに関しましても、全ての

学校でということではなくて、半数の学校で来年度に関しては継続はしてまいるということで進めてま

いるものでございます。 

○工藤指導課長  品川教育ルネサンスでございますけれども、品川区はさまざま、これまでも教育改

革を進めてきたところでございますが、例えば過去１０年間、また今後の１０年先を見据えた中でも、

やはり社会あるいは変化というのは激しいものでございます。そういった中では、制度の見直し、ある

いは施策の再構築を図りながら、新たな品川教育を創生する必要があるということで、品川教育ルネサ

ンスを進めているところでございます。その中では、三校種体制における学校教育の推進、地域ととも

にある学校づくり、９年間の一貫したカリキュラムを、３つの柱で行っているところでございます。 

○横山品川図書館長  学校図書館の利用についてのお問い合わせでございます。 

 学校図書館の利用のニーズ等については統計をとってございませんが、貸し出し数については実績が

ございまして、小学校においては、今現在ですと７２万６,８７４冊、中学校においては４万５,１０５

冊になってございます。年当たり、今現在の換算で、小学校は１人４５.７冊を読んで、中学校につい

ては９.１３冊を読んでいただいている状況になってございます。 

○大関教育総合支援センター長  不登校の実態でございます。品川区立学校、小学生において

は０.４８％程度の出現率、中学生においては０.５５％程度の出現率となっておりまして、東京都や国

も増えている傾向と同じように、本区も少しずつ、ここ数年は増えてきている傾向がございます。 

○西本委員  放射性物質検査のほうは、状況に合わせて、そろそろやめていただいてもいいのかと

思っております。 

 そして、教育改革プランのほうなのですけれども、特徴的なところを私も非常に思っているところが、

地域との関係ということが非常に強く出されていると思うのです。そうなってくると、学校選択制度が

あるわけです。学校選択の理由はいろいろありますが、これをすることによって、確かに成果はありま

した。それは認めておりますし、評価もしております。ただ、地域という観点から言うと、選択制に

よって、地域の子どもたちというところからは、かなり外れてしまう。町会長たちも含めると、地域の

子どもたちという感覚が薄れてきているということでのご指摘がいろいろありました。それで、学校選

択の区域も変わっています。大分、前よりは近隣のという形になってきているのでしょうが、地域に根

差した、地域の方々とコミュニティ・スクールということも含めて考えると、学校選択制との整合性が

果たしてとれているのだろうかという疑問があります。それに対しましてどう考えられるか。 
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 もう一つ、学校選択制においては抽選になっています。そうなってくると、学校選択なので、昔は自

分の希望どおりに行けたはずだったのです。でも今は、人口が増えてきたということもあって、過密に

なっている。やはり抽選になってしまう。そうすると、学校選択制といいながら学校選択になっていな

いではないかという見方もあるわけです。保護者の方々からの不満もかなりあります。そういう意味で

言うと、やはりもう、学校選択制については、そろそろ見直しを図っていくべき時期に来ているのでは

ないかと私は思っておりますので、その考え方についてお聞きします。 

 不登校と図書館の件なのですけれども、図書館のほうは、やはり冊数から言うと、これが多いのか少

ないのか、よくわからないかと思うのです。ただ、中学生は少ないという感覚はつかめるのですけれど、

これが本当に図書館というのが有効活用されているのかということを考えると、ちょっとそれはわかり

にくいと思っております。 

 不登校の状況と、これは図書館という形で、最近、非常に参考になることを学びまして、広島県教育

長であります平川理恵教育長がいらっしゃいます。かなり話題になっておりまして、不登校をゼロにし

たという実績があるのです。不登校ゼロにした実績というのは、いろいろ、この先生がやられていたと

いうこともあるのですが、その中で図書館のあり方ということについて、いろいろ先進的にやられてい

て、学校改革は図書館からというメッセージを伝えているのです。それで、何をしたかというと、来た

くなる図書館。来たくなる図書館とは何かといったら、生徒がくつろげる空間づくり、生徒の興味の持

てるラインナップの充実となっているのです。例えば空間づくりでは、ラグやソファーなどを置いて、

見た目はだらだらしているように見えるのですけれど、非常にゆったりと子どもたちが過ごせるという、

学校の空間の中にそういう場所があるということです。それからラインナップということでは、体験型、

ユニークな図書、図鑑なども置いてあるということで、非常に意欲的に図書館を活用して、教室ではな

い癒やしの部分というか、学校というのはすてきなところだというふうに、そういう取り組みをされて

いるのです。なので、教室には行けないけれども図書館には行けるという子どもたち。これは、すまい

るスクールもあるかもしれませんけれども、そういう意味で言うと、学校に対する子どもたちの意識と

いうものがどんどん変わるはずだし、学校が楽しいと思えるようなツールは幾らでもつくれるのではな

いか。そうなってくると、不登校ゼロを目標にするという場合に、図書館というのは、かなめになるの

ではないかと思いますが、区のお考えについてお知らせください。 

○工藤指導課長  コミュニティ・スクールでのところでございますが、やはり学校・家庭・地域、総

がかりとなって、地域の学校に通う子どもたちをよりよく成長させていくと。また、その中では、コ

ミュニティ・スクール同士のつながりというのも、連携グループだけではなく、小学校同士、中学校同

士も含めて、そういったところで、品川区全体で子どもたちを成長させるという取り組みであると考え

てございます。 

○篠田学務課長  学校選択制の見直しについてのお話でございます。確かに委員ご指摘のとおり、近

年は学校選択で入れないお子さん方が増えているというのは、就学人口が増えているということで実態

ではあるのですけれども、もともと、学校が選択できると、入学できる学校を考えるということが一番

重要だと考えておりますので、この制度自体を見直す考えは今のところございません。 

○大関教育総合支援センター長  不登校対策としての図書館の活用でございますが、図書館だけでな

く、学校にあるさまざまな多目的室なども活用しながら、教室に入りづらいお子さんへの対応は、各校、

工夫はしておりますので、そこについて柔軟に、今後とも各校のアイデアを支援してまいりたいと思い

ます。 
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○西本委員  これから学校のあり方ということも大きく変わってくると思いますので、地域に根差し

たというところでは、進めていただきたいと思っております。 

○鈴木（真）委員長  関連で、吉田委員。 

○吉田委員  給食放射性物質検査の継続を求めて、関連質問をさせていただきます。 

 皆さんご存知だと思いますけれど、今年の２月２６日に国際原子力機関の事務局長が汚染水処理方法

について、日本政府案の福島第１原子力発電所汚染水の海洋放出を支持する発言をしております。品

川・生活者ネットワークとしては、この汚染水処理の方法自体、もっと国民的議論をすべき問題だと

思っていますが、汚染水海洋放出の可能性が高まっているのは現実だと理解しております。ますます、

給食の放射能測定は必要となる事態ということではないでしょうか。今やめるべきではないと考えます。

継続を求めますが、今のリスクについて見解を伺います。それから、先ほどご答弁の中で、ストロンチ

ウム検査について一旦お休みをするということについての、どういう意図かも伺いたいと思います。 

○篠田学務課長  放射性物質検査についてのお尋ねでございます。 

 給食の放射性物質検査につきましては、これまで、震災のあった年からずっと継続してやってまいり

ました。先ほど申し上げたとおり、これまで一度も、放射性物質に関しては検出されてきていないとい

う状況がございます。こういった中で、１つは、この検査をするためには、そのために給食の食材を保

管したり提供したり、現場の負担は実はかなり結構あったりはするのです。それと、実態として、ほか

の自治体の実施状況を見ても、２３区で見ると、検査をやっていたところは、過去には２０区を超える

ような状況だったのですけれども、この間、どの区も出てこないということがあって、実数としては、

今、半数以下になっている状況がございます。そういった中で、私どもでも、これまでの経緯を踏まえ

ますと、今までのような体制で続けていく必要はもうないのかというのは、１つ判断したところでござ

います。 

 その中で、放射能ストロンチウムに関しましては、１つは経費が非常に高いということもございます

し、先ほど申し上げた負担もあるということです。ただ今後、さまざまな環境変化等の要因もあると思

いますので、一旦ここで来年度については中止する、一旦お休みをするという形で、もし環境が変わっ

て、必要な事態が生じてくるようなことがあれば、改めてまたそのときには考えていきたいと考えてい

るものでございます。また、ヨウ素・セシウムに関しましては、これまで全ての学校で毎年やってきた

ところではあるのですけれども、先ほどご説明したような状況がございますので、まずは半分の学校に

絞って、来年度は引き続き、こちらについては実施していくというような形で、全体としては縮小した

体制で引き続き続けていくということを考えているということでございます。 

○吉田委員  先ほど伺ったのは、今、リスクが高まっている状況にあるのではないかということなの

です。このときに、今やめる判断をするということは、どういうことなのかということを伺っておりま

す。現場の負担については理解しております。もし現場の負担や費用のことを言うのであれば、今まで

いろいろなところが９年間の検査を重ねてきた結果、出やすいものはだんだん明らかになってきており

ます。対象を絞って単品検査に切り替えるとか、そういう考え方もあると思うのですけれども、その点

についてはいかがでしょうか。 

○篠田学務課長  現状の認識についてでございますけれども、さまざま、毎年、この間も、いろいろ

な動きがある中で、例えば海洋放出に関しても、これまでもありました。そういった中でも、結局、放

射性物質は出てきていないということがあるので、今回についても、そういった流れの中で、認識を改

めることはないのかと考えているところです。また、単品検査のお話がございましたけれども、実は導
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入当初はもともと単品検査でやっていたという経緯がございます。ただ、単品検査ですと、それ以外の

ものができないということで、区民の方々からかなり要望をいただいて、全ての食材を検査するという

方向になりましたので、この考え方は基本的に変える必要はないのかと考えているところでございます。 

○吉田委員  当初の単品検査から全体の検査になった経緯は伺っております。ただ、そのときは、検

査全体が行われていない状況でしたから、今はそれなりに実績が出てきています。リスクは高まってい

る今、やめるべきではないと、最後、要望とさせていただきます。 

○鈴木（真）委員長  次に、こんの委員。 

○こんの委員  私からは、３５５ページ、学校夜間電話対応経費、３６３ページ、学校地域コーディ

ネーター経費、アシスタントコーディネーター謝礼、同ページの図書館運営費からお伺いしたいと思い

ます。 

 この３点の質問の前に、新型コロナウイルス感染症に関連する臨時休業および春季休業中の児童・生

徒への対応について、今朝ほどのご報告に関連して何点かお伺いしたいと思います。 

 まず、子どもの活動、居場所、こうしたことの確保について、今回、校庭開放や、図書館を利用する

という対応は、大変に評価いたします。そこで、雨天の場合なのですけれども、雨天の場合でも、お子

さんの居場所として、例えば校庭は無理なので体育館を開放するといったお考えはあるのか、お伺いし

たいと思います。あわせて、もう一点、１６日から２５日までの校庭や学校図書館に来る児童・生徒の

登下校の安全についてお伺いしたいと思います。保護者が同伴できない状況にあり、子どもだけで公園

に遊びに行かせるのは心配と思う家庭もあって、そのようなご家庭にとっては、今回の対応は、とても

安心して子どもを遊びに行かせられると考える家庭も少なくないと予測されます。そうした中で、校庭

開放、学校図書館へ来る際の安全対策。通常の登下校の時間と違う時間に学校を行き来することになり

ますので、その安全対策はどのように考えていらっしゃるのか。地域の見守りの８３運動など、地域の

方のご協力をいただきながら安全対策をするということも考えられますけれども、その点についてお考

えをお聞かせください。 

○有馬庶務課長  雨天の場合ということでございますけれども、今回の利用は、校庭のみと限定させ

ていただいております。これは、やはり、もし感染者が出たときに、体育館等を使っていた場合に、そ

の後の処理がなかなか大変になるということで、我々はリスク管理をしながらの対応ということで、何

とか卒業式や入学式といったところは確保していきたいという思いで、ちょっと雨天の場合は我慢して

いただかなくてはいけないという、苦渋の判断ですけれども、そのような対応としているところでござ

います。 

 ２点目の、登下校の安全につきましてですが、今、すまいるスクールに行っているときには、通常ど

おり、交通安全指導員を配置してございます。それを、この開放のときも、多少、拡充してできないか

ということで、委託先と調整はしているところではございますけれども、時間が急に変わって、配置が

なかなか難しいという返事を、今、いただいているところですが、引き続き、できる範囲ではやってい

きたいと思います。そこでの限界がありますので、今回いろいろと学校・保護者にも呼びかけますので、

ＰＴＡを中心に、もし時間があれば、いわゆる８３運動の拡大版ではありませんけれども、そういった

ところはまたＰＴＡなどにも呼びかけていきたいと考えている次第でございます。 

○こんの委員  体育館の利用は理解しました。また、安全対策。確かに、時間が変わると、対応され

る方々の対応もいろいろとご苦労がある。それも理解いたします。今ご努力をしてくださっているとい

うことですので、引き続き安全対策のほうもよろしくお願いいたします。 
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 次に、関連して、マイスクールの対応について現状をお聞きしたいのですけれども、政府からの休校

要請を受けて、現在どのような対応をとられているのか、現状をまずお伺いしたいのと、また今朝ほど

のご報告によると、１６日から２５日までの対応は、マイスクールではどういう対応をとられているの

か、現状をお聞か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  原則は学校と同じように、適応指導教室もこの間は臨時休業という

形をとっておりますが、あとは個別の対応として、指導員からお電話を家庭にかけて、「どうだい？」

などということで、生活リズムが崩れないようにという配慮をしている最中でございます。 

○こんの委員  今、対応を個別にしてくださっているということで、ここに通うお子さんは、心にリ

スクを抱えられているお子さん。おうちで引きこもるような体制をとる時間があまり長くなるのは

ちょっと懸念されるところですが、いたし方ないというところで、できるだけ先生方のアプローチとい

うか、投げかけというか、働きかけというか、してさしあげていただきたい。要望です。 

 次に、中学生への対応についてお伺いします。中学校および義務教育学校は、春季休業中の対応とし

て、３月２６日から部活活動の実施をすると説明をいただきました。そうすると、本来ならば登校して

いるこの時期に休校になっていることについて、日常の中学生の過ごし方はどのような方針がとられて

いるのでしょうか。また、休校になったこの時期における中学生の事故、防犯、犯罪に巻き込まれるよ

うな、こうしたことについて、どのような対策・体制がとられているのか、現状をお聞きいたします。 

○大関教育総合支援センター長  中学校・義務教育学校後期課程においては、特に生活指導面という

ことの配慮もありますので、まず３月２日にしっかりと生活指導を行った上で休業に入りました。それ

以降、この間も、午前中も申し上げましたが、ある学校は、午前１０時と午後２時に複数で、駅前や公

園、ハンバーガーショップなどを巡回しまして、声をかけてトラブルを未然に防いでいるという部分が

あります。これはもう、生活指導主任会が全体で情報を共有して、そのように動こうと、全区的に取り

組んでいるところです。また、個別に相談に来たお子さんへの対応だけではなくて、必要なお子さんに

は、教員が出向いて行って、家庭訪問もケースによっては今やっているところです。そのような形で、

部活動以外の、今、臨時休業期間中も対応しながら、特に９年生は、進路が未決定のお子さんへの対応

などもありますので、そこはもう特にやっている最中でございます。 

○こんの委員  この体制が長引かないことを願いつつ、ご苦労があるかと思いますが、引き続きよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、学校夜間電話対応経費についてお伺いします。これは新規事業として、教職員の方の働き

方改革の一つとしてとられる事業と認識しております。夜間の電話の対応は、今まで教職員の方が直接、

保護者から電話がかかってくる、あるいは地域から電話がかかってくる、こうしたものの対応をされて

いたものが、どのような形に変わるのか。この辺を簡潔にご説明ください。 

○工藤指導課長  委員ご指摘の本事業でございます。新規でございますけれども、これまでも、時間

外でやむを得ず勤務していた教員が、かかってきた電話の対応に追われて、結果、長時間勤務の一因に

もなるというところがございましたので、これは、夜間、いわゆる教員の勤務時間以外の時間は、各学

校、この番号にかけてくださいという案内をして、その番号でかかる場所は電話代行サービスをしてい

るところ、そこに委託をしまして、そのかかった電話についてはそちらが受けるというものを計画して

いるところでございます。 

○こんの委員  代行サービスが請け負うということでした。そうなると、懸念されるのが、とかく何

か事案が起きるときというのは、夜間だったり、あるいは休日だったりということが予測されるわけで
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すけれども、そうした夜間に発生する事案への対応は、代行サービスの方はどの程度それに対応できる

体制をとられているのか。例えば、警察に連絡するまでの案件ではないけれども、とにかく早く担任の

先生に現状を伝えて、アドバイスやその場の対処などを求めてくる、心配な事案などもあるかと思いま

すけれども、そうしたことへの対応はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。 

○工藤指導課長  委員ご指摘のように、これから実施する上でも、そういったことは懸念されること

は当然ございます。そういう意味では、先ほどご指摘いただきましたように、警察あるいは児童・生徒

の例えば命の安全にかかわるようなことというのは、校長が持っている緊急用の携帯電話に直接かかる

というところもございますので、そういったところは担保できてございます。ただ、一定程度、相談の

電話というところでございますが、通常、勤務時間外の電話の応対のところで言うと、教員が本来待っ

ているわけではない時間帯で、ただ伝えたいということがあろうかと思います。ただ、個々の事案にお

いては、夜間に保護者と連絡を取り合うというのは、個々の学校でも現在ももちろん行っているところ

でございます。そういった、考えられるケースにつきましては、保護者との連絡のとり方というのは各

学校で今も工夫しているのですけれども、そういった工夫は必要であると考えてございます。あくまで

も、電話代行のサービスに関しましては、こういった電話がかかりましたという連絡を、ただ即時に

メールにて、学校が指定した端末に送るというシステムになっておりますので、即時には連絡が来たこ

とは伝わると。ただし、それが学校の組織端末であれば、開かないとわからないということになります

ので、そういったことは、今後どこに送るのかというのは、検討する必要があるとは考えているところ

はございます。 

○こんの委員  事案が入ってきたときにはメールでそれを伝えながら対応していただくというところ

が、まだちょっと課題が残っていると捉えられるわけですけれども、その点、週末だったりすると、土

日を挟んで月曜日だとちょっと遅いみたいなことで、そうしたことも懸念される事案もあるかと思いま

すので、その点、担任の先生に、より素早くそのことが伝わる体制を、ぜひよろしくお願いいたします。

何かございましたら、後ほどお願いします。 

 次に、図書館の維持・運営費についてお伺いしたいと思います。地区図書館についてです。以前、私

は、本の衛生管理、消毒・除菌について質問をしたことがありますけれども、新型コロナウイルス感染

症の関係で気になるのが、本の取り扱い、衛生管理。幸い、今は書籍により感染したという報道はあり

ませんので、あまり極度な心配をするというのはよくないとは思うのですけれども、それでも通常の本

の衛生管理というところでは、本のクリーニングが必要ということで、２年前に質問をさせていただい

たとき、その当時は、区内で４か所の図書館に、リース型の機器の導入をされていたというご答弁をい

ただきました。それで、未設置の図書館については、機器の導入について、可能な限り導入していきた

いけれども、機器の大きさや設置するスペースの問題があって、工夫していかなければいけないという

課題のご答弁もいただきました。あれから２年近く経つわけなのですが、その後の導入状況はどのよう

になっていますでしょうか。 

○横山品川図書館長  書籍消毒機についてご質問いただきました。今現在も４か所の図書館で稼働し

ている状況で、非常に好評を得て、例えば品川図書館ですと、昨年度で１万１,６９２回使われている

ような形ですので、子どもの絵本を中心に活用される方が非常に多いです。委員ご指摘のように、導入

についてお勧めいただいたところですが、地区図書館は狭い館が多く、書籍消毒機はかなり大型なので

難しいとご答弁申し上げた後、改良型の小さなものが出てきたということで、今年度、大崎駅西口図書

取次施設に、小型の書籍消毒機を導入する予定で、今、購入の手続を進めているところです。また来年
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度、指定管理者の協力を得まして、地区図書館に導入を検討しているところがございます。今、現状に

ついては、以上のとおりでございます。 

○こんの委員  実績が出てきているということで大変にありがたいと思います。 

 そこで、スペースの問題で、クリーニングをする機器というのは、あまりタイプが出ていないのです。

それで、本当に大きなものしかない中で、隣の港区や大田区、文京区などの図書館で導入されているの

は大変小型なもので、家庭の電子レンジぐらいの大きさのものが導入されております。１つの機械

で２、３冊しか消毒はできないのですけれども、それでもテーブルの上に置ける小さなタイプのものが

導入されておりますので、そうした機器なども指定管理者と研究していただいて、導入を進めていただ

きたいと思います。要望で終わります。 

○鈴木（真）委員長  次に、芹澤委員。 

○芹澤委員  私からは、３５９ページ、人工知能（ＡＩ）型教材導入経費、３４９ページ、８３運動

経費、時間があれば３５７ページの経済活動体験学習について伺います。 

 まず初めに、ＡＩについて伺います。先ほど、くにば委員からも幾つかやりとりがありました。その

中で、各校での地域未来塾で実施していくというようなお話があったかと思います。まず初めに、 

Ｑｕｂｅｎａに当たると思いますが、この導入台数、そして学習に当たっての対応科目・対応学年、あ

とは、これを使うに当たって事前登録等が必要なのかどうか、使っていくに当たっての進捗状況など、

生徒たちの進捗状況を行政側と共有できるのか、共有できるのであれば、それは例えば教員との共有な

のか、学校もしくは教育委員会レベルでの共有なのかをお聞かせください。 

○工藤指導課長  Ｑｕｂｅｎａでございますけれども、今、地域未来塾に来ている６年生を対象にと

考えているところでございます。令和元年度の６年生は、登録している人数が４００名でございますの

で、一応、４００名を想定しているところでございます。ただ、今、Ｑｕｂｅｎａの中で開発されてい

るのは算数・数学でございますので、算数・数学での活用を考えてございます。 

 また、学習履歴というものが蓄積される中では、子どもたちはアカウントを付与されていて、それは

クラウドで管理されることでございます。それぞれタブレットに入れた状態で管理する形なのですが、

それぞれがセルラーモデルで通信ができますので、そういった意味では、蓄積というのはそのままクラ

ウドに入りますので、指導者、これは教員であっても、教員のアカウントで入れば、例えば自分の学校

の子どもたちの履歴というのが確認できるという状況になるものでございます。 

○芹澤委員  科目と学年に関して、Ｑｕｂｅｎａのホームページを見ると、小学校１年生から、品川

で言えば９年生までの、まずは算数・数学、あとは場合によっては英語もあるような記載の確認がとれ

て、Ｑｕｂｅｎａだけではなくて、これからこういう授業というのが増えていくと思います。例えばＩ

ＣＴ活用推進校など、品川区ではあると思うのですが、こういうタブレットを使ってＡＩ学習をさせて

いくという方向性が、これから品川区で検討されているのかどうかをお聞かせいただきたいのと、あと

は地域未来塾のそもそもの目的が、生徒たちの学業を補助するというものだと思います。そういう意味

では、このＡＩ、先ほどもやりとりがありましたけれど、大変、私も期待している中で、スタッフにつ

いてちょっと確認したいのです。スタッフは、地域の住民の方々、元教員の方や卒業生などに教えてい

ただいているということで、算数・数学は、やはり専門的になってくるとわからなくなってくるという

こともあるので、そこはＡＩが補完してくれるのだと思うのですが、地域の方々が子どもたちを支える

ということにやりがいを感じているところも一部あるわけです。勉学をまずサポートさせないといけな

いので、ＡＩはぜひ使っていただきたい一方で、例えば地域未来塾で受け付けをして、あとはもう全部
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ＡＩが管理するみたいな話になってくると、地域未来塾という名前の「地域」という部分がだんだんな

くなってくるのかと思っているので、このスタッフの方々を今後、首を切るということは、もちろんボ

ランティアですからないと思うのですが、そういったかかわりが引き続きあるのかどうか、お聞かせく

ださい。 

○工藤指導課長  ご指摘いただきました、まず１点目でございますが、これは、今、学校で行ってい

る、例えばタブレットや学習とは切り離した形で、といいますのはセキュリティの関係もございますの

で、あくまでも放課後、また管理は学校支援地域本部で行いますので、切り離した形で考えてございま

す。また、Ｑｕｂｅｎａに関しては、今後、教科が開発されていくということで、私どものやりとりし

ている中では、英語もという話は確かに聞いてございます。また、他教科の進捗状況もあるとは伺って

いますが、それを授業で使えるかというのは、また今後ということで考えているところでございます。 

 また、２点目でございますが、まさにご指摘のとおり、Ｑｕｂｅｎａを活用はするのですが、それが

全く先生にかわるということで考えてはございません。あくまでも、教材があって提供するのはそのソ

フトであって、実はそういった学びのときには、横について褒めてあげるとか、やる気がないときに、

「どう？」と話しかけていく、助言をしていく、あるいはそういう意味の指導に入る方の効果というの

は非常に大きいことが、これまでの知見でもわかっていますので、そういったところでは、やはり「や

りがいがあります」というのは指導員の方からも多くいただいている中で、課題としてあったのは、専

門的に教えるところに課題がある、あるいは教材の用意が自分たちではできない。それをクリアするの

が、このソフトであると考えていますので、そういったところでの活用を考えているところでございま

す。 

○芹澤委員  先ほどから、くにば委員とのやりとりでいろいろありましたが、まさに人とのかかわり

というのは、幼少期にぜひ培っていただきたい経験でもありますし、当然、働き方改革というのもあっ

て、教員の勤務時間をしっかり確保しないといけないというところで、ぜひＡＩを活用しながらも、人

とのかかわりができる地域未来塾を引き続き進めていただければと思います。 

 続いて、８３運動経費について伺います。これも、松澤委員からも何回か質問があったと思うのです

が、これは約１５年前に、品川区の小学校ＰＴＡ連合会の当時の会長が発案されて、品川区発で全国に

広がった運動だと理解しています。質問としては、まず、たしか２００４年か２００５年だったと思う

のですが、正式には何年から８３運動が始まったのか、現在の登録者数、あと登録するに当たって何か

資格というのが必要なのかをお聞かせください。あと、予算の伸びです。例年、この３年間ぐらい微増

だと理解していますが、先ほど備品を購入するというお話がありました。備品購入以外に何かこの予算

で増えた部分というのがあるのかをお聞かせください。 

○有馬庶務課長  基本的に、８３運動の始まりは２００５年、平成１７年と言われていますけれども、

平成１６年から１７年にかけて、子どもの安全として取り組んできたということで表面化してきており、

歴史としてはそのぐらいの長さとなっているものでございます。 

 それで、これは、いつでもどこでも誰でもが参加できるというようなことで、この活動が行われてい

ますので、特に８３運動にかかわるために、会員制といったことはございません。平成１７年ぐらいに

推進委員会というものが発足して、そこが小学校ＰＴＡ連合会に呼びかけて、皆さん、こういうことを

やっていきましょうということで、呼びかけをしながら進んでいるということですので、全体の会員数

として把握しているというものはございません。それから、来年度の予算については、啓発用のベスト

をつくるという金額で、それ以外のものはございません。これまでも、今年はピンバッジ、その前はク
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リアファイルといった、啓発グッズをつくってきたというものでございます。 

○芹澤委員  そうすると、実際に携わっている方の人数なども、正確にはわからないということです

ね。わかりました。 

 あとは、教育委員会事務事業評価報告書というのが配布されまして、計１２の教育委員会の事業に報

告があって、継続性・効果性・効率性の３項目で、評価をＡからＤでしていく。Ａが一番よくて、Ｄが

一番悪いということなのです。計１２の事業で３項目ですから、計３６項目ある中で、おおむねＡとＢ

なのですが、残念ながら、８３運動の効率性だけがＣの評価になっている。これは責めるわけではなく

て、むしろすごくストイックだと思っているのが、品川区発で全国に広がっていって非常に人気のある

この事業が、まだ効率性としてはＣだという評価をされている。それで、「実施手法は概ね適切である

が、一部見直しが必要である」と記載があります。全国的に広がった事業でありますけれども、まだ伸

びしろがあるという意味で、一部見直しと書いてあるのだと思うのですが、この一部というのは、どう

いったことを改善される予定なのでしょうか。 

○有馬庶務課長  今年度の事務事業評価において、８３運動を全体の１２事業の一つとして取り上げ

させていただきました。そして、あえてＣという評価を、自戒を込めてつけたということです。これは

見直しをしていくべきだということで、今後また充実させていこうという教育委員会の意思表示でもあ

るととっていただければと思います。 

 今までは、何というのですか、推進委員会の方と話をして、グッズを配って、「はい、お願い」とい

うことで経過してきたというところもあります。ただ、昨年は子どもたちが事件に巻き込まれるという

ようなこともありましたので、もう少し周知活動をしっかりしていこうということで、今年は年２回の

広報紙以外にも、教育特集号や「教育のひろば」で強く保護者にも呼びかけるなど、少しずつそういっ

たことに取り組んでいるという状況でございます。 

○芹澤委員  総合評価の中に、「新たに転入されてきた方々や学校とは係わりのない方々について

は８３運動やその趣旨についての周知は十分とは言えない状況である」と記載があって、今、啓発の話

がいろいろありました。例えば学校関連のイベントというのはいろいろあると思うのですが、そういっ

たところでの周知・啓発というのは行われているのでしょうか。例えばコミュニティ・スクールフェス

タであったり、あとは、そういった、かたいイベントではなくても、スポーツ大会等でも周知というの

があってもいいのかと思っています。 

 あとは、続けて、やっていただく方、実際に活動していただける方を増強するという意味では、企業

との連携というのも非常に大きな効果があるのかと思っています。企業も今、地元の清掃活動など、さ

まざま地域貢献というのはやっていただいているのですが、先ほど高齢者クラブもやっていただいてい

るというお話があったように、高齢者クラブとの連携と含めて、企業や商店街との連携というのはご検

討されていらっしゃるのでしょうか。お聞かせください。 

○有馬庶務課長  この事業の進め方というのは、なかなか難しい面が１つありまして、これは、８３

運動の推進委員会へ私どもが支援をしている事業というような位置づけというところがございまして、

区の独自事業で直接進めているのではないというところが、ちょっと難しいところがあります。ただし、

推進委員会といっても、そんなに大きな組織ではありませんので、代表の方と、これからどうやって進

めようかということで、例えば今年度はピンバッジがいいということで、これは保護者だけではなくて、

地元の町会にも配って、イメージキャラクターがあるのですけれど、「ＰＢくん」をもう少し広めてい

きたいとか、まずはそういった取り組みから始めていきたいということで考えているところでございま
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す。 

○芹澤委員  今、ＰＢくんのお話もあって、公用車に、たしかステッカー等も貼ってあると思うので

す。それで、先ほど２００５年あたりから始まったということで、カウントとしては、今年でおそら

く１５年目になるかと思います。そうすると、当時小学校６年生だった子も、もう２７歳、そろそろ親

になるということで、これからどんどん世代交代ではないけれど、引き継ぎ、この事業の継承というの

が必要になるかと思います。それで、８３運動というのは、ロゴに、８と３にかけて「やさしさ みち

た 街づくり」と記載があって、まさにまちづくりをされるというのが、この事業の一番の意気込みと

いうか、大きなところだと思うのです。８３運動をやっている、通年、これは当然やっていらっしゃる

のですが、例えば８３運動の日みたいなものを、もしくは週間でもいいのですが、つくっていただいて、

その１週間には、子どもも大人も、やっていただいている方、それと子どもたちも、黄色のリボンでも

何でもいいので、カラーアクションというのですか、色をつけて、お互いに意思表示をする。「見守っ

ているよ」という意思表示、そして、見守られていることを知っているというか、「ありがとう」の感

謝の意思表示をするということで、見守っている側と見守られている側をつないで、地域ぐるみで、こ

の８３運動をぜひ進めていただきたいと思っております。当然、そうすると、子どもの服を着せるとき

には親は８３運動のことを話しますし、親も、そうしたら着ていこうかというふうにもなりますし、知

らない人同士で、「これは８３運動なんですね」と聞いてみたら、「いや、８３運動って何ですか」と

逆に聞かれて、そこでまた広がっていくということもあると思います。そういった、うねりの中

で、８３運動というのをぜひ進めていただきたい。 

 先ほど課長からもお話がありましたが、ここ数年、予算が微増であるのです。報告書のとおり、意義

のある事業、かつ伸びしろがあるということで、私は、微増で備品を買うというだけではなくて、まさ

に、大型予算とまでは言わないですが、もうちょっと大きな規模で８３運動というのを仕掛けていただ

いていいのかと思っています。他の自治体では、８３運動が進化していって、例えば部活終わり

の８３５運動とか、ほかの時間帯も含めて８３プラス運動というのが、もう既にあります。品川区もも

う、そういう実態になっていると思うのです。８３だけではなくてという実態になっていると思います

ので、その実態に沿った名称の変更も含めて、大きな予算の中で、一新するわけではないですが、アッ

プデートしていただきたいと思います。その辺のご感想をお聞かせください。 

○有馬庶務課長  まさに委員がおっしゃるとおり、この８３運動ができたときの主意書にも、子ども

の安全というのは親だけでは確保する限界があるということで、多くの大人の目で見守ることが必要だ

というようなことも書いてあります。今後、もう少し広げるために何ができるか、また一生懸命、考え

ていきたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、渡部委員。 

○渡部委員  芹澤委員からのすごくいい質問を聞いた後で私は何をやろうかと思うのですが、学校支

援地域本部のところで、１ページから３６３ページで見ていて、これは私が何かを見落としているのか、

何が違うのかわからないのですけれど、経費一覧があって、聞こうと思ったのは、アシスタントコー

ディネーターと、学校地域コーディネーターとの関係といいましょうか、今、学校によって、学校地域

コーディネーターのほかにアシスタントを置いているところがあるとか、スクール・サポート・スタッ

フがなどという話の関係を聞こうと思っていたのだけど、この予算書を見ていて、去年は４,０００万

円余ついていた学校地域コーディネーター経費が１２万円になってしまっていて、これは人件費か何か

かと思って見ていたのですけれど、どこに行ってしまったのだろうと。すみません。事前に聞いておけ
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ばよかった話なのかもしれないのだけど、その辺のお金の行き先を教えてほしいのと、アシスタント

コーディネーターの経費は今度、去年より増えているわけです。それは、学校によって、ある程度学校

に裁量を持たせて、いわゆるアシスタントと呼ばれる人を雇えるようになったのか。何のために入って

いるのかというのを１点聞きたい。 

 今、ある程度、コミュニティ・スクールも順調にいって、各学校がそれぞれのやり方で、スクール・

サポート・スタッフなども、近隣の方にお願いしたり、若い卒業生にお願いしたりして回っているので

すけれど、これもある程度、スクール・サポート・スタッフが、国から「こういう仕組みだよ」とおり

てきて、品川区で徐々にやっていって、全校になっていったのだけど、これもある程度、学校の裁量に

任せていて、総枠の時間だけ決めておいたら、「あとは手伝ってくれる人を自分たちで探してね」とい

うようなやり方なのか、その辺の関係性。私は、何が正しいというので、では、これを全く分けるのが

いいのかといったら、そうではなくて、学校地域コーディネーターとスクール・サポート・スタッフは

連携をとっていっていいとも思っていますし、スクール・サポート・スタッフであれば、ある程度、校

務の中で縛りをきかせずに、さまざまなことをやっていただいても構わないのか、学校地域コーディ

ネーターと一緒に地域とのパイプもやっていただいていいのかとも思っているのだけど、この辺の切り

分けや、その関係を聞かせてください。 

○工藤指導課長  まず、予算のところでございますけれども、今年度から、例えば学校地域コーディ

ネーター、あるいはスクール・サポート・スタッフもそうなのですが、会計年度任用職員ということで、

職員の給与費のほうに全て入ってございますので、事業そのものはあるのですけれども、場所が違うと

いうところでございます。ですので、採用する例えば人数等であれば、これまでと変わらず採用できる

だけの予算計上をしているところでございます。 

 また、学校地域コーディネーターに加えてアシスタントコーディネーターというのが、これは平

成３０年度から進めているのですが、やはり学校支援地域本部、品川コミュニティ・スクールの取り組

みを充実させることにより、学校地域コーディネーターの業務が非常に多くなってまいりまして、そう

いう意味では、コーディネーターとしての勤務をするほどの日数は働けないけれどもお手伝いできます、

という方が、報償費という形で入れるということで、アシスタントコーディネーターを設けているとい

うところでございます。 

 アシスタントコーディネーターに関しましては、ある程度、裁量といいますか、入っていただける方

を頼めるというところがあるのですが、スクール・サポート・スタッフあるいは学校地域コーディネー

ターは会計年度任用職員でございますので、これは選考によって名簿登載をして、そこから採用すると

いう形式にしてございます。また、仕事の連携という点では、連携は同じ学校にいますから考えられる

ところでございますが、ただ、仕事の垣根という観点で申し上げさせていただければ、両者は、学校の

働き方改革に寄与するという点では共通でございますが、業務内容は全く異なってございまして、ス

クール・サポート・スタッフにつきましては、教員の業務を支援する役割としての任用・配置でござい

ますので、基本的には、教員からの指示を受けて、教員免許によらない業務を支援するというところで

ございます。ですので、プリントの印刷であるとか、授業教材の準備の補助であるとかというのが業務

内容でございます。ただ、学校地域コーディネーターにつきましては、品川コミュニティ・スクールの

中で、まさに地域をつなぐかなめとしての役割としての任用・配置でございますので、校区教育協働委

員会にも入りまして、学校の課題も把握するところでございますので、ある程度、主体的に学校運営に

かかわるという点では、学校運営と、教員の補助という点では、大きく違っているところがございます。
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ただ、そうはいっても、連携をとる必要がある場合には柔軟に、各学校、管理職の指示のもとで行って

いただくというところでございます。 

○渡部委員  説明、よくわかりました。実は、スクール・サポート・スタッフとコーディネーターは

本当は仕事の内容が違うのだから、分けなければいけないのだろうとは思っていましたし、そうすべき

だという意見はあるのだけど、でも、とはいっても、地域の中の学校というのを優先的に考えた場合、

何が正しいかといったら、その中でうまく回すのがきっと正しいのだろうから、私は今のやり方でいい

のだろうと思っています。でも、その中で、今、指導課長がおっしゃったようなことで確認はとれまし

たので、よろしくお願いします。 

 それで、アシスタントコーディネーターにしてもスクール・サポート・スタッフにしても、別に各学

校１人などというわけではないですよね。決まった時間の中で何人かで、総枠で決まっている時間内で

おさめていけばいい仕組みなわけですね。 

○工藤指導課長  委員ご指摘のとおりでございます。 

○渡部委員  どこの学校が足りている・足りていないなどというのは私もわからないことだけれど、

今、知っている学校といいましょうか、近隣の学校などは、自分は回っているので、それはそれでいい

のかと考えています。 

 時間がないので、もう次にいってしまいますけれど、学校給食の３７３ページは、今日、いろいろな

委員からもありまして、確認をもう一回させていただきたいのは、結局、給食費というのは、卒業生に

は返すのだと。在校生というのは４月に送るのだと。あと、聞きたかったのは、業者に関しては、２

月２７日に発表があって、２８日に学校があって、２９日、１日休みで、３月２日はたしか品川区は

やっているから、２日まではちゃんと納入があったわけだから、２７日の時点で３日の食材の発注がも

し入っていたら、それは３日以降のものはとめるということで、ここに関してはもう、実はそんなに早

い段階から食材を買われていたら困るので、きっと業者も用意しないでというところで、私はスムーズ

にいっていると思うのですけれど、この辺は何か混乱等があったかどうかというところ、あと保護者と

の間で給食費云々のところで問題があったかどうかのところだけ教えてください。 

○篠田学務課長  まず給食費の返金に関してなのですけれども、こちら、当初は、委員のご指摘の

あったとおり、卒業すれば学校からいなくなってしまうので全部お返しする。それで、在校生に関して

は４月以降に送るという形で、実は今も学校では、そういった形で進んでいるのですけれども、せん

だって、国から、そういった形での給食費の返還に関する要請がありましたので、具体的に国がどう

いった形で出てくるかというのはまだ見えていないところがあるのですけれども、国の出方によって、

場合によっては、そういった対応も変わらざるを得ないこともあり得るかと思います。それは、正式な

通知が出てきた時点で改めて考えたいと思っております。 

 それから、業者との関係でございますけれども、ご指摘のあったとおり、発表があった２月２７日の

夜から翌日の２８日にかけて、教育委員会のほうで把握できるところは全てとめたということではござ

います。ただ、学校給食の発注が、大体どこの学校も、２週間単位か、もしくは長いと１か月単位でし

てしまっているところもあるのです。ですので、業者によっては当然、その辺の対応がありまして、そ

の先の段階の卸や生産者などの方にいろいろ発注をかけているところがございます。ですので、正直な

ところ、今の時点でも、全てが全部とまっている、とまり切っているかどうかは、まだ正式には調整中

のところもあったりするのです。ですので、できるだけとめるような方向で整理はしていただいている

のですけれども、聞いている範囲では、例えば乾物みたいなものや調味料など次に回せるようなもので、
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どうしてもとめられなかったものが一部あるやには聞いているのですけれども、その辺もまだ混乱して

いるような状況がございますので、今、整理しているところでございます。 

○渡部委員  てっきり、もう全部、その辺はうまくいっているのかと思いましたけれども、業者の話

を聞きつつ、回せるものであれば、しっかりそこは回してもらう対応がいいのかと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 本当に、この間、教育委員会の方々というのは、国からの急な発表で、急に動いてというので、学校

現場も含めて大変なご苦労をされていたのだと思いますし、ここが本当に踏ん張りどころだと思います

から、しっかりと業務をやっていただきたいと思うところはございますので、よろしくお願いします。 

 それでもって、何分、急に決まって、急に動かなければいけないというところで、多分これは、学校

においても現場も混乱するのか、保護者も混乱するのか。例えば、校庭開放をやりますというご案内を

いただいたけれど、冷静に考えて、多分、学校のＰＴＡで１回切っておいて、「またやるぞ」といった

ら、例えば会長なり副会長なりが、「もう、しようがない。俺がやるか」みたいなケースも出てくるか

などと思いつつ、だけれども、それは国の対応にのっとってやっていくわけだから、仕方ないところが

あると思います。その場その場の適切な情報をしっかりとお流しいただいて、子どもたちが、卒業式は

やるということでございますので、最後に１つだけ聞きます。終業式というのはどういうふうになるの

でしょう。 

○大関教育総合支援センター長  体育館に一同を単に集めるのではなくて、例えば教室の中で、放送

設備を使うなどの工夫をして行います。 

○鈴木（真）委員長  次に、高橋しんじ委員。 

○高橋（し）委員  朝、臨時休業等の生徒の対応についてご説明いただき、このような形で対応して

いただき大変ありがたいと思います。お子さんたちも活動できるかと思います。そこで、それについて、

ちょっと細かいのですが、少しだけ質問して、予算のほうに入りたいと思います。 

 校庭開放なのですけれども、イメージとしては、夏休みのプール開放のように入り口で名簿があって、

そこでチェックをする等の、登校者の管理などはどのようにされるのでしょうか。そして、登下校時の

責任の所在といいますか、学校管理下でそういったことを行うという考え方なのでしょうか。それから、

すまいるスクールにも保険があるのですが、そちらとの関係はどのようになっているのでしょうか。ま

ず、その３点をすみません。 

○有馬庶務課長  今回の校庭開放につきましては、参加者の名簿を備えつけるようにということで、

校長会に依頼しているところでございます。 

 それから、自校の児童・生徒に限るということは、事故があったときの保険の関係ということもござ

います。ある意味、教育活動の一環の中で行うものだということで、教員が見る、いわゆる事故があっ

たときは保険を適用するということで考えている中身でございます。 

○高橋（し）委員  教育活動の中でということが確認できました。ありがとうございます。ぜひ安全

に留意して行っていただきたいと思います。 

 それでは、３６１ページの特別支援学級等運営費、３６１ページの学校地域連携推進経費、それから、

これはページがわからないのですが、外国籍の保護者の方への対応、それから３７５ページ、学校改築

推進経費です。 

 まず特別支援学級のほうですが、これは特別支援教室のことをお尋ねします。小学校だと全児童

の３.２％、中学校だと２.３％。この割合についてどのように捉えていて、今後の見込みと、どういっ
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た対応をされるのかということ。増えているということなのですけれども。それから、特別支援教室の

環境が、ちょっと狭いところだったり、指導に適しているかどうかというふうな小学校もあるかと伺っ

ています。その点についての状況。それから、特別支援教室配属の先生方ですけれども、こちらは校内

人事によって配置されるのですが、適正を配慮して配置していただいているのかということです。それ

から、それらの教員、先生方ですけれども、小学校５２人、中学校１８人のうち、いわゆる初任者の方

はどれぐらいいらっしゃるのでしょうか。それから、少し前の委員からも質問がありましたけれども、

教員と児童の、巡回している先生方と、在籍している学校の先生との情報共有、それから巡回している

先生と、対象児童の保護者との情報共用はどのようにされているのでしょうか。 

 それから、今ちょっと出てきましたけれども、会計年度任用職員についてですが、学校地域コーディ

ネーターの方の勤務の状況が変わってしまうということで、続けられない方が出てくるのではないか、

あるいは人材確保が苦しくなるのではないかと思いますが、その辺の対応は課題が出ていますか。それ

とも、来年度に向けて人材確保ができているでしょうか。さらに同じように、いわゆる時間講師、非常

勤の授業をされる先生ですけれども、高等学校ではちょっと勤務状況が変わるので、そういった先生を

確保できなくなる、後任が見つからずに、新年度の授業を担当する講師の方を探している、非常に苦労

しているということなのですが、区立小学校では、未配置にならないように、講師の先生の見込みとい

いますか、確保はできていらっしゃるでしょうか。 

 それから、外国の保護者の方への対応は、教員が日本語で意思疎通できない場合、どのような形で

行っているのでしょうか。 

 そして、学校改築推進経費については、学校施設長寿命化計画が策定され、今年度末に策定予定です。

この長寿命化計画の策定の現状と公開はどのように行われるのでしょうか。区民の方にわかりやすい形

での公表を要望いたします。 

 以上、お願いします。 

○大関教育総合支援センター長  私からは、特別支援教室、それから日本語での意思疎通に関してお

答えいたします。 

 まず、委員よりご案内いただいたとおり、全児童の３.２％、そして生徒になりますと２.３％が、特

別支援教室を利用しています。この数値は適切なパーセントだと認識しております。全体をならしまし

て６.５％程度の、学習上つまずきのおそれのある児童・生徒がいるのは、国の調査でわかっておりま

すが、そのうち半数程度は担任の個別の配慮で大丈夫であって、それでもプラスアルファ、授業を抜け

て特別支援教室が必要なお子さんは、東京都では３％と考えているということで、品川区の考え方と一

致していると認識しているところでございます。特別支援教室の環境につきましては、人数の増えてい

る学校等については、また学校とも相談をして、適切な環境を準備できるように工夫はしてまいりたい

と思います。 

 教員でございますが、小学校配置の５２名のうち、今年度の初任者が８名、中学校は１８名のうちゼ

ロです。いずれにおきましても、これまでの通級指導学級の経験のある教員とペアを組む形で、専門性

を高める工夫をしているところです。 

 それから、巡回している教員と、児童が在籍している教員との情報共有でございますが、各校に特別

支援教室専門員が都より１名配置されておりますので、特別支援教室専門員も含める形で、教員間の情

報共有、あるいは家庭との情報共有も円滑に行っております。保護者との状況も、指導の教員、それか

ら担任、家庭の、３点での連絡帳のような形を活用しながら進めているところでございます。 
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 続きまして、日本語で意思疎通ができないケースにつきましての対応でございますが、区の翻訳タブ

レットの貸し出し、あるいは教育総合支援センターで通訳派遣という形も、学校からの要請に応じて

行っております。ある程度、来日して日数がたちますと、子どもが日本語が大分、堪能になりますので、

日常的な部分はあまり困っていないケースがあろうかと思います。来日して間もない子ども、あるいは、

どうしても難しい内容の個別面談というところで、先ほどの派遣など、対応しているところでございま

す。 

○工藤指導課長  お尋ねの会計年度任用職員制度の学校地域コーディネーター、非常勤講師のところ

でございますが、ご指摘のとおり、週における勤務日数あるいは１日の勤務時間数等が固定されるなど、

これまでの柔軟な任用というのができないということがございます。ただ、それによって、例えば人材

確保がどうかということで言えば、学校地域コーディネーターも、非常勤講師につきましても、現状で

言えば昨年度と同程度の応募もあり、また今、４月からの任用もできるという見込みでございますので、

特にこの制度に変わったからといって、人材確保が今、困難であるという状況ではございません。 

○若生学校施設担当課長  学校施設長寿命化計画についてのお尋ねですが、今年度、策定を進めてお

りまして、そもそもこちらについては、公共施設の長寿命化計画に基づく個別施設計画として、国か

ら、２０２０年ごろまでに策定を求められているというようなものでございまして、具体的には、修繕

や更新についてどのような考え方に基づいて行っていくかといった大まかな方針を整理するといった内

容で検討を進めております。策定状況としましては、現在、専門的な分析・調査業務をコンサルティン

グ会社へ委託していますが、そちらの結果が来まして、区で最終調整を行っているところでございます。

策定後にはホームページ等に公表していく予定でございます。 

○高橋（し）委員  それぞれ、ありがとうございました。 

 特別支援教室のほうは、巡回教員の方が保護者と面談・面接をしているという目黒区の例もあります

ので、ぜひ情報共有をしっかりお願いいたします。 

 学校地域コーディネーターの会計年度職員制度については、働きやすい状況で、ぜひ地域の方のご協

力を仰いでいただきたいと思います。貴重な人材で続けていただいている方、また新たな方がいらっ

しゃると思います。 

 それから、最後の長寿命化計画については、ホームページで公開ということですので、改築計画やほ

かの計画との整合性を見て、また別の機会にお尋ねしたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、須貝委員。 

○須貝委員  私は、３６４ページ、学校教育費についてお聞きしたいと思います。 

 まず、これも先日お話ししましたが、品川区内の公立中学校に通っていた、現在、高校１年生と、中

学３年、９年生から、本人の学力について聞くことができました。２人とも、数学がわからない。わか

らず問題が解けない。だから、テストがある一般受験や、単願推薦の受験については、学力がないから、

勉強ができないから、受けても無駄なので、どうせできないので受験をしませんと話してくれました。

そして、やむを得ず彼らは、入学テストがほとんどない高校や、スポーツ推薦枠がある高校に進学する

そうです。毎年毎年、このような低学力層のお子さん、児童・生徒が進学しています。学校では、この

ような実情を把握していると思いますが、なぜ改善できないのでしょうか。もう２０年以上も私は言い

続けていますが、全然変わっていません。お答えください。 

○工藤指導課長  ご指摘でございます、例えば学校での学力の把握についてでございますけれども、

例えば日常の授業の中でも、定着状況等、個別の確認をしながら、各担任が進めているところではござ
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います。また、その中においても、本区では独自の学力定着度調査の結果などを示しながら、正答率の

高い児童・生徒から順にＡ層からＤ層までの４つに分ける四分位分析などを行うことにより、各学校が

それぞれの定着度の状況を把握し、また把握した上では、各児童・生徒につきましては個々の課題を確

実に把握する。そして、また教員もその状況を十分に把握しながら授業を改善していく。そういったサ

イクルで授業改善も進めながら定着を図ってきているところではございます。また、一定程度、やはり

習熟の度合いの違いがございますので、算数・数学におきましては習熟度別指導なども行いながら、ま

たそれを少人数で行うことによって、より基礎学力の定着を図るという取り組みは十分進めてきている

ところではございます。 

○須貝委員  そうやってデータをとって云々というお話ならば、また定着させるためにさまざまな努

力を重ねてというならば、こういうお子さんたちをどうして見逃してしまうのですか。実際、各学校は

成績表というものを持っています。中間・期末テストを見たら、例えば１０点以下の子が何人いるのだ。

そうすると、この間も言いましたが、ある学校で１０点以下の子が１０人いるならば、二十何校あれば、

もう２００人以上の子がいると想定されるわけです。この状態がずっと続いているのです。私も数年前

に、ＡＩ教育というお話もしました。ＡＩ先生ということですが。でも、全然それが進んでいない。今、

これから始まるのかもしれない。だけど、この間、２０年間にわたってこういうお子さんたちが卒業し

ているのです。責任を感じないのですか。私はすごく疑問に思うのです。そして、もう一度お聞きしま

す。教育委員会は、このような実情をきっちり把握しているのですか。教えてください。 

○工藤指導課長  まずは、教育委員会として把握しているかということでございますが、これは繰り

返しでございますが、さまざま学力定着度調査などを用いながら、それぞれの学力層に一定程度の児

童・生徒がいる分布になっているということはもちろん把握してございます。 

 ですから、その中で、やはり基礎学力の定着を図るという意味では、授業だけではなく、例えば取り

組みとしては地域未来塾を活用し、学力の補助を行う。これは、地域の人材も活用しながら、地域総が

かりで子どもたちを成長させよう。そういった取り組みは進めているところでございます。そういった

中でも、やはり四分位の中では、Ａ層からＢ層、Ｃ層、Ｄ層、それぞれの層に分布があるという現状は

もちろん把握している中でございます。ですから各学校では、Ｄ層の子たちが、それぞれが将来、自分

の進路選択ができるような力を身につけるために、もちろん学力というのは、いわゆる知識だけではな

く、さまざまな能力ももちろん含めた学力という意味では、それを身につけ、Ｄ層からＣ層、Ｃ層から

Ｂ層、そして、それぞれの子どもが自分の将来の夢や希望を持って、自分の進路を切り開いていけるよ

うな、そんな体制のために努力をしている。その学校の努力についても私ども教育委員会は把握してい

るというところで、進めているところでございます。 

○須貝委員  毎年、卒業生がいるのです。そして、これら低学力層のお子さん、児童・生徒の皆さん、

子どもたちは、将来の夢や、やはり希望を抱いて、学校生活をしているのです。ですが、現実、どうな

のですか。きちんとした、そういう進路ができているのか。まず第１歩目で、中学に入ったときに、

「僕は勉強していません。していなくてこの学校に入りました。その学校でまた３年間過ごして、その

先はまたわかりません」では、職業でも学校でも選択肢が大幅に減るのです。その子の人生が左右され

るのです。もし課長のお子さんがいたら、どうしますか。やはり、きちんと塾に入れるなり何なりして、

自分の子どもたちにはしっかり基礎学力は身につけさせてやりたい。自分の学年、その子の学年に見合

う力はつけさせてやりたいと思うのが、親心であり、人間として当たり前。まして皆さんは仕事じゃな

いですか。「いや、そういう子も何層ということで見ていますよ」。そんなことを聞いているのではな
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いのです。こういう子たちを助けてやらなくてはいけないのでしょう。それを全然やっていないという

のはどういうことですか。もう一度お答えください。 

○工藤指導課長  今ご指摘いただいているところでございますけれども、もちろん、委員ご指摘の点

につきましては、子どもたちが自分の夢や希望を実現させるために力をつける。これは、各学校が今ま

さに児童・生徒に対して指導しているところでございます。学校においては、児童・生徒は何のために

勉強するのかという問いを教員にすることがございます。何のためにというときには、今この日本の社

会の中で言えば、当然、中学校を卒業する、義務教育学校後期課程を卒業すれば、高校進学等がある場

合には入学試験がございます。そういった場合には、それをクリアすることが必要になってくる。そう

いう意味での学力もあると思いますけれども、それ以上に、今後、子どもたちが社会に出ていった場合

には、予測のつかない未来に出ていく中で、要するに自分の人生を切り開いていかなければならない。

だから、何のために勉強するのかというのは、その選択肢を広げるという意味は、まさに委員ご指摘の

とおりだと思っていますし、今まさに学校は全ての子どもたちにそういった指導をしています。勉強一

つ一つ、わからないことをわかるようにする。わかる喜びをわかってほしいということももちろんござ

いますし、それは自分の可能性を広げることである。それをまさにやっているところでありますし、教

育委員会としてもまさに学校にそれを指導しているところでございますので、それを学校は確実に行っ

ている。ただ、その中でも習熟の程度の違いがあらわれてくるというところが、教員が授業改善に資し

て、場合によっては長時間労働をするということがあらわれてくる。だから、そこはやはり教育の質を

高めるという意味で、健康を保持しながら、より質の高い教育ができるように、教育委員会としては学

校を指導していくというところでございます。 

○須貝委員  そういうふうに学校を指導して、さまざまな授業をやって、何とか子どもたちの学力を

定着させるようにしている。でも、責任があるのですよね。その学校を監督・指導しているのは教育委

員会ではないですか。皆さんじゃないですか。では、皆さんは責任をどうとられるのですか。学校では

そういう指導をしています。でも、先生はかわってしまいます。早ければ３年、長くても５年で、先生

は異動されてしまう。でも、皆さんは品川区に残っているじゃないですか。まして、教育のことを一生

懸命調べて、調査して、子どもたちのいろいろな状況を見ているわけじゃないですか。それをこういう

ふうにほっといて、私は監督責任があるのではないかと思うのですが、後でお答えください。 

 そして、保護者アンケートを昨年とられました。公表されました。「義務教育段階で重要だと思うこ

とは何ですか」という問いに、小・中学生の保護者の回答は、１番目に、基礎学力をつけることという

回答が７割。そして、その中で、民間の塾に通う割合である通塾率は、進学向けと補習向けと両方合わ

せて、小学生はもう５０％、そして中学生が６８％もあります。このアンケート結果についてどう思い

ますか。教えてください。 

○工藤指導課長  ２点ご質問いただきました。まず１点目の責任ということでご指摘いただいてござ

いますが、まさに教育に関してでございますけれども、私ども、教育の結果といいますのは、やはり例

えば学校で言えば、目の前で子どもたちがいるときに成果が出ることが一番望ましいかもしれません。

ただ、全てがそうならない。ですから、各学校で教員は、１０年先、２０年先、その子が場合によって

は親になったとき、保護者になったときに成果があらわれる。ですから、そういったことを念頭に置き

ながら指導に当たっている。そういう意味では、教育委員会としての責任ということで言わせていただ

ければ、今、品川区におります２万人の子どもたちの将来に対しては責任を負っている。そういった覚

悟を持って業務に当たっているのは、全ての学校の教職員も同じでございます。 
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 また、アンケートにつきましてでございますけれども、塾に通わせる・通せないに関しましては、私

どもで言えば、そのご家庭のご判断というところがあろうかと思います。私どもは、公教育といたしま

しては、やはり通常の授業、教育課程の中で力をつけさせる。これが本義であるということは重々理解

してございますので、それを進めてまいるというところでございます。 

○須貝委員  今、お話の、先生が責任をお持ちになる。そうではないでしょう。３年、５年でいなく

なってしまうじゃないですか。では、かわりに聞きます。私立はずっと同じ先生がそこの学校に残られ

て、そして、何があっても責任をとる。戻ってきた卒業生が来て、相談にも乗れます。お話もできます。

だから責任があるのです。でも、残念ながら、都の教員です。都から派遣された教員の皆さんです。も

うその人たちはいなくなってしまう。では、責任の割合、重さというのは、どこまであるのですか。

「いや、小学校・中学校で、品川区の中で、僕は頑張りました」。そうではないでしょう。やはり責任

の度合いが違うのではないですか。 

 そして、これだけ塾に行っているということは、言い換えれば、学習塾が支える学校教育、公教育で

はないですか。だって、塾に行かなくても、学校できちんと教えていれば、別に進学の勉強でも何でも、

ある程度はできるはずでしょう。でも現実は、やはりこれだけの率で、皆さん通塾している。やはりそ

れは事実だと思います。保護者アンケートによれば、学習塾を利用する方のうち、補習のために利用し

ている方は、小学生・中学生も、補習だけでもほぼ２５％ずついるのですよ。心配なのです。「このま

まいったら、うちの子はできなくなっちゃって、ついていけなくなるんじゃないか」。そこはやはり皆

さんわかっているのですから、しっかり受けとめてやらなくてはいけないのではないでしょうか。保護

者は学校教育に頼れない。当てにできないということでしょうか。学校では、２０年以上前から、学年

に見合った学力を身につけさせていません。学校を頼れないから、きちんと学習指導してくれる民間の

学習塾で学力を身につけさせています。民間は、塾は、責任があるのです。もし、その子が全然学力が

つかなかったら、ほかの塾に行ってしまいます。「あの先生はだめだ」と。でも、学校は簡単に転校で

きないです。「いや、この学校、だめなんですよ」といっても、いや、転校できません。選べないので

す。ですから、その重さというのをしっかり考えていただきたいと私は思います。 

 定期テストなどの結果から、学年に見合った学力を身につけていない児童・生徒がいたら、春休み・

夏休み・冬休みや土曜日などを使って、補習を義務づけたらどうですか。今は、来ても来なくてもいい

のですよね。今、私が言っているのは、低学力層のお子さんに対して言っているのですが、やはり、

ちょっと身につけていない、この子を上の学年に上げてしまったら大変だという子は、やはりそういう

こともすべきではないですか。そして、補習テストを行って、５割以上理解できるまで教育する。その

ような気持ちは必要ではないかと私は思うのですが、お答えください。 

○工藤指導課長  幾つかお尋ねいただいてございますが、例えば学力補助ということで補習というお

話がございましたけれども、例えば学校によっては、地域未来塾に対しては、受けたほうがいいという

ことで、保護者と子どもに相談した上で促しているという学校もございます。そういった取り組みで、

やはり基礎学力をきちんと定着させようという努力は、それぞれ個々の学校で教員が行っています。そ

ういうところで把握しているところはもちろんございます。 

 また、その中で教員の異動ということがございましたけれども、異動すれば確かに他地区に行くとい

うことでございますけれども、例えば自分が受け持った児童・生徒というのは、つながりというのは、

そのとき教えている・教えていない以上のもので、つながるものでございます。そういった意味では、

また連絡を取り合うということは、教員が行っていることでございますし、特に例えば成人式というと
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ころでは、案内が品川区からは来るということで、私自身も体験しているところでございます。そう

いったところで、そういった機会で、また、今どうなっているかというところで、教員というのは常に、

卒業した後であっても、自分が異動した後であっても、教え子というのはそのままつながっているもの

であると認識してございます。 

 また、いわゆる塾のところでのお話でございますけれども、やはり、そこはいろいろなご判断があろ

うかと思っています。例えば学習の習慣をつけたいから入れるという保護者というのもいらっしゃるか

もしれません。それについては私どもが何か言うところはございませんが、私どもはあくまでも教育課

程内の授業の中で力をつけるべく努力しているというところでございます。 

○須貝委員  こんなところで海外の事例を出してもあれですが、海外では、アメリカをとりあえず出

しますけれど、やはり、それなりの、学年に見合った学力がなかったら留年させているのです。なぜか。

いや、このお子さんがきちんと学力を身につけて、さらに上の学年に行って、そして、また大学なり何

なりに行って、社会できっちり、いろいろ役立てられる人間、社会に貢献できる人間にするために、そ

こまでやっているのです。でも、実際、公立学校で、私は品川区で見たことはありません。でも、同じ

日本の中で、私立学校はやっています。留年させます。そして、２年間留年したら退学です。それだけ、

やはり真剣に取り組んでいるのです。やはり、そういう仕組みというのは私は大事だと思うのです。品

川区でも、公立学校でも、留年とか、そういうのはできますよね。それをなぜしないのか。そして、な

ぜ私学ではやっているのに公立学校はやらないのか。その辺についてちょっとお答えください。 

○工藤指導課長  委員ご指摘の原級にとめ置きの措置というところだと存じますけれども、私立でど

のような状況かというのは把握してございませんので、それについては今後、私どもで確認したいと思

うところでございます。 

 また、例えば卒業というところでございますけれども、例えば各学校を卒業するためには、もちろん

校長が認定するわけでございますが、ここで言うのはやはり学業成績というところだけがクローズアッ

プされることがございますけれども、学業成績に加えて、今、学校がまさに身につけさせる力としては、

思考・判断し、表現する力であるとか、学びに向かう態度であるとか、それらを身につけているかを総

合的に判断して行うところです。また、その中では、やはり一定程度、進学指導を行うことがございま

すけれども、児童・生徒の将来設計を踏まえて、例えば学校に進学であれば、志望校選択に向かっては、

一人一人としっかりと向き合って支援していくということで行っている。これがまさに、私ども区立学

校で行っているところだと認識しているところでございます。 

○須貝委員  さまざまな、今、学力だけではないというお話です。ですが、基本的に、課長、この間

もお話ししましたけれど、まず学力なのです。学力があれば、その子たちは別の進路に向かえる。前に

もお話ししましたけれど、私は弁護士になりたい、私は医者になりたい。やはり、基礎学力がきちんと

なければ、自分の職業の選択肢すら狭まってしまうのです。自分のお子さんがいたら、いや、できるだ

けこの子は自分の進路を進ませてやりたいと思ったら、やはりそれなりに、皆さん、お子さんを支援す

る。ですから塾に行ってしまっているのです。もし学校だけで足りるなら、誰が行きますか。塾までお

金をかけて行く必要はないです。でも、それが現実なのです。 

 私は、２０年以上も改善されないような低学力層の把握と底上げは、やはり公立学校でしっかりやっ

ていただきたいですが、これはちゃんと今後、改善されますか。そして、監督責任はいろいろあると思

いますが、やはり子どもたちに、しっかりした学力、基礎学力、その学年に見合った学力を身につけさ

せるような仕組みづくりをしてほしいのですが、それについてご見解をお聞かせください。 
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○工藤指導課長  今ご指摘いただいているとおり、やはり区立学校で学んでいる児童・生徒につきま

しては、確実に生きる力を身につけさせ、そして自分の夢や希望に満ちた将来を選択していけるような

力を身につけさせるというところが、まさに各学校が行っているところでございます。それに向けては、

学校の働き方改革と言われる中でも、やはり教育の質を高める。そこに焦点を当てながらも、やはり授

業改善に資して、子どもたちに確かな学力を身につけさせていく。このことをさらに進めていきたいと

考えてございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、安藤委員。 

○安藤委員  ３４９ページ、委員会運営費、それと教育費全般にかかわって、主に学校スタンダード

や一斉学力テスト等について伺います。 

 その前に、まず新型コロナウイルス感染症対応の校庭開放の件ですけれども、非常にありがたいこと

だと思います。１点だけ伺いますけれど、例えば芳水小学校など、現在、改築中で校庭が使えない学校

については、保護者等からの希望などがあれば、何か代替措置などはとられるということもあるので

しょうか。伺いたいと思います。 

○有馬庶務課長  現在のところ、改築で校庭が使えないというところにつきましては、今回の校庭開

放でどこを使ってほしい、使えるというところまでの調整ができているものではございません。 

○安藤委員  先ほど体育館という話も出ていまて、それはしないというお話でしたけれど、ぜひＰ

ＴＡ会長などの話もよく聞いていただいて、ご希望があれば、いろいろな工夫をしていただきたいと思

います。 

 それでは、教育委員会の運営費の、傍聴のあり方について伺いたいと思いますけれど、教育委員会は

本来、教育の実践を保障するために一般行政から独立した、住民の代表である教育委員が意思決定する

住民自治の機関だということで、したがいまして、会議の公開というのは、教育委員会の役割が実際に

果たせる体制をつくる上でも重要ではないかと思います。しかし、傍聴者から、「マイクを使用してい

ないために委員の発言が聞こえない」、「委員会資料が当日閲覧すらできず、配付してほしい」という

声がたびたび上がっています。区は、昨年７月の文教委員会で、音響については、「何か工夫ができる

かというところについては、今後検討させていただきたい」と答弁しておりましたけれども、どんな検

討をされたのか伺います。また、資料配付については、教育委員会を経て議会に報告するので、議会に

示す前に傍聴人に示すのはなかなか課題があると捉えている等の答弁でしたけれども、これは理由に

なっていないと思います。例えば国民健康保険運営協議会でも、傍聴者への資料配付と持ち帰りも認め

られています。子ども・子育て会議も同様です。資料配付を改めて求めますけれども、いかがでしょう

か。 

○有馬庶務課長  教育委員会における会議のときの音響設備の使用ですけれども、基本的に、いわゆ

るワイヤレスマイクみたいなものを使ってやったらどうかというようなことは検討しましたけれども、

なかなか性能的にうまくいかないというようなことがありまして、今は、できるだけ発言者ははっきり

と大きな声でやりましょうという、原則にのっとった形で行っております。部屋が、この議会棟で言え

ば委員会室程度の大きさということですので、そんなに聞きづらくはないようにはできるだろうと、今

は判断しております。ただ、ほかのやり方については、また別途、今、検討は引き続き行っていこうと

いうことにしております。 

 資料配付につきましては、やはり政策形成途中のものということの取り扱いもありますので、そう

いったものについては、取り扱いは慎重にという原則は今のところ変わっておりません。ただし、それ
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以外のものについて、その場で閲覧できるものがあるかどうかということは、引き続き検討している状

況でございます。 

○安藤委員  音声のことに関しては、そのぐらい工夫できないのかと、非常に疑問です。マイクの使

用というのは、臨時対応を含めて、２３区中１１区でやっていますし、資料については、閲覧も配付も

しないという区は２３区では少数派なのですけれども、国民健康保険運営協議会でも、議会に報告する

前に国民健康保険運営協議会で議論が行われて、その後で議会に報告されるわけじゃないですか。だか

ら理由になっていないのです。品川区でも、ぜひ区民に開かれた教育の実現という意味で、改善を強く

求めておきたいと思います。 

 次に、教育費全般、教育方針全体にかかわるのですけれども、世田谷区立桜丘中学校が話題になって

おります。この件でいろいろ紹介して質問したいと思います。２０１８年１２月に、朝日新聞の連載記

事「桜丘中の挑戦」で、校則がない、髪形も服装も自由、定期テストがない、登校時間が自由、授業中

に寝る自由も授業がつまらないと言う自由も確保されているなどと紹介されたことがきっかけで話題に

なっています。委員長に許可を得て提示します。私も、この西郷校長の著書『校則なくした中学校 

たったひとつの校長ルール』を読ませていただきました。ちなみに西郷校長は、新任で当時の養護学校、

今の特別支援学校に３年間勤めた後、当時、全国の中学校が荒れていた時期、大田区の中学校に移

り、１０年勤め、その後、品川区のある中学校の校長から「今１年生が荒れていて大変だから、うちに

来てほしい」と言われて品川区の中学校に移り、初めてそこで学年主任を務め、その経験で校長も志す

ようになったとのことでした。品川区とも大きな接点があることを私は初めて知りましたけれども、ま

ず、桜丘中学校のこの実践について、区教育委員会はご存知でしょうか。区教育委員会はどのように評

価しているのか伺いたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  荒れている学校を建て直しということで話題となった連載等も、情

報としては得ております。校則や、さまざまな部分を、まずはフリーな状態から、校長が子どもの意見

を聞くというような取り組みがクローズアップされている記事なども読んでいるところでございます。

また、実態がどういう学校で、どういう状況、地域のニーズもどうあってという部分を踏まえた上で、

学校運営、学校経営は校長が考えていくべきものであるとして、１つの例として認識したところでござ

います。 

○安藤委員  定期テストや宿題がない、校則がない、授業中に寝る自由などばかりが先行して注目さ

れがちなのですけれども、桜丘中学校は、最初からトップダウンでこのようにしたわけではありません

でした。発達障害の子や、不登校や、教室に入れない子、超名門私立学校に通っていたけれども、ルー

ルが厳しい校風に合わない、あるいは前の学校でいじめになったなどして移ってきた子など、多種多様

な子が通ってくる中で、全ての子どもたちが３年間、楽しく過ごせるにはどうしたらいいかとの理念で

生徒に向き合って、一人一人の声を聞いて、それに応える形で、結果的に１０年経ったらこうなったと

いうことでした。 

 桜丘中学校の実践の特徴について完全に消化できているわけではないのですけれど、私なりに考えを

まとめてみました。１つは、子どもは管理するものであり、教員が指示を出すものという従来の固定観

念を転換して、子どもたちが自分で考え判断するという機会を奪ってしまう要らないルールを、生徒の

意見を聞いて、なくしていったということです。２つ目は、一人も取り残さないと。全ての子どもたち

に配慮したインクルーシブ教育を体現しているということで、一人一人に合わせて行った措置は例外に

せず、全員にも適用してしまうと。例えば、読字障害がある子にタブレット持ち込みを認めたら、全て
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の生徒にも認める。ＡＤＨＤで教室に座っていられない子がいるなら、教室でじっと座っていなくても

よいというふうにルールを変えるなどの対応でした。３つ目は、子どもが本来の自分が持つ自己を伸び

伸びと表現できる、学校で本当の自分を出していいのだという意味で、楽しい学校生活を送るという価

値観を一番大事にしているということです。私はこれら３つをまとめて、桜丘中学校の実践というのは、

全ての子どもたちの声、思い、意見表明権を尊重するという、まさに子どもの権利条約の実践だと思い

ました。実際に、桜丘中学校の生徒手帳の裏には、子どもの権利条約の抜粋が掲載されているとのこと

です。 

 一方で、品川区の教育の現状はどうでしょう。私は、この事例と逆の方向に見えて仕方がありません。

例えば、私たち共産党は、これまでも学校スタンダードの問題を取り上げてきました。挨拶は、「おは

ようございます」と言ってから頭を下げる。ごみのあるなしにかかわらず、１列に並んでほうきを掃く。

晴れの日の休み時間は校庭で遊ばなくてはいけないなどの、明らかに行き過ぎた学校スタンダードがあ

ります。伺いますけれども、この学校スタンダードは、子どもの言動を細かく指定し、画一的に指導し、

自由な気持ちや発想にふたをし、表現をゆがめ、考える機会・実践も奪うと。結果、子どもたちの豊か

な成長、自発性、社会性をゆがめるものではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。また、

桜丘中学校の実践も参考に児童・生徒の意見を聞き、これは見直していくべきだと思いますけれども、

見解を伺います。 

○大関教育総合支援センター長  まず、学校スタンダードとおっしゃるルールや決まり、各校が子ど

もたちに示している内容でございますが、これはまずは、例えば社会への参加のステップとして、学校

という１つの小さな社会システムに一員として参加するときに、お互いに気持ちよく過ごすためのルー

ルというものを覚えていく。それは、後に将来、企業で就労したり、あるいは民間企業を自分で立ち上

げる方もいるかもしれません。社会の中で何らかの約束、ルールというものがあってこそ、民主主義が

成り立っていると認識しております。学校はそのための第一歩です。社会のシステムを、まずは実際に

体験する場でございますので、その中で、まず自分のことだけでなく、相手のこともお互いに尊重でき

るためには、ここをこうしましょうというのは、まず一旦は示していくものが決まりやルールだと考え

ております。その中で、児童・生徒たちが、児童・生徒会役員などで、自分たちでもっとこういうふう

にしたほうがいいという意見を、教員は実は待っています。さまざまな形で、市民科の中で、自主的活

動の中で考えさせ、声を待っています。でも、全てが実現するには時間もかかることかもしれません。

これは、もしかすると高等学校になって花開くかもしれません。中学校までの段階においては、徐々に、

まずは守れた上で、今度はよりよい世の中の流れに照らして、「自分たちはこう考えるが」という力を

育てたい。それが学校の教員の立場だと考えております。 

○安藤委員  何というか、空気を読めということが、あまりにも強過ぎるのです。今言ったこと全部

を否定するつもりはないのですけれど、ただ、それを過剰にルール化して押しつけているあまり、学校

がものすごく息苦しくなっている。そこを解放したのが、桜丘中学校の、私がすごいと思ったところな

のです。ぜひ参考にしていただきたいと思います。 

 もう一つ伺いたいのですけれど、私は、桜丘中学校の実践を学ぶ中、不登校など、今の品川区の学校

教育文化、品川区に限らないかもしれないですけれど、これになじめない子が一定数出てくるのは当然

だと、これを読んで思わざるを得ませんでした。なぜならば、特に品川区の場合、一斉学力テストが毎

年のように強制されて、ごく限られた一部の価値観で子どもたちが測られることが常態化しており、そ

してまた学校生活の行き過ぎた学校スタンダード等で、子どもたちを必要以上に型にはめているからで
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す。伺いますけれども、一人一人の子どもを大切にする、楽しい学校にするためにも、今のこうした品

川区の教育の全体の流れを根本から見直すべき必要があると私は思いますけれども、いかがでしょうか。 

○大関教育総合支援センター長  さまざまな声への配慮と、教育改革、品川区がこれまで取り組んで

きたことは、別個で捉えるべきだと考えておりますが、まずは、子どもたちがどのように自分たちの生

活をよりよくしていくかを考えていく。そのような教育を、日々の教育活動の中で実際に行っています。

また、個々の実態に応じた配慮、習熟度別の学習展開もする中で、それでもやはりどうしても自分の在

籍する学校が合わないのだというお子さんへのニーズとして、マイスクールなどもあるという状況があ

ります。中には、マイスクールで小学校３年生から９年生まで、結果的にはずっと過ごして、その後の

進路選択、無事に高校に入学したお子さんも、これまでも見てきました。さまざまな選択肢を用意する

中でやっていく。それが品川区の現在の教育の形だと考えております。 

○安藤委員  個々の声への配慮と品川区の教育改革は別個に捉えるべきだというお話でありましたけ

れど、確かに単純に結びつけて考えるつもりはないのです。ただ、私は確実に関係があると。一つ一つ

の声に応えない文化、あるいは子どもたちからそういう声が出てこない土壌というのは、やはり先ほど

紹介した、行き過ぎた学校スタンダードや、限られた一部の価値観で子どもたちを毎回測る学力テスト

という、全体の教育システムがかかわっていると私は指摘し、改善を求めたいと思います。 

○鈴木（真）委員長  次に、たけうち委員。 

○たけうち委員  私は、３５１ページのクラブ・部活動等経費に関連して、また３６７ページの学校

ホームページ経費でお伺いします。 

 その前に、私事ですけれども、うちは子どもが３人いるのですが、一番上の長女が３月１１日に大学

を卒業しまして、うちは３人とも、幼稚園から小学校、中学校と、塾も通わずに品川区立で卒業させて

いただいて、いろいろ課題はあるでしょうけれども、本当におかげさまですくすくと育っていると、本

当に感謝申し上げたいと思います。 

 また、今、新型コロナウイルス感染症対策で、大変いろいろ変化の連続の中で関係者の皆様には本当

にご苦労をおかけいたしますけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 そんな中で、私も非常に残念なのは、ほかもそうなのですけれども、今、相次いでいろいろなスポー

ツの大会等が自粛または中止ということで、春の高校野球も毎回楽しみにしているのですけれど、残念

ながら中止ということでございました。そんな中で、品川区の中学校・小学校で、いろいろな部活等、

もうそれも中断されていて大変なのでしょうけれども、例えば全国大会とか都大会とか関東大会等で中

止になっている中で、そこに参加される予定だったような方がいるかどうか、また、いなければそれは

幸いなのですけれども、もしいた場合、もしくはさまざまな対応について、どのようにされているかと

いうのがわかれば教えてください。 

 それから、学校ホームページ経費についてなのですけれども、今日、朝、冒頭にご説明いただいたさ

まざまな対応については、書類の一番下にもありますけれども、学校ホームページに掲載の上、一斉

メールを送信するなどして保護者に通知するとございますが、私も学校ホームページを見させていただ

いて、それで、決して変なけちをつける意味ではなくて、今回の３月からの一連の新型コロナウイルス

感染症関係の記事が載っていない学校も、私が見た限り、７校ぐらいありました。また、卒業式の関係

のお知らせだけがあるところもありました。一方で、ほとんどの学校は、例えば濱野区長のメッセージ

とか、また各学校長の、今回の経緯について、またいろんな取り組みについてお願いしたいということ

を掲載されているものもありました。また、すばらしいのは、今、さまざまな、国や東京都などの学習
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のコンテンツなどに、「ここから入れますよ」と添付しているところもありました。本当に学校によっ

てさまざまなのです。大変な中でホームページまで、日ごろからなかなかホームページも課題があると

は思うのですけれども、一律に全てとは思わないのですが、ただ今回、こういった大変な対応の中で、

やはり最低限、これとこれとこれは、形は自由だけれども載せてくださいというようなことも、場合に

よっては区教育委員会から指示することも大事なのかと。今回、このお知らせについても、今日のご報

告があったものについても、ホームページに載せるということなので、あわせてその辺を、ぜひご指導

というか、アドバイスをしていただけないかと思うのですけれど、現状と対応についてお知らせくださ

い。 

○有馬庶務課長  今回のホームページにつきましては、昨日の校長会でも話をしまして、どんな形の

お知らせをすればいいのかというようなことで、午前中のうちに、少しひな形みたいなものをつくりま

して学校に周知してございます。それから前回のときは、区のホームページに濱野区長の名前で、児

童・生徒向け、あるいは保護者向けというのも出しましたということも、学校にお伝えもしましたので、

ちょっと安心して、そこで学校で出さなかった学校もあったのかとも思いますけれども、今度はしっか

り出すようにということは、しっかり周知してまいりたいと思います。 

○大関教育総合支援センター長  部活動に関し、生徒への配慮の部分でございます。 

 ９年生が卒業した後の春休み中等の活動は、もう既に中学校体育連盟で、もともと新型コロナウイル

ス感染症対応以前に、働き方改革も含めまして、春季の大会などは中止という動きになっておりました。

ただ、楽しみにしていた部活動が、この間、臨時休業でできない子どもたちへの配慮ということで、春

休みとなる２６日からは部活を再開予定ですが、あわせまして、東京都から派遣されていますスクール

カウンセラーを、そういったお子さんへの心のケアとして、３月３１日までは追加で配置していただけ

るという部分を、今日、東京都教育委員会ともやりとりしたところでございます。各校にはもう既に、

必要があればカウンセラーを追加配置しますということを、本日ご案内したところでございます。 

○たけうち委員  ホームページは、ぜひよろしくお願いします。本当に、日ごろの取り組みの中で大

変なのですけれど、こういうときには、やはり一定程度、教育委員会が、今やっていただいているよう

に、少しリードしてやっていくのが大事かと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 それから部活動等につきましても、今お話しいただいて、対応していただけるということです。私は、

これによって何か、やる気をなくしてしまうなどということもあるかもしれないのですけれど、やはり

そこは若い世代ですので、しっかり乗り越えていただけると思っていますし、また後々になれば、こう

いうことがあったのだということをまた活かしていけるものと信じておりますけれども、スポーツ系に

限らず、ブラスバンドなど文科系を含めて、何かの形で、全部を一律にというわけではないのですけれ

ども、例えば全国大会とか、そういうところに行く予定だった方がもしいて、残念ながらという方がい

たならば、何か別の形で顕彰してあげるなどということも、またご検討いただければと思っております。

これも要望で終わりたいと思います。 

 時間がありますので、最後になりますけれど、今回のこういった形の、やはり長期間にわたって学校

がお休みになるというのは、多分、なかなか最近、経験がないこと。震災、また台風等で一時、学校に

行けないということはあったかもしれませんが、これだけ長い期間というのは初めてになるかと思いま

すので、ただ、そういう面では、これから自然災害もそうですし、また新たなこうした感染症がこれか

らどんどん出てくる可能性もないとは言えない中で、今回がある意味ではすごく、いい面、悪い面、さ

まざま、後で振り返ると課題が出てくるかもしれませんし、この部分はよかったと出てくるかもしれな
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いし、我々議会もそれをしっかり見ていかなくてはいけないのですけれど、教育委員会として、それを

また、子どもたちへの対応についても、これをいい教訓とできるように、しっかり残していただきたい

と。どういう形で残すかというのは、さまざまあると思うのですけれど、やはり後日、また次年度以降、

これを経験にできるように、今は大変な中なので、振り返る中でしっかり残して検証していくことが大

事だと思いますけれど、それについてのお考えをお聞かせください。 

○有馬庶務課長  まさに我々も経験したことのないようなところで、何が正解かわからないというこ

とでございますので、しっかり後で検証はしていきたいと考えております。 

○たけうち委員  今、教育次長と目が合ったので、何か一言ございましたら、よろしくお願いします。 

○本城教育次長  今、庶務課長からもありましたように、子どもの安全・健康が第一ということを、

当然、基本といたしますけれども、その中でも、子どもたちの日常が極力失われないように、教育委員

会・学校、一体となって、これからも状況変化はしっかりと見極めつつ、しっかり対応していきたいと

考えているところでございます。 

○鈴木（真）委員長  次に、大沢委員。 

○大沢委員  ３５９ページ、オリンピック・パラリンピック教育推進事業と、教育指導になると思い

ますけれども対話力についても、２つ、お伺いさせていただきたいと思いますけれど、今のたけうち委

員と多少重複すると思いますけれども、この委員会の最中に、国会で特別措置法が成立したということ

になっております。その中で、今日の朝、この委員会での質疑が始まる前に、理事者より区の学校の対

応を伺ったわけですけれども、今日の特別措置法の成立、そして明日から施行の中で、それを、国・都

の動向はもちろんあるのですけれども、今後これがおさまらない場合に、報告いただいた以降の対応を

どのように行っていくのか、子どもの学習面、そして学校の運営面、具体的というより考え方を教えて

ください。 

○有馬庶務課長  まず全般的なところを私のほうから申し上げますと、基本的には、我々も日々いろ

いろなことで、新型コロナウイルス感染症対応については情報が入ってきております。それに基づいて

我々も、品川区の現状を考えながら、対応を日々考えてきたということがございます。今回の対応につ

いても、文部科学省の新たな見解を踏まえてというようなところもあり、品川区の現状の子どもたちの

状況を見て、自治体として判断したということもございます。今後も新たな情報が出てくれば、それに

基づいて対応していくというのが原則となります。さらに、もっと強固なことが出てくれば、それはそ

れで対応せざるを得ない部分があるかと思いますけれど、なるべくそうならないように、我々は品川区

の感染を予防していくというような立場で頑張っていきたいと思います。 

○大沢委員  オリンピック・パラリンピック教育のほうですけれども、オリンピック・パラリンピッ

クに向けて教育推進の、子どもたちに夢を与えるということで、今、学校現場で行われているわけです

けれども、あってはいけない、中止あるいは延期になった場合の、子どもたちに対する教育は、仮定の

話ですけれども、これも考え方で結構ですので、どのように行っていくのか、基本的な考え方を教えて

ください。 

○工藤指導課長  ご指摘がございましたけれども、例えばオリンピック・パラリンピック教育、特に

令和２年度に関しましては、大会がある年ということで、これまで以上に、これまで進めてきた品川区

においては、おもてなしを重点にということで、今ちょうど計画していたところでございます。ですか

ら、４月以降、いま一度、自分のこれまでの学習を振り返り、自分が大会のある年にかかわって何がで

きるかを一人一人考えてもらおうと思ってございます。 
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 ですから、例えば大会が中止等になった場合でございますけれども、これまでに培ったオリンピッ

ク・パラリンピック教育の中で子どもたちが学んだことというのは、まさにそれ自体は変わることがご

ざいませんし、延期あるいは中止になったとしても、大会があったとしても、それは今後も、レガシー

としてこれから残していきながら子どもたちを成長させるというところがございますので、延期や中止

になったという時期などが示された段階で構築し直して、より充実した教育をしていくという考えでご

ざいます。 

○大沢委員  国家の緊急事態宣言というような部分も、単語も特別措置法の中にはちらほらあります

ので、今まで経験したことのない、それこそどこかの偉い方は「みぞうゆう」という言葉を言いました

けれども、これは未曾有のことですので、しっかりと対処していただきたいと思っております。 

 今日は教育費なので、あえて読み方なども正確にお話をさせていただきたいと思いますが、対話力に

ついてどのように学校現場で行われているのか。要は、対話をすることによって、まずは対話力を伺う

前に、今、ＬＩＮＥやＳＮＳなどの端末を使ってやる、あれは対話に当たるのか当たらないのか、ご見

解というか、見識というか、認識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  対話という考え方、それから、コミュニケーションとしてどこまで

がどう成立するかという捉え方でお答えも変わろうかと思いますが、今、委員よりご案内いただいたよ

うな、例えば、近ごろの若い世代がスマートフォンを使った中でやりとりをしてコミュニケーションを

とる中で、何か、希望を伝えた相手方が「了解です」という部分を「りょ」と入れるだけで通じてし

まっている現実もあります。これが、では対話力としてどうなのかという部分は、我々学校教育を指導

する立場からすると、まずはそうではなくて、きちんと相手に、誰にでも伝わる国語力を身につけさせ

るのが教育であると考えておりますので、対話力という部分は、学校教育の中においては、しっかりと

正確な言葉遣いも含めて教えていきたいと考えております。 

○大沢委員  今、教育総合支援センター長がおっしゃったように、対話力の中には、相手の雰囲気、

お互いの雰囲気を読み取りながら、それこそ表情を読み取りながらというのも対話力の一つでありまし

て、その中で、対話力の中には、やはり発信力、それと物事を考える思考力等々が必要となってくるわ

けですけれども、ここのところを養うにはどのようなものが必要であるのか。それで、学校現場で養う

ために、活動が行われているのか、現状を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  まず発信する力と、それから受信する力と、２つに分かれた考え方

があろうかと思いますが、発信という面だけでご説明いたしますと、説明をどのように、相手に説得力

を持って伝えるかという部分は、例えば品川区では市民科の中でも、そういった単元を設けて繰り返し

やっているところでございますが、その方法も、いろいろな方法が今出てきております。プレゼンテー

ションソフトを使うケースも出てきておりますし、でも、まず何よりも相手の目を見て、どういうふう

に伝わっているのかという部分を瞬時に読み取りながら、自分の伝えたいことを、必要に応じては補足

も加えながら説明をする力という部分は必要になります。そのためには語彙力も必要ですので、子ども

たちには読書をたくさんして、語彙の力を高めてほしいと、学校教育の段階では考えております。 

○大沢委員  語彙力と同時に対話力を養うには、やはりその中には判断力であったり、表現力が必要

であると思います。その中で、やはり読書を推奨しながらということ。ただし、読書を推奨するという

ことは、あくまでもインプットであり、アウトプットすることが必要であります。アウトプットするこ

とによって、インプットされた知識をより明確・鮮明、自分のものにしていくという、そういう作業が

非常に重要になってくるわけですけれども、そのような作業を繰り返しすることが習慣になってくる。
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勉強ができる子は、おそらく私が考えると思うのですけれども、みんなできるのですけれども、それを

いかにして習慣にするかということが大事であると思う。そこの習慣にするということの考え方と、そ

のアウトプット・インプット、今、２点お話をいたしましたけれど、そこについてのお考えを聞かせて

ください。 

○大関教育総合支援センター長  委員より今ご指摘いただいたように、インプットだけではなくて、

それをアウトプットする作業を通じて、より正確に自己認識を深めるということは、教育において非常

に、日々重要な場面だと考えております。ですので、日々、学習の中で、自分たちの考えた内容をグ

ループの中で隣の友達にも伝え合って、伝える中で、自分がぼんやり考えていたことが実はもっとよく

わかるという場面もあるのが、日常の学校の教育活動の中に、多々いろいろな教科の中に含まれており

ます。インプットだけではなくアウトプット作業を通じながら、さらに確実なものにしていく。汎用性

を広めていく。そんな力を高めていきたいと考えております。 

○大沢委員  非常に、ＬＩＮＥなりＳＮＳは、自分たちの都合の悪いことをそれで済ます。私もよく

しますけれども、都合の悪いことでも、じかに対話をして話す習慣というか、そういうものを子どもた

ちに身につけさせていただきたいと思いますし、対話力ということが一番大事な、それはひいては、い

じめとか家庭内の不和とか、そういうものを全て解決する手段の一つだと考えますので、その対話力と

いうものを子どもたちにしっかりと醸成すべく、お願いしたいと思っております。それで、定着させる

ためには、繰り返し反復することが大事だと思いますけれども、そこのところはどのように学校内のカ

リキュラムで今後考えるのか。現状、考えていらっしゃるのですけれども、考えていらっしゃることが

あればご披露し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  まさに繰り返す中で実践して、自分の生活の中で試していく。試し

た内容の成果をさらに報告して、友達の報告も聞いて、さらに自分の参考にする。そんな学習が、品川

区にはございます。市民科の学習でございます。ステップ１から５までかけて、自分が実践した内容を

繰り返し繰り返し、さらに実生活で試して報告するというような授業をやっておりますので、ほかの教

科にも十分活かしていけるのではないかと考えております。 

○大沢委員  最後に、これは質問ではないのですけれども、語彙力というのは、先ほど教育総合支援

センター長がおっしゃったように非常に必要でありまして、しかしながら語彙力も取捨選択しなければ

いけないと思います。前回の決算特別委員会のときにお話をさせていただきましたように、「やばい」

とか「超」とか、いい大人が「やばい」と使うのは非常に恥ずかしいのではなかろうかと私は感じてい

るところであります。美しい日本語、きれいな日本語に子どもたちに触れさせるためにも、現代文学も

必要かもしれないですけれども、やはり今となってはもう、夏目漱石、芥川龍之介などというのは古典

になってしまっているそうですけれど、古典文学に触れさせる機会を多くつくっていただきたいと思い

ますので、その辺含みで、今後の品川区の教育がさらに一歩、二歩も前進しますことをお願いいたしま

して、私の質問を終わります。 

○鈴木（真）委員長  次に、石田秀男委員。 

○石田（秀）委員  私は、３５９ページ、体力向上推進事業から、３５１ページのクラブ・部活動指

導員経費に入っていきたいと思います。それからもう一個は、３５３ページ、教職員研修というか、教

員の指導のことについて伺いたいと思います。 

 まず、体力向上推進事業ですけれど、品川区は本当にいろいろな形で、今、体力向上検討委員会が

あって、やっていただいて、体力の合計点が小学校・中学校いずれも２３区の中で上位に来ているとい
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うことでありまして、よくやっていただいていると思っております。この辺のところで、教育委員会は

子どもたちに、体力を向上するため、またもう一段、スポーツに親しんでもらうということも含めて、

どのような形で今これを推し進めてきて、結果としてこういうふうになってきたのだというところにつ

いて、改めて見解をお知らせください。 

○大関教育総合支援センター長  委員よりご案内いただいたように、これまで体力を向上させるため

の取り組みといたしましては、ＳＨＩＮＡＧＡＷＡアクティブライフプロジェクトといたしまして、さ

まざまな取り組みを展開してきたところでございます。これは、家庭の協力も得ながら、日常的に家で

もワンミニッツエクササイズを行ったり、あるいは学校で体力を上げるための取り組みを、もう日常的

に取り組んできた成果が少しずつあらわれて、２３区の中では体力値が上がってきたと認識しておりま

す。ただ、中にはまだ、例えば持久走など、持久力の部分においては一部課題もありますので、そう

いったところについては引き続き内容を工夫してまいりたいと考えているところでございます。 

○石田（秀）委員  スポーツに親しんでいける子どもたち。この辺のところを増やしていかないと、

さまざまなところがあると思うのは、例えば今、品川区は児童・生徒の数は増えている。だけれども、

例えば中学校の部活動のスポーツ系、それからクラブチーム、例えば少年野球とかサッカーとか、そう

考えると、その辺のところに入ってくださる子どもたちは、人口は増えているのだけど減ってきている。

これはどういうふうに捉えられているのか。それは多分、親がいろいろ出ていって大変だということも

あるのだろうけれども、人々の価値観が非常に多様化しているという、これはどこでも使われる言葉な

のだけど。ではどうする。では総合スポーツのところが、何か、ぼーっと手を挙げると、そこには行く

とか、野球の場合だと、例えばジャイアンツアカデミーとか、そういうところだと人はいっぱい集まる。

ところが、地域のクラブチームだとか、そういうところにはなかなか行かない。こういうところも踏ま

えて、ぜひスポーツ全体を、いろいろ携わってくれる子どもが増えてくれるのはありがたいのだけれど

も、こういう今の現状をどう捉えていらっしゃる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  委員におっしゃっていただいたように、価値観が多様な中でも、さ

まざまなスポーツの人気も時代とともに変化もする中、でも一定の層は、例えば野球が好きなお子さん

もいます。今おっしゃっていただいたように、どのようなクラブチームにするのかなどという部分は、

時代時代で変化していくという状況も見ておりますが、まず学校には、全ての学校が同じ条件ではあり

ませんが、サッカーのできるコートがとれる学校もあれば、野球ができる学校もあったり、そういった

部分を、今ある施設を活用する中で、希望する部員がいれば、また顧問できる教員が足りないときには

外部指導員・コーチの力も得ながら取り組んでいる状態ですので、今後とも区のスポーツ協会等との情

報共有なども綿密に進めてまいりたいと思います。 

○石田（秀）委員  そうなってくると、ぜひ、例えば学校の教育においても部活動は重要だとよく

おっしゃって、いつも言っていただけるし、その中で、自主性、協調性、責任感、連帯感など、こうい

うものを育成していく。これで生徒たちにもたらすメリットも大きいのだということが、よくおっしゃ

られているのだけれども、先ほど言ったように、今、価値観の多様化があると。今、ある大学に、女性

アスリートの育成の仕方というのが、講座があって、私も行ってきたけれども、そこに出ていたパネ

ラーの方は、全日本のバドミントンの女子の監督だったのです。そうしたら、子どもたちが、女性です

ので生理などがある。そういうのが、前は気がつかなかった。それで、練習に来ても、走れと言って、

本当に倒れて殺すところだったみたいな話をされていた。そういうこともやはり今、考えなくてはなら

ないし、まだ高校野球などだと、１日１升、御飯を食べて、体を大きくしろ、それで鍛えろというとこ
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ろもあるけれども、どうして指導員の話をするかというと、今、そういうところは栄養学を学んで、こ

ういうこともしていかなくてはいけない。もっと細かく言うと、野球の話で言うと、女性など、そのと

き出たのは、では、この子は４番バッターだ。そこはしっかり食べて、体も大きくして、飛距離を出す

のが４番バッター。１番の子で走れる子は、ちゃんとしっかり体に筋肉はつけるけれども、そこで体を

大きくしてしまうと、今以上に筋肉をつけたりすると、やはり足が遅くなる。こういう子には、しっか

り栄養をとってもらうけれども、筋肉のつけ方はどこにつけなくてはいけない。ここまでやっている。

こういうことまでやるというのが、今、クラブでいろんなところがあると、そういうところはやはり

入っていくという。 

 だから、学校がどこまで部活動をやるのか。指導も、専門的ではない方もいる。そうすると、必ず部

活動指導員ということになるだろうけれども、その辺のところも、部活の指導員というのはいろんな方

がいらっしゃるから、その辺のときに、教育委員会でもこういうことまでできるというぐらいの、だか

らこういう指導員に来てもらって、ここがうちの売りですよ。栄養学も含めて、こういうことが売りで

すよ。女性だったらこう、男性だったらこうということ。それぐらいは教育委員会で考えて打ち出して

も、私は品川区なりの部活動ができると思うので、これの考えを教えていただきたい。 

○大関教育総合支援センター長  今年度より、部活動指導員を対象にした研修会を、教育委員会とし

てスタートしたところです。第１回目の今年度は、実際に楽天でセカンドを守って活躍されていて、大

学時代は日本代表のキャプテンをやって、アメリカ遠征もして、とても優秀な成績をされて、現在は立

正大学で准教授をされている方をお招きして、その方は日本ハムにも指導に行かれている方です。いろ

いろな部分を学ばせていただいたところです。次年度以降もそういった研修会なども開催するとともに、

今、委員より、とてもすばらしいアイデアを頂戴しました。部活動指導員の中でも栄養学のスペシャリ

ストがあるというのを売りにしたいという学校があれば、そういったニーズに応えられるような人選を、

今後、部活動指導員の採用においては心がけてまいりたいと思います。 

○石田（秀）委員  それから教員であります。我々のころは、学校の先生に叱られて家に帰ると、理

由も聞かれずに、親に、おまえが悪いと怒られた。こんな時代でありましたけれども、先ほども言った

ように、今、価値観が多様化して、例えば先生に叱られたりすると、どういう叱られ方があるのとか、

今日のこういう議論の中でも、いろいろな多様化の考え方があるのだと思っております。だけれども、

品川区の教育は生き抜く力をしっかりつけてくださっていると私も思っておりますので、それを前に進

めていただければと思っております。 

 その中で、教員の方が、精神的な病でお休みになられる方が、結構、増えているような気が、肌の感

じであります。そうなったときに、子どもたちをどういうふうにしていくか。そうすると、怒るという

ことではなくて、叱ることができない教員がいる。それで、教員の指導などというと、それこそ、いろ

いろなものがいっぱい出てくる。１つ紹介すると、人を叱ることができない教員がいる。なぜか、叱る

ことがいけないと思っている。笑顔を褒める。これで何とかなる子ども、学級もある。しかし、そうで

ないケースも多くて、叱らずにいい結果を出すには大変な力量が必要だ。ほかのところには、叱ってば

かりいる教員もいると。子どもを萎縮させてしまう。自分の指導が下手なことを棚に上げて、子どもば

かりを責めてしまう。こういう教員もいるのだと。それから、結局、バランスよくコミュニケーション

能力を育成しようと。８割褒めて、叱るを２割。伝えるときは、短く理由を明確にと。最後、これは

びっくりした。子どもたちのことをどれだけ思えるのか。その次に書いてあったのは、叱っている自分

を教員自身がどれだけ信頼できるか。こういうこともいろいろ書いてあるのですけど、今、子どもたち
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だけではなくて、今度、保護者たちとのコミュニケーション能力も教員に求められていると思う。こう

いうことを今考えると、教員は大変だと思うのだけど、これを、教職員研修など、皆さんの教育委員会

の中で、どのようにしていこうと考えていかないと、先ほど言ったように、精神的なところで参ってし

まう先生もたくさんいるのではないのかと思い出していて、この辺のケアは、研修など、やはりしっか

りしてあげないと。そういうところをどうお考えになっているかというところだけお聞かせください。 

○工藤指導課長  今ご指摘いただきましたように、多様な価値観がある中で、日々子どもと向き合い

ながら教員が努力している中で、状況によっては疲れてしまう方がいるという現状もございます。 

 また一方で、今、叱るとございましたけれども、例えばある場面で叱る場面というのは、やはり教育

活動の中ではあろうかと思いますが、それが、目の前にいる児童・生徒、またその先にいる保護者に伝

わるかどうかというのは、やはり教員の本気度だと思います。言葉を変えて言えば、それはどれだけ本

気で思っていて、その児童・生徒を愛しているかということだと思います。だから、私ども教育委員会

としては、やはり目の前の子どもを本気で、その子を成長させる。１日かかわるならば１日分、それ

が１か月であれば１か月分、１年であれば１年分、必ず成長させる。そして、その成果は、すぐ出なく

ても、１０年後であっても出る。それをいかに本気でやるか。それは、いかに子どもを愛するかという

ことだと思います。それを、やはり教育委員会としては、例えば新任・転任の教員研修があれば、品川

区の教育を伝えるとともに、そのことはしっかり伝えるべきであると思いますし、これからもやってい

くという考えでございます。 

○石田（秀）委員  もちろん中心は校長先生なのでしょう。だけれども、校長先生、それから教員の

方、そこに保護者がいる。まさに子どもを中心とした、お子さんをどのように育てていくか、成長させ

ていくかというところがポイントにあって、これをぜひ校長先生に。今、指導課長が言ったぐらいのこ

とが、もっと伝わっていればいいと思うけれど、何か聞くと、校長会、校長会という話があまり出てく

るような気がして、だから、それは直接的に研修、それからいろいろな形でフォローしていけるという

体制を、ぜひ私は、もう一段進んでやっていただかないと、先生も大変だと思うところがあるので、ぜ

ひその辺は。これは要望にしておきます。これは、もう一段ぜひ力を入れて、教職員の方々にそれぞれ

やはり成長していただいて、よりよい子どもをつくれる、生き抜く力をつける子どもたちがつくれるよ

うに、品川区の教育をしていただきたいと思います。 

○鈴木（真）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。 

 次の会議は、３月２３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５５分閉会 

                                              

委 員 長  鈴 木 真 澄 


