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令和４年度第２回 

朝霞市教育行政施策評価会議 

令和４年７月７日（木） 
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 学識経験者（２人） 
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学校教育部教育指導課長 松 本 欣 巳 
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    生涯学習部中央公民館長 中 村 浩 信 
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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・古瀬係長 

定刻となりましたので、ただいまから、令和４年度第２回朝霞市教育行政施策評価会議を始めま

す。 

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。 

 

◎２ あいさつ 

○二見教育長 

改めまして、皆さんこんにちは。 

令和４年度第２回朝霞市教育行政施策評価会議ということで、今年も本当に暑い中、新型コロナ

ウイルスも少しまたちょっとぶり返している中でございますが、今回、またお二人の学識経験者の

星野敦子十文字学園女子大学教育人文学部教授、ありがとうございます。また、埼玉大学教育学部

教育実践総合センター特任教授の安原輝彦先生、ありがとうございます。今年も二人の先生をお迎

えして、本市の教育行政に係る施策について、忌憚のない御意見を頂きながら、本市の教育をより

充実させていくよう会議を進めてまいりたいと思っております。 

最近、私もいろんなところで話をする機会が増えています。去年の就任以来、学校教育において

は、歴史的転換点となりますと、ずっと繰り返し申し上げております。なぜ、私はこの話を繰り返

し申し上げているかというと、やはり、このことがなかなか学校の中で浸透していかないんだなと

いうことを痛感するからであります。令和の日本型学校教育の方針が示されましたけれども、当然

これまでですね、日本の学校教育のいいところは残しながらも、今後やはり持続可能な学校にして

いくためには、ここでやはり大きく転換をしていかなければいけないということは事実でございま

す。 

既に学校には、昨年来、一人一台タブレットが入っております。また、学習指導要領も変わりま

したし、今、言われている教職員の働き方改革、更に部活動の地域への移行等、大きく社会情勢や

周りの状況が変わってくる中で、まだまだ実際に現場に立つ教員の意識は変わっていません。更に

は今後、働き方改革の中で、学校の負の側面ばかりが取り上げられて、教員を目指す若者が大きく

減少し、慢性的な教職員不足に陥ってしまっている。私たちは、やはりこの負の連鎖をどこかで断

ち切っていって、持続可能な学校教育を朝霞市で実現しなければいけないなというふうに思ってい

ますし、今、私たちがここで声を上げて変えていかなければ、本当にこの後、ジリ貧を迎えてしま



- 5 - 

 

うだろうなということを痛感しております。 

また、生涯学習におきましても、新型コロナウイルスの影響によって、様々な生活様式が変わっ

ていく中で、いろいろなイベントや行事が中止になって、人と人との交流がだんだんなくなってい

くといったことが続いておりましたが、ここに来て少しずつ、様々な行事等も復活がされて交流が

始まっております。 

やはり、そういった中で、将来に渡って持続できる社会、安心していろんなことができる社会、

これを保障していくことが生涯学習においては重要だというふうに考えてございます。 

いずれにいたしましても、この会議でございますけれども、本市のこれまでの１年間の教育行政

を、施策を御評価いただきながら、私どもがまず自らの教育行政について振り返り、そして、より

良い教育行政を行っていくこと、これは朝霞市内の１万１，０３７人の子供たち、５８０人を超え

る教員、更には１４万人を超える市民のために実施していかなければならないと考えております。

大変長くなりましたが、この教育行政施策評価会議を、いろいろ御指導を賜りながら進めてまいり

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○事務局・古瀬係長 

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に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。 

○学識経験者・星野教授 

十文字学園女子大学の星野でございます。いつも学生たちが大変お世話になっております。 

今、教育長の方から非常に心に響くお話がございましたけれども、ちょうど私どもの４年生が教

育実習を少し前にほとんどの子が終えましたが、その中で、もともとは教員にならないと言ってい

た学生が何人も教育実習の後で現場を体験して、やっぱり教員を目指したいということで、取りあ

えず臨時採用でもいいから、そちらから入りたいという学生が何人も毎年出てまいります。そのよ

うに、本当に日本の学校現場、世間で言われているのとは違って、大変魅力のある現場もたくさん

あるのではないかと感じています。 

朝霞市に先立ちまして、実は既に埼玉県の方の教育行政点検評価を済ませてまいりました。ま

た、毎年朝霞市の方でも、こういった重要なお役目を仰せつかっておりまして、責任を感じており

ますけれども、精一杯、評価の方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・古瀬係長 

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。 

○学識経験者・安原教授 

皆さん、お世話になります。埼玉大学の教育学部の方は今年度、一応区切りを持ってですね、特

任教授ということで、大学の方で教職大学院を引き続き担当させていただいてる者です。よろしく

お願いします。 

今の教育長のお話だとか星野先生のお話を伺いながら思い出したもので、実は先月、６月２６日

日曜日の読売新聞と朝日新聞の中に特集コーナーがあって、読売の方は家族社会学の先生がお書き

になっているものと、朝日新聞の方は室伏スポーツ庁長官が、今話題になっている今後の部活動の

地域移行ということで、地域移行に関しては２０２５年ということを言っていますので、本当に真

面目にここ１、２年考えていかないと、１０年ぐらいの単位で実行に移されていくのでしょうが、

大変な時代になってきたなというのが１点です。 

それから、いわゆる我々は今教育長のお話じゃないですけど、ここで学びの転換しておかないと

大変なことになるのではないかというのは家族の変容から考えても、今これから２０年後、３０年

後生きるお子さんたちにとっては、非常に深刻な現状があるのかなという思いを持ちました。これ

は、我々や行政を担当されている皆さんも、やはり１０年後、２０年後先を考えて施策というもの

を考えていくときに、一つの参考になるかなと思って。ざっくり言うと、もう我々例えば日曜日の

夕方に食卓を囲んで、お父さん、お母さん、子供が二人いて、みんなで今週はどうだったかな、来

週はどうだったかなという家族像も、今後１０年後以降はないのではないかと。お父さんもお母さ

んも共に働き、子供たちもいろんな外へ出掛けて行って、日々食卓を囲む時間がまずなくなる可能

性はあるのではないかと。それから未婚率考えてみると、そもそも結婚しない若者が２０５０年、

４０年、５０年では、ほぼ３分の１ぐらい、男女でもばらつきが出てきますけど。そうすると家族

というもの自体が、もう今の家族形態じゃないものになっていくだろうと。そのとき社会はどうな

っているのでしょうかという疑問を投げ掛けているような論文だったのですけれども。 

そういった観点で学校も、僕は教職員自体が未来社会をやっぱりある程度見据えて、じゃあ今日

の授業どうしようか、来年の授業どうしようか、子供たちにどんな力を付けるのだろうというのは

真剣に議論していく、正に学びの転換の時期が来ているかなという気がします。 

そういった意味でも、これからの教育行政も含めて学校教育というのは、課せられている課題っ

て結構大きいのかなと思って、もう私は引退する年代なのですけれども、本当に大変な時代が来て

いるなということを思っています。 
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すみません、まとまらずに。よろしくお願いしたいと思います。 

○事務局・古瀬係長 

ありがとうございました。 

 

◎３ 出席者自己紹介 

○事務局・古瀬係長 

続きまして、教育委員会事務局職員の自己紹介をいたしたいと存じます。 

学校教育部、生涯学習部の順に紹介させていただきます。 

それでは、学校教育部、野口部長からお願いいたします。 

○野口学校教育部長 

学校教育部長の野口邦彦です。よろしくお願いいたします。 

○奥山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奥山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小石川教育管理課長 

この４月から教育管理課長を拝命いたしました、小石川知治でございます。どうぞよろしくお願

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。 

○長谷学校給食課長 

学校給食課長の長谷と申します。よろしくお願いいたします。 

○神頭生涯学習部長 

こんにちは。生涯学習部長の神頭です。本年度も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 

こんにちは。生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長の菊島です。よろしくお願いいたしま

す。 

○赤澤文化財課長兼博物館長兼埋蔵文化センター所長 

文化財課長兼博物館長兼埋蔵文化センター所長の赤澤です。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。どうぞよろしくお願いいたします。 

○鈴木図書館長 

図書館長の鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○事務局・古瀬係長 

最後に、事務局の古瀬と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、次第に従いまして、本日の議事に入りたいと思います。 

議事の進行に当たりましては、朝霞市教育行政施策評価会議開催要領に基づき、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４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 

それでは、議事を進めてまいります。 

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でしょうか。 

（異議なし、の声） 

御異議がございませんので、本日の会議は公開することに決定いたします。 

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・古瀬係長 

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、議事を進めてまいりたいと思います。 

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れますよう、皆様、御協力をよろしく

お願いいたします。 

では、議事（１）「令和４年度朝霞市教育行政施策評価調書の説明及び質疑応答」に入りたいと思

います。 

お手元の令和４年度朝霞市教育行政施策評価調書を一枚めくっていただきまして、目次を御覧く

ださい。 

まず進め方でございますが、目次の中「（１）学校教育」から大柱ごとに、施策について担当が説

明する形で進めたいと存じます。なお、「（１）学校教育」に関しましては、施策が①から④までご

ざいますが、これは施策ごとに切って説明と質疑応答を行ってまいりたいと思います。 

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

ない場合は、次回会議へ持ち越したいと存じますので、よろしくお願いいたします。 



- 9 - 

 

それでは、「（１）学校教育」、１ページをお願いします。 

「朝霞の次代を担う人材の育成」について、説明をお願いします。 

教育指導課長。 

○松本教育指導課長 

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。 

主な実施内容は、県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

ウンセリングに関する資格を保有する、さわやか相談員を中学校に５人。カウンセリングの知識を

有するスポーツ相談員を中学校へ１１人配置いたしました。 

進捗状況といたしましては、県スクールカウンセラーや市配置相談員及び朝霞市子ども相談室が

連携を図りながら児童生徒が抱える課題に丁寧に寄り添うことができていることから、おおむね順

調としております。 

児童生徒を取り巻く環境が大きく変化し、課題も多様かつ複雑化している今日において、朝霞の

次代を担う人材である児童生徒の豊かな心を育成していくニーズは変わらないと捉えております。 

児童生徒が抱える課題は複雑化していく中で、学校が関係課や関係機関との連携を一層図ってい

くことが課題であると捉えております。同時に、児童生徒が十分に体を動かす機会が確保できてい

ない現状も課題であると捉えております。 

これらの課題を解決するために、ＩＣＴ機器も活用しながら、不登校児童生徒の教育機会の確保

など、個に応じた支援や対応を行うなど、教育相談事業の充実に努めてまいります。また、各学校

の実態に応じて、児童生徒の体力を向上させる取組を推進させることにより、児童生徒の豊かな心

と健やかな体の育成に努めていきます。 

説明は、以上でございます。 

○二見教育長 

それでは、「朝霞の次代を担う人材の育成」について、説明がありました。 

御質問等がございましたらお願いいたします。 

○学識経験者・星野教授 

御説明ありがとうございました。 

１ページの、スクールカウンセラーが何人、市内全小中学校へ配置ということで、ここにスクー

ルソーシャルワーカーについての記載がないのですが、参考資料として事前に配布された別冊資料

の３ページに「今後の方向性」の一番下のところで、「教育相談事業」ですけれども、「学校と子ど

も相談室やさわやか相談室との連携を深めるとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカー及び関係諸機関との連携を強化するなど相談機能のさらなる充実を図っていく。」という
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記載がございます。 

また、先ほどの御説明の中でも、関係機関との連携ということをおっしゃっていたのですが、こ

のスクールソーシャルワーカーに関しては、まず人数はどのくらいいらして、どのような配置にな

っているのか教えていただきたいと思います。 

○二見教育長 

教育指導課長。 

○松本教育指導課長 

御回答させていただきます。 

スクールソーシャルワーカーにつきましては、県のスクールソーシャルワーカーが、令和３年で

は、２人配置をされました。朝霞市の子ども相談室を拠点にいたしまして、各学校の要請に応じて

サポートに回るという形になっております。 

以上でございます。 

○学識経験者・星野教授 

ありがとうございます。 

このスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの間では、横のつながりと言います

か、情報共有などは図られているのでしょうか。 

○二見教育長 

教育指導課長。 

○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、子ども相談室に勤務しておりまして、子ども相談

室が各中学校のスクールカウンセラーなどとも連携を取りながら、子ども相談室を核としてスクー

ルソーシャルワーカー、スクールカウンセラーが連携をそれぞれ図っていますし、必要に応じてス

クールソーシャルワーカーが学校に直接訪問することもございますので、その際にスクールカウン

セラー、さわやか相談員、サポート相談員などとも連携を図りながら業務を進めております。 

○学識経験者・星野教授 

ありがとうございます。もう一点よろしいでしょうか。 

３ページの指標が五つあるのですが、その中で、「不登校児童・生徒の割合」という指標がござい

ます。現段階では、こういった指標、ほとんどの行政が取っていらっしゃるわけですけれども、普

通教育機会確保法等の施行、またその実質的な運用が今動き出している中で、不登校児童・生徒の

割合ですが、あるいは学校に戻った児童・生徒の割合ですとか、そういったものを指標とするより

も、むしろ不登校の児童・生徒が学びの場を確保できているかといったような指標を新たな指標と
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すべきではないかというような、そういった意見もあちこちで見られると思われます。 

県の方も、今その指標の変更という形で決定していて、今後は不登校児童・生徒が学びの場を確

保できているかという点を指標としたいと思っているのですが、これについては朝霞市の方では、

現状で構いませんが、どのようなお考えに、認識をお持ちか教えていただきたいと思います。 

○二見教育長 

学校教育部長。 

○野口学校教育部長 

お答えいたします。 

本当に不登校に関しては、なかなかこういう複雑化する人間関係の中で、現状は、もちろん不登

校を増やさないという努力はしているのですが、やっぱりどうしても数字的には上がってきてしま

っております。 

ただですね、以前はどうしても家庭任せとなっていた部分が、今、タブレット等が出まして、そ

れぞれの子供たちと個別につながれる。そういう形もできてきましたので、やはり先ほど言ったよ

うに学びが確保できているか、そういったところはやはり大切だなと。 

学校に復帰するということも大切ですけれども、それ以上にちゃんと学校とそれぞれつながって

いるかどうかというのがやっぱり大切かなと思いますので、ちょっと指標が変えられるかどうか、

この後、事務局と検討してみたいと思いますけれども、やはり不登校の数を減らすと同時に、やっ

ぱりその不登校の子たちとしっかりつながっていく。こういったところは重点的に取り組みたいと

思っております。 

○学識経験者・星野教授 

ありがとうございます。 

心強い回答です。ありがとうございました。 

○二見教育長 

教育指導課長。 

○松本教育指導課長 

不登校児童・生徒という現状について、少し補足をさせていただきます。確かに令和３年度につ

きましては、小学校の児童・生徒の不登校児童生徒が８５人、中学校１７６人ということで、数と

してはここ数年で一番増えてしまっているのが現状でございます。ただ同時に、学校教育部長から

もありましたように、タブレット端末が整備、配備されたことで、不登校の児童・生徒も教室にタ

ブレットを置いてオンライン授業を受けたりということが、令和３年度の１年間を通して、学校に

とって当たり前になり、私たちが行ったから、そのときだけ特別やっているというわけではなく
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て、日常的に使っているという様子を方々から伺うことができますので、やはり不登校児童・生徒

が学校復帰だけではなくて社会的自立に向けてということを考えると、学びの保障という観点から

不登校児童・生徒に対するサポートもできているのかなというふうには思っております。 

○学識経験者・星野教授 

はい、よく分かりました。 

ありがとうございます。 

○二見教育長 

ありがとうございました。 

安原教授、お願いします。 

○学識経験者・安原教授 

今のお話と関連するのですが、小学校の人数が中学校になって急激に統計資料を見ると増えてい

るのですが、従来、中一ギャップがうんぬんと言われておりますが、朝霞市の場合はどのように小

学校の人数が中学校で急増するような要因として、どういうことが考えられているのかというのが

１点。 

逆に、先ほど星野教授がちらっとおっしゃったのですが、改善した例の中で、小学校のときは不

登校だったけれども、中学校になったら不登校ではなくなったとか、あるいは中学校の最初のころ

不登校だったのが、途中で学校に来るようになったとか、そういう改善した例の要因みたいなもの

が、もしつかめていれば参考になるのかなと思いますが、その辺りはいかがでしょうかという質問

です。 

○二見教育長 

教育指導課長。 

○松本教育指導課長 

中学校で不登校があって、増えてしまった要因というところでは、小学校から中学校へというこ

とで、子供を取り巻く環境が大きく変化しているというところは非常に大きな要因の一つであるか

なと思っております。 

ただ、小・中学校共にここの要因を、それを少しでも軽減するべく、小・中連携、連絡協議会を

設けて情報交換をしたりですとか、あるいは校区ごとに児童・生徒の様子について情報交換したり

ということには努めております。 

ただ、私個人の私見にはなるのですけども、児童・生徒にとって環境が変化するというのは、基

本的に子供の成長にとって大きな刺激になるかなというふうには捉えております。ただ、やはりそ

の刺激というのが、一部強すぎる場合があると思いますので、そういった子たちにいかにギャップ
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を乗り越えさせてあげられるか、どういったサポートができるだろうということを視点に、担当指

導主事にも指示をしているところでございます。 

２点目の改善した例といたしましては、具体的な例としては、小学校のときは、なかなか学校に

は行けなかったお子さんも、中学に入ってから生徒自身の成長もあるでしょうし、学校からの丁寧

な働き掛けによって、中学３年生の頃には普通に学校に来て、無事に高等学校へ進学することがで

きたという例もございますので、私の方でも改めましてそういった成功例というか改善点というの

を確認させていただいて、共有して各学校への指導に生かしていきたいと感じさせていただきまし

た。 

○二見教育長 

学校教育部長。 

○野口学校教育部長 

今の話に関連してなのですが、やはり小学校から中学校ということで、やっぱりギャップを解消

しようとしても、どうしてもギャップが起こるという中で、少しギャップを解消してあげる例とし

て、早めに中学校の例えばさわやか相談室辺りとつながってもらって、こういう場所があるんだよ

ということで、いきなり学級ということではなくて、学級には入っていくのだけれども、こういう

相談できる場所があるっていうのを知らせてあげて、つながってあげて、それで中学校を迎えると

いうのも一つの方法かなと思いますので、その後に中学校に入っていったという例もありますの

で、やっぱり小学校にない、さわやか相談室があるということを有効に活用できればなと思ってお

ります。 

○二見教育長 

私は、中学校はどうなったか見ていて、一番感じているのは、小学校は、いろんなところで課題

を持っているお子さんたちも何となく同じ集団の中で過ごしていける。ところが中学校では、集団

の母体が変わること、それから発達に課題を持っているお子さんが思春期に入ってくることによっ

て、失敗体験が増えていってしまうと、どうしてもマイナスな部分が生じてしまう。特に一学期の

半ばから夏休み、夏休み明けにかけて増えてくるんですね。そういったお子さんたちを見ていく

と、そういった発達に課題があったりとか家庭的な環境に問題があったりとか、そういった部分を

抱えているような子が多いと思います。その辺も含めて、もっといろんなところで、さっきお話が

あったように、全てが教室、全てが学校教育ではなくて、個に応じてどういう対応をしていくのか

ということが大事かなと思っています。 

○学識経験者・安原教授 

すみません、別な観点で。今度は体力の、新体力テストの評価、小学校の方が心配だという。令
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和３年度の方、コロナの影響もあるのかなと思うのですが、一方、中学を見ると部活動的なところ

で運動するからまた回復するのかなと思うのですが、その辺はどういうふうにつかんで、特に小学

校の体力に関して、どんな方向性で行こうかというところがあればお聞かせください。 

○二見教育長 

学校教育部長。 

○野口学校教育部長 

御指摘のように、中学校は、やはり部活動があるということと、特に運動部活動ですね。それと

あと、やはり教科担任制だということも結構大きいのかなと思いますが、やはり小学校の方が、ど

うしても学級担任が教えていくということで、やはり先ほど言ったコロナの影響もあって、少しや

っぱり運動に後ろ向きというか、そういった面も出ているのかなという感じがします。 

ただ、今年度になって少しずつ回復してきましたので、そういった部分でやれることをしっかり

やっていくということで、これは個々に任せるというというのではなくて、学校としての醸成作り

というか、こういう運動をどのくらいまでやっていくかというところの確認の中で、そういった形

ができている学校は結構、維持できているというか、伸びているかなという感じがしますので、や

はり単にコロナが怖いというだけではなくて、できるものをやっていくと。それで、学校全体でこ

ういう形でやっていこうという、そういう学校全体としての取組ができるように、指導をしていき

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 

新体力テストの令和３年度の結果につきましては、私としても課題があると感じております。学

校ごとの個別の数字を見ていきますと、学校によってかなり差が大きくなっているかなというのを

今回感じております。これは小・中学校共にある実態になっております。 

私の方としましては、体育担当の指導主事にも話をさせていただいたのですが、やはり新体力テ

ストを児童・生徒で実施する以上は、その数字について正確に取ってあげて、その数字をしっかり

返してあげる必要があると思いましたので、まずは新体力テストの行い方について、まず先生方が

しっかり共通理解してできているか、そこをまず徹底していこうということで体育担当主事と話を

させていただきました。それを受けまして、体育担当の指導主事が新体力テストの行い方というリ

ーフレットを作成して、市内の小・中学校に配布をしてございます。 

○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、御質問等ございますか。 
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それでは、続きまして、５ページをお願いいたします。 

「確かな学力と自立する力の育成」について、説明をお願いいたします。 

教育指導課長。 

○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。 

主な実施内容は、小学校低学年補助教員を小学校に２７人、あさか・スクールサポーターを小・

中学校へ１７人配置するなど、確かな学力と自立する力を育成するべく、各種支援員などを各校に

令和３年度も配置いたしました。また、朝霞市教育委員会研究開発学校の指定を３校に行い、研究

発表を開催することができました。 

進捗状況といたしましては、２年振りに実施されました全国学力学習状況調査及び埼玉県学力・

学習状況調査におきまして、国や県の平均を上回る良好な結果を得ることができるとともに、タブ

レット端末の活用が各校において積極的に行われるようになったこと。また、教職員の研修におい

ても、コロナ渦における工夫を各学校で凝らしながら、行内研修などを推進するとともに、地域研

究開発学校指定校の研究発表も予定していた３校全てで行うことができたということなどから、お

おむね順調に進めることができたと捉えております。 

中央教育審議会におきまして、令和の日本型学校教育の構築を目指してと答申がなされ、ＩＣＴ

の効果的な活用は必要不可欠とされるなど、確かな学力と自立する力の育成に係る社会的なニーズ

は依然として高いものであると捉えております。 

タブレット端末の活用そのものは、令和３年度に加速度的に進んだと捉えておりますが、一方

で、今後求められる児童生徒の学力や自立する力の育成をするためのタブレット端末を始めとする

ＩＣＴの効果的な活用及び年間指導計画などへの適切な位置付けが現状の課題であり、今後、各学

校への指導支援を通して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、「確かな学力と自立する力の育成」について、説明が終わりました。 

御質問等ございますか。 

星野教授、お願いします。 

○学識経験者・星野教授 

指標の「授業にＩＣＴを活用して指導する能力」というところで、令和３年度、中学校では８割

以上、小学校では８割近い教員が「できる」、「ややできる」と回答しているということ、非常に良

好な結果ではないかと思うのですが、この研修はどのように進めていらっしゃるのか、大まかな流
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れ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 

令和３年度におけるタブレット端末を始めとするＩＣＴの研修の状況につきましては、まずタブ

レット端末を導入するに当たりましては、令和２年度中にガイダンスというところで、市主体の研

修会を開催いたしました。それを受けまして、各学校において、ＩＣＴの得意な先生を中心とし

て、先生方の教え合いという中で研修を進めていっております。 

併せて、市といたしましても、ＩＣＴの活用に長けている先生がいらっしゃいますので、そうい

った先生をＩＣＴ推進リーダーという形で任命をいたしまして、市全体の推進者として活用事例集

を作成したり、各校の状況の聞き取りを実施しながら、こちらとしてもできるサポートを検討する

などし、進めてまいりました。 

さらに、令和３年９月に通常登校とオンライン授業を組み合わせるハイブリッド型による分散登

校を実施した際に、多くの先生方が、タブレット端末の活用をせざるを得ないという状況がありま

したので、そこでかなり一気に進んだかなという認識があります。 

当初は、やはり先生方の負担感というのは、あったのかなというふうに思うのですが、やること

によって、どんな先生でも日常的に活用できる状況が実現したのかなと思っておりまして、そうい

ったところが今回の調査にも反映されているものと捉えております。 

以上でございます。 

○学識経験者・星野教授 

ＩＣＴリーダーの役割を果たすのは、先生の中で得意な方がリーダーということで、例えばほか

の学校にも教えに行ったりとか、そういうようなことが行われているということでしょうか。 

○二見教育長 

教育指導課長。 

○松本教育指導課長 

残念ながらＩＣＴ推進リーダーにつきましては、ほかの学校に対して指導に行くということにつ

いては、昨年度はできておりませんでした。 

ただ、私といたしましても、やはりＩＣＴ推進リーダーの先生方、すごく高いスキルと指導力を

お持ちの先生方がいらっしゃいますので、要請・要望があれば、ほかの学校に行っていただくとい

うことは、素晴らしいことというふうに考えておりますので、今年度は、そういうところを考えな

がら推進していきたいというふうに考えております。 
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○学識経験者・星野教授 

ありがとうございます。 

行政によっては、ＩＣＴを支援する。教員ではなくて専門の技術的な職員のような方で、必要に

応じて各学校に移動して役割を果たされているようなところもあるようなのですが、今のお話です

と、教員同士の教え合いですとか、サポートをしていく中で研修が進められているということで

は、そちらの方が、どちらかというと理想だなと私は感じておりまして、今後、この形で更に体感

されていくというか、なっていくと思っております。ありがとうございます。 

教育長、もう一点よろしいでしょうか。 

恐縮なのですが、別冊資料の１４ページなのですが、「育み支援バーチャルセンター事業」という

ので、こちらを拝見して、非常に事業内容として発達の遅れなどが気になる児童・生徒の自立支援

のための専門家チームの巡回相談ということで、非常に良い事業であるなと感じました。 

ただ、経年変化を見ると、令和元年度から令和３年度にかけて実績が、数字が落ちてきていると

いうことで、これはどういう理由で実績が落ちてきているんでしょうか。何か理由が分かれば教え

てください。 

○二見教育長 

私の方からお答えします。 

これを立ち上げたのは、私が指導主事の時ですが、その当時は、医者、小児科医の先生、臨床心

理の専門の大学の先生などが入ってスタートしたのですが、だんだんやっていく中で、かなり形骸

化しているようなところも正直ございます。 

これは、市の健康づくり課というところが担当してやっておりますけれども、実際に回っていた

だいている方々に情報提供をし、あるいはつなぐという作業が少し形骸化しているかなと。学校の

方は、たくさん情報を与えてお願いするのですが、なかなか思うような返事を頂いていない。 

一方で、特別支援学校の方が、地域のいわゆる拠点としての特別支援教育コーディネーターの派

遣がございます。学校で言いますと和光南特別支援学校が中心になっているのですが、こちらの方

は具体的な対応を先生が来てくれて行われております。一方で、これを使う人数が大分増えてきた

かなというふうに思います。コーディネーターは１日来てくれて、子供の様子を見ながら、いろい

ろアドバイスを頂けております。 

令和３年度から既に動き始めているのですが、実際に、こういった発達に課題があるお子さん、

就学前のお子さんも含めた就学相談、これをしてもらっていますけれども、これが非常に満杯状

態。就学相談の件数が多すぎて、朝霞の場合１回で終わらないで、２回も３回も納得するまで、ず

っと同じ子に対して繰り返してやりますと。そうなると、かなり満杯状態です。 
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一方で、近隣の病院に、やっぱりお医者さんからするとアドバイスするみたいなのですが、学校

の方でちょっと気になるお子さんがいると、すぐに発達に問題があるのではないかというので、病

院へ行って検査を受けてくださいという話を結構簡単に担任がするみたいでして。本来はそういう

のはちゃんと学校の中でも協議する必要があると思うのですが、いきなり病院に来られて検査して

くださいという依頼もあると。 

今年度は、バーチャルと学校教育と両方併せて、子ども相談室にも臨床心理士がいますので、こ

こで月に１回でも２回でも、発達に課題のあるお子さんの支援、相談できる仕組み作りを今年度１

年間かけてやっていくと考えております。そうすると、健康づくり課、あるいは障害福祉課を巻き

込んでフラットな仕組みづくりを今年していこうという、それは御指摘のように、やっぱりなかな

か件数が減っていく中で形骸化してしまっているのもありますので、新たな仕組み作りということ

で今取り組んでいるところでございます。 

○学識経験者・星野教授 

よく分かりました。 

非常に今ニーズが高まっている分野でもありますので、そういった形で新しい仕組みが、この制

度がですね、新しい仕組みの中に生かされていくというのが望ましいのではないかなと感じまし

た。ありがとうございました。 

以上です。 

○二見教育長。 

安原教授、お願いします。 

○学識経験者・安原教授 

ＩＣＴの話題が出ていますので、これに関連して、まず一つは、今まで各学校にパソコン教室と

いうのがあって、パソコンが４０台ぐらいあった。あの教室の活用というのは、一人一台で子供た

ちにタブレットが配付されて、その関係は今どうなっているのかなというのが一つ、状況的に分か

っていますかというのが第１点です。 

２点目は、コロナの影響で一気にＩＣＴ活用が進んだということで、いいのか悪いのかちょっと

分からないのですが、今度は学びの観点から見たときに、タブレットを単に使うという意味だけで

はなくて、本当にそのＩＣＴを子供たちの学びに活用しているのかということから考えると、結構

学校間格差ってあるのか、ないのか。先ほどお話にあったように配信に長けた教員がいる学校と、

そうでない学校の差もあるんでしょうけれども、学びの内容の格差みたいなものは授業を御覧にな

っていて、やっぱり出てきてしまうのかということ。 

あと、また新型コロナウイルスの感染者が増えているのでなかなか難しいのですが、新型コロナ
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ウイルス感染症の終息後、今度は対面が普通どおりできて、対面授業ができるようになったときの

ＩＣＴのタブレットを使った授業のバランスみたいなものは、どうなのかなというのがお聞きした

いのと。 

あと、家庭学習。ＩＣＴ、一人一台タブレットになって、何か家庭学習にも変化が起きたのか起

きないのかという点が、まずはＩＣＴ活用ということでお願いしたいと思います。 

○二見教育長 

学校教育部長の方から。 

○野口学校教育部長 

まず、２点目の方に関連してということで、お答えさせていただくと、やはり一昨年ぐらいか

ら、一人一台タブレットが入って、それをとにかく使わなくちゃいけないということで、各学校で

とにかく使おうという形で始まりました。各学校の校内研究とかを見てみると、やはりＩＣＴ活用

ということがかなり多くなってきてしまって、最近ちょっとシフトチェンジして、ＩＣＴを使うと

いうことよりも、それぞれの教科の目的とか身に付けさせるべき力があるわけで、身に付けさせる

ためにどうやってＩＣＴ教育に組み込んでいくか。そういったところに重点を置いてもらう。使う

ことが目的ではないということで、最初はですね、とにかく使ってほしいということで、やっぱり

苦手な先生もいますので。ただ、今年になってからはＩＣＴをどういうふうに授業の中で活用して

いくかということに重点を置いて考えてほしいという話をしております。 

それから、先ほど対面授業が、オンラインが多くなってしまって対面はということがありました

けれども、やはり授業とか各学校を見ておりますと、やはりタブレットで黙々と作業をするという

ことよりも、タブレットを使ってお互いにコミュニケーションをした発表であったり、そういった

ことを結構組込んでもらっているので、やはりもちろんタブレットを使って個人でやる作業もあり

ますけれども、それがメインにならないで、うまくそういうタブレットを使いながらコミュニケー

ション能力というか、そういうグループの活動であるとか。いいなと思うのは、やはりそういうと

ころに欠席の子供がオンラインで入ってくるといったこともできるようになっているので、そうい

った意味では非常にそういったＩＣＴ活用というのが、うまくコミュニケーションや学びにも生か

されているかなという感じがしております。 

○二見教育長 

教育指導課長。 

○松本教育指導課長 

先ほどＰＣの本市の現状についてというところなのですが、やはり児童・生徒一人一台タブレッ

ト端末が整理されたこともありますので、現状としてはパソコン室のリース契約が切れ次第、その
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後撤去という形で、パソコン室はなくなってきている現状がございます。ただ、中学校の技術科な

どで、やはり関連があるところはあるのですが、それも朝霞市に入っているタブレット端末で十分

授業ができるという判断がございましたので、その辺りを今進めているところでございます。 

パソコン室がなくなって、その教室をどうしているかというところで、学校にもよるのですが、

普通教室に転用してというところもありますが、学校によってはカーペット付の広い教室だったり

しますので、ＩＣＴルームのような名称に変えて、子供たちが多様な学び、活動ができるような場

にしているような学校もございます。 

あと、家庭学習についてですが、朝霞市の方ではｅライブラリという会社の、業者が作成してい

るドリルソフトがございます。こちらドリルソフトが子供の学習履歴に応じてＡＩが判断して問題

を出すという仕組みを備えておりますし、例えば中学２年生であっても、小学校４年生、５年生の

学習まで遡れるというのが可能になっておりますので、こちらも家庭学習で活用するように教育委

員会としては各学校に周知指導しておりますし、学校でも活用が進むように、ｅライブラリを出し

ている業者が、オンラインで活用方法の研修会を開催したりという形で進めております。 

ですので、今後、今月末夏休みに入りますけれども、各学校の方では夏休みにおいても、ｅライ

ブラリが活用できるようにという形で準備を進めていっていると伺っております。 

以上でございます。 

○学識経験者・安原教授 

ありがとうございました。 

今度別な角度から、先ほど教員の研修についてもお話が出たのですが、やっぱり今、教育採用試

験が今度の土曜日に行われる状況の中で、今教員になる若者が非常に少ないと。県の方では、競争

率において、志願率が３倍を切っちゃって、そのうち２倍も切るのではないかと危惧している。特

に小学校の先生を目指す若者が少ないという中で、教員の働き方改革という観点から考えると、確

かな学力を養っていく上では教員の資質向上というのが必修かなと思うのですが、その一つの壁と

なっている多忙感があると言われていて、働き方改革の課題が今あるのですが、そういう意味で

は、朝霞市の学校の先生方は、働き方改革、今この勤務時間も配慮されていると思うのですが、そ

れは年々向上していっているという傾向にありますか。 

○二見教育長 

教育管理課長。 

○小石川教育管理課長 

本市、例えば県教育委員会の方で６月、１１月、３月で、勤務状況調査を取ってくださっていま

す。その結果を拝見しますと、やはり令和２年度を通じてのものと、令和３年度を通じてのものと
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いうのが、１年間を通してという数字というのが本当にあるわけなのですが、やはりまだ大きな前

進は正直ないなというふうに考えております。 

県が四つの視点を定めています。その中でも二つが重要視されておりまして、負担軽減ための条

件の整備が大切であるということ。もう一つは、業務量の削減が必須だということ。そういった点

から昨日ですけれども、負担軽減の検討委員会を実施いたしまして、とにかくアンケートをまず取

りながら、声を聞きながら進めていこうということで進めてまいっております。 

また、その中でも、特に結局、今まで本市として、他市でも行われてきたことではあるかもしれ

ませんが、例えば打刻システムを入れていきましょうであるとか、自動応答機能付き電話、いわゆ

る留守番電話ですよね、これを入れていきましょうとか、また、学校の閉庁日に至っては、今年度

１１日間取ります。ですので、そういった点では非常にいろいろ市としても頑張っているところで

もあります。そして、校務支援員を市独自で入れていきましょうということで、各市町村に先立っ

て入れていったというところがあるのですが、先生たちも、その空いた時間にまた新たな仕事を入

れてしまう。そういった部分がやはりあるのかなと思っております。 

ですので、今回一つ私たちの方で考えていかなければいけないのは、きちんとお尻を定める。少

し具体的に申し上げるなら、例えば８時退庁というようなことで、とにかくお尻をしっかり切って

仕事をしていく。また、来る時間も本当に早い先生はとてつもなく早い方も今までいらっしゃった

わけですが、来る時間に関しても、何時以降にしていこうね、若しくはそれに伴って保護者、また

地域に協力いただいて、逆に今度は子供を登校させる時間も余り早すぎては困るので、少し協力い

ただけないでしょうかというようなところで各所と連携を取りながら進めていきたいと考えており

ます。 

○学識経験者・安原教授 

ありがとうございます。 

○二見教育長 

教育指導課長。 

○松本教育指導課長 

指導の上で先生方の働き方改革と資質向上を両立するための取組といたしましては、これまで朝

霞市では、各教科の主任研修会について個別に開いて行っていたところがあるのですが、やはりオ

ンラインで一斉に共有できるというところもありましたので、今度はオンラインで一斉教科等主任

研修会という形で、まず最初に全体会として先生方に集まっていただいて、教育長からのお話を聞

いていただいて、その後、各教科ごとに分科会を個別にオンラインで実施するという形で。これま

でですと、今日は社会、明日は理科、明後日は算数、数学というように、本当に日によってバラバ
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ラに学校の先生が出張に行かざるを得ないという状況があったのですが、今年度においては、１日

の午後だけ時間を空けていただければ、ほぼ全部の主任研修会をオンラインで済ませるというとこ

ろがありましたので、やはりそういった意味で出張の手間が省けるということで負担軽減にもなり

ますし、逆に午後、先生方が少しゆとりのある時間を過ごせるという負担感という部分でも少し軽

減されたのかなというふうには捉えております。 

ただ、全て主任研修会がオンラインで済むかというと、そういうわけではありません。やはり対

面でないと効果的ではないところもあります。逆に今までは対面だったけれども、オンラインで十

分こと足りるものがあるので、そのバランスを取りながら今後も進めていきたいと考えておりま

す。 

○学識経験者・安原教授 

なかなかやっぱり、委員会の方で考えているものと教職員の意識の差と言いますか、先ほどお話

で、時間が空いて、せっかく空いたのにまた仕事を作っちゃうという。その辺の対策というか、ど

うしていくのかなというところが今後の課題かなと、これは私の感想ですけれども。今のお話を伺

って、あの手この手をやっているのに、肝心の先生方自身が労働観というか仕事観みたいなところ

が変わらない限りなかなか無理だなというところがあるのかなという印象に残っておりましたの

で、これからですけれども、ありがとうございました。 

○二見教育長 

ありがとうございました。 

それでは、「確かな学力と自立する力の育成」について、それ以外の御質問ございますか。 

それでは、続きまして、９ページを御覧ください。 

続きまして、３点目の「質の高い教育を支える教育環境の整備充実」についての説明をお願いい

たします。 

学校教育部次長。 

○奥山学校教育部次長兼教育総務課長 

それでは、「質の高い教育を支える教育環境の整備充実」につきまして、学校教育部の全体に関係

する施策のため、教育総務課から御説明いたします。 

令和３年度の施策の実施内容につきましては、小学校少人数学級への対応としまして、普通教室

への転用改修工事を、第三小学校、第六小学校、第十小学校で６教室行っております。また併せま

して、第六小学校の増築工事は基本設計に着手いたしました。 

令和２年度からの継続事業といたしまして、教職員の資質、能力の向上に向けた取組として、研

究開発学校の指定と研究発表会の開催を第七小学校、第八小学校、第三中学校で実施しておりま
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す。 

続いて、工事の関係になりますが、平成３０年度から学校の体育館にエアコンを設置する工事を

５か年計画で実施しておりまして、令和３年度は第十小学校、第一中学校、第五中学校の工事を行

い、第二中学校、第三中学校、第四中学校の設計を実施しております。 

第五中学校の関係の特認校ですが、生徒の募集につきましては、申請及び許可人数は総数３７人

となっています。また、中学校自由選択制の実施におきましても、希望及び許可人数が総数１３８

人となっております。これらの実施状況から判断をいたしまして、進捗状況の評価は４の「おおむ

ね順調」と判断しています。 

施策の必要性につきましては、「４ 社会的なニーズは現状と変わらない」としております。 

裏面に移りまして、現状と課題の分析につきましては、市全体に共通することですが、限られた

財源の中で施設の維持管理を含め、様々な工事を進めていくことを記載しております。 

今後ですが、教職員の資質向上に引き続き取り組んでまいります。さらに、学校の施設の老朽化

につきましては、学校施設長寿命化基本方針などを作成しておりますので、そちらに基づき計画的

に改修・修繕を行うとともに、少人数学級への対応として、普通教室への転用と、第六、第九小学

校の校舎増築工事に向けた基本設計などを進めてまいりたいと考えております。 

説明は、以上になります。 

○二見教育長 

説明が終わりました。 

それでは、「質の高い教育を支える教育環境の整備充実」について、質問をお受けします。 

星野教授、お願いします。 

○学識経験者・星野教授 

指標②のエアコンの設置ですけれども、順調に進んで、本当に暑い夏が来るたびに子供たちのこ

とが心配になりますけれども、令和３年度で１２校ということで、非常に順調に進まれているので

はないかと感じました。 

質問ですが、９ページの「３ 進捗状況」のところですね。ここで先ほど少しお話がございまし

たけれども、「教職員の資質は研究開発学校の指定・行内研修の推進や教育に関する研究成果などの

データのアーカイブ化を進めることなどにより」ということで、ＩＣＴもいろいろ活用して、研修

など進められているのですが、このデータのアーカイブ化につきまして、具体的にどのような形で

進められているのかということと、このアーカイブ化されたデータを教職員がどのように活用でき

るような、そういう工夫、あるいは、これからされていくのか分かりませんけれども、その辺を少

し教えていただきたいと思います。 
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○二見教育長 

教育指導課長。 

○松本教育指導課長 

教育に関するデータのアーカイブ化についてなのですが、こちらにつきましては、先生方が校務

で使用しているパソコンが全て共有のサーバーにアクセスする運用の形になっておりますので、そ

の中に教育アーカイブという個別のフォルダを設けまして、どの先生方もアクセスできるような状

態を作り上げております。中のデータにどんなものが収められているかというところなのですが、

例えば学習指導案で優れた実践をされている先生がいらっしゃいますので、それで学習指導案を保

存したりですとか、あるいは小学校の社会科で副読本を作成するのですが、そこで出てくるワーク

シートですとか、画像データとか、そういったのを収納したりという形で、先生方が授業の中でう

まく使えるような資料を中心に集めております。こちらにつきましては、まだ道半ばというところ

が現状でございますので、今後も教育委員会として更に充実に努めていかなければならないと考え

ております。 

○学識経験者・星野教授 

ありがとうございます。 

非常にそういった優れたデータをアーカイブ化していくということが大変有効なことであると思

いますが、更にそれを活用するためにですね、やはり、例えばデータを活用するための研修なども

開催したり、そういうことを実践しているところも結構ございますので、そのような形で、せっか

くのデータを宝の持ち腐れにならないように、できるだけ多くの先生方に活用してもらうような手

法を今後また発展させていただければいいかなと感じました。 

とても楽しみです。ありがとうございます。 

もう一点よろしいでしょうか。別冊の方で、先ほどちょっと安原教授からも関連の御質問があり

ましたけれども、１８ページの「教職員配置事業」のところで、やはり働き方改革に関わる部分な

のでが、代替教員などの配置、それから学校業務アシスタント、校務支援員というのですかね、の

配置などによって教員の負担軽減などが進められているということに、これを拝見して感じまし

た。 

それで、このページにある指標で「小中学校への代替教職員の配置人数」なんですが、令和３年

度が３１人ということで、令和２年度から大きく増加をしています。これは、人数が高まったため

に増えたのか、それとも、より環境を改善するために増えたのか、その辺がちょっと理解できなか

ったので教えていただきたいのと。あと、アシスタントですね、校務支援員がどのような形で活用

されていて、今現状ニーズに対する満足度といいますか、その辺がもし分かれば教えていただきた



- 25 - 

 

いと思います。 

○二見教育長 

教育管理課長。 

○小石川教育管理課長 

まず１点目、代替教員につきましてということになりますが、これはいわゆる、例えば産休若し

くは育休であったり、本務者が病休なり産休なりに入った際に代員が付きます。その代員は基本県

費発令をお願いするわけなのですが、県費が必ずしも今日言って明日からすぐお願いできるという

わけではございませんので、それまでの期間、いわゆる市費の方でお願いをして、県費が発令され

ましたら、それ以降は県費お願いをするという形になります。 

ですので、極端なこと言いますと、一人も病休も産休もいないと、これはゼロということになり

ますし、また、逆に言うと代員がしっかり見付かっていると、このような形で数字も３１人になっ

ていくこともあるかと思います。そう考えていきますと、やはり前年などはコロナの関係もあった

りしましたので、なかなかいわゆる妊活の方も少なくなっているのは事実でした。そういったこと

もありましたが、徐々にということで人数が増えていったものと捉えています。 

また、校務支援員、学校業務アシスタントについての御質問がありました。こちらにつきまして

は、今市内で１５校、それぞれに一人ずつ配置をしております。１日４時間を基本として午前中４

時間、要は先生方が一番お世話になる時間帯ということになりますので、午後の４時間というより

も午前中の４時間ということで、午前中４時間入っていただいております。 

具体的な業務としては、多くの学校で、学校によってお願いしている業務が多少ばらけているの

ですが、いわゆる印刷業務であったりとか、教材・教具の作成であったりとか、あとは簡単な丸付

けですね。例えば記号に丸付けるだけとか、そういった簡単な丸付けであれば、差支えがない部分

でお願いをしたりしています。また、例えば学校のホームページとかメールの発出であるとか、そ

ういったこともお願いしているところもございます。 

いずれにいたしましても、本当にこれにつきましては、各学校から言い過ぎではないのですが、

本当によく感謝の言葉を頂きます。本当に付けてくれてありがとうね。もっと言うと今付けている

人、できれば来年も同じ人をお願いねというふうに言っていただけるところです。 

また、私自身も１年間、去年教頭として学校で勤務して思いましたけれども、教頭の業務の削減

という点でも非常に、お世話になったと思っておりますので、教頭自身がある程度の時間でしっか

り帰宅ができるというのも支援員のおかげと考えております。 

○学識経験者・星野教授 

よく分かりました。本当に教頭先生お忙しくてね、本当にあれだけの仕事どうやってやるのだろ
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うといつも思います。 

各学校一人ということなのですけれども、やはり優秀な方がどんどん来てくださっていて、フル

にサポートをされているのかなと感じました。 

よく分かりました。ありがとうございます。 

○二見教育長 

よろしいでしょうか。 

安原教授、お願いします。 

○学識経験者・安原教授 

今の星野教授の質問の続きなのですけれども、校務支援員の方は各学校一人ということですの

で、取り合いになったりしないのですか、各学校の中で。逆に校務支援員がすごい忙しいとか、そ

ういう現状はどうなのかなと思ったのですが、いかがですか。学校によって例えば格差があると

か、あるいは、すごく暇な、校務支援員として行ったのだけど余り仕事がない学校と、あちこちか

ら言われて大変になっちゃっている支援員がいるとか、そういうのはないのですか。 

○二見教育長 

  学校教育部長。 

○野口学校教育部長 

私も昨年まで現場におりましたので、学校によって多少やり方は違うと思いますけれども、やは

りいろんな方面からいろんなことを言われてしまうとパニックになってしまうので、本校では、一

応前日の何時までにやってもらいたい仕事、それをボードに書いてもらって、それで教頭がコーデ

ィネートをしていく。こういうことをやってほしいとかいう形でお願いしていました。それでやっ

てもらえる仕事があったら書いてもらってという形で、そういうコーディネート役がいないと、な

かなかいろんなところからいろいろな仕事を言われてしまうと多分大変になっちゃうと思うので、

そのような形にしていました。そういう学校もございます。 

○学識経験者・安原教授 

ありがとうございます。 

○二見教育長 

教育管理課長。 

○小石川教育管理課長 

校務支援員の１５人の中には、それこそ前職で親子向けの、例えばＰＣコンテンツを作っていら

っしゃった方などがいるんですね。ですので、そうなっていきますと、そういった方は例えば学校

のホームページをちょっと直していただくなんてことは、本当にこれは朝飯前の朝飯前でした。し
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かもこの方に至っては、いわゆる隣の兄弟校のホームページもちょっと何か触っていただいている

ようなことを伺っております。 

そういった点では、それぞれの校務支援員が、それぞれ前職をお持ちですので、そういった点

で、それぞれの得意を生かしてくださっているというところにはなるかなと思っております。 

○二見教育長 

学校では例えば、出席簿を全部校務支援員の方たちが作成したりとかですね、あるいは歯科検診

の結果、あれを全部校務支援員がまとめてくれたりとか。そうなってくると、教員としては今まで

夏休みまで仕事がどんどん入っていて、そういった部分では、あとはルーティンとしては毎日学校

内を消毒しているとかですね、そういったこともやってくれているので、学校も非常に有効に活用

しているなというふうに思います。 

○学識経験者・安原教授 

本当にさっきの教育管理課長の話じゃないですけれども、クーラーを８時には切るとか７時には

切るとか、これだけスタッフがいるのだから、切った方が多分早く帰るようになるのではないかな

と。多分私の想像だと、校務支援員の先生が来てやってもらった、その空いた時間、また次の仕事

自分で作っちゃっているのではないかなと。その仕事って本当に効果的かというと、多分効果的じ

ゃないのではないかという気もするので、思い切って午後７時からエアコンを切るとか、それでも

残る先生がいるかもしれないですが。いずれにしても、素晴らしいなと思いました。 

別の質問をよろしいですか。３５人学級を順次、国の方でも標準となってくるのですが、それこ

そ４０人学級の時代と３５人学級の時代のことで、どの点が変わったとか、この辺がやっぱり違う

とか、効果が出てきたとかという検証作業みたいなものは、今後導入していく方向で考えていらっ

しゃるかどうか。これから順次３５人学級になっていく、今までの４０人学級と３５人学級、一体

何が違うのかとか、こんな課題が出てきたとか、こんなメリットがあるとかデメリットがあるとか

というのをそろそろ研究してみると。更に４０人学級から３５人学級になったことによる教育効果

みたいなのが見えてくるかなと思うのですが、その辺はもう既にやられているか、あるいは今後何

かお考えがあるかを伺います。 

それから２点目、同じように図書整備のサポートスタッフが付いてらっしゃるということなので

すが、このサポートスタッフというのは、どういう仕事をしていて、子供との関係、教員との関

係、あるいは保護者との関係はどうなっているのかについてが２点目です。 

以上です。 

○二見教育長 

学校教育部長。 
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○野口学校教育部長 

まず少人数、環境整備という形かなと思いますので、やはりかなり子供の数がいるという形の中

で、まず教室などを整備していくというところに重点をやって、まず３５人学級になったときの効

果というのは、本当にこれから検証しいかなくちゃいけないのかなという感じがしています。 

ただ、少なくとも使えるスペースが大きくなっているので、今の教育形態が、ただ机を並べて前

を向いてという授業ではなくなってきているので、そういった意味では、少なくなることによって

かなり効果的な形ができている。 

それから、やはり校舎の増築とか新しい学校もありますので、やっぱり今後新たなスペースがで

きる形もありますので、そういったものを活用しながらいろいろな教育形態、そういったことがで

きる可能性が出てきたので、そういったものを活用して、いろいろな教育方法ができればなと考え

ています。 

図書館サポートスタッフなのですが、朝霞市の図書館サポートスタッフは本当によくやってくれ

ているんですね。ただの図書の整理だけじゃなくて、学校の授業とか、そういったことにもうまく

組み込んで、読み聞かせであったり図書の活用の仕方であったり、そういったことをうまく学校が

先生と共に協力しながら入っていっているという状況であります。また、環境整備なども非常によ

くやってくれていて、子供たちが図書を好きになるような取組だったりイベントであったり、本当

にどちらかというと図書館司書みたいな感じの仕事をしてもらっているのが現状です。 

○二見教育長 

教育指導課長。 

○松本教育指導課長 

図書館サポートスタッフについて補足をさせていただきますと、やはり、小学校と中学校で児童

生徒の生活のリズムが異なるということがありますので、小学校については、主に午前中の勤務と

いう形になっております。また、中学校の方は放課後の方の活用があるというところで、午後の勤

務という形で、学校の実態として勤務時間も変えて対応をしております。 

○二見教育長 

昨年度、こども議会で質問がありまして、いわゆる学校にない図書、市の図書館にある図書につ

いて借りられないのかという話がありました。これについては、図書館の方でも今進めていまし

て、図書館の職員と朝霞の学校にいるサポートスタッフで何度か合同研修会みたいな場で、まずど

うやっていくのか。システムが連動していないわけですから、これを何とかしてもらおうと。図書

館にある資料を子供たちが学校で借りられるようなシステムを作りについて検討しているところで

す。 
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よろしいでしょうか。 

それでは続きまして、４点目の「学校を核とした家庭・地域との連携・協働の推進」につきまし

て、１３ページになりますが説明をお願いします。 

教育指導課長。 

○松本教育指導課長 

「学校を核とした家庭・地域との連携・協働の推進」について、担当課から御説明をさせていた

だきます。 

令和３年度は学校運営協議会を新たに朝霞第三、七、十小学校、朝霞第二中学校で立ち上げ、計

３９人を委員に委嘱いたしました。また、学校、家庭、地域との連携及び推進するため、各中学校

区で「ふれあい推進事業」の推進委員の立ち上げをさせていただきました。進捗状況といたしまし

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、「ふれあい推進事業」は、全ての中学校区で実施すべく準備を進めてまいりましたが、残

念ながら新型コロナウイルスの影響により実施を見合わせるという形に全ての中学校区でなりまし

た。新型コロナウイルスの影響はございましたが、その中でもできることを模索、実行してきた点

から、おおむね順調に進めることができたと捉えております。 

また、学校を核とした家庭、地域との連携による地域で子供を育てる意識の醸成及び地域の教育

力の達成化のニーズは依然として高いものであると捉えております。課題といたしましては、今後

社会に開かれた学校づくりに向けて、学校運営協議会の設置を推進していく点と、「ふれあい推進事

業」の在り方について、開催方法や実施方法について改めて検討していく点が挙げられます。今後

の展開といたしましては、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すると同時に、家庭の教育力向上に向けて、周知啓発を進め

てまいります。 

以上でございます。 

○二見教育長 

説明が終わりました。 

「学校を核とした家庭・地域との連携・協働の推進」につきまして、質疑をお受けします。 

星野教授、お願いします。 

○学識経験者・星野教授 

コミュニティスクールの設置は、学校運営協議会の推進で、徐々に進んできているということを

賜りまして、コミュニティスクールは、それぞれの学校ごとに学校運営協議会を個別でもちろんあ
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る。個別でなくても共通でもいいということになっておりますけれども、そういう中で、先ほども

ふれあい祭りが中学校区で行われているというお話であったのですけれども、中学校区というのを

一つの単位として考えて、コミュニティスクール間の横の連携とか、地域全体のほかに地域内の

様々な団体とか組織との連携というのを、中学校の学区を一つの地区に考えているところが割と多

いのかなというふうに見受けられるのですが、朝霞の場合は、中学校区間の各学校、その他の組織

との連携は、どのような形で今行われているのかを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。 

○小石川教育管理課長 

今先生がお話のとおりで、本市の場合につきまして、特に学校運営協議会の区分けにつきまして

は、あくまでも学校単位ということで進んでいるのが現状でございます。ただ、それこそ今、今年

度でまた三つの学校、そして恐らく来年度で三つの学校としますと、ちょうど１５校になります。

ですので、恐らく令和５年度でうまくいくと、全ての学校がスタートできるのかなというふうに考

えております。そうしますと、いよいよ第二章が始まるのかもしれないと思っております。そし

て、それぞれの各学校でいろいろと考えて運営委員をお願いしているところではありますが、その

運営委員は例えば先生がお分かりのとおりで、小と中で同じ方にお願いをしているケースがござい

ます。そうしますと、そういった方を軸にして、広げていくということもあると思いますし、正に

中学校区ごとに、また今度は学校運営協議会が連携していくということも大切だと思いますので、

そういった先生のアドバイスを賜りながら進めていきたいと考えております。 

○学識経験者・星野教授 

ありがとうございます。 

是非、これから全部出来上がってくるというプロセスの中で、そういったことも視野に入れなが

ら検討していただければというふうに思いました。ありがとうございます。 

あと、もう１点よろしいでしょうか。 

別冊の方の４７ページなのですが、「特色ある学校づくり支援事業」のところですが、スクールガ

ード、スクールガードアドバイザーの配置という事業がこちらに記載がありますが、スクールガー

ドというのは恐らく登下校時の安全を見守るというような役割なのだと思うのですが、「拠点校にス

クールガードアドバイザーを配置する。」という、このスクールガードアドバイザーというのは、ど

ういった役割を果たされていて、また、どういった能力のある方がやられているのか、それを教え

ていただきたいと思います。 
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○二見教育長 

教育指導課長。 

○松本教育指導課長 

スクールガードにつきましては、各学校に配置されております。その中で各学校にスクールガー

ドリーダーがおりまして、スクールガードリーダーは各校における児童生徒の登下校の安全を守る

中心的な存在という形で活動を進めております。更に市全体として推進をするために、スクールガ

ードリーダーへアドバイスする存在として、スクールガードアドバイザーがおります。今年度は、

朝霞第五小学校のスクールガードリーダーにスクールガードアドバイザーを務めていただいており

ますし、それとは別に朝霞第十小学校を拠点に児童生徒の見守り活動をしていただいている方に、

スクールガードアドバイザーという形で、今年度２人の方にしていただいております。 

どのような方がというところではあるのですが、やはり朝霞第十小学校のスクールアドバイザー

につきましては、長年、児童生徒の登下校の安全について、見守り活動を続けていただいて、そう

いった視点での高い識見を有していらっしゃる方ということで、もうかなり長い期間をお願いして

いるところでございます。朝霞第五小学校のスクールガードアドバイザーにつきましては、朝霞第

五小学校区による登下校中の安全ということで、課題があるところがございますので、そういうと

ころを中心に、子供の見守り活動を続けてらっしゃる方にお願いをしているという状況でございま

す。 

○学識経験者・星野教授 

そうすると、各学校区の中でリーダーになる人、更にその上のアドバイザーというランクがある

みたいな、そのような感じで。アドバイザーが朝霞市全体のスクールリーダーの指導をするとか、

研修のコーディネートをするとか、そういうことではないのでしょうか。 

○松本教育指導課長 

すみません。少し説明が足りず申し訳ございません。 

スクールガードアドバイザーについては、やはり市全体の指導的な立場ということで、実は先日

スクールガードリーダーたち、あるいは学校の先生方に集まっていただいて研修会を開かせていた

だきまして、そこの中でスクールガードアドバイザーの方にも壇上に立っていただいて、御指導い

ただいているという次第でございます。 

○学識経験者・星野教授 

よく分かりました。 

そういった実際に指導に当たられていた方がそういう立場になられて、皆さんの研修をされたり

だとか、そういった形は非常にいいなというふうに思います。 
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ありがとうございます。以上です。 

○二見教育長 

実は元々、県が平成１９年に始めた地域領域の学校安全体制整備事業という。これは県の方でス

クールガードリーダーに対しての謝金を支払うという形でした。その後、県の事業が終了し、市が

独自に続けていくためには名称をアドバイザーという形に切り替えて、市が直接お金を払っている

ということです。 

○学識経験者・星野教授 

分かりました。 

ありがとうございます。 

○二見教育長 

安原教授、お願いします。 

○学識経験者・安原教授 

最初、コミュニティスクールの運営協議会委員の人数というのは、学校によってまた違うのです

かね。どの学校も人数的には一緒なのかどうかというのと、どんな方が大体運営委員になられてい

るのかなというのが１点です。まずここからお願いします。 

○二見教育長 

教育管理課長。 

○小石川教育管理課長 

まず令和３年度スタートの４校について、御説明申し上げたいと思いますが、第三小、第十小、

第五中学校、この３校につきましては１０人となっておりまして、第七小学校については９人とい

うことでスタートをしております。本市といたしましては、最大１０人ということでございますの

で、あとは、それこそ校長先生の考えによって少し膨らませて、最初は少ない人数でスタートしな

がらということもあっていいのかなというふうに考えております。 

また、どういった方がということでお話しいただきましたけれども、本市といたしましては、基

本的に大きく第１号から第５号までの委員ということで、分類するとするならばそういう形となり

ます。第１号委員というのは、いわゆる地域住民の方。第２号委員は、いわゆる保護者の方。第３

号委員は、学校運営に資する活動をしてくださっている方。そして、第４号委員は学識経験をお持

ちの方。そして第５号委員は校長ということでございます。したがいまして、当然第５号委員はそ

れぞれ学校に１人しかいないということになるわけなのですが、比較的多いなと思いますのは第１

号の地域住民の方であったり、第３号の学校運営に資する活動をされている方というのが多いなと

思っています。 
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もう少し具体例を申し上げますと、いわゆる地域住民としては、町内会長、自治会長、民生委

員、児童委員を務められている方もいらっしゃいます。また、保護司を務められている方。市内の

企業の役員をお務めの方もいらっしゃいます。また、もう一つ比較的多いなという、学校運営に資

する活動をされている方という点では、学校評議委員をお務めくださっていた方であったり、今話

題の上がりました、学校応援団のコーディネーターを務めてくださっている方。あと、あいさつ運

動などによく関わってくださっていた方ということであったりとか、地元の幼稚園の園長というケ

ースもあったりします。これは小学校の委員ということになりますけど、保幼小の連携ということ

になっていくかと思います。 

また、その学校が特色ある活動の一つとして、農園などを行っている場合には、学校農園の指導

もされている方も、委員として入っているというケースもございます。 

○学識経験者・安原教授 

ありがとうございます。 

本当にコミュニティスクールのスタッフとしては、委員にならない方がいてもいいのではないか

なということで、これは、提案も半分入っているのですが、これでいいコミュニティスクールの運

営協議会、新しくできたところはちょっと分かりませんけれども、古いところはもう数年前からあ

るかと思うのですが、主にどのような議題が上がってきているのかとか、これは私の提案になるか

もしれませんが、今いるスタッフの方たちは地域の方々であるし、第５号の校長先生も、早ければ

二年、三年、長くても四年ぐらいで異動しちゃうんですよ。コミュニティスクールもやっぱり中心

となるのは地域の方なのだなと感じましたので、むしろコミュニティスクールの委員会の会議の議

題として、例えばさっきの、今後２年、３年で土日は部活動を地域移行しなきゃいけない。この問

題について、皆さんどう考え、どうコミュニティスクールが結論を出していくかという。それを逆

に言うと教員たちにコミュニティスクールがこういう方向で考えているから、学校としては準備し

たいといった形が出てくると、割と政策も流しやすいのかなと。例えばさっきの働き方改革で、課

題として、８０時間を超える先生が５人、６人になった。これを解決するために、コミュニティス

クールとしては、どんな方策があるでしょうかみたいな。そういう議題を出せば、地域の人がこれ

は手伝うよとか、部活が大変だったらコミュニティの中で部活を代替してくれる人を探してくるよ

とかですね、あるいは、授業の準備が大変だったとしたら、こういう国際的な会社に勤めていた人

がいるから、その人を連れてきて、こういう教材などをどんどん作ってもらえるなどというのが出

てくれば、多分かなり良くなるのではないかなという気がしたものですから。それでも学校応援団

とは違う、本当の意味で学校を改善していくにはコミュニティスクールの方々を頼りにすると言い

ますかね。そういうふうに考えていくといいのかなということで。 



- 34 - 

 

現実的に今、どんなことで議題になってるかということだけ質問で、後半は私の提案です。 

以上です。 

○二見教育長 

教育管理課長。 

○小石川教育管理課長 

それでは、まず御質問にありました、どんなことが議題になっているかというところなのです

が、例えば地域でどのような子供を育てていこうかとか、地域と共にある学校はどういう姿なのだ

ろうかというようなことを、まずは議題の取り掛かりとして話をしているというのが現状にあると

いうふうに思っております。 

ただ、先生もおっしゃられたとおりで、学校評議員は、やはりある意味外からの協力団体といい

ますか、それに対してコミュニティスクールの皆さんというのは、中から一緒にやって行こうよと

いう方になるかというふうに思いますので、例えばある中学校は、校長先生が本音を吐露してい

る。今うちの学校としては、こういうことに困っている。正に例えば部活動の点もそうです。昨今

の先生を早く帰宅させていくためには、どうしたらいいだろうかということで実際に声を上げてい

る。例えばある小学校の場合ですと、実際そのことを校長先生が吐露したから、今度はコミュニテ

ィスクールの方から、夏休みのいわゆる水やりですね、お花の水やり。これが学校閉庁期間に、水

やりのためだけに先生たちが来るのではかわいそうだねということで、この水やりはコミュニティ

スクールの方でということを考え始めてくださっているということです。 

ですので、やはりもちろんおんぶに抱っこではいけないし、双方に利益がなければいけないとは

思うのですが、やはり学校がコミュニティスクールの委員の皆様をしっかりと中に取り込みながら

運営していく、助け合いながら進めていくことの中で、やはり働き方改革そのものも大きく前進す

るのではないかなというふうに思います。 

以上でございます。 

○二見教育長 

学校教育部長。 

○野口学校教育部長 

コミュニティスクールなのですが、先ほど教育長の話があったように、持続可能な学校づくりに

おいては、これは肝になっていくというか、一番ポイントになってくるところかなと私は思いま

す。 

それで、やはり朝霞も教育長の意向によって、市として一斉にコミュニティスクールをやるよと

いうのではなくて、それぞれの学校の実情に応じて、コミュニティスクールになっていくという形
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をとって、ようやくあと数年後に全部の学校がコミュニティスクールになっていくと思うのです

が、そんな中でやっぱりコミュニティスクールも本当に始まったばかりで、地域の方も学校の方

も、何かお互いにまだ様子見みたいな感じ。どこまで関わったらいいのかとか、あと正直言ってま

だ、先ほど言ったように地域と共にある学校づくりなのですが、どちらかというと、やっぱり学校

のというか管理職のアイディアが鍵を握って、そのアイディアによってどんどん盛り上がっている

ところもあれば、ちょっとやっぱり評議員とちぐはぐみたいな感じになっちゃっているところもあ

るかなと。 

やっぱり、コミュニティスクールをやっていく中で、先ほども星野先生が言ったように、学校に

よっては、中学校によっては兄弟校というか、小学校がそのまま中学校に上がっていく学校あるの

で、そういう学校と同じような委員になっていますので、何か同じようなことをできないかとか。

または、小学校によっては違う中学校三つにわたっちゃっている小学校もあるので、やはりなかな

か難しいなという、学校単位でやるしかないかなという学校もあるのですが、そういった意味で、

やはり地域が本当にどんどん学校に関わっていって、校長先生が変わってもやっぱり地域が支えて

くれるとか、そういう学校づくりになっていればいいなと思うのですけども、今のところは、まだ

やはり校長先生のアイディア次第というような形で、やはり地域ももっともっと関わっていただけ

ると、学校もやはり地域に言いやすくなるしという形の関係性ができると、働き方改革とかその問

題も、いろいろな学校が抱えている問題も解決していくかなと思いますので。今後もそういう形で

コミュニティスクールが盛り上がっていけばいいかなと考えております。 

○二見教育長 

ほかに、ございますか。 

以上で、大柱の「（１）、学校教育」についての説明と質疑応答が終わりました。 

本日は、ここまででいったん切りまして、次回、引き続き大柱「（２）生涯学習」から説明、質疑

応答を行った後、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。 

よろしいでしょうか。 

それでは、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、御意見等はございますか。 

なければ、本日の議事は終了いたします。 
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事務局にお返しいたします。 

 

◎５ 閉会 

○事務局・古瀬係長 

以上で、本日の議事は全て終わりました。 

なお、第３回会議は、来週７月１４日木曜日、午後３時から本日と同じくこちら全員協議会室で

開催いたします。 

これをもちまして、令和４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。 

 


