
 

 

平成２８年度 第２回 

港区総合教育会議会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月２８日（火） 

港 区 



平成２８年度第２回港区総合教育会議 

 

日時 平成２９年３月２８日（火）開会 午前１１時 閉会 午後１２時５分 

場所 港区役所４階庁議室 

 

出席者  

区 長         武 井 雅 昭 

教育委員会 教育長   青 木 康 平 

                    同 教 育 長 職 務 代 理 者    小 島 洋 祐 

                    同     委 員   薩 田 知 子 

                    同     委 員    澤  孝一郎 

                    同     委 員   田 谷 克 裕 

説明のため出席した事務局職員       

                 総務部長        渡 邊 正 信 

                 同     総務課長  星 川 邦 昭 

                 同     人事課長  太 田 貴 二 

教育委員会事務局次長  益 口 清 美 

                     同     庶務課長  佐 藤 雅 志 

                    同 生涯学習推進課長  横 尾 恵理子 

                    同     指導室長  渡 辺 裕 之 

                     産 業 ・ 地 域 振 興 支 援 部 長   堀  二三雄 
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議題等 

１ 開 会 

２ 議 題 

（１）国際感覚を身に付けた人材の育成について 

（２）より子どもに寄り添う教育の実現に向けて（教職員の負担軽減について） 

３ 今後の予定 
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４ 閉 会 

（午前１１時開会） 

１ 開 会 

○区長  それでは、ただいまから平成２８年度第２回港区総合教育会議を開会いたしま

す。 

 教育委員の皆様におかれましては、本日はご多忙のところご出席いただきましてありが

とうございます。 

 なお、この会議につきましては、公開を原則としておりますので、あらかじめご了承い

ただきたいと思います。 

 今年度は第１回を１２月１３日に開催し、子どもの未来応援施策について、委員の皆様

から貴重なご意見をいただきました。本日も、有意義な会議としたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の配付資料について、事務局から確認をお願いします。 

○総務課長  本日、席上に配付しております資料は、会議の次第のほか、資料１「国際

感覚を身に付けた人材の育成の方向性」、資料２「より子どもに寄り添う教育の実現に向

けて（教職員の負担軽減について）」、参考資料として１から６、お付けしております。

参考資料１につきましては「港区における国際理解教育」、参考資料２につきましては

「港区立小中学校におけるオリンピック・パラリンピック教育」、参考資料３「外国人児

童・生徒数」、そして参考資料４「国際感覚を身に付ける学校教育活動等取組一覧」、参

考資料５「平成２８年度大使館、文化交流団体等との連携事業について」、参考資料６

「勤務状況の調査結果（概要）」をお配りしております。 

 本日の資料は以上ですが、全てよろしいでしょうか。 

 なお、本日につきましては、議題１、２につきまして、それぞれ資料１、２に基づいて

説明員から説明させていただきます。参考資料につきましては、適宜、ご参照していただ

きます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○区長  それでは、早速、議題に沿って進めてまいります。１つ目のテーマですが、

「国際感覚を身に付けた人材の育成について」です。資料について、説明をお願いします。 

○指導室長  では、初めに指導室のほうからご説明をいたします。資料１をご覧くださ

い。 
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 まず左上でございます。現状の取組について、３点申し上げます。まず、１つ目の四角

囲み、学校教育における取組についてです。平成１９年度から全小学校で国際科と称し、

週２時間の外国語活動、中学校では学習指導要領に定められた週４時間の授業数に加えて、

１時間の英語科国際を実施しており、ネイティブティーチャーを配置して授業を行ってい

ます。来年度からは、六本木中学校の英語科国際の授業には、ネイティブコースを設置し、

外国籍の生徒など、英語力の高い生徒を対象に、英語の力をさらに伸ばす授業を行うこと

となっております。また、学校の特色ある教育として、大使館やインターナショナルスク

ールとの交流を実施し、国際感覚を身につけた人材の育成を進めています。 

 ２つ目の四角囲みでございます。外国人児童・生徒、帰国子女が学校に在籍している環

境についてです。１点目の取組として、母国に帰るなど、将来、英語による教育を受ける

予定の外国人児童を対象に、東町小学校に国際学級を設置し、英語による日本の教育課程

に準じた教育活動を展開しています。平成２９年度からは、南山小学校の新入学の１年生

から、順次、国際学級での対応を開始し、外国人児童の需要に対応いたします。 

 次に２点目の取組です。将来、日本の学校での教育を希望する児童に対しては、できる

限り早く日本の学校への適応や、日本語による授業を理解できるようにするために、日本

語学級の設置及び日本語適応指導を行っています。 

 ３つ目の四角囲みでございます。区の特色ある取組として、平成１９年度より小中学生

の海外派遣、そして国内留学プログラムを実施していることについてでございます。 

 では、次に真ん中の黄色い四角囲みですが、課題についてでございます。東京２０２０

オリンピック・パラリンピック競技大会を契機としたグローバル化の発展や人口増加など、

子どもを取り巻く環境が大きく変化する中で、子どもたちが夢と希望を持ち、社会を生き

抜くために一人一人の個性を伸ばし、可能性を広げる教育が必要な状況にあります。そこ

で、国際感覚の育成をより一層推進するために、地域や社会の貢献について話し合う活動

の充実、コミュニケーション能力を発揮する場の設定や、異文化交流活動の充実などが課

題となっています。 

 具体的な今後の取組の方向性については、一番右の四角囲みをご参照ください。１つ目

はオリンピック・パラリンピック教育の活用です。ボランティアマインドの醸成、障害者

への理解を進めること、スポーツへの関心を高めること、日本人としての自覚と誇りの涵

養、豊かな国際感覚の育成などの５つの柱を重点に展開します。これらを通して、国際感

覚を磨いていくこととなります。 
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 ２つ目として、港区ならではの地域資源の活用を進めてまいります。具体的には、大使

館や外資系企業、ＮＰＯ法人等に、学校支援地域本部の出前講座に積極的に登録してもら

い、学校が国際理解教育充実に向けて、意図的、計画的に活用しやすい環境を整えること

を考えております。 

○国際化・文化芸術担当課長  区長部局の取組について、説明させていただきます。資

料１の下の段をご覧ください。区長部局の取組といたしましては、港区国際化推進プラン

というものを設けまして、国際化の推進に取り組んでおります。目指す姿になりますけれ

ども、多様な文化と人が共生する活力と魅力あふれる成熟した「国際都市・港区」を築く

ことを目指して進めております。 

 現状ですけれども、港区内には既に豊富な国際化に関する資源があります。例えば外国

人の人口ですけれども、１万９,０００人、人口の約７.７％が外国人住民であります。大

使館の数も８２とありますけれども、全国に１６０ぐらいあると言われていますので、約

半数が港区内に所在します。外資系の企業も全国の４分の１の約３,０００社が集まって

いるという状況がございます。 

 こういった現状のもと、この国際化推進プランを展開しているわけですけれども、その

プランの柱は大きく４つございます。黄色の部分になります。③と④の部分、③が日本人

と外国人の相互理解の促進ということで、多様性を認め合い交流するというようなことを

中心にしております。４番目、多様な主体との協働ということで、現在、オレンジ色の囲

みの中ですけれども、特に大使館等と連携した国際文化交流事業を進めているところであ

ります。 

 目的といたしましては、区民との交流ということで進めているところでございます。例

えばですけれども、大使館が主催する自国の文化のコンサートとか展示会をお手伝いした

りですとか、大使館等が企画した児童・生徒向けの事業ということで、読み聞かせ、音楽

会等を学校と調整して実施するというようなことを行っております。現在は、学校と連携

する場合には、国際文化交流に積極的な学校に個別に相談して実施している状況がありま

すけれども、既にこういった事業もやっておりますので、一層、充実して展開することは

可能かと考えております。 

 一番右側の取組の方向性ですけれども、新たな事業展開とありますが、今までは区民と

の交流ということでありましたけれども、児童・生徒に絞った事業をやっていくことも可

能であろうと思っています。また、事業の連携先の拡充ということで、大使館に加えて二
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国間協会、例えば、ルーマニア音楽協会や文化センター、それから観光局といった連携先

もございます。ほかにもインターナショナルスクールという連携先も考えられるかと思い

ます。我々がヒアリングを実施する中で、実際に学校との関係をもっていきたいというご

要望もございます。 

 それから、教育委員会との新たな連携方法ということで、出前授業に登録したりという

こともあると思います。大使館との連携の強化ですが、大使館の側は、急にオーダーを送

ってくるとか、アーティストが急に来日するとかいって、相談を受けるようなことが多い

ので、なかなか我々も、学校の窓口でないということもございますので、教育委員会の側

に窓口として相談できると、より広く連携が可能なのかなというふうなことを考えている

ところでございます。 

○区長  現状と今後の課題について、教育委員会、また区長部局、双方から資料に基づ

いての説明をしてもらいました。教育委員会でも国際学級を新たに南山小学校に開設した

り、六本木中学校ではネイティブコースを開設したりと、積極的に取り組んでいただいて

おります。 

 やはり港区の国際性豊かな地域特性を生かす中で、子どもたちの可能性をさらに広げて

いくことができるのではないかと思いますし、また子どもだけではなく、大人も同様に国

際感覚を身につけることが大事だと考えておりますので、皆さんからご意見やご提言など

を頂戴できればと思います。いかがでしょうか。 

○小島委員  国際感覚を身につけた人材は、このグローバルな時代でどうしても求めら

れるということで、教育委員会としても先ほどご説明があったように、平成１９年から国

際科、英語科国際等を通じて、幅広く、いろいろな観点からいろいろな事業を実施してま

いりました。これをさらにどう充実していくかというのがこれからの課題だと思うのです

が、教育委員会だけでどれだけできるのかという問題が、今、いろいろ出てきています。 

 というのは、先生方だけでこういう国際感覚を身につけた人材を育成するのはなかなか

難しいので、いろいろなところからご協力、援助してもらわないといけないという現状で

す。今まで区長部局との連携がやや足りなかったのかなというのは我々も反省しなくては

いけないのですが、その辺の連携とか、あと、学校支援地域本部にどうやって大使館等に

入ってもらうかというのが、我々も考えていたのですが具体的にはなかなか良い実績をあ

げられていません。こうやって区長部局の国際化の担当の方がいらっしゃるので、そちら

に大いに協力していただくという、それを新たな出発点としてやっていきたいと、今、強
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く感じております。 

 今後も、教育委員会として国際感覚を身に付けた人材を養成するため、いろいろな事業、

施策を充実、発展させていかなければいけませんが、そのためにはいろいろご援助いただ

かなくてはいけない部分が多いというように感じております。 

○澤委員  小島委員が言われているように、先ほど教育委員会からも区長部局からもご

説明いただいたように、国際感覚を持った人材をどうやって育てるかということで、教育

委員会としては、コミュニケーションの道具という意味での英語は全国に先駆けて努力し

ています。もう一つは、せっかく道具を学んだんだから、それをどうやって使うかという

こと、外国の方に共感を持つような、どなたかが、地区教育会議のときにもおっしゃって

いたかと思いますが、外国の方にアレルギーがなくなるような体験というんですか、それ

を多くの子どもたちに経験してもらいたい。できれば学校で習ったコミュニケーションの

道具を、たどたどしくてもいいから活用してもらって、外国語で意思が通じることの楽し

さとか、そういうものを、ただ試験でいい点をとるんじゃなくて、楽しさを味わってもら

うような経験をどうやってたくさん作るかが大切です。 

 そうすると、今、小島委員が言われたように、教育委員会の中だけでは、また学校も、

次の議題の話のようにいろいろな仕事で追われています。そういう意味では、今の国際化

担当の区長部局の方々が、いろいろ大使館の企画とかをつないでいただけることはありが

たいです。大使館の企画というのは、年間通じると結構あるんですか。 

○国際化・文化芸術担当課長  年間通じてございます。参考資料５に、交流の一覧を載

せております。音楽家が母国から来た場合に、学校で演奏したり、大使が本の読み聞かせ

をしたりというようなこともあります。ただ、そういうものは急に話が来るということが

ございますので、大使館側の時期的な要望とか、かなり限定されているものはあるんです

が、うまくつないでいけばいろいろなことができるかと思います。 

○澤委員  意外とありますね。資料も拝見させていただきましたけれども、区民まつり

で国際広場なんかもあったりして。国際化担当の方に質問ですけれども、この大使館等の

実務者連携会議が、今年度２回ほどありますが、これはどういう趣旨で、どんな内容のも

のですか。 

○国際化・文化芸術担当課長  まさに大使館の担当者の方とかを集めて、我々からのい

ろいろな情報提供もいたしますし、大使館側のいろいろな要望を聞いたりして、大使館は

わりと自国のＰＲなんかもしたいということもありますので、そういうことの要望を聞い
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たりするような会議になっております。 

○澤委員  なるほど。これは３２カ国ぐらいの大使館が参加しているので、大使館との

パイプはたくさん持たれている。そういったことをどうやって学校につなげるかですね。 

○小島委員  話が飛んでしまうのですが、日本ルーマニア音楽協会の嶋田会長さんを通

じて、ルーマニア大使館に何回か行かせてもらったことがあるのですが、ルーマニア大使

館の日本ルーマニア音楽協会も港区や港区の子どもたちとの交流に非常に積極的で、我々

教育委員会と音楽を通じての共催イベントを数多く行っております。ちなみに、今の大使

さん、代わったそうですが、前の大使のお子さん２人が学区域である笄小学校に通って来

てくれていました。これは国際化にとって非常に大事なことでもありうれしいことです。

他の大使館でも職員のお子さんが港区の小中学校に通ってくれればありがたいですね。お

互いにプラスになることだと思います。 

○澤委員  国際化という点では。 

○小島委員  いいんじゃないかと思っています。 

○澤委員  今の小島先生の発言に関連して、この資料の中で、各小学校、中学校にどの

ぐらい外国籍の生徒がいるかというと、平均すると大体４％ぐらいです。その中で、東町

小は国際学級があるので断トツに多くなっています。やはりそういう環境というのは、日

本人の子どもたちにも国際感覚を自然に、学校に通っている間に養ってくれますね。 

○小島委員  私は持論として、外国人の方は区の人口の約７％、区民税もかなり負担し

ていただいているということなので、区の行政のあり方としても、外国人の方の子の教育

に対して、積極的にやっていいのではないかと思っています。そのためには、区の幼小中

学校になるべく多くの外国人のお子さんにお出でいただいて、日本人の子どもたちと外国

の子どもたちとがそこでいろいろ交流しながら一緒に勉強したりということで、これはも

のすごく将来的に非常に役に立つということなんです。ただ、それをやるには、語学ので

きる先生の確保の問題とか、いろいろ手当する必要があります。 

○澤委員  経費がかかるとか、なかなか承認してくれないということもあります。 

○小島委員  実は東町小のときに、結局、費用の問題でいろいろあるように、制度を変

えなくてはいけなくなってきたわけです。南山小や六本木中など国際化を広げたので、や

はりそういう意味で、区長部局に予算的な面を考えていただければ、区内の幼小中にもう

少し外国の子が入っていただけると思います。 

○区長  先ほどの大使館との連携の話にもありましたが、大使館は自国を代表して、言
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ってみれば日本全体を相手にしているわけですが、各国等の目線で、大使館のある地域、

港区にあれば港区に対する関心は大変高くなっているように思います。大使館のある土地

を大事に思ってくれるということは、大使館の国のＰＲにもなりますし、地域との相互理

解にもつながると考えております。 

 今でも大使館からは、いろいろなお申し出のお話があります。キルギスの大使館が去年、

港区に移ってきたのですが、先日も大使の方が見えて、秋に自国から芸術、音楽の関係の

グループが来日する予定があり、それを紹介する場所を区との協力で確保できないかとい

うお話がありました。区の場所は喜んで提供しましたが、そのことで区民の皆さんが新し

い文化に触れる機会になりますし、また、いろいろな国のこと、世界のことを知るきっか

けづくりということでは、大変ありがたいお申し出でした。今、区内には８２カ国の大使

館がありますので、一つひとつ、常日頃から関係を築いていくと、さらに日常から国際的

な交流などをできるようになると思います。 

 もう一つ、先週ですけれども、２３日に港区国際力強化推進会議を開きまして、区では

初めての会議でしたが、いくつかの国の大使館の公使の方、外資系の企業に勤めている方、

あるいは港区に長年住んでいる外国籍の方や、日本の音楽家の方をそれぞれお招きしまし

た。その中で、長く港区にお住まいの方が、お子さんをお二人、三人と育てている方なの

ですが、学校に通わせるときには、インターナショナルスクールも候補に挙がったとのこ

とです。しかし、その方は、質の高い学校があってインターナショナルスクールもいいの

ですけれども、インターナショナルスクールに通わせてしまうと、地域とのつながりがど

うしても薄れてしまうので、公立学校に通わせたそうです。そのようなお考えの方もいら

っしゃいますし、やはり地域で生活していく中で、子ども同士、親同士、皆さんと地域の

中でかかわり合いを持っていきたいという希望があると考えております。 

 その方は、もう一つ先に進めて、そうした保護者の方もいるので、ボランティアなど、

学校の場や地域などで活用してもらいたい、そのような思いもおっしゃっていました。 

○澤委員  そういうポジティブな姿勢で地域とかかわっていただける方がいるというの

はありがたいですね。 

○区長  国際学校と日本のカリキュラムで、外国人の方にも教育をすることは、非常に

素晴らしいことですので、そこを広げていくということは、とても大事なことだと思いま

す。これから、ますます外国籍の方の在留の資格、対象範囲もどんどん広がっていくでし

ょうから、さらに多くの方が暮らす街になる。そういう方々にとって、教育はいじめ対策
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や安全面とも併せて、非常に重視されますので、とても大事であると思います。 

 もう一つ、各国の方がおっしゃっていたのが、日本語を学ぶ機会が少ないということで、

区でも国際交流協会と連携して、日本語教室を開いておりますが、どうしても絶対的な数

が少なくて、なかなか機会がない。これは確かに力を入れていかなければならないなと思

います。教育委員会で、学校教育の中でそうした外国籍の方にも日本語を理解してもらう

ような特別な取組をなさっていますけれども、その親に当たる世代に対しても、日本語を

知ってもらうということです。 

 現在、区では、やさしい日本語でいろいろな情報を提供できるよう進めており、多言語

化については４カ国語でやっておりますが、それ以外におよそ１３０カ国の方がいらっし

ゃることもあり、多言語化できる範囲にも限りはありますし、増やせばいいというもので

もありません。表記する言語を増やすと掲載できる情報量が少なくなってしまうこともあ

り、多言語化する一方で、できるだけ日本語を理解していただくことが、取得できる情報

量を飛躍的に増やすことにつながります。やさしい日本語を心がけることと、できるだけ

日本語を学べる機会をつくって、皆さんが暮らす上での日本語を学びたいという希望に応

えていくこと、両方、進めていかなければならないと感じています。 

○澤委員  区長が言われているように、日本の文化とか、日本の安心・安全というのが

どこから来ているのかとか、興味を持っていただいて、子どもを日本の学校に入れていた

だくと、その子どもが成長したときに日本のシンパになってもらえます。 

○小島委員  私の甥っ子が、幼稚園でフランスに。幼稚園児だと、すぐフランス語を覚

えて日常生活ではあまり問題なかったようです。そこで、現実的には、まず先に区立幼稚

園に子どもがどんどん来てもらうようにしたらいいと思います。 

○区長  子どもが通訳してくれるような。 

○小島委員  子どもが覚えて、子どもがお母さんに説明してあげられる。 

○区長  また、学校で外国籍の子どもさんたちと一緒に勉強することで、日本の子ども

たちにとっての効果や評価というものは現場でありますでしょうか。 

○田谷委員  もうその息子は高校を卒業してしまったんですけれども、小学校や中学校

のとき、ずっと９年間、３カ国のお友達と同じクラスで一緒だったんです。イタリア大使

館にお父様が勤めている人、民間人で、ママはアメリカ人とお父さんがフランス人という

感じですけれども、３カ国語、共通語が日本語なんです。そうすると、「お父さん、はい

って何て言うか知っている？」、イタリア語じゃ何て言うんだよ、英語じゃ何て言うんだ
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よ、フランス語じゃとか、そういうような簡単な言葉をお互いにやりとりしたり。それか

ら、それぞれのおうちに行くと、それぞれのスタイルの生活になっています。食事にして

も、おうちのルールにしても。だから、やはりそういうところは勉強になっています。 

 それともう一つ、これ、非常に貴重だと思ったんですけれども、地域のサッカーのお父

さんコーチに入っていまして、私もその中で一緒に、毎週日曜日、ボールを蹴っていたん

です。場所が白金ですから、当時の神応小学校、朝日中学校で練習しました。イラン大使

館の方たちが、ボールを蹴っていると、何をやっているんだと入ってきます。言葉は全然

通じない。辛うじて一緒に来たお父さんの英語が通じるぐらい。子どもを任せるというよ

うな形で入会する。そうすると、子ども同士はいつの間にか、できればイラン語で会話し

てほしかったんですけれども、日本語になっていますね。向こうのご両親には感謝されま

した。帰るときに、日本語がペラペラになって帰りました。そういう交流もありました。 

 それはいいことばかりなんですけれども、逆の面からいうと、昨今のワールドカップを

見ていてもわかるんですけれども、非常に先方国のプレースタイルを子どもたちは見事に

再現してくれます。ですから、日本の子どもを見ていると、どんな子どももわりと侍ジャ

パンなプレーをするんですけれども、国によっては勝てばいいんだろうみたいなところが

あって、僕も非常にそれはびっくりしました。 

 小学生はスライディングタックルはいけないんです。今でも、多分、そうなっていると

思うんです。彼らはそれ、平気でやるんです。それはノー、ノーって言うんですけれども、

そうすると必ず「なぜだ」と質問してきます。最初は「どうしても」って言っていたんで

すけれども、通訳がいるときに、「なぜそういう質問をするんだ」って逆に聞いたんです。

そうしたら、結局、いいか悪いかは審判が判断することで、早い話が見てなきゃいいんだ

ろうみたいな。 

○小島委員  それを理解するのも国際化につながって。 

○田谷委員  ですから、うちの息子は非常にそれを理解した、いい意味でも悪い意味で

もというのはありました。そういう意味では、肌を触れ合うような交流ができました。 

○小島委員  やはり小中学校に外国の子がたくさん来てくれることです。田谷委員の経

験としては非常にいいと思う。 

○田谷委員  この学校では割合が多かったし、僕はそれはいいことだと思います。 

○小島委員  参考資料３で学校に、先ほどの話でこれだけ外国籍の子がいらっしゃるの

ですが、今、笄小学校で日本語学級を増やすということで、東京都に働きかけをしていま
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すが、都のやることだとなかなか遅いので、区で何か各学校で日本語学級的なものをやっ

ていけば、そういうのがあるから、日本の公立学校に行けるという雰囲気ができて、もう

少し多くの外国の子が来てくれるとありがたいと思います。 

○区長  やはり東京都の制度はオール東京ですから、どうしても港区のように特出した

地域とのすり合わせがやりにくいところがあります。そういう意味では、区で突き抜けて

いってもいいのではないかという気もします。 

○澤委員  国際化と若干違う視点ですけれども、やはり区費講師が随分学校現場で貢献

しているというか、先生方から見て役に立っているということを、この間、白金の丘学園

に行ったときに言っていました。今、区長が言われているように、東京都とか国は、東京

都の平均、日本の平均の考え方でいろいろ政策を進めるわけですけれども、区は区で独自

のというのは、これは大事なことだと思います。 

○小島委員  国際化の観点でも、日本全国と比較されたのでは、港区の現状から遅れて

しまいます。 

○澤委員  せっかく資源があるのに。 

○区長  国や都に最適な対応ということでお願いしていくことになるのだと思いますが、

教育の現場と区長部局の方で協力して、いろいろな可能性、発展性がある事業に取り組め

るのではないかという思いもしております。 

○澤委員  区長、私も大学院も行って、国際化ということでコミュニケーション能力を

高めるのももちろん大事なんですけれども、もう一つ、国際化、国際社会の中で貢献する

ためには、自分の専門の柱を持っているということが大事です。いくら語学がうまくなっ

ても何を言いたいのかという、何がなければ意味がないです。私もこの年になって英語で

苦労していますけれども。 

 要するに、学会や国際会議で話をするときに、来た人は英語がうまい下手を聞いている

わけじゃなくて、研究の中身で新しいものが何なのかということです。教育の中で、もち

ろん国際化教育で英語は大事なんですけれども、もう一つ、理科でも、法律でも、自分が、

将来、専門性の柱とするようなものにもいろいろ興味を持ってもらう中で、国際感覚を身

につけることがすごく大事なことと思います。本末転倒しているような議論を聞くことが、

時々あります。本来は、自分の専門性を、世界に出たときに、例えば日本のノーベル賞の

ように、世界から評価される専門性をどうやって身につけるか、その芽というのは、小中

学校のときに何に興味を持つかです。教育委員会としてはきちっと専門性の柱を作る考え
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方を持つことが大切です。 

○小島委員  今、澤委員から言われたので少し横に外れるかもしれませんが、やはり国

際感覚の中で、我々からすると、世界共通語としては人権感覚なんですね。そういう人権

感覚に裏打ちされた解釈で、お互いが自由、平等で、最終的にはお互いがどうしたら最大

多数の最大幸福というのが実現できるかという観点から、そこら辺の感覚という、やはり

澤委員の言うとおり、自分が専門分野で何が一番大事だと。その大事なものが国際的な基

準から見て、国際化という基準から見て認められるのか、そういう観点から考えないとい

けないと思います。その辺は確かに小中学校のころからそういう感覚的なものを身につけ

ないと、単なるガリ勉だけで身につくものではないということですね。 

○青木教育長  今のお話のつながりで、実は高陵中学校のＰＴＡ会長をやられている方

が、国連などの国際機関にいる職員は公立を卒業した方が多いと言われていました。なぜ

かというと、今、小島委員がおっしゃられたように、多様性を認めるということです。公

立学校に通った方は子どものころから多様性が自分の周りにあります。参考資料２にも、

障害者理解が入っていますが、学校には障害者の方もいるし、いろいろな所得層の方もい

る。そういう中で育ち、自然に、様々な人たちを認め合うことができ、世界にはいろいろ

な人がいますので、それで公立学校出身の方が国際機関には多いというふうに言われてい

ました。 

 このことから、国際感覚を身につけた人材育成ということに関しては、やはり多様性を

自然に理解することができるという点が重要かなと思います。 

○澤委員  それと、やはり小島委員が言われたように、言葉が違って肌の色が違っても、

共感するような経験をたくさん積んでもらうと、ほんとうに世界で活躍できるような人材

に育っていくんじゃないかなという期待はありますね。 

○小島委員  いろいろな感覚が世界的に通用するためには、どういう考えが必要なのか

とか、いろいろな人とつき合っていけば、そういうのがだんだん肌身でわかってくると思

います。 

○区長  話が尽きないところですが、今日は２つのテーマを用意しておりますので、今

日、深い議論をさせていただきまして、国際感覚はツールとしての英語を覚えるというこ

とだけではなく、当然のことなのですが、他者を思いやることもそれぞれ大事にしながら、

いろいろな場面において国際感覚の育成を進めていくことが大事だと思います。 

 これから、今日のお話を素材にしながら、具体的な事業、施策の中に反映させていける
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かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（「こちらこそ、よろしくお願いいたします」と呼ぶ者あり） 

 

○区長  では、次のテーマ、子どもに寄り添う教育の実現に向けてですが、具体的には

今も課題になっている教職員の負担軽減についてです。このことについても、やはり教育

委員会と区長部局がよく協力し合うことで、また何がしかの進展を図ることができるので

はないかと思います。まず資料を用意してもらいましたので、資料の説明をお願いします。 

○庶務課長  それでは、資料２をご覧ください。教職員の多忙ということが報道等でも

広く言われているところでございます。左側の勤務実態の調査を見ますと、昭和４１年度

の国の調査では平均残業時間が月８時間で、平成１８年で３４時間、もう既に４倍以上に

なっている。これは全体平均ですので、先生方によってはもっと多忙なのではないかとい

うのが現状でございます。 

 多忙と言われる先生の中でも、一番やはり今、忙しいと言われている副校長先生、副園

長先生の実態について、昨年秋、教育委員会が独自に調べたところでございます。これに

ついては参考資料の６で概要をまとめさせていただいております。 

 時間については、国が言っているとおりの結果が出てございます。非常に長時間の勤務

という実態がつかめたところでございます。さらに中身なのですが、どうしても事務処理

に追われているという実態が浮き彫りになりました。本来、管理職の役割とすれば、若手

の教職員の指導育成というのも重要なのですが、なかなかそこに手が回っていないという

ことでございます。 

 実際、勤務実態調査の中では、時間と業務の中身の確認、アンケートとヒアリングをさ

せていただいて、さまざまな現実が浮き彫りになったところでございます。これを受けて、

教育委員会事務局内に検討委員会を置きまして、具体策について検討をしてございます。 

 右側のほうになりますけれども、すぐにでも取り組める中身もございますし、今後、き

ちんと検討をして、来年度、見直しを予定しております各種計画に盛り込んでいくような

大きなものも含めて、教員の負担を軽減して、何よりも子どもたちに向き合っていく時間

を確保していくことで教育の質を高めていくということを目指して、教育委員会として取

り組んでいきたいというところでございます。 

○人事課長  それでは、資料２の下の段のところ、参考までに職員の状況ということで

お話をさせていただきます。 

 -13- 



 区の超過勤務の現状につきましても、教職員の皆さんと変わりなく、超過勤務の実績は、

年々、増加傾向にあるということを表でお示しをさせていただきます。平成２３年度は１

年間で１人の平均の超過勤務時間数が１０３.６時間であったのが、平成２７年度は１２

４.６時間という増加傾向にあるということで、これまでも人事部門として何もしてこな

かったわけではないのですけれども、例えば平成２４年度までは超過勤務命令の事前申請

の徹底、ノー残業デイ、エンジョイマイライフというのは定時退庁の週間、これはセッテ

ィングを各課でしてもらいましょうというものですけれども、そのようなものも各所属に

呼びかけて実施をしてまいりました。平成２５年度には年間の勤務時間の上限設定という

ことも行いました。 

 平成２８年度は、ワークライフバランス推進プランの中に超過勤務縮減の推進、これを

明確に位置づけたところでございます。平成２８年４月には、部署によっては会議やイベ

ントが夜に行われるケースが多いところもございますので、時差出勤を利用して超過勤務

の短縮を図る。具体的に言いますと、例えば夜の８時ぐらいまで会議があるというところ

につきましては、午前１１時半に出勤して午後８時１５分を終了時間とするというような

柔軟な勤務形態というものを導入してきたところでございます。 

 しかしながら、今なお、先ほどお示しした現状というものがございまして、今後、平成

２９年度の取組といたしましては、新たに働きやすい職場づくり推進担当部長を設置しま

して、仕事の進め方、またはメンタルヘルス対策などを含めまして、全庁一丸になって、

区の職員については取り組んでまいりたいというふうに考えています。 

○区長  教育委員会、また区長部局からの資料の説明をしてもらいました。これは大変

大事なことで、実は区の職員の現状でも、超過勤務の縮減というのは大事なテーマになっ

ています。それにはもちろん一人一人が効率的な執務、事務執行に努めるということは当

然なのですが、組織としての仕組みづくりというのでしょうか、組織として変えていかな

ければならないもの、仕事の進め方であるとか、そういったところに入っていくと思いま

す。 

 来年は、働きやすい職場づくり推進担当部長という部長を置きまして、集中的に取り組

むことにいたしまして、例えば会議の持ち方などもそうだと思うのですけれども、効率的

な会議を行うことで、それだけ充実した時間の使い方を、全員に影響を及ぼすことができ

るでしょうし、そのような努力もしていこうとしております。学校の現場でも、学校単位

で、あるいは教育委員会だけではなかなか難しい事情もあるのではないかと思うので、区
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長部局とある程度共通の課題を認識する中で、一緒に取り組んでいけることもあろうかと

は思いますし、あるいは何か方向性を見出すだろうと思います。区長部局としてもできる

限りの協力をしていきたいという趣旨から、この課題について取り上げてもらったわけで

ございます。 

 いかがでございましょうか。忌憚のないご意見をいただきたいと思います。 

○小島委員  先生方により多く子どもに向いてもらって、その時間をとるということは

ほんとうに、今、大事な喫緊の課題になっています。またいつものように的外れなことを

言うんですが、教職員、先生に対して、先生は労働者じゃないんだ、先生は聖職だという

考え方が、まだまだ日本人の、我々の中にも片隅に残っているんじゃないかなという。 

○澤委員  それは古い人でしょう。 

○小島委員  だから、ちょっと的外れなことを。ただ、そういう考えはまだあるんです。

我々専門職の世界でも、２４時間勤務ということが言われることがある。朝から晩まで、

夜まで仕事一途でやりなさいという感覚がものすごく残っているんですね。もちろんいい

という意味じゃなくて。 

 ただ、学校の先生に対しては、そういう意識がまだまだ少しあって、いけないんだけれ

ども、やってもらいたいという気持ちがまだまだあるのかなという気がします。このよう

な考え、雰囲気をなくすことが非常に大事だと思います。 

○澤委員  今、庶務課長から説明があったように、先生方、特に副校長先生、副園長先

生が何に時間を使っているかという中で、事務・報告書作成ということがあります。それ

で、この辺のところを軽減するということで、今日の教育委員会の資料にも、情報化アク

ションプランがあります。その資料によりますと、校務支援システム導入が、今年度です

か、実際に動き出しました。まだ先生方が使い切っておられないのかもしれませんけれど

も、指導室長に聞きたいのは、この校務支援システムは、こういう報告書作成とか、そう

いったことの軽減にこれから相当効いてくるのでしょうか。 

○指導室長  実際に委員がおっしゃったように、活用できるかということに関しては、

研修等でしっかりとできるようにしていかなければいけないというふうに思っています。

実際に、例えば通知表であったり、そういった事務的に年度末、忙しいものに関して、一

旦、入力すれば、それがいろいろな資料に反映できるという点では、今年度から導入して

いますので、また成果を受けて、次年度以降もより活用が進み、先生方の軽減、有益にな

ればというふうに思っております。 
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○澤委員  それは我々も期待しているところです。 

○小島委員  地区教育会議でも、一般の方から、先生方、忙し過ぎるんじゃないか、も

っと子どもたちの勉強など見てもらいたいという意見がいっぱい出てくるんですね。だか

ら、これはもう一般区民の方、保護者の方がほんとうにそう願っているということで、

我々も早急にやらなくてはいけない課題です。 

○澤委員  このアンケートの１０月の実施結果で、３位に保護者・ＰＴＡ対応というの

がありますね。これは、言葉はちょっとまずいんだけれども、クレームとか、そういうこ

とに対応するためにということですか。 

○指導室長  例えば単純な連絡であったりということもあるんでしょうけれども、やは

り校内で子どもたち同士のトラブルだったり、けがをしたときなどでも必ず説明をしなけ

ればいけない。ただ、その際に、なかなかご自宅にいらっしゃらなかったり、携帯電話等

を使ってもなかなか連絡がつかないので、それを放っておいて帰るわけにいかないので、

やはり連絡がつくまで学校に残っているというような、そういったこともやはりあります。 

○澤委員  この点も、教育委員会として大きな課題ですね。 

○小島委員  トラブル的なものは学校法律相談で、かなり引き受けてやっています。 

○区長  学校支援地域本部など外部からの支援や、外部人材の活用など、そういう方向

から負担軽減の可能性というのは考えられるのでしょうか。 

○小島委員  例えば、社会科の授業において、憲法について弁護士さんに説明してもら

いたいというときに、弁護士を探すのは先生方じゃなかなかできないので、それは支援本

部で全て手配してもらうと。 

○区長  その方向性を大きく広げて、校務の中で委ねられる部分というのがどれほどあ

るか、特に外部に委ねるなど、そのような可能性がある仕事、業務というのはあるのでし

ょうか。 

○生涯学習推進課長  まさに学校支援地域本部事業なのですが、充実させようというふ

うに考えていまして、平成２９年度に各学校によってやはり支援が欲しい種類は違いまし

て、地域の方と、地域コーディネーターという形で地域と学校を結ぶ人材を選出して、そ

の方々に入っていただいて、今年度少し試行的に実施しているものがあります。 

 例えば芝小学校や御田小学校ですと、例えば展覧会のような形でお子さんのお習字を張

っていく、そういうようなものも先生方が放課後の時間を使って一つずつ、全部、展示し

ていって、これについては金賞などと張っていくのですが、そういうようなものも、地域
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のコーディネーターや地域のボランティアの方のお力をいただいて試行的にやりまして、

非常にそれがよくて、地域の方もこういうことを今学校でやっているのだなというのがわ

かりましたと、先生方も、地域のお力をいただいて非常に助かりましたというものがあり

ますので、来年度、そういったことを４校で、少しずつ広げていければというふうに思っ

ております。 

○澤委員  そういう意味では、区長が言われた学校支援地域本部が、校務の他にも、先

生方をサポートするのは、まだ幾つかあると思うんですね。学校施設開放対応とか。 

○小島委員  副校長が担当しているんですけれども、大変らしいですね。 

○澤委員  学校施設だから、学校側もほかに委任するのを嫌うということもありますか

ね。 

○小島委員  これこそ、ずうずうしいようですが、総合支所のどこかの担当にやっても

らえないかと。町会の方とか、地域の団体の方が学校施設を利用するわけです。その方た

ちが学校施設を利用するときは、総合支所の担当を通してやってもらう。そうすると、副

校長の仕事が大分軽減されます。 

○澤委員  もう一つ、区長が言われた学校を支援するというのは、中学校でも小学校で

も学校に事務の方がいますね。事務の方が、どの程度、校務にかかわり合っているのかと

いうことが、ちょっと問題というような話もあります。だから、ほんとうに先生方がサポ

ートしてもらいたいような学校事務の検討も必要かと思います。 

○小島委員  事務といっても、内部勤務の事務じゃなくていろいろな、清掃とか、壊れ

たところを直すとか、そういう事務のほうが学校は多いんじゃないかしら。 

○澤委員  それは用務員さんがいます。ちゃんと事務の人がいるんです。東京都から来

た方もいるんですね。 

○青木教育長  主にそうです。区の職員もいます。 

○澤委員  だから、その辺が、私の個人的な印象ではうまく活用できていない。活用で

きていないという表現はおかしいですけれども。 

○区長  役割分担などを整理して、改善する余地はあるのではないかと思います。 

○澤委員  東京都から来た方が、東京都の所管という違いはあります。学校の先生も東

京都の職員ですけどね。 

○小島委員  所管事務がはっきりと決まっているのかな。それは自分の仕事じゃないと

いうような。 
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○澤委員  そこの壁みたいなのがあるんだとすると、そういう制度そのものをもっと見

直して、学校現場を実質サポートできるようにする必要があります。だって、人件費を使

って来ていただいているわけだから。その辺のことも課題のように思います。 

○小島委員  制度をきちんと見直して、東京都から来る事務職員に更に充実して仕事を

やってもらえればいいと思います。 

○澤委員  できることなら、東京都から予算だけくださいとか。 

○小島委員  今、幼稚園もどんどんお子さんも増えているし、クラスも増えているのに、

幼稚園には事務職がいない。これは問題ですね。 

○澤委員  でも、サポートみたいな人はいますね。 

○青木教育長  参考資料６ですが、これは、まさに現場の方々からの声ですけれども、

第１位が事務・報告書です。右側の４番にそれぞれの現場の先生方から、こういうふうに

してくれればという具体的提案が出ています。これを見ると、我々の工夫でやれるものも

多いので、こういう現場からの実態を、今回、把握したというのは大きなことです。 

 しかももう一つ、事務・報告書の作成の中には、区からの調査依頼もありますが、東京

都、国の依頼が多いです。しかも時期が決まっていなかったり、基準日がバラバラだとか、

再度集計しなくてはいけない、そういうものが多いので、このような実態は我々から東京

都、あるいは国のほうに発信することが必要だと思います。 

○区長  全国的にも共通のこととしてあるのでしょうね。予定の時間になってしまいま

したが、この教職員負担軽減というテーマについて、子どもたちのために、子どもたちに

向き合う時間をもっと持ってもらいたいという皆さんの思いだと思います。今日の議論の

中でも出ましたが、いろいろなことを連携の中でも見出せるのではないかと思っておりま

す。施設活用にしても、区民の方にとっては必要な施設ですし、それぞれ設置目的という

のはしっかり果たしていく中で、より効率的な活用を図っていきたいと思います。また、

区民の方に学校の中に入ってもらう、知ってもらうという機会になるのではないかと思い

ます。 

○小島委員  大変大事なことですね。 

○区長  また地域と教育がさらに近くなっていくのではないかという思いもあります。 

 今日もさまざまなご意見をいただきまして、大変参考になりました。これからまたより

具体的な行動について相談させていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 
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 港区総合教育会議は、今年度２回開催させていただきました。各回とも大変に有意義で

あったと思いますし、具体的な施策のヒントとなるご提言いただき、あるいは基本的な姿

勢について見直す機会にもなるかと思います。本当にありがとうございました。 

 今年度はこれで終了となりますけれども、今後の日程について、事務局からお願いしま

す。 

○総務課長  今後の日程でございますが、区長部局、教育委員会とともに、この会議に

おいて協議していただきたい事項がありましたら、適宜、開催させていただきます。皆様

の情報提供もよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○区長  よろしくお願いします。では、最後に何か、この機会にございましたらお願い

します。 

○澤委員  こうやって区長とざっくばらんにお話しできて、この機会はほんとうにあり

がたいです。ちょっと言い過ぎたこともいろいろあるかと思いますが。 

○区長  これからもしっかりと区民のニーズにマッチした教育行政を進めてまいりたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、これをもちまして、第２回港区総合教育会議を終了させていただきます。ありが

とうございました。 

（「ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 

（午後１２時５分閉会） 
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