別 紙
区民からの意見（要旨）と区の考え方
番号

1

2

3

4

5

6

項目

総論

概要

区の考え方

住民・教員（教育の専門家）・子ども
本計画は、学識経験者、保護者代
たちを中心とした取組にすること。住 表、教員代表、子ども関係機関の代表
民等の意見を１年かけて聞き計画を立 や地域住民からご意見をいただき、平
てること。
成24年５月に策定した計画を改定する
ものです。
また、本計画の改定にあたり、目標
等の前提とした「みどりの風吹くまち
ビジョン」や「練馬区教育・子育て大
綱」、また整合を図った次期アクショ
ンプランは、それぞれ住民意見反映制
度により区民等の意見をお聞きしてい
ます。

対応
区分

○

「計画の基本的な考え方」について
は、計画の基本的な考え方の基本とし
て、憲法26条に基づくものであるこ
と、子どもの権利条約に依拠するもの
であることを明記すべき。

練馬区教育振興基本計画は、教育基
本法第17条第２項に基づく区における
教育の振興のための施策に関する基本
的な計画です。教育基本法はその前文
において「日本国憲法の精神にのっと
り、我が国の未来を切り拓く教育の基
本を確立し」としているため、改めて
記載する必要はないと考えます。

教育は、政府の方針を一番に影響を受
けやすい分野であるが、ただ影響を受
けるだけでなく練馬区として考えてほ
しい。区長が参加する「総合教育会
議」に是非抗議して、教育委員会に任
せ、区長は参加しないでほしい。
総論

「総合教育会議」は、「地方教育行
政の組織及び運営に関する法律」によ
り、地方公共団体の長と教育委員会が
十分な意思疎通を図り、地域の教育の
あるべき姿を共有して、より一層民意
を反映した教育行政の推進を図ること
を目的として設置することが定められ
ているものです。
今後も、教育行政における責任体制
の明確化を図るとともに、区長と教育
委員会との情報の共有や連携を強化し
ていきます。
また、教育委員会では国の動向を踏
まえつつ、区の実情にあった教育施策
を推進していきます。

※

総論

全ての施策は、教育においては憲法26
計画の位置付け図は、区の策定した
条が土台にある。それが描かれていな みどりの風吹くまちビジョン、次期ア
い図は欠陥である。
クションプラン、練馬区教育・子育て
大綱との関係性をわかりやすく示すた
めのものとなっています。

※

「取組の視点」として、憲法26条に基
本計画では、練馬区教育・子育て大
づくものであることを明記すべきであ 綱に掲げられた「取組の視点」に基づ
る。
き、重点施策と主な取組を体系化して
います。

※

総論

総論

教育環境の整備として、学校施設の改
修の中に災害時における避難拠点とし
ての役割を担うことが記載されてい
第１章 る。地域住民の中には、体の不自由な
高齢者や障害者もいるため、段差解消
などのバリアフリー化にも配慮して改
修をしてほしい。

「練馬区福祉のまちづくり推進条
例」に基づき、学校施設の改修・改築
時には、児童・生徒、保護者、地域住
民等誰もが利用しやすいように、段差
解消、だれでもトイレの整備等を行っ
ています。今後もバリアフリー化を進
めます。

※

○

番号

7

8

9

項目

概要

小学生の孫がいるが、学校では冷暖房
快適な室温を保つため、機器の点検
は備わっていても教室内は夏暑く、冬 やフィルター清掃を定期的に行ってい
第１章 は寒いようである。もう少しどうにか ます。機能が低下した際は、修繕を行
ならないか。
うなど必要な措置をとっています。
「教員の資質・能力の向上」記載の、
新たな指導員制度や学校徴収金管理シ
ステムの導入による教職員の負担軽減
第１章 を掛け声倒れでなく実現することが、
教員の働き方改革にも関わり、必要だ
と考える。
教員定数を増やさずに英語指導を行う
ことは、教員の負担増となり、「働き
方改革」に逆行することになる。効果
第１章 のある授業にするため、子どものため
にも英語専科の導入は必須である。

計画に基づき、教員の業務負担の軽
減を図り、教員が子ども一人ひとりと
向き合える環境づくりを進めていきま
す。

光が丘第四中学校の閉校の決定は、適
正配置を考えて計画的に行ったとは言
えず、突然だった。光が丘病院の移転
の敷地確保のために生徒数が減る機会
を待っていたとしか思えない。 「適
正配置」というなら、「過大規模校」
も含め、区全体を見て計画的に行うべ
きである。

光が丘第四中学校は平成21年度から
概ね６学級で推移し、生徒数の状況を
注視してきましたが、平成28年度は
１、２年生で単学級となり、全体で４
学級となりました。このことを受け、
将来にわたっての教育環境に強い危機
感を持ち、閉校の検討を始めました。
過大規模校を含め、区立小中学校の
適正配置の考え方については、平成29
年３月に策定した「練馬区学校施設管
理基本計画」の中でお示ししていま
す。なお、学校跡施設活用および練馬
光が丘病院の移転・改築の検討を開始
したのは、平成29年練馬区議会第二回
定例会において、光が丘第四中学校の
閉校に関連する条例が改正された後の
ことです。

10 第１章

11

区の考え方

東京都教育委員会が小学校英語専科
教員の配置に向け準備を進めていま
す。

「教員の業務負担の軽減」 は是非推
副校長を含め、教員を支援する人材
進してほしい。研修・研究指定校の研 の配置を進めていきます。
修は教員を多忙にし、休憩時間や勤務
時間終了後の会議は常態化して、超過
勤務をもたらしている。研修・研究
第１章 （p.13「小中一貫教育の取組の推進・
発展」を含む）を充実させるには人員
配置が不可欠であり、人員配置なしの
研究・研修の推進はやめてほしい。

12 第１章

トイレの改修は「計画的に」ではな
く、至急行ってほしい。

29年度中に全小中学校で1系統目の
トイレ改修を終了しました。今後は２
系統目以降のトイレ改修を年５〜６校
のペースで進めます。

対応
区分

−

○

−

※

◎

○

番号

13

項目

概要

全国的に子どもの数は減少傾向だが、
少人数学級、学校の実現をするいい
チャンスとなる。大規模校への対策は
見えないが放置しているのか。学校を
つぶさないでほしい。地域のコミュニ
第１章 ティを壊さないでほしい。２校目の旭
丘小中一貫校建設には反対である。

道徳教育は不要である。

14 第１章

15

16

17

区の考え方

平成29年３月に策定した「練馬区学
校施設管理基本計画」では、過大規模
校の対応についても規定しています。
また、児童生徒数の減少、学校施設
の老朽化などの課題を抱える旭丘・小
竹地域において、より良い教育環境を
提供することを目的として、２校目の
小中一貫教育校の設置を提案していま
す。
道徳教育は、自立した人間として他
者と共によりよく生きるための基盤で
あり、社会の変化に対応して生きる上
で必要な教育であると考えます。

小学校での英語教育、ICTの指導は不
子どもたちが将来自分で課題を解決
要。実施するなら１学級を20人にして していくために、英語教育、ICT教育
からである。
の充実を図っていきます。ICT機器
は、動画や画像等を用いることで、児
童や生徒の興味を引くわかりやすい授
第１章
業を行うために導入するものです。少
人数学級でなくても有効であると考え
ています。学級編制は、法ならびに法
に基づいて都道府県が定める基準によ
り実施しています。
大規模改修は、練馬図書館を中央図書
中央館的機能を担う館として光が丘
館として位置付けて、改修計画を検討 図書館が、今後も区立図書館全体の運
してはどうか。
営を管理します。練馬図書館の大規模
第１章
改修にあたっては、利用者ニーズ等を
踏まえ改修計画を検討していきます。
社会に出た際に多くの人々とコミュニ
ケーションを行う上で、小中学校で多
様な交友関係を図り、人格形成を整え
ることはとても大切である。そのため
にも、過小学級問題は速やかに解消す
べきである。
第１章 過小学級は既に課題として挙がってお
り、平成33年度末の基本方針策定では
遅すぎる。解消に向けて前倒しで策定
時期を掲げてほしい。速やかな統廃合
を進めるとともに、区立学校に対する
区の財政も集中化させるべきである。

対応
区分

※

※

※

※

平成29年３月に策定した「練馬区学
校施設管理基本計画」において、過小
規模の学校を中心とした適正配置を進
める考え方を示しました。平成30年度
には、具体的な適正配置実施方針の策
定を予定しています。

〇

番号

項目

概要

区の考え方

小中一貫教育について
小学校と中学校の連携強化、統合にど
のような教育効果があるのか、海外で
のモデルケースなどを例に出して実証
的なデータを出すのだとばかり思って
いたがそうした話はないようである。
教育効果があるのか疑問である計画に
は賛成できない。

小中一貫教育は、児童にとって、小
学校から中学校への円滑な接続等の効
果があります。教員も、別の校種の児
童生徒理解が進むほか、小中合同研修
などを通じた授業改善にも取り組むこ
とができます。
練馬区では、平成23年４月に小中一
貫教育校大泉桜学園を開校するととも
に、10組の小・中学校を研究グループ
に指定して、小中一貫教育の研究と実
践を本格的に始め、現在は施設が離れ
ていても全校で小中一貫教育の取組を
進めています。施設一体型の小中一貫
教育校の設置は、小中一貫教育の教育
効果をより一層高めることができると
考えています。
児童生徒数の減少が予測される中、
子どもたちが良好な教育環境の中で学
び成長することができるよう、過小規
模校を中心に適正配置を進めていく必
要があると考えています。
避難拠点のあり方については、適正
配置の状況や避難拠点運営連絡会の
方々の意見を踏まえて検討します。

また、学校の統廃合をこれを機に加速
させていくようにも受け取れる。公的
施設を減らし、維持管理費を浮かせた
いようにも思える。

18 第１章

学校は災害時に避難拠点ともなるが、
これが減るということは来たる大規模
災害への備えを弱体化させることにつ
ながるのではないか。
光が丘第四中学校の閉校の件からも、
まず地域住民や保護者からのアセスメ
ントがしっかりと得られているのかが
重要であると思う。突発的に短期間
で、区の方針のみでごり押しをすると
いう風に取られてしまうようでは、説
明責任が果たされたとは言えない。

19

20

教員の研修をより実践的なものに
教育公務員は研修が義務付けられて
区独自の教職員研修を拡充するとは、 います。教員研修の改善・充実につい
ただでさえ、残業代はつかない法定労 ては、引き続き取り組んでいきます。
働時間を無視した過酷な職場環境にい
る教職員にこれ以上の苦役を強いてど
うするというのだろうか。研修をすれ
ば立派な教師ができて将来の有望な子
ども達を育てることができるというの
は、完全な妄想である。
これだけ世間で報道されれば、普通に
働きたい人間は教師という過酷な職場
第１章
を選ばない。労働力不足が深刻化して
いる中、このような教職員を酷使する
ことしか考えない政策では次代を担う
教職員など育ちようがないし、なり手
もいなくなる。よしんば夢や理想に燃
える人間が教職に就いたとしても、確
実に過労で潰される。教育行政は自ら
次代の若い芽をつぶしているようなも
のではないのか。
次代の教職員を養成したいならば、労
働き方改革とは別に、教職員の育成
働環境の改善を図るべきである。教員 は喫緊の課題です。校内で行うOJTも
数の増員、事務処理の効率化のための 活用しつつ、労働環境の整備もあわせ
第１章 専門事務員確保、研修の削減、タイム て進めていきます。
カードの導入など、やるべきことが数
多くある。

対応
区分

※

※

○

番号

21

22

項目

概要

区の考え方

英語教育の早期化も、教職員への負担
学習指導要領に従って、外国語教育
を増やすだけである。何より、英語の の推進に取り組んでいきます。
早期教育が何故有効なのか、判断させ
る理由に乏しい。それよりも、日本人
としての教養や自覚を涵養させるなら
ば、国語教育をもっと充実させる方が
第１章
いいのではないか。若いうちの二カ国
語教育がその子どものアイデンティ
ティを形成する上でどう影響するのか
わからない以上、早計に舵を切るのは
やめたほうがよい。
子どものためには少人数学級の実現や
多くの学校で、少人数指導を実施し
カリキュラムの見直しなどを実行すべ ています。詰め込み教育は行っていま
きである。ゆとり教育の反発から詰め せん。
第１章
込み教育に逆戻りしているようで、非
常に現状への危機感がある。
ぜひ少人数学級を推進してほしい。海
外の学校で経験した20人以下学級は一
人ひとり丁寧に指導され学習意欲を引
き出すことができていたと感じた。都
や国に働きかけ、練馬区独自の適正配
置を練り上げてほしい。

23 第１章

算数・数学、英語など教科の特性に
よって、少人数で行った方が効果的な
教科については多くの区立小中学校で
少人数教育を実施しています。
学級編制は、法ならびに法に基づい
て都道府県の定める基準により実施し
ています。区独自の判断で学級編制を
行うことは考えておりません。
平成29年３月に策定した「練馬区学
校施設管理基本計画」において、小学
校・中学校ともに12学級以上18学級以
下を適正規模とし、国の標準規模の考
え方に合わせることとしています。

24

ICT教育推進は、授業の中でどの程度
の導入になるのか。身体や脳に及ぼす
デメリットを把握した上で、学力向上
のために必要なのか更に検討してもら
第１章 いたい。

ICT機器の活用は、一斉授業の一部
で大型提示装置や教員用タブレット端
末を用い、動画や画像等を使用するこ
とで、子どもたちの興味や関心を引く
わかりやすい授業とすることを目的と
しています。授業がわかりやすい、楽
しいと感じることで、学習意欲の向上
が図られると考えています。

25

地域の公立学校は、文化の拠点でもあ
り防災の拠点に重要な場であると思
う。区内の学校の占める敷地を狭めて
いくことを方針にしている理由が納得
できない。公立の学校を縮小すること
は、国の方針なのか。練馬区独自の計
第１章
画を構築してほしい。

児童生徒数の減少が予測される中、
子どもたちが良好な教育環境の中で学
び成長することができるよう過小規模
校を中心に適正配置を進めていく必要
があると考えています。
平成29年３月に策定した「練馬区学
校施設管理基本計画」において、適正
配置の考え方をお示ししています。ま
た、様々な区民ニーズを踏まえ、施設
の複合化や跡施設の活用についても取
り組んでいきます。

対応
区分

※

□

※

※

※

番号

項目

26 第１章

概要

区の考え方

対応
区分

「乳幼児における望ましい成長と発
達」との記述は、人間の成長論、発達
論の視点から言って誤りだ。誰が「望
ましい」と判断するのか。子ども一人
ひとりの個性と発達を尊重すべきであ
る。

現在も子ども一人ひとりの人格を尊
重し発達過程を踏まえたうえで、保育
にあたっています。
幼稚園教育要領では、幼稚園教育の
基本として、「幼児一人一人の特性に
応じ、発達の課題に即した指導を行う
ようにすること」と記述されていま
す。
これに基づき幼稚園では、乳幼児期
における望ましい成長と発達のため、
幼児の個性と発達を尊重した教育を
行っています。

○

幼稚園における「練馬こども園」の記
述について。幼稚園は幼稚園としての
役割が明治期以来ある。待機児童解消
は認可保育園の増設によって行い、幼
稚園は幼稚園としての性格と機能を充
実させるべきだ。

区が子育て世帯を対象に実施した
ニーズ調査では、３〜５歳の預け先と
して、多くの方が認可保育所とともに
「預かり保育のある幼稚園」を希望さ
れています。こうしたニーズに応える
ため、独自の幼保一元化の制度として
練馬こども園を創設しました。
練馬こども園は、保育を必要とす
る多くのご家庭に利用され、認可保育
所から転園される方もいます。今後も
保育施設とともに練馬こども園を拡大
し、保護者のニーズに応じて教育・保
育サービスを選択できる環境づくりを
進めます。

27 第１章

「幼保小」の連携の名の下で、子ども
一人ひとりの個性と発達を犠牲にした
「教育」は子どもの基本的人権を踏み
にじるもの。「連携」の下で、一人ひ
とりの個性を奪うようなことはあって
はならない、と明記すべきである。

小学１年生の学級において、集団行
動が取れない、授業中座っていられな
い、話が聞けないなどの不適応が見受
けられるといった、「小１問題」への
対応が求められています。
就学前の生活から小学校入学後の学
習や生活に順応できるよう、幼稚園・
保育所・小学校の連携を強化し、就学
前教育から小学校教育への円滑な接続
を図るために「幼保小連携」は行って
いるものです。

「保護者負担の軽減」について、保育
園に子どもを預けたくても預けられな
い保護者がやむを得ず、幼稚園（練馬
こども園）に入園させた場合、保育園
では入学金ゼロなのに、５万から10万
円もかかる現状については一言も触れ
第１章 られていない。子育て世帯の要望に
沿った施策とすべきである。そのため
に、認可保育園に子どもを入園させた
い人が全員入れるように、認可保育所
を増設することが先だ。

「保護者負担の軽減」のため、幼稚
園入園料に対する補助を行っていま
す。幼稚園児の保護者の経済的負担の
軽減に資するものであり、子育て世帯
の要望に沿った施策であると考えま
す。
また、保護者の多様なニーズに応え
るため、認可保育所だけでなく小規模
保育事業の整備、既存園の定員拡大、
練馬こども園の推進など多様な手段で
待機児童の解消を図っていきます。

28 第１章

29

※

※

○

番号

30

31

項目

34

35

区の考え方

全国的にも問題が指摘されている「小
小中一貫教育は、児童にとって、小
中一貫教育」は、もっと検証結果を踏 学校や中学校への円滑な接続等の効果
まえ、区民の議論を進めることを優先 があります。教員も、別の校種の児童
するとすべきである。
生徒理解が進むほか、小中合同研修な
どを通じた授業改善にも取り組むこと
ができます。現在、中学校1校と小学
第１章
校1〜3校を単位とするグループごとに
研究を進め、成果と課題について検証
を行い、地域・保護者からの学校評価
等を活用して、取組内容や方法の見直
し・改善を進めています。
旭丘小学校、小竹小学校、旭丘中学校
の統廃合は一旦中止を。せめて区長選
まで中止し、区長は政策として「小竹
第１章 小を廃校にします」と公約に掲げ区民
の信を問うべきである。

32 第１章

33

概要

旭丘小学校、小竹小学校、旭丘中学
校の３校を小中一貫教育校へ再編する
方針について、より多くの保護者や地
域の方々の意見を伺いながら進めてい
くこととしています。

「道徳教育」は科学に立脚したもので
学習指導要領に従って、道徳教育の
あるとすべきだ。
推進に取り組んでいきます。

「道徳」では「いじめをはじめとした
道徳教育・人権教育は、学習指導要
様々な問題を児童・生徒が自分自身の 領に基づいた適切な指導を行い、推進
こととして向き合い、考え」とある。 していきます。
それは人権教育の推進であるという。
であるなら、区民が「この施策は嫌
第１章 だ」ということを、区が強引にすすめ
るやり方は「区民いじめ」ではないの
か。この記載と、区がやっていること
は矛盾するのではないか。
道徳の教材については、区独自の教材
を用意するとある。道徳は科学に立脚
したものでなければならない。区独自
の教材が科学的なものなのか、研究者
や区民の意見を聞いたり検証ができる
第１章
委員会の設置が必要である。

区独自の道徳教材は、区の文化、自
然、人物等を題材としたものです。児
童・生徒が生まれ育った地域や区への
誇り、愛着を深められるよう、授業で
活用しています。

英語力の向上について。英語教員の数
東京都教育委員会が小学校英語専科
を増やさずに、生徒・児童の英語力を 教員の配置に向け準備を進めていま
増進させるのは教員の負担を増やすば す。
第１章 かりだ。教員の加重労働はいまや社会
問題になっている。区独自の教員加配
置をすることを明記すべきだ。

対応
区分

○

※

※

※

※

−

番号

36

37

38

39

40

項目

概要

「食育の推進」として「教材として学
校給食を活用」とある。学校給食を委
託した学校では、クラスによって配分
量が違う、おかずが焦げていた、給食
時間に間に合わなかった、直営時代に
第１章 比べ味が落ちた等、様々な声が子ども
達の間から上がっている。学校給食の
外部委託化は中止し、教材としてふさ
わしい、直営の自校調理給食に戻すべ
きだ。

区の考え方

学校給食調理業務の委託後について
は、教育委員会の担当職員が定期的に
巡回し、事業者に対し指導を行ってい
ます。業務の改善が必要な学校につい
ては、事業者に対し指導し、改善がな
されるまで繰り返し巡回指導を実施し
ています。今後も巡回指導を継続し、
サービス水準の維持向上を図ったうえ
で、委託を拡大します。

教員研修にあたっては、憲法26条およ
従前より、法令および「子どもの権
び児童の権利条約をふまえて実施する 利条約」に則った教育を行っています
ので、改めて記載する必要はないと考
第１章 と明記すべき。
えます。
「区立学校の適正配置」の名で、学校
児童・生徒数の減少が予測される
統廃合をすすめることは中止すべき。 中、子どもたちが良好な教育環境の中
何よりも、子どもの権利条約、子ども で学び成長することができるよう適正
の学習権を保障したものでなければな 配置を進めることとしています。
らない。子どもが犠牲になる施策を教
第１章 育委員会が推進するということは、教
育委員会が率先して子どもに対して
「いじめ」を行っていることになるの
ではないか。それでは子どもの世界か
ら「いじめ」はなくならない。
全ての小学校にねりっこクラブの設置
とある。ねりっこクラブは国の「放課
後児童クラブ運営指針」で示す学童保
育事業、学童クラブとは違う。そのこ
とを明記しないと誤解を招く。国の指
針では一支援単位「40人以下」とあ
る。「ねりっこクラブ」は90人、135
人受け入れとなっている。全ての学校
第１章 で必要数の学童クラブをつくるとすべ
きだ。

ねりっこ学童クラブでは、学校施設
を活用することで定員を拡大していま
すが、国の基準を踏まえた区の基準条
例に基づき、必要な職員配置や施設面
積を確保したうえで運営しています。
国の基準を踏まえ、保育する児童の
集団規模である「支援の単位」（おお
むね40人以下）を基礎としており、児
童数に応じて「支援の単位」を複数設
定し、運営しています。
引き続きねりっこクラブを推進する
ことで、学童クラブの受け皿を拡大す
るとともに、それ以外の子どもたちも
含めたすべての小学生の放課後等の居
場所充実を図ります。

小中一貫校には反対である。教育上の 児童の中学校進学への不安の解消、
問題で効果が見られないのに、なぜ先 ９年間を通したカリキュラムの確立に
頭を切ってやるのかわからない。
よる小中学校を通じた連続性・系統性
第１章
のある指導の実現などの効果が見られ
ます。

対応
区分

※

□

※

□

※

番号

41

項目

概要

区の考え方

過小規模校を理由に統廃合を進める
が、「選択制」に競わされ、常に人数
減で廃校におびえながら学校運営、教
育を続けていかなければならないの
は、校長、教員にとって大変なことで
あ る 。 も と も と 文 部 省 は 73 年 通 達 で
「小規模学校を統合する場合は、おお
むね12学級ないし18学級を標準とする
第１章 こと」と学校規模を重視する余り無理
な統廃合を行い、「地域住民との間に
紛争が生じたり、問題を招いたりする
ことは避けなければならない」「小規
模校として存置し充実する方が望まし
い場合も」と出している。文部省は、
この通達を破棄せず、通達は今でも生
きている。

国では、学級数について「学校教育
法施行規則」において、「12学級以上
18学級以下を標準とする。ただし、地
域の実態その他により特別の事情のあ
るときは、この限りでない。」と規定
しています。
平成29年３月に策定した「練馬区学
校施設管理基本計画」において、小学
校・中学校ともに12学級以上18学級以
下を適正規模とし、国の標準規模の考
え方に合わせることとしています。子
どもたちが良好な教育環境の中で学び
成長することができるよう適正配置を
進めます。

光が丘第四中学校は、全国でも最短の
期間で統廃合を決めたが、それは病院
を跡地に建設する話がついていたこと
が、今になってみればよくわかる。旭
丘小学校・旭丘中学校・小竹小学校の
小中一貫校については、一応時間をか
けているように見える。

光が丘第四中学校は平成21年度から
概ね６学級で推移し、生徒数の状況を
注視してきましたが、平成28年度は
１、２年生で単学級となり、全体で４
学級となりました。このことを受け、
将来にわたっての教育環境に強い危機
感を持ち、閉校の検討を始めました。
なお、学校跡施設活用および練馬
光が丘病院の移転・改築の検討を開始
したのは、平成29年練馬区議会第二回
定例会において、光が丘第四中学校の
閉校に関連する条例が改正された後の
ことです。
旭丘小学校、小竹小学校、旭丘中学
校の３校を小中一貫教育校へ再編する
方針については、より多くの保護者や
地域の方々の意見を伺いながら進めて
いくこととしています。

42 第１章

43 第１章

学校選択制は杉並区では既に廃止した
が、江東区、新宿区でも見直しが進め
られている。練馬区はどう総括したの
か、良かった点、悪かった点を明らか
にしてほしい。小規模校のメリットを
全然考えていない。

学校選択制度は、中学校進学に際
し、生徒と保護者の意見を可能な限り
尊重し、子どもたちが自らに適した教
育環境で、個性や能力を伸ばすために
実施しています。平成26年3月に練馬
区立中学校選択制度検証委員会から、
継続が望ましいという答申を受けてお
り、必要な改善を実施しています。毎
年多数の生徒や保護者からの申請を受
けていることから、今後も改善を図り
ながら制度を運用していきます。

対応
区分

※

−

※

番号

44

45

46

47

48

49

項目

概要

区の考え方

英語教育を小学校３・４年から始める 学習指導要領に従って、外国語教育
より、もっと国語の教育に力をつける の推進に取り組んでいきます。
べきである。そもそも小学校の教師に
英語を教える基礎的能力があるのか。
英語教師として雇用されていない教師
に教わる子どもは最大の被害者だ。し
第１章 かも授業時間が35時間増えるとは、教
員の数を増やさずにまた詰め込むの
か。これでは教師のなり手がいなく
なってしまう。これは文部科学省の問
題でもあるが、練馬区でも止められる
はずである。
画一的な「あるべき姿」を子どもたち
に押し付けるような道徳教育にならな
いよう配慮する必要がある。評価も教
員の主観が入らないように、また子ど
第１章
もへの影響に配慮する必要があるが、
通知表への記載など複数の教員で検討
する体制は作るのか。

押し付けるような道徳を行わないこ
とはその通りです。評価のあり方につ
いて区で定めることはありませんが、
各学校において、道徳の特性を踏まえ
た適切な評価を実施します。

学校図書館は司書が常駐することで、
課題を抱える子どもに気が付き、ケア
につながる場所となる。努力義務と
なっている学校図書館司書を配置して
ほしい。現在の図書館管理員、図書館
第１章
支援員のような非常勤、委託雇用で
は、年間時間数の制限で年度末に減ら
さざるを得ない状況があると聞く。

平成29年度から、全ての区立小中学
校の学校図書館に学校図書館管理員ま
たは学校図書館支援員を配置していま
す。学校図書館法の一部改正や学校図
書館ガイドラインが示されたことを踏
まえ、学校図書館への人的支援のあり
方を検討していきます。

子育て家庭を支援するには、児童民生
委員や子育て支援の市民活動団体とも
連携していく必要がある。地域で支援
をしていた子どもを児童相談所が保護
した後、情報が伝わらないまま子ども
第１章 が家庭に返され、また虐待されていた
などの事例も聞く。地域の活動と児童
相談所をつなぐ役割を担うのは、子ど
も家庭支援センターか。連携強化を明
確に位置付ける必要がある。

支援の必要な家庭を、連携して地域
で見守っていくために、区では「要保
護児童対策協議会」を設置し、子ども
家庭支援センターが調整機関としての
役割を担っています。
今後も、児童相談センターをはじめ
関係機関との連携強化を更に進め、児
童相談体制の強化を図っていきます。

家庭教育への支援は、戦前政府が出し
家庭教育への支援は、子どもの健全
た「親学」は危険である。親を縛るも な育成を進めるために行うものです。
第２章
のではない。
地域行事や社会奉仕のボランティア、
個人活動等を推奨している中で、部活
動への高い入部率を目標に掲げている
のは矛盾している。子ども達は土日も
部活動で疲れきっている。部活動の強
制は、国（スポーツ庁）から骨子とし
第２章 て提示された部活動の抑制の精神にも
反する。子どもたちにはもっと自由な
活動環境を与えるべきであり、部活動
の強引な活性化施策や強制加入につな
がる目標の策定は避けなければならな
い。

対応
区分

※

△

※

〇

※

部活動は、生徒の個性や可能性の伸
長、豊かな人間関係づくり等の教育的
意義の高い活動であり、生徒の自主
的・自発的な参加により行われるもの
です。入部率を強引に上げることは考
えていません。

−

番号

50

51

52

53

54

項目

概要

区の考え方

今後制定されるスポーツ庁のガイドラ
今後制定されるガイドラインの趣旨
イン（1）学期中の平日と土日に各１ を尊重して、部活動を推進していきま
日以上、合わせて週２日以上の休養日 す。
を設ける（2）１日の練習時間は平日
は２時間程度、休日は３時間程度にと
どめる、の精神を基本計画に入れてほ
しい。そして、ガイドラインの内容が
第２章 厳守されているか監視し、守られてい
ないようであれば、指導・公表等を行
う制度とすべきだ。働き方改革が進め
られている中、中学生においても休養
のない長時間の部活動は防止すべきで
ある。
「伝統文化への理解の推進」には、区
伝統・文化への理解を進めるため、
独自の地域教材を活用するとある。そ 各学校では地域の伝統芸能の体験や地
の教材は科学的根拠のあるものである 場野菜の栽培等、地域の資源を活かし
第２章 こと、また科学的検証のないものを地 た教育を実践しています。
域教材として使ってはならないと明記
すべきだ。
練馬への愛着を深める取組について
区独自の地域教材はどのようにつくる
のか。保護者や地域住民にも公開する
のか。ボランティアなども強制的にで
はなく、自発的に取り組めるような工
夫が必要である。地域を知ることで、
第２章 自然と地域に愛着を感じられるよう、
地域との活発な交流を期待する。リタ
イアして地域に戻った人は、学校など
とのつながりがなく、子どものために
何かしたいと思っていても機会がない
との声もある。

伝統・文化への理解を進めるため、
各学校において地域の伝統芸能の体験
や地場野菜の栽培等、地域の資源を活
かした教育を実践していきます。新た
に冊子等の教材をつくるものではあり
ません。
また、地域からのより幅広い協力が
得られるよう、教育活動への協力を希
望する方を登録する「学校サポーター
登録制度」（人材バンク）を拡大させ
ていきます。

適応指導教室は緩やかであるとはいえ
学校復帰が前提である。子ども自身は
なぜ自分が学校へ行けなくなったかわ
からない状態のため、まずはありのま
まを受け止めることが必要である。学
第３章 校復帰を目標として支援する側が評価
を受けると、復帰を急がせ子どもへの
圧力になることが懸念される。学校復
帰を前提としない、支援の仕組みや居
場所が必要である。

適応指導教室では、子どもたち一人
ひとりの状況に応じた支援を心がけて
います。学校復帰は、適応指導教室の
目標のひとつではありますが、一律に
学校復帰を働きかけることよりも、不
登校対策方針の理念に則って、子ども
たち一人ひとりの状態に寄り添い、自
立を助け、家族以外の人や社会につな
げることを重視しています。

「いじめは人間として絶対に許せない
子どもたちへの取組について述べて
人権侵害である」と記している。子ど いますので、大人に関することは記載
もの「いじめ」をなくすためには、大 していません。
第３章 人社会から「いじめ」や権力者による
力の統制を止めなければならない。そ
のことを明記すべきだ。

対応
区分

○

※

○

○

※

番号

55

56

57

58

59

60

項目

概要

区の考え方

スクールソーシャルワーカーとして働
く人も、憲法や子ども権利条約を踏ま
え、人間の尊厳を守る必要がある。
「スクールソーシャルワーカー」に対
第３章
し、区として責任ある教育が必要だ。

スクールソーシャルワーカーは、福
祉的な視点で子どもの権利擁護をする
専門職です。ソーシャルワークの原点
となる人権や社会正義、倫理に関する
研修は初任者研修で必ず行うと共に、
継続的に確認をする研修も行っていま
す。

今は６人に１人が子どもの貧困状態に
あると言われている。子どもの貧困大
綱が国から策定されたが、「練馬区子
第３章 どもの貧困対策条例」策定に向けて、
議論を進めると記述すべきである。

現在、「子どもの貧困対策条例」に
ついて、制定の予定はありません。国
の子どもの貧困対策に関する大綱を踏
まえ、福祉、子育て、教育分野で連携
を取りながら、子どもの貧困連鎖防止
に引き続き取り組んでいきます。

「障害のある子どもたちへの支援」に
ついて、練馬区では、保育園では「障
害保育」といわず「統合保育」と称す
るなど、築いてきた実績がある。「障
第３章 害児」を「障がい児」とひらがなで書
くのも理由がある。練馬で築いてきた
「障がい児」への支援の上に事業を進
める、と記すべきだ。

区では、従前から要綱において「障
害児保育は、障害の特性を充分配慮し
つつ、障害を有しない児童との統合保
育により行う。」と定め、保育を実施
しています。
なお、表記については様々な考え方
があり、現状では変更する予定はあり
ません。

「支援が必要な子どもたちへの取組の
充実」の中に、障害のある子どもたち
への支援が記載されている。就学相談
の充実および一人ひとりの子どもの
第３章
ニーズに沿った転学支援の充実も図れ
るようにしてほしい。

就学相談は、保護者の意向や子ども
の状況を十分に確認しながら進めるこ
ととしています。また、特別支援学校
と特別支援学級間等の転学について
は、子どもが必要とする支援の内容や
相手先学校の状況などを考慮しながら
相談を進めています。

就学援助については、準要保護の枠を
広げてほしい。私費負担について各校
の実態を調査し、過度の負担にならな
いように見直すことや就学援助の金額
第３章 の見直しを要望する。

準要保護世帯の認定基準や援助項目
および支給額は、23区との均衡を図り
ながら運用しており、現在の水準は妥
当だと考えています。なお、保護者の
負担を軽減するため、今年度より中学
校入学準備費を入学前の3月に前倒し
支給する見直しを行いました。

これまで情緒障害通級指導学級があ
り、目に見えて成果を上げてきたにも
かかわらず、これを廃止し、特別支援
教室開設に移る意味が分からない。指
導学級の問題部分や、改善の余地につ
いて全く総括されずにこうなったと言
うのは暴挙だと思う。しかも、教師が
第３章 学校に常駐せず、40名が30名に削減さ
れるということは、まず、教員数削減
ありきの発想でしかない。こうした大
事なことを、現在学級に通級している
本人や保護者に聞いたのか。区民の意
見を聴いたのかと言いたい。

特別支援教室は東京都特別支援教育
推進計画に基づいて実施しているもの
で、計画策定にあたり意見の公募を
行っています。また、特別支援教室の
指導内容や教員配置基準は、いずれも
情緒障害等通級指導学級と同じです。
特別支援教室導入の目的は、児童や保
護者が他校へ通級することに伴う負担
を軽減することや、特別支援教育を担
当する教員の専門性を在籍校と共有す
ることで児童の指導を充実することに
あります。

対応
区分

□

※

−

○

※

※

番号

項目

概要

区の考え方

障がいは個性であり、支援をして社会
参加の機会を保障するのが合理的配慮
であり、行政の責務である。特別支援
学校や学級などで分離するのではな
く、通常学級での統合教育を目指すべ
きだと考える。

児童生徒の就学先については、障害
の状態、本人の教育的ニーズ、本人・
保護者の意見、教育学、医学、心理学
等専門的な見地からの意見、学校や地
域の状況等を踏まえ、総合的な観点か
ら就学先を決定しています。また、イ
ンクルーシブ教育については、中央教
育審議会の報告の中で、子どもの個別
の教育ニーズを踏まえ、通常学級、通
級による指導、特別支援学級、特別支
援学校といった、多様な学びの場を用
意しておく必要があるとしており、こ
の考え方に沿って進めています。

61 第３章

62

63

64

65

医療的ケアを必要とする児童・保護者
が安心して通うことができ、安全に過
ごせる体制づくりを行ってほしい。そ
の際には、医療的ケア児に関係する教
職員や関係者がその施設で孤立するこ
第３章 とのないよう、保育園、学校、学童ク
ラブそれぞれの施設において医療的ケ
アに関することへの理解を深めてほし
い。

日常的に医療的ケアを必要とする子
どもたちを支援するため、平成29年度
から非常勤職員の看護師を採用し、対
応しています。受け入れ施設・学校の
教職員と看護師は、定期的に情報共有
を行っています。また、区が安全・適
切に医療的ケアを実施するための検討
機関として医療的ケア連携支援会議を
設置し、保護者や医師、関連する施設
や機関の情報連携を行っています。

障害理解の促進として、副籍制度の活
用や特別授業、疑似体験が理解促進の
手段とされているが、障害は多種多様
である。障害者差別解消法により合理
的配慮が求められるようになったが、
子どもたちが成人となってもごく当た
第３章
り前に障害者に配慮できる練馬区の風
土を作るためにも、学校教育の中で
様々な障害についても知る機会を持つ
ように工夫した授業展開や取組に期待
する。

副籍制度の活用などに加えて、障害
のある方をゲストティーチャーとして
招いたり、学校ごとに特別支援学校や
特別支援学級と交流したりするなど、
様々な機会を通じて今後も障害者理解
に取り組んでいきます。

教育費への予算は、先進国34か国中最
低ラインだ。まず83市町村で実現して
いる「学校給食の無償化」を実現し、
その他 家庭の負担を軽減する。国へもっと教
育費の増額を要求すべきである。

給食費として食材料費を保護者負担
とする現行の制度は、学校給食に必要
な経費分担として妥当だと考えます。
なお、低所得の世帯には、生活保護や
就学援助制度により給食費相当分の補
助を行っています。

文部科学省では、生涯学習の視点を打
ち出している。東京都においても生涯
学習の担当窓口の設置を考えているよ
うである。今回の改定版には生涯学習
の視点からの記載がないようだが、福
その他 祉との連携を図り、練馬区でも障害者
が生涯において学びの機会を持てるよ
うにしてほしい。今回の計画において
記載は可能か。

生涯学習関連施策については、区長
部局で行っているため本計画の範囲に
は含めておりません。区では、障害者
計画において、障害者が地域において
文化芸術活動やスポーツに親しむこと
ができるよう、活動の場や機会の提
供、情報提供の工夫等による参加しや
すい体制づくりにより、取り組むこと
を記載しています。

対応
区分

□

○

○

※

※

