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別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称
令和３年度第２回

朝霞市教育行政施策評価会議

開 催 日 時

令和３年７月８日（木）

午後３時０３分から

午後４時２８分まで

開 催 場 所 朝霞市役所 ５０１会議室

出 席 者 別紙のとおり

会 議 内 容 別紙のとおり

会 議 資 料 別紙のとおり

会 議 録 の

作 成 方 針

■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法 出席者全員による確認

そ の 他 の

必 要 事 項
傍聴者 ０人
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令和３年度第２回

朝霞市教育行政施策評価会議

令和３年７月８日（木）

午 後 ３ 時 ０ ３ 分 か ら

午 後 ４ 時 ２ ８ 分 ま で

朝霞市役所 ５０１会議室

１ 開 会

２ あ い さ つ

３ 出席者自己紹介

４ 議 事

（１）令和３年度朝霞市教育行政施策評価調書の説明及び質疑応答

（２）その他

５ 閉 会

出席者

学識経験者（２人）

十文字学園女子大学教育人文学部教授 星 野 敦 子

埼玉大学教育学部教育実践総合センター教授 安 原 輝 彦

朝霞市教育委員会（１１人）

教育長 二 見 隆 久

学校教育部長 金 子 二 郎

生涯学習部長 神 頭 勇

学校教育部次長兼教育総務課長 斎 藤 勉

生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長 菊 島 隆 一

学校教育部教育管理課長 岩 﨑 英 雄

学校教育部教育指導課長 松 本 欣 巳

生涯学習部文化財課長 赤 澤 由美子

生涯学習部中央公民館長 中 村 浩 信
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生涯学習部図書館長 林 優 光

生涯学習・スポーツ課長補佐 渡 邉 雄

事務局（１人）

学校教育部教育総務課長補佐 山 本 雅 裕

会議資料

・令和３年度第２回朝霞市教育行政施策評価会議 次第

・令和３年度第２回朝霞市教育行政施策評価会議 出席者名簿

・令和３年度朝霞市教育行政施策評価調書（対象：令和２年度実施事業）
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

◎１ 開会

○事務局・山本課長補佐

定刻となりましたので、ただいまから、令和３年度第２回朝霞市教育行政施策評価会議を始めま

す。

◎２ あいさつ

○事務局・山本課長補佐

それでは、開会に当たりまして、二見教育長からごあいさつをいただきます。

○二見教育長

それでは、皆様こんにちは。

令和３年度第２回朝霞市教育行政施策評価会議の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上

げます。

本日は御多用の中、十文字学園女子大学教育人文学部教授星野敦子様、埼玉大学教育学部教育実

践総合センター教授安原輝彦様には、午前中に学校の視察がございまして御参加いただきました。

改めてお礼を申し上げます。

それから私事でございますけれども、４月から教育長を拝命し、本市教育行政の推進に取り組ま

せていただいております。

これまで指導主事、教育指導課長、学校教育部長と教育委員会の仕事も長くさせていただいてお

りますので、この施策評価会議には、様々な形でこれまでも関わらせていただきました。

今、学校現場でも生涯学習施設やスポーツ施設、文化財保護関連でも、新型コロナウイルスの影

響により様々な制限や困難を抱えながらの運営を余儀なくされております。

私も去年１年間だけでございましたけれども、学校現場に戻った際に休校でございましたので、

改めて子供たちがあっての学校であり教師なんだということを、当たり前の事実を突きつけられま

した。

現在、学校教育は大きな歴史的な転換点になるかと思います。今日も学校を見ていただきました

けれども、本当にこれまでの学校教育と大きく変わっていく転換点にあるんだと捉えています。

また、これからの学校では、これまでの教育の目的である人格の完成や、目標である知、徳、体

の達成を目指しつつも、一人一人の子供たちが、これからの予測困難で変化が激しい社会において

も豊かな人生を切り開くことができるように、自分の良さや可能性を認識し、あらゆる他者を尊重
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して、協働しながら持続可能な社会の作り手となるように励んでいかなければなりません。そのた

めには、これまで教えられたことを素直に理解する力よりも主体的な学びや道徳的な学びを通して

学びに向かう力、人間性を涵養し、変化に主体的に対応し、自ら学び解決する力を身に付けていか

なくてはなりません。

また、生涯学習の面におきましては、人生１００年時代を見据えて多様化する市民ニーズに応

え、生涯にわたる学びやスポーツ、文化に親しむ場の提供が求められております。朝霞市教育委員

会ではこれまでの計画を見直し、今年度新たに策定いたしました、第２期の朝霞市教育振興基本計

画、この４月から全面実施を行いまして、基本理念でございます、「心豊かに 生きる力をはぐくむ

朝霞の教育」の具現化に取り組んでいるところでございます。

今日は、学校と図書館を見ていただきましたけれども、実際に見ていただいて御感想を含めまし

て、この後、令和２年度教育行政施策につきまして、担当から説明させていただきますので、忌憚

のない御質問、御意見を頂きまして、この教育行政施策評価会議がいいものになりますように、ど

うぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○事務局・山本課長補佐

ありがとうございました。

続きまして、本日の会議で御意見を頂きます先生から、ごあいさつをいただきたいと存じます。

まず、星野先生、よろしくお願いいたします。

○星野教授

十文字学園女子大学の星野でございます。大変お世話になっております。

またこういった行政評価の時期が来たなという思いでございます。また今日は、大変有意義な見

学をさせていただきまして、本当にＧＩＧＡスクール構想等、驚くべきことがたくさんあったり、

また大変勉強になる見学でございました。

また、実はですね、朝霞市様に先立ちまして、私、５月に埼玉県の方の教育行政の点検評価を担

当させていただきました。その際には、やはり令和２年度、コロナウイルス関係の影響が大変大き

くですね、そういう中で現場が非常に苦しみながら、いろいろ工夫をされながら一生懸命努力をさ

れている様子というのがよく見えました。

また、今回も資料を拝見いたしますと、そのような状況が非常によく分かりますけれども、改め

まして現場の皆様からお話を伺って、きちんと評価の方をさせていただきたいと存じます。どうぞ

よろしくお願いいたします。
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○事務局・山本課長補佐

ありがとうございました。

続きまして、安原先生、よろしくお願いいたします。

○安原教授

本当に皆さん、よろしくお願いしたいと思います。

先ほど教育長もおっしゃっていましたけれども、やはりコロナ感染の影響が今年で２年目に突入

して、昨日ですか、また東京都が緊急事態宣言に入ってですね、まさに世の中、去年今年とコロナ

感染に対して皆さんの仕事も学校の先生だってそうなのですが、行政の方たちも大変だと思うの

で、ですから、今日行政施策を評価しようといっても、ちょっと私も資料を見させてもらったとき

に、コロナ感染との関連をどうやって関連付けて評価するか、あるいは、極端なことをいうと評価

できない部分があるんじゃないかと、そういった意味で逆に言うとコロナ禍が終わった後、元に戻

るかというような発想みたいな形で考えていきたいなと、多分完全にはもう戻らないと思います。

今日私、学校の授業見させてもらって、今回一人一台、子供たちにあんなにばっと普及する、夢

にも思っていませんでしたので、多分去年、一昨年ですか、この行政施策。こんな話題は出ていな

かったような気がするのですけども、完全に学校が変わってしまっていますよね。今日の六小の子

供たちの動きを見ていても、本当に大転換、さっき教育長がおっしゃっていたように大転換に来て

いるというところも踏まえてですね、今後の評価というより今後の行政施策を一緒に考えたいなと

いうような感情を持ちました。

どうぞよろしくお願いします。

◎３ 出席者自己紹介

○事務局・山本課長補佐

ありがとうございました。

続きまして、教育委員会事務局職員の自己紹介をしたいと存じます。学校教育部、生涯学習部の

順に紹介をさせていただきます。

それでは、学校教育部、金子部長からよろしくお願いします。

○金子学校教育部長

学校教育部長の金子二郎でございます。どうかよろしくお願いいたします。

○斎藤学校教育部次長兼教育総務課長

学校教育部次長兼教育総務課長の斎藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
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○岩﨑教育管理課長

教育管理課長の岩﨑でございます。どうぞ本年もよろしくお願いいたします。

○松本教育指導課長

教育指導課長の松本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局・山本課長補佐

次に、生涯学習部、神頭部長からよろしくお願いします。

○神頭生涯学習部長

生涯学習部長の神頭です。どうぞよろしくお願いいたします。

○菊島生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長

生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長の菊島です。どうぞよろしくお願いいたします。

○赤澤文化財課長

文化財課長の赤澤です。よろしくお願いいたします。

○中村中央公民館長

中央公民館長の中村と申します。よろしくお願いいたします。

○林図書館長

図書館長の林でございます。よろしくお願いいたします。

○渡邉生涯学習・スポーツ課長補佐

生涯学習・スポーツ課長補佐渡邉と申します。よろしくお願いいたします。

○事務局・山本課長補佐

最後に事務局ですが、教育総務課長補佐の山本と申します。よろしくお願いいたします。

それでは、次第に従いまして、本日の議事に入ります。

議事の進行に当たっては、朝霞市教育行政施策評価会議開催要領に基づきまして、二見教育長に

議長として進行をしていただきます。

二見教育長、よろしくお願いいたします。

◎４ 議事（１）令和３年度朝霞市教育行政施策評価調書の説明及び質疑応答

○二見教育長

まず、議事に入ります前に、市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針に基づきま

して、本日の会議を公開としたいと存じますが、御異議ございませんか。

（異議なし、の声）

御異議がございませんので、本日の会議は公開とすることに決定いたします。
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次に、傍聴者の確認を行います。傍聴者はいらっしゃいますか。

○事務局・山本課長補佐

傍聴者はいらっしゃいません。

○二見教育長

それでは、会議次第に従って議事を進行してまいります。

本日の議事は２件でございます。

速やかなる議事進行が図られますよう、御協力のほどよろしくお願いいたします。

それでは、議事（１）令和３年度朝霞市教育行政施策評価調書の説明及び質疑応答に入ります。

お手元のですね、施策評価シートを一枚めくっていただいて、目次を御覧ください。

進め方でございますけれども、目次の（１）から（４）の大柱ごとにですね、施策におきまして

は担当が説明をする形で進めたいと思います。

なお、本日の会議は午後５時閉会を予定しています。説明や質疑応答が閉会時刻までに終了しな

い場合につきまして、次回会議へ持ち越したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、「（１）学校教育」から始めさせていただきます。

まず、１ページ「朝霞の次代を担う人材の育成」について、教育指導課長から説明をお願いしま

す。

○松本教育指導課長

それでは施策名、「朝霞の次代を担う人材の育成」について御説明いたします。

主な実施内容といたしましては、スクールカウンセラーを中学校５人、小学校２人の計７人を配

置、心理やカウンセリング関する資格を保有するさわやか相談員を中学校に５人、カウンセリング

知識を有するサポート相談員を中学校へ１１人配置いたしました。

施策の達成状況といたしましては、各中学校さわやか相談室では、さわやか相談員やスクールカ

ウンセラーを中心に市の子ども相談室も連携して、児童、生徒、保護者への相談活動を実施し、成

果が上がっております。

一方で、課題といたしましては、不登校など児童、生徒が抱える背景や課題が多様化、また複雑

化しておりまして、解決が困難なケースも発生している点がまず挙げられます。

今後の施策の方向性といたしましては、教育相談活動をより一層充実させるため、教育機会確保

という視点も含めて不登校児童生徒を始めとする児童、生徒の家庭環境も含めた働き掛けに重点を

置いてまいります。相談員やスクールソーシャルワーカーによる家庭訪問を通して積極的に情報収

集、実態把握を行い、個々に応じた対応を図ってまいります。

以上でございます。
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○二見教育長

それでは、次に、５ページに入ります。

「確かな学力と自立する力の育成」について、教育指導課長、説明をお願いします。

○松本教育指導課長

施策名「確かな学力と自立する力の育成」について、御説明いたします。

主な実施内容につきましては、小学校低学年補助教員を小学校へ２７人、あさか・スクールサポ

ーターを小中学校へ１７人配置いたしました。

また、朝霞市教育委員会研究開発学校の指定を行いました。

施策の達成状況といたしましては、新型コロナウイルスの影響はあるものの、確かな学力を確立

するための人的配置は計画どおり実行することができました。また、研究開発学校の発表会におい

ての実施形態の変更や規模縮小等の対応はあったものの、教職員の資質向上に資することができま

した。

また、一方でＧＩＧＡスクール構想に伴うタブレット端末の活用について、教職員のタブレット

そのものの操作方法や、授業での活用方法についての資質向上が今後の課題として挙げられます。

今後の施策の方向性といたしましては、確かな学力と自立する力の育成のための人的配置につき

まして、学校規模や実態等を把握した上で適性配置に努めてまいります。

また、タブレット端末を始めとする情報教育ＩＣＴの活用について教職員の資質向上に努めてま

いります。

以上でございます。

○二見教育長

それでは、「確かな学力と自立する力の育成」について、説明が終了いたしました。

では、９ページを開いてください。

次に、「質の高い教育を支える教育環境の整備充実」について、学校教育部次長、説明をお願いし

ます。

○斎藤学校教育部次長兼教育総務課長

「質の高い教育を支える教育環境の整備充実」ということで、学校教育部で全課に関係いたしま

す施策につきまして、教育総務課が御報告させていただきます。

令和２年度の施策の実施内容につきましては、まずは教職員の資質、能力の向上を図るというこ

とで、研究開発学校の指定、それから研究発表会ということで令和２年度は第五小学校、第六小学

校、第二中学校で実施いたしました。

工事関係でございますが、平成３０年度から学校の体育館でエアコンを設置する工事を５か年計
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画で実施をしておりますが、令和２年度は第三小学校、第六小学校、第九小学校の３校の工事、令

和３年度で、第十小学校、第一中学校、第五中学校の３校の設計を行いました。

特認校、第五中学校の生徒募集、こちらは申請及び許可は同数の３７人でございました。

また、中学校自由選択制の実施では、１３４人希望がありまして、第二中学校が抽選となり、

１１８人が許可となりました。

次に、第八小学校で増築等の建設工事を行っておりましたが、自校給食施設と普通教室設備設置

の工事が令和２年度末までに完成し、本年４月から使用が始まっております。

裏面の施策の達成度になりますが、達成度は「Ｄ」となっております。

昨年度は、教科等導員の任命や研究開発学校を活用した研修等が、新型コロナ感染症の影響によ

り計画どおりに実施できなかったことなどから、この評価としました。必要性は、職員の資質向上

のために、職員研修が不可欠なほか、特にＧＩＧＡスクール構想の推進に伴う効果的な活用のため

の研修の充実を求められていることから、「Ａ」としております。

施策を今後進めていく上での問題点、課題点といたしましては、何と言っても財源が限られてい

るということで、施設の維持管理、また少人数関係の対応、ＧＩＧＡスクールで、これを活用して

いくための整備を維持、継続、充実させていくことが大きなところと考えております。

次に施策の方向性でございます。

まず、教職員の資質向上について、こちら引き続き実施してまいります。

次に、施設面で体育館のエアコンにつきましては、本年度から中学校に入ります。

また、小学校の少人数学級につきましては、昨年度末、法改正が今年度から施行されたことによ

りまして、順次学年ごとに段階的に実施し、令和７年度までに全学年の実施が求められているとこ

ろにございますが、現在、学校教育部等の庁内の関係部署で調整しながら進めているところでござ

います。引き続き完全実施に向けて努めてまいりたいと考えてございます。

以上でございます。

○二見教育長

それでは次に、１３ページをお開きください。

「学校・家庭・地域が連携した教育の推進」について、説明をお願いします。

教育指導課長、説明をお願いします。

○松本教育指導課長

施策名「学校・家庭・地域が連携した教育の推進」について、御説明いたします。

主な実施内容といたしましては、学校運営協議会を新たに朝霞第二、第五、第九小学校で立ち上

げ、計２８人を委員として委嘱いたしました。
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また、学校、家庭、地域連携をより推進するため、各中学校区でふれあい推進事業の推進委員会

を立ち上げました。

施策の達成状況といたしましては、学校運営協議会を立ち上げることで、改めて学校や地域人

材、関係機関との連携を見直すことができ、特色ある学校づくりを推進することができました。

一方で、新型コロナウイルスの影響により、ふれあい推進事業は全ての中学校区で実施を見合わ

せるという形になりました。

課題といたしましては、今後も社会に開かれた学校づくりに向けて、学校応援団、地域人材など

のより一層の活用が挙げられます。

今後の施策の方向性といたしましては、学校運営協議会の設置校を更に増やし、学校、家庭、地

域のつながりを深め、より魅力的な学校づくりを推進してまいります。

以上でございます。

○二見教育長

それでは、以上で大柱の「（１）学校教育」についての説明が終了いたしました。

施策ごとに区切りながら御質問等をお受けしたいと存じます。

まず初めにですね、戻っていただきまして１ページ、「朝霞の次代を担う人材の育成」について、

御質問等がございましたら、よろしくお願いいたします。

○星野教授

よろしいですか。

スクールカウンセラーの配置について、御質問をいたします。

今、７人ということですけれども、小学校５人、中学校２人ということで、これはどういった頻

度でと言いますか、例えば週に１回ずつ一人ずつ回るとか、何かそういった配置の仕方に工夫をさ

れているのか、また、現在の配置状況に対して、学校側から何か御要望のようなもの、例えば増や

してほしいとか、頻度を高めてほしいとか、そういったような御要望があるのかどうか、その辺を

お聞きしたいと思います。

○二見教育長

教育指導課長。

○松本教育指導課長

それでは、スクールカウンセラーについて、御説明をさせていただきます。

スクールカウンセラーについては、中学校に５人を配置させていただいておりますが、これにつ

きまして、各学校１人、週に１回程度来校していただいて、カウンセリングを行っております。

また、小学校の２人につきましては、月に１回半日程度、各学校を順番に回るという形で配置さ
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れております。特に、学校からの要望といたしましては、中学校もそうなのですが、もっとスクー

ルカウンセラーに来ていただきたいという要望があります。小学校は昨年度で２年目になるのです

が、随分とスクールカウンセラーの存在が認知されたことによって、保護者からカウンセリングを

受けたいという要望が非常に多く挙がってきております。また、スクールカウンセラーが来ても、

同じ方がずっと継続していってしまうということで、いろいろな人がカウンセリングを受けられな

いという課題がまず学校の方として挙がってくる要望かなと思います。

先日、県の生徒指導課からも御指導いただいたことですが、スクールカウンセラーを校内研修等

に活用していただいて、先生方の資質向上につなげることで、更なる未然のところで防げるのでは

と思います。

○星野教授

分かりました。ちなみに、スクールカウンセラーは、朝霞は県の方で採用している人のみで今や

られているという感じでしょうか。自治体によっては、それを補う形で独自に自治体がスクールカ

ウンセラーの方を付与しているところもかなり最近は見られるようなことがあるので、もし人数で

すとか、今のお話ですとちょっとニーズが深まっているということで、県からの配置だけでは足り

ないという場合には、そういった方向、独自雇用というような方法も御検討いただければいいのか

なというような印象を持ちました。

それから恐縮ですが、それに関連してですね、スクールソーシャルワーカーについて、お聞きし

たいと思います。スクールソーシャルワーカーについては、２ページの方で「スクールソーシャル

ワーカー等による家庭訪問を通して」とありますけれども、スクールソーシャルワーカーと、学校

現場との関わり、情報交換のような形が取れているのかどうか、その点はいかがでしょうか。

○松本教育指導課長

スクールソーシャルワーカーにつきましては、朝霞市の場合には県から２人配置をしていただい

ておりまして、基本的には市の子ども相談室に普段は勤務をするという形を取っております。学校

からの要請に応じまして、教育委員会の方で内容を確認して学校に行っていただいて、実際にその

子について何が必要かというのを学校の職員と話し合いながら、活用を進めております。場合によ

っては、福祉の連携が必要な場合ですと福祉の担当関係課とつないでいったりとかしながら家庭の

サポートをすることになっております。

○星野教授

先ほどスクールカウンセラーのところでも話が出ましたけれども、やはり福祉の専門家というこ

とで、特に虐待ですとか、やはりコロナの家庭環境の格差というのが、子供に非常に影響が出てい

て、そういった問題についてスクールソーシャルワーカーが力になってくださる可能性がかなり高
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いと思うんですよね。ですから、２人というのが、あんまり人数的には潤沢ではないですけれど

も、やはり学校の先生方との連携を少し図るとか、研修などの折りに少しお話いただくとか、そう

いった形で、また現場にとってもプラスになるのではないかなという印象を持ちました。

以上です。ありがとうございます。

○二見教育長

では、引き続き「朝霞の次代を担う人材の育成」につきまして、御質問等ございますか。

○安原教授

はい、私の方から１点、先ほどスクールカウンセラーの話で、不登校に関する相談内容が非常に

多いということをお聞きしたのですけれども、新規というか、スクールカウンセラーの人数を増や

したりしても、なかなかニーズに対応できない部分があると思うんですけど、いわゆる不登校が解

決した、率と言いますか、そういうのは分かっているのか。スクールカウンセラーを入れて、不登

校が実際に減ってきているのか。それから、ある種解決済みでないと、今の御説明にあったよう

に、なかなか課題が減っていかない。そういった問題が出てくるんじゃないかなという気がするの

ですが、その辺の状況みたいなものをお伺いできたらなと思っております。

それから２点目がですね、１ページの下の方に「『教育に関する３つの達成目標』規律ある制度の

達成状況」で、平成２８年度からずっと見ていきますと、実績評価として８５パーセントを上回る

ということで、８５パーセントという線を上回っているのですけれども、内容そのものが毎年度、

これは８５パーセントを上回ったから次は課題を変えてみようとか、そういった工夫、改善みたい

なものは考えて実際おやりになっているのか、今後同じ質、同じ達成目標で、ずっと評価していく

のかという点です。

以上、２点よろしくお願いします。

○二見教育長

教育指導課長。

○松本教育指導課長

不登校の解消率というところについてなのですけれども、申し訳ございません。実際減ってきて

いるのか、解消できているのか、その辺りが今手持ちの資料がございませんので、後ほど確認をさ

せていただきたいと思います。申し訳ございません。

ただ、現時点で重要視しているのが、まずは新規を減らすという点だと思っていますので、早期

対応、早期解決という形で行っております。教育指導課の方では、不登校段階別アプローチプラン

を示して、その生徒が三日休んだらこうするとか、四日休んだら、一週間休んだらこうするという

具体的な対応の指針を各学校に周知、活用しながら、極力新たな不登校を生まないようにという形
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で対応を行っております。

続きまして、「教育に関する３つの達成目標」の規律ある制度の達成状況についてなのですけれど

も、８５パーセントの内容のところですが、基本的には同じ内容をずっと見てきております。な

ぜ、同じ内容をずっと見てきたかと言いますと、やはり朝霞市として非常に重要であるというふう

に捉えたところで、同じ項目について評価を行ってきておりますが、やはり、今後の時代も考えま

すと、見直しは必要であるというふうに感じております。

以上です。

○二見教育長

今の不登校の数というところは、以前は数を半減するとかという目標だったのですが、今は考え

方を変えて、不登校は本当にいろいろな要因があって、子供たち一人一人違うんですよね。それを

十把一からげに数を減らすというよりは、一人一人の子供たちの状況を見ながら、もう少し長い目

で、どういったところで社会復帰をしていくのか、もう少し先まで見据えて、必ずしも教育、教室

復帰がゴールじゃないというところは、今視点を変えていこうというところであります。

○星野教授

二見教育長よろしいですか、それについて。

正に、教育長がおっしゃるとおりで、教育機会確保法の成立によって考え方が全く変わりました

ので、今先ほどお答えにあったように、新たな不登校を生まないという、まずそこで非常に尽力を

されていらっしゃるというのは非常に正しい方向ではないかというふうに思います。

むしろ、不登校児童の学びの場をどう確保するかというですね、そこが一番課題になってくると

言いますか、今、最もそういった見方をするようにしようというふうに変わってきているわけです

から、むしろ、そちらの方も今教育長がおっしゃったように、一人一人の子供にあった、教育委員

会の方で設定している教室もありますし、またフリースクールなども学びの場として認められてく

るという傾向にありますので、そちらの政策を少し強化していただけるのがいいのかなというふう

に思います。

○安原教授

私の方からも。これは私の勝手な懸念かもしれませんが、先生方、スクールカウンセラーにお願

いすると、もう何かスクールカウンセラーを頼ってしまうといいますかね、本来頼るべきな部分

と、いや学校で努力するとか、家庭と一緒に努力する部分までスクールカウンセラーに投げちゃう

と、いつまでたっても解決しないような気がするんですよね。不登校を増やさないというところの

今の視点と同時に、そういった意味でもここまで解決したというか改善したら、次の方が、それよ

り大変な方をスクールカウンセラーに付けて後は学校の方でとか、あるいは、さわやか相談室との
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連携でとか、そういう流れみたいなものを作った方が、より改善に貢献するかなと思います。これ

は私の意見です、すみません。

○二見教育長

学校教育部長。

○金子学校教育部長

大変厳しい御指摘を受けているのだと個人的には感じています。

不登校の解消に向けて、本当に本市の置かれている不登校児童生徒数の状況というのは極めて深

刻なものであるという認識は立ってはいます。先ほど、具体的にこういう手立てを講じていますと

いう説明を指導課長からも申し上げたところなのですけれども、結論から言うと、それが実効性が

あるかどうかということについては正直なかなか目覚ましい成果は出ていないところではありま

す。

ただ、現状に甘んじているというわけではなくて、例えば不登校対策会議ということで、外部の

専門家の方にもお越しいただいて、それぞれの現状や情報を共有する中でアイデアを出し合うこと

を市として取り組んだ上でそれを各学校に持ち帰って、新たな手立てを考えていくヒントにしてい

る、あるいは、こういった市の取組だけでなく小中連携という形で、校区内の中学校と小学校が連

携して、こういった形でやっていますよという、中学校ならこうですよとか、そういった形で在籍

校だけの事務局、あるいは、事務局からの、指導課からの指導ということではなくて様々な教育委

員会内外含めまして、様々な機関が情報共有することによって、その子にあった手立てを講じて、

そういったところで試行錯誤を繰り返しているところが今の朝霞市の現状かなと捉えております。

これについては、効果的な方策があれば、当然それを今申し上げたような形の場で共有すること

によって、現時点で不登校という状態にある子供に対してどういった形でやっていくか、対応して

いくかということについてのヒントにしていくことを常に心掛けてございます。

以上です。

○二見教育長

ほかに、「朝霞の次代を担う人材の育成」について、御質問、御意見ございますか。

では、なければ次に５ページ、「確かな学力と自立する力の育成」について、御質問等がございま

したらお願いいたします。

○星野教授

よろしいですか。

今日、見学させていただきまして、ＧＩＧＡスクール構想、タブレットの活用というのが学校現

場の中で急速に進んでいるという状況を拝見させていただきました。そのような中で、やはり教員
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同士の学び合いが非常に有効であるというお話をいただきまして、このＩＣＴを活用するための教

員の資質向上というのが一つの大きな課題になっていると思うんですけれども、その研修等の進め

方につきまして、今工夫されている点がどのような点があるのか、また教員同士の学び合いを進め

るような、それを促進するような、そういった条件整備のようなものを考えていらっしゃるのかど

うか、その辺をお伺いしたいと思います。

○二見教育長

教育指導課長。

○松本教育指導課長

ＧＩＧＡスクール構想に係る資質向上というところなのですけれども、やはり教員同士が学び合

うということは非常に重要ですし、多くの先生方が学びたいというか非常に高い意欲を持っている

なということは教育委員会としても感じております。

まず、教育委員会といたしましては、市内の中に推進的な先生方がいらっしゃいますので、そう

いった先生方を今年度ＩＣＴ推進リーダーという形で委嘱をしまして、市内の先駆者として、実

績・実践などの知見をどんどん溜めていって、それを市内の先生方に還元していこうという形で考

えております。これを今後、各学校のＩＣＴ推進者の先生方にそれを広めていって、それを更に校

内の中で広げていくというような形で、今のところ教育委員会としては計画を立てております。

これだけの機器が入りましたので、オンライン会議ツール、例えばＺＯＯＭとかＴＥＡＭＳを用

いて、ほかの学校での授業の様子を見たりといった仕組みもあります。研究授業というと非常に肩

肘張ってしまう部分がありますので、気軽に授業公開という形で、今日こういうことをやってみる

から先生方見ませんかなど、気楽にお互いの先生方の実践が見られるような仕組みづくりについて

は、ＩＣＴ推進リーダーの方と作っていきたいと思っています。市内で情報共有できる仕組みもご

ざいますので、そういった資料とか実践例を共有、蓄積していって、それがいつでも活用できるよ

うな、仕組みづくりについても今後進めていきたいと考えています。

○星野教授

素晴らしいですね、是非進めていただきたいと思います。

ありがとうございます。

○安原教授

いいですか。

まず、最初質問からなのですけれども、小学校の低学年補助教員、全小学校へ２７人配置という

ことですが、補助教員の方ってどんな仕事を主にされているのですか。あるいは、学校によって違

うのであれば、こういうことで使っている学校もあるし、こういうことで使っている学校もある。



- 17 -

ちょっと内容的なことを教えていただければと思います。

○二見教育長

教育指導課長。

○松本教育指導課長

小学校低学年補助教員につきましては、１、２年生に各学校大体２人から３人配置されておりま

すけれども、主な内容といたしましては、算数の時間における先生の指導内容を、理解が十分では

ない子に個別に支援をしてあげたり、あるいは、丸付け業務とかそういったものが多岐にわたる場

合もありますので、そこの補助をしたりですとか、あとは、先生の授業の提示方法のお手伝いをし

たりとか、授業がより充実するように先生の仕事をサポートしております。

○安原教授

よく私が聞くのは、やっぱり特別支援、発達障害的なお子さんに対する対応で大変だという、そ

ういった支援員という方がいるのでね、それよりも今お話聞いていると、学力向上というか正に、

１年生の学習環境に慣れさせるというか、朝霞市の場合はそういう形で補助教員を入れているとい

う理解でよろしいですか。

○二見教育長

学校教育部長。

○金子学校教育部長

いわゆる、今御指摘いただいた小学校の低学年補助教員につきましては、いわゆる会計年度職員

ということで４時間勤務でございます。午前中４時間で、採用要件としては、教員免許等を取得し

ている者という形で、教科の指導と、それから低学年ですので生活面の指導、二つを職務内容とし

て採用しているものでございますので、基本的には各クラスで先ほど教育指導課長が申し上げたと

おり、担任の補助として個別の指導に当たるということを職務としております。

これに加えまして、本市では通常学級における指導員という形で、やはり発達等に課題がある児

童、生徒に対する補助をお願いしている方を各学校に配置をしておりますので、それぞれの学校に

配置している中で、役割分担をしながら個別のきめ細かなフォローを実施している、これが朝霞の

小、中学校の現状となります。

○安原教授

ありがとうございます。

そうすると、スクールサポーターという方の仕事内容というとどのようなものですか。

○松本教育指導課長

あさか・スクールサポーターにつきましては、主に小学校ですと３年生以上、中学校ですと主に
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教科について、その教科についての支援を行うという形になっております。

特に中学校におきましては、中学校の方で数学の免許を、数学の指導ができる先生がほしいとい

うことであれば、数学の先生に入っていただいて、数学の中でティーム・ティーチング、四中の授

業でもその形で前と後ろにいましたが、そのような形で活用しています。

○安原教授

勤務時間というのは、１日。

○松本教育指導課長

小学校低学年補助教員と同じで、午前中４時間というのが原則です。

○安原教授

ありがとうございます。

それから、「子育てがしやすいまち」ということで外国籍の子供たちの日本語指導ですが、外国籍

のお子さんは年々増えてきている傾向にあるのか、結構日本語がかなり不自由しているお子さん

は、昨年度どんな感じだったのですか。

○二見教育長

教育指導課長。

○松本教育指導課長

日本語指導支援を必要とする児童生徒の数につきましては、申し訳ございません、手元に資料が

ございませんので、後ほど御報告させていただきますが、やはり近年、高止まりというところが現

状です。

日本語指導支援が必要なお子さんというのは、一定のニーズが常にあり続ける状態ですので、ま

ずは朝霞市としましては、日本語指導支援員という形で支援員を配置しまして、支援の１年目につ

いては２時間を上限として１年間７０回までそのお子さんに、個別に、あるいは取り出しで、指導

をできるようにしております。２年目は半減で３５回を原則としてサポートしております。

今年度につきましては、日本語指導加配教員を２人配置いただいておりますので、それと両方を

併用しながら支援が届くように活用しております。

○安原教授

これ国籍的には、いろんな国籍に広がっていますか。

○松本教育指導課長

やはり中国籍が圧倒的に多いですけれども、パキスタンですとかインドとか、いろいろな国の国

籍を持っているお子さんもいらっしゃいます。あと、国籍は日本なのですけれども生まれ育ってき

た環境で、日本語を母語としないお子さんもいらっしゃいますので、依然としてニーズが高い状態
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であります。

○安原教授

ありがとうございます。

最後に、ここに記載がないので聞いていいのかどうか分かりませんけれども、一番下に「学習状

況調査の達成状況」ということで全国平均、今コロナ禍でやらなかったというのもあるのですけ

ど、埼玉県学力・学習状況調査の方は昨年度やりましたか。

○松本教育指導課長

埼玉県学力・学習状況調査の方は昨年度実施をいたしました。

○安原教授

言える範囲で結構なのですけれども、県全体と比べて見た朝霞の方はどうですか。

○松本教育指導課長

朝霞市の児童生徒は非常に学力面が優れているなと感じております。

○安原教授

もう一つ、学力だけじゃなくて生活面とか、あと学校の自己評価とか、そういう評価面みたいな

ものはどうですか。それも高いですか。

○松本教育指導課長

全般的にそういった面は県平均と比較すると、かなり高い水準で朝霞市の児童生徒は推移してお

ります。

○安原教授

ありがとうございます。

以上です。

○星野教授

県の調査は、県の希望するところだけというふうに伺っていたのですけど、朝霞市は全部やった

ということでいいですか。

○金子学校教育部長

埼玉県学力・学習状況調査につきましては、そもそもの趣旨として、それぞれの伸びを追跡調査

することでもって、その後の指導に役立てるという県の実施の趣旨に賛同する形で本市でも昨年度

実施いたしました。

先ほど御指摘いただいた学力以外の面については、例えば学校ごとに無回答率が高い学校があっ

たりとか、それぞれの学校で分析した上で埼玉県学力・学習状況調査の内容を基に、それ以降の学

習指導若しくは生徒指導に役立てていくところでございますので、朝霞市として全体的な傾向とい
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う意味では、先ほど教育指導課長から申し上げたとおり、おおむね満足できると思うんですけれど

も、やはり各学校それぞれを分析した内容からは課題が抽出されておりまして、その解決に向けた

取組を継続していくところでございます。

○安原教授

ありがとうございます。

○二見教育長

よろしいでしょうか。

「確かな学力と自立する力の育成」について、ほかに御質問ございますか。

なければ９ページ、「質の高い教育を支える教育環境の整備充実」について、御質問等よろしくお

願いいたします。

○星野教授

中学校の自由選択なのですが、今回は一部が選択になったというような、要するに希望者が全員

入れなかったということだと思うのですが、これまで余りそのようなことがなかったような印象

が、希望する人が大体行けていたような印象があったのですけれども、この自由選択制がその制度

を使うというニーズが何らかの理由で高まっているのか、何か変化があったのかどうかということ

をお聞きしたいです。

○二見教育長

教育管理課長。

○岩﨑教育管理課長

我々も、やはりできるだけ抽選という形は避けていきたいということで、毎年それぞれの校長先

生と定員よりも増えても調整させていただきながら抽選回避をさせていただいてたのですが、その

前の年度の募集のときに調整させていただいて、定員より多いけれども大丈夫だなという形で進め

ていたところだったのですけれども、その後に転入が増えまして、その関係で教室数がぎりぎりに

なるのではないかということで、その関係もございまして、どうしてもそういう可能性も含めてい

る部分もあったことから、昨年度は抽選を一校だけさせていただきました。

○星野教授

定員が増えたということは、何かそこにあえて入りたいという理由があってということではなく

て、たまたまということですよね。

○岩﨑教育管理課長

たまたまの転入が多かったということです。
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○二見教育長

そうですね。朝霞第二中学校は、昨年度は私が校長であったのですが、なぜ応募が増えたのかち

ょっとそれは分からないのですが、ともかくこれを超えたら教室が足りなくなってしまう、どうし

てもそれは。私は全員受け入れたかったのですが。

○安原教授

関連して、二中を選択する理由というのは、生徒とか保護者とか言える範囲でいいのですけど、

個人情報に入るかどうか僕も分からないのですけど。

○岩﨑教育管理課長

アンケートを取ったりして、調査をその後、何でそっちにしたのですかというのは問いてないの

で、大きな理由というのはないのですけど、二中に限っては五中に進学する第三小学校があるので

すけれども、第三小学校の一部の子が例えば二中に行ったりする部分もあって、その学区ではない

子がやはりお友達と一緒に行きたいですとか、あるいは、クラブチームというか少年団の仲間が多

いから自分もそこの部活で頑張りたいとか、そういった理由が考えられるかなとは思います。

それも二中に限ったことではないのですけれども、やっぱり友達関係ですとか、部活のというか

少年団関係のつながりが大きいかなとは捉えています。

○安原教授

ありがとうございます。

○二見教育長

質問お願いします。

○安原教授

９ページの真ん中の実施結果のところに、「朝霞市教育委員会研究開発学校の指定と研究発表会の

開催（五小・二中・六小）」とあるのですが、研究テーマといいますか、この研究をするテーマとい

うのは、それぞれどんなテーマで研究して発表しているのかというのが１点目です。

それとここで聞いていいのかどうか分からないのですけど、一応教育環境の整備充実となって、

今政府の方で出した３５人学級を今後進めていくということについて、朝霞市全体として小学校、

中学校の状況というのは課題があるのか、あるとしたらどんな方向で課題に向き合っていこうと考

えているのかということが２点目です。

それから３点目は、１０ページの一番上の達成度、「Ｄ」評価されているのですが、先ほど冒頭に

言いましたように、コロナ感染の影響が結構あるので、その辺との兼ね合いを考えたときに、ここ

まで頑張っているように僕には見えるのですが、あえて「Ｄ」評価を付けたという根拠というのは

何なんだろうなと思いまして。
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○二見教育長

暫時休憩します。

（暫時休憩）

○二見教育長

休憩前に引き続き、会議を行います。

先に３５人学級の対応についてお願いします。

学校教育部次長。

○斎藤学校教育部次長兼教育総務課長

朝霞市内の小学校につきましては、児童数がしばらくの間増えるという見込みが立っています。

現状として、今学校内にある普通教室として使っていない教室、物が置いてある部屋だったり、会

議室だったり、そういったところを普通教室に転換をさせて、教室数が不足しないように計画をし

ているところです。学校によっては、学校内の教室で足りない、不足してしまう状況があります。

今日、視察していただきました第六小学校なんか正にそうなんですが、転換をしていって、ある年

度のところまでいきますと、もうそれ以上の部屋がないというような学校もございます。そういっ

た学校につきましては、財政的な側面もありますので、学校教育部内だけでは、この話を進めるこ

とは難しいので、庁内で検討委員会を立ち上げまして、どういった形でこれを解決していこうかと

いうところを、検討しているところです。

それから、先ほどの「Ｄ」評価でございますが、やはり大きなところは、教育指導課でお願いす

る教科等の指導員の任命ができなかったというところです。コロナの影響で実際に計画どおりでき

なかったことが多々ございました。できる限りの内容は工夫しながら進めてはいるのですが、そう

いった側面が大きかったので、ここのところは「Ｄ」評価という形で判断をさせてもらいました。

○安原教授

分かりました。

○二見教育長

大丈夫ですか。

○松本教育指導課長

申し訳ありません。

研究開発学校の五小、六小、二中のテーマについてですが、朝霞第五小学校の方が研究主題を

「コミュニケーション能力の育成、伝え合う力を高める授業の工夫」ということで、各教科にわた
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って行っております。

続きまして、朝霞第六小学校につきましては、テーマの方が「より良い生き方を考え深め合う授

業づくり、特別な教科道徳の指導方法の工夫」ということで、道徳をテーマにして行っておりま

す。

続きまして、朝霞第二中学校は、「主体的で対話的で深い学びの実践、基礎的基本的な知識機能を

活用し表現する生徒の育成」ということで、こちらにつきましても各教科にわたって主体的に深い

学びという点での研究を深めております。

以上でございます。

○安原教授

今本当に関連した質問ですが今３校の話を聞いて、いずれも今の学校教育にとって大事な研究だ

と思うんですけど、この研究したその発表を市内のほかの学校への情報だけでなくて研究成果の共

有みたいなものというのは、どういうふうに行っているんだろうかということですね。

○松本教育指導課長

例年どおりであれば各学校が研究発表会を開いていただいて、各学校でより多くの先生方に参加

していただいて授業を見ていただいて、研究協議なり講演会をするという形で先生方の見識を深め

ていただくところですが、昨年度につきましては、なかなかそれが叶わない部分がありましたの

で、五小と二中につきましては、学校の方で研究紀要を作っていただいておりますので、それを各

学校に配っていただいて、それの内容を見て共有するという形です。

朝霞第六小学校につきましては、参加者の人数をかなり制限いたしまして、各学校数人程度にし

まして授業だけ公開するという形で、研究協議については朝霞第六小学校の職員のみで研究発表を

行いました。

○安原教授

ありがとうございます。

以上です。

○二見教育長

よろしいでしょうか。

○星野教授

あと一点、よろしいでしょうか。

体育館のエアコン設置が順調に進められているということで、非常に好ましい状況だと思いま

す。これにつきまして、１０ページの施策の方向性のところにもあるように、やはり災害時の避難

所という想定をされているということもあると思うのですが、エアコン設置以外に、この学校の体
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育館、あるいは学校として災害時に対する備え、避難所として使う可能性を考えた準備等、何か特

別なさっているのか、その点をお聞きしたいと思います。

○二見教育長

学校教育部次長。

○斎藤学校教育部次長兼教育総務課長

主に災害時の対応については、学校についても危機管理部門で実施しているところなのですが、

体育館、エアコンの整備については自家発電の整備を一緒にしております。災害時にそれを有効活

用するというところで整備は進めております。

○星野教授

エアコンの整備と合わせて全ての体育館に自家発電の整備を進めてらっしゃるということです

か。分かりました。ありがとうございます。

○二見教育長

そのほか、よろしいでしょうか。

ほかに質問がないようでございますので、次にまいります。

１３ページ、「学校・家庭・地域が連携した教育の推進」につきまして、御質問お願いします。

○星野教授

令和２年度の施策の内容、１３ページですけれども、今回コミュニティ・スクールを、学校運営

協議会を設置されたということで、朝霞第二、第五、第九小学校ということですね。それで、朝霞

は比較的コミュニティ・スクール、始動が遅かったのかなという印象を持っていたのですけれど

も、それには理由があって、やはり慎重に本当の意味でのコミュニティ・スクールをお作りになり

たいというようなお話も伺っておりました。

今回スタートしているコミュニティ・スクール、ちょっとコロナ禍ということで、なかなか具体

的な実践といっても難しかったのかと思いますけれども、コミュニティ・スクールとしての何か特

徴的な実践の具体例などがありましたら少し教えていただければと思います。

○二見教育長

教育管理課長。

○岩﨑教育管理課長

コミュニティ・スクールに関しましては、いつもお二人の先生から大変力強いお話をいただいて

我々も頑張らないとなと大変素晴らしいアドバイスも頂いているところだったのですが、やはり昨

年度は３校立ち上がったといっても、やはり協議会自体が中止になる月があったりだとか、やはり

御苦労は各学校ともしていたかなと思います。初年度のときに確か第四小学校のお話をさせていた
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だいたかなという記憶があるのですけれども、地域を巻き込んだ防災訓練ですね。これは規模を縮

小して取り組んだというふうには聞いておりますが、実施いたしました。あとは学校農園ですね、

更なる充実ということで、こちらも地域の方々を巻き込んでということで継続してあったのです

が。

逆に言うとコロナ禍の中で、例えば第二小学校ですけれども、地域の方々に消毒作業を積極的に

校内、あるいは、いろんな備品一つ一つ丁寧に、１１月末だったと思うのですけれども実施をした

ということで、記者発表を確かしたかなと思うのですが、大変有効な手だと思いますので、そうい

う実践もございました。

ただ、やはり全体的には、なかなか進まなかった部分もございますので、それがこの後どうなる

のかなというのは注視していくところです。

以上です。

○星野教授

ありがとうございます。

コロナ禍で逆にそういった形で地域の方々にお力になっていただけたとか、そういった点、非常

によかったなと思います。今後の展開に期待させていただきたいと存じます。ありがとうございま

す。

○安原教授

今のに関連して、運営協議会の委員になられる方たちは、どんな背景を持った方が多いですか。

○二見教育長

教育管理課長。

○岩﨑教育管理課長

やはり自治会長ですとか、あるいは元校長先生であったり、あるいは地域の幼稚園の園長先生だ

ったり、あとはＰＴＡの会長ですとか副会長という方がほとんどだったのですけれども、教育長が

前任の第二中学校である程度選んでいただいた中で、今年度は大学の先生ですとか、あとは会社の

社長であるとか、そういった方にお願いをしている学校もございます。

今年度の事は先ほど触れなかったのですけれども、今まだ１回ぐらいしか、それぞれの学校で運

営協議会をされてないですけれども、その中で出ている中では、例えばＧＩＧＡスクールも始まっ

たということで、パソコンに長けた方を地域で探せないか、支援ができないだろうかとか。あと

は、大学の先生の関係で読み聞かせサークルというかゼミの生徒、学生を使っての読み聞かせです

とか、あるいは部活の支援ですとか、そういった広がりも今年度、コロナの状況にもよるだろうと

思うのですが、そういう広がりも期待できる年かなと思っております。



- 26 -

○安原教授

ありがとうございます。

○星野教授

よろしいですか。

１４ページの必要性のところですが、これが「Ｄ」、減少する方向にあるとなっているのですが、

ただ、説明の方を見ますと、各学校における特色ある学校づくりが進められているが、今後より一

層ニーズが増えていくと考えられ、学校・家庭・地域がより一体となった活動を推進していくとあ

って、ちょっとこの説明と評価が合わないような気がするのですけれども、こちらはいかがでしょ

うか。

○二見教育長

学校教育部長。

○金子学校教育部長

こちらについては、やはり見方によって様々な捉え方があると思いますが、我々が従来、学校・

家庭・地域が連携した教育の推進という中で取り組んできた施策として実行してきたものが果たし

てこのままでいいかと考えたときには、やはり先ほどから話題に上がっておりますコミュニティ・

スクールの今後の運営の在り方等も含めて、変えていくべきところは多分にあるかと思います。

例えば、１５ページの中で事務事業として六つ挙げてますけれども、音楽活動事業、これは昨年

度コロナ禍ということで、主なものといたしまして、小学校５年生を対象としたオーケストラの鑑

賞会とか、小中の音楽会が実施できなかったことがあります。こういったものが今後、先ほど冒頭

安原教授からコロナ禍以降の在り方について、果たして元に戻れるかという御指摘もあったかと思

うのですが、そのままの形でできるかというと、なかなか難しいところもあるかと思うので、そう

いった意味では今までのニーズとしては見直しの必要があるだろうと、そういった意味で今までの

ニーズは減少するけれども、新たな視点を持った形の事業を取り組んでいく必要があるだろうとい

うことで「Ｄ」を付けていると捉えておりますので、そういった意味では、やはり新しい課題とし

て付け加えてみるところがあるかなと考えております。

○星野教授

そうですね。もう少し今の御説明が分かるような説明の書き方を、ちょっと工夫された方がいい

かもしれないですね。分かりました。ありがとうございます。

○安原教授

１３ページの下の「学校応援団の活動人数」というのは、ずっとここ変わっていないとあります

が、学校応援団の実施自体の運営形態というのは朝霞市の場合は、例えば各学校の応援団に自主的
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にというか運営者がいて、それで学校側と連携しながら活動するタイプなのか、あるいは学校から

学校応援団という団体に、こういうお手伝いをしてもらいたいとか、学校にこういうことを手伝っ

てもらいたいというパターンなのか。せっかくコミュニティ・スクールがあるので、コミュニテ

ィ・スクールの傘下として学校応援団があって、運営協議会の方達が今度は学校応援団にはこうい

う働きをしてもらおうとか、そういった形で運営されているのか、その辺はどうなっているのかな

と思いまして。

○二見教育長

おっしゃるとおりなんですよ。つまり、今まで学校には学校応援団あったりとか、あるいは学校

評議員がいたりとか、いろんなことがあって、それがコミュニティ・スクール、やっぱりその学校

現場の中での捉え方が非常にまちまちなのですよね。私が考えるに基本、学校運営協議会はブレー

ンであって、ブレーンがこれからどうしていって、何が必要かということを考えて、実際動くのは

学校応援団だったり、あるいは地域の方々だったりということにしていかないといけないのですけ

ど、そこら辺がまだ、なかなか住み分けができてないというところは確かにございます。

○金子学校教育部長

今、教育長から申し上げた、正にそのとおりで、学校運営協議会自体が発足間もなくて、本来の

趣旨に沿った運営ができているかできてないか。これは学校で見ても、正直現時点でも差が出てき

ているわけで。それとの関わりの中で、特にコーディネーターとの関係性について、やはり強化し

ないと学校のニーズ、それから地域のニーズを併せた形の学校応援団の関わり方というのは、なか

なか効果的な活用というのはできないなというのは、これまでの、ここ数年の活動状況を見ても分

かると思うんですよね。やはり、そういった意味では朝霞の課題として、各学校に対して働き掛け

をしていく必要があるかなと思います。

○星野教授

各学校でそのコーディネーターというのは、ある程度ちゃんと機能していらっしゃるのか。

○金子学校教育部長

こちらにつきましても様々な立場の方で関わっていただいております。学校応援団、例えば小中

ニーズがかなり違ったりもします。中学校の場合は、例えば部活動の支援であるとか、逆に小学校

の場合、体験活動の指導者としてのニーズがあったりします。そういった方たちとつながりのある

方がコーディネーターとして、その学校にお手伝いいただいているか、お力添えいただいているか

というところについては、地域的なものもありますので、全ての、例えば十校の小学校で本当にそ

ういったコネクションを持った方がコーディネーターできているか、できていないかという問題も

ありますので、多少やっぱり差異があるのが現実でございます。
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○二見教育長

よろしいですか。

○安原教授

ありがとうございました。

最後に私の方で、家庭教育学級って、どんなことをやっているのですか。今年だけじゃなくて。

○二見教育長

生涯学習・スポーツ課長補佐。

○渡邉生涯学習・スポーツ課長補佐

家庭教育学級につきましては、去年コロナ禍の中で非常に残念ながら合計４学級しか開催してな

かったのですが、通常では子を持つ親であったり、子育てに関わる団体の中で、勉強会というよう

なことで、通常ですと学校の中で子育てに関する講師の方、先生等をお呼びして勉強会を開いた

り、あと、私どもが全体の中での家庭教育学級合同講演会という講演会を、市民会館で開かせてい

ただいて、その中で家庭教育に関する先生等をお呼びし、講演会などを開催しております。

○二見教育長

ありがとうございます。

○安原教授

今のに関連して、ちょっと厳しい言い方になっちゃうかもしれないですけど、本当に参加しても

らいたい方が参加しているか、ある程度もう家庭教育ができている方が参加しているのか。私がか

つて教員やってた頃は地域の方でいうと、本当に参加してもらいたい方が、なかなか家庭教育に参

加してくれなくて、もう十分ですよっていう御家庭の方が参加してくれたりする傾向にあったので

すが、朝霞市の場合はどうですか。

○渡邉生涯学習・スポーツ課長補佐

小学校、あるいは中学校でＰＴＡの関連のお母様方が、毎年毎年役員を交代でやられてくれてい

るような形で、ただ、その中でも一生懸命企画をしていただいてやっていただいています。それ以

外に、子育てに関心のあるサークル、こちらについては本当に団体ということなので、例年のよう

に子育てに関する様々な事業等を企画していただいて、市民の方も喜んでいただけるよう一生懸命

事業にに取り組んでいただいているということです。

あと、先ほどちょっと言い漏れてしまいましたが、必ず年度ごとに事業が終わりますと、必ず報

告書ということで冊子を作っていただいて、その中で御自分たちの事業の広報であったり、あるい

は実際体験した中で、この辺が苦労しましたとか、今後に向けての抱負だとか、そういったものを

書いていただいた報告書を毎年作っていただいてます。
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○安原教授

ありがとうございます。

なかなか難しいですね。

○金子学校教育部長

家庭教育学級を現場で携わった者の感想です。むしろ私より安原教授の方が御存じかと思うんで

すけれども、現状のＰＴＡの課題であるとか今後の方向性、多分厳しいものがあると認識しており

ます。本当にお仕事お持ちの方がウィークディに学校行事の日中に参加すると難しい中で、たまた

まその担当になったからということで参加されている方も少なからずいらっしゃいますが、そうい

った方が家庭教育学級にお越しいただいたときに、やはり学校のことについて知っていただく、若

しくは子供の子育てについて悩んでいるお友達の方と情報を共有するということによって、いろん

な意味でつながりができたりだとか、新たな学校との関係性を築いていただけたりという例があり

ます。ある意味消極的ではあるのですけれども、家庭教育学級の場を通して様々な面でその後の子

育て、あるいは学校教育に関しての応援団だとかプラスになっていくという例は多数ではないので

すけれどもあります。そういった意味でも学校の方としても生涯学習部のこういった取組がプラス

になっているなという実感は正直ございます。

○安原教授

ありがとうございます。

○二見教育長

ほかに御質問ございませんか。

なければ、以上で「学校・家庭・地域が連携した教育の推進」を終了します。

本日は、大柱１「（１）学校教育」でございますが、何か全体に対して何かございますか。

○安原教授

今、特にお伺いしていて、朝霞市、コロナ禍の中でも頑張ってらっしゃるなというのが感想で

す。冒頭、私言いましたように、今日第六小学校を見に行った私なりの驚きもあってですね、あれ

だけ一人一台タブレットが入って、これからＧＩＧＡスクール構想が進んでいって、社会もどんど

んデジタル化していくようなものと重ね合わせて考えたときに、学校教育の施策も、今後すごく場

所とか時間、あるいは応答が、かなり変わってくるんじゃないかという気がするのです。

そうすると、今お話を聞いていて、いろんな説明を受けたときに、例えば不登校の認識というか

不登校の概念を、学校には来れないけれどもオンラインではちゃんと授業が受けられるとか先生と

話ができたら、それは不登校と呼ぶのは止めようかとかね。極端なことを言うとですよ。そういっ

たことも考えられるかなとか。
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あと、校内研修って今盛んに言っていますけれども、もちろん校内で研修することは必要ですし

今後続くのでしょうけれども、せっかくこれだけつながっているオンライン環境があるので、同じ

中学校区の小学校の先生たちに、集まらなくていいから各学校で一緒に研修しませんかとか。校内

研修というよりは、中学校区研修みたいな形で、先ほど小中の連携を取らないと中一ギャップで急

に不登校が増えたりすることについては、中学校だけでやっても駄目だし、多分。小学校と一緒に

やった方が効果が上がるのかなと。ただ、そういう新しい可能性みたいなものがもしかしたら出て

くる場合もあるのかなって聞いてて思ったのですね。

それから、今家庭教育学級の話もしましたけど、家庭とも、もしオンラインでつながるのであれ

ば、そういう形の新しい家庭教育学級みたいな、何かやり方を変えてみるとか、わざわざ学校に来

なくていい、会場に来なくてもいい、どこでも参加できますよと。さっき六小でやっていたよう

に、今後保護者会とかＰＴＡ活動にしても、本当に学校に来てやらなきゃいけないときと、そんな

のわざわざ来なくていいよというときと分けられるような気もしますし、予算もそんなに掛からな

い。環境さえあればということで、そういうものを今後考えていくと結構変わってくるかな、特に

学校教育の分野は大きいかなと。

今日、見させてもらった影響を含めて、そんなことを感じましたので、ちょっとだけ考えていた

だければ有り難いかなと。以上です。

○星野教授

よろしいですか。

私もですね、非常に今日は見させていただいて、勉強になりました。そういった中で、やはり懸

念されるのが、朝霞市は非常に子供の数も多い中で、ＩＣＴなど新しい流れがスタートしてきて、

先生方の負担感というのが増加していくんじゃないかという、そういう懸念を多少持っていたので

すけれども、今日の見学また御説明、今日の協議の内容などを踏まえますと、むしろ、これをチャ

ンスにそういった教員の働き方改革も、より良い方向に推進していただけるきっかけになるんじゃ

ないかというふうに思っております。

一つは、やはり資源の共有化ですよね。要するに、開発した教材ですとかそういったものが、

ＩＣＴ環境を通して簡単に共有できて、また教員の人材も、リモート環境を使うことによって、先

ほどの安原教授のお話とつながるのですけれども、例えば隣の学校にはすごくＩＣＴが得意な先生

がいて、みんなに教えてくれていいけれど、うちの学校にはそこまでの先生がいなくてという、そ

ういう状況の中でやはりリモートを活用して、そういった優れた先生がリーダーになって研修を進

めるというようなことも、これからどんどん起きてくるのではないかと思います。

先ほどＩＣＴ推進リーダーという話もございました。是非、人材、そして教材ともに、共有化を
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どんどん進め、そういったものを蓄積していく教材バンクのような考え方ですかね。そういった形

で、教員の働き方改革にもつながるような実践を進めていただけると、児童にとっても、生徒にと

っても、教員にとってもプラスになるような、そういった方向が見えるのではないかと感じまし

た。以上です。

○二見教育長

今のお話ですが、一つはやっぱり、教員の働き方改革というのは、このＩＣＴを使ってというの

は、とても有効だと思います。プラス人的な支援という、教育管理課では、ここには出てきていま

せんけど、令和２年度に人を一人配置しまして、例の学校業務アシスタントというのを朝霞市独自

で、これはやっぱり予算を作って配置しました。何かというと、要するに学校の教員の仕事を代わ

りにやる人。例えば、出席簿の整理ですとか、成績の入力ですとか、あるいは会計の仕事ですと

か、それから学校ではタブレットを全部整理して、番号シールを貼って、それを全部エクセルで管

理して。そういうことを教員の代わりにやってもらったりしております。これは結構、教育管理課

長、評価高いですよね。

○岩﨑教育管理課長

あまり褒められる課ではないんですけど、それについては各学校から本当によくやってくれたと

いう評価を頂いたのと、あとは、たまたまコロナとも重なった任用でしたので、コロナのために付

けたわけではなかったのですけど、やはり消毒作業とかですね、いろいろな部分で活躍していただ

いて、本当に校長先生含めてですね、先生方にも大変評価頂いた事業になりましたので、今も継続

してやっております。

○二見教育長

もう一つは、先生おっしゃったように、教材のアーカイブ化、前からやれと言っていた、そうい

う話。教育指導課長。

○松本教育指導課長

教材のアーカイブ化という点で、共有できるフォルダを作りまして、今年度に入りまして、小学

校３、４年生社会科で評価問題がなかなか作れなかったというところがあったのですけれども、作

成委員会で作りまして、共有に載せることで、今までですと評価問題は学校の先生方が、コピーし

て切り貼りして作ったり地道な仕事として負担感につながっていたかと思うのですが、そこを活用

すれば、解決するということで、共有化を小学校社会に限ったことでなく、他の教科に広げていき

たいと計画しております。

○安原教授
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素晴らしい。

○星野教授

コミュニティ・スクールなんかも、そういったところにうまく組み合わせて先ほどもお話が出た

けれども、その中に何かパソコンが得意な人とか、何が得意な人とか、それぞれ得意な委員が入っ

てくだされば、そういった方たちもまたですね、教員の研修に参加をしていただくとかですね、そ

ういったこともあり得ますよね。いろいろな形で新しい流れがスタートしている中で、うまく先生

方が、非常に意欲的に取り組まれている様子が大変印象的でした。

○二見教育長

それでは、以上で大柱「（１）学校教育」についての説明及び質疑を終わりたいと思います。

本日は、ここまでで一旦区切りまして、次回第３回につきましては、引き続き「（２）生涯学習」

から説明・質疑応答を行ったのち、施策に対しまして、アドバイザーのお二人から御意見を頂戴す

る形で進めさせていただきたいと存じます。

以上で、議事（１）を終了いたします。

◎４ 議事（２）その他

○二見教育長

次に、議事（２）その他として、皆様方御意見等ございますか。

ないようでございましたら、以上で本日の議事を終了します。

それでは事務局、お返しします。

◎５ 閉会

○事務局・山本課長補佐

以上で、本日の議事は全て終わりました。

なお、第３回の会議は来週ですね。７月１５日木曜日、午後３時から５０２、隣の会議室になり

ます。こちらで開催をさせていただきます。

これをもちまして、令和３年度第２回朝霞市教育行政施策評価会議を終わります。

本日は、ありがとうございました。


