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次 第 
 

１ 開  会 
 

２ 区長挨拶 
 

３ 議  題 

  魅力ある教育の推進について 

（１） 事務局説明（20 分） 

① 「いたばし学び支援プラン 2021」における重点課題 

② 板橋区学校における教職員の働き方改革について 

③ 教育環境のＩＣＴ化と魅力ある教育について 

（２）区長・委員の意見表明、意見交換等（60 分） 
 

４ 閉  会 
 

 

 

【添付資料】 

 

資料１ 学びのまち”「教育の板橋」の実現に向けて 

 資料２ 板橋区立学校における教職員の働き方改革について 

資料３ 板橋区立学校における ICT 化の現状について 

 



総合教育会議 資料１ 

令和元年９月５日 
 

～“学びのまち”「教育の板橋」の実現に向けて～ 

～地域とともにある学校をめざして～ 

地域の方々が 

”学校に集い” 

地域と学校が 

“一体となり” 

 

同じ目標に 

向かって 

それぞれが 

“主体的に活動” 

・地域活動の中心を担う 
人材の育成 
・より多くの人々が地域活動
に関わる風土の醸成 

学 校 

柱３ 教職員の働き方改革 

柱１ 保幼小接続・小中一貫教育の推進 

【主な事業】 

〇アプローチカリキュラム、スタートカリキュ
ラムの作成・実践 
〇「板橋のｉ（あい）カリキュラム」の作成・実践 
（「環境」、「キャリア」、「郷土愛」及び「読み解
く力」の育成を通した学力向上） 
〇各学びのエリアによる 9 年間の教育課程の作
成・実践 
〇小学校高学年の教科担任制、中学校の呼称 7・
8・9 年生の導入   等 

【主な事業】 

★週あたり在校時間が 60 時間を超える教員を
“ゼロ”にする 
〇IC カードによる適正な在校時間管理 
〇スクールサポートスタッフの活用（※） 
〇学校自動応答電話設置による時間外連絡体制 
の確立（※） 等 
※検討事項           

 

〇学校運営連絡協議会から 
学校運営協議会へ変更 

  〇地域人材の重なりへの対応 

地 域 

柱２ 板橋区コミュニティ・スクール 
（iCS）の導入 

学校・家庭・地域のトライアングル
による質の高い”教育”の実現 

〇コミュニティ・スクール委員会 

（学校運営協議会）による 

・学校基本方針の“承認” 

・学校や地域の課題解決、情報を共

有のするための“熟議” 

〇学校支援地域本部による“支援” 

共通の“目標”・“ビジョン” 

【その他の事業】 
〇全教科のデジタル教科書の整備・活用（※） 
〇教育環境ＩＣＴ化の加速 
※タブレットＰＣの増加（45台/校→135台/校） 
〇体験活動の充実・アントレプレナーシップ 
教育の推進 
〇「もてなしの心」促進事業の推進・拡充 
〇特別支援教育の充実         
〇ＳＴＡＲＴの充実（ＳＳＷ等の活用）  
〇ボトムアップとトップアップ施策の充実 等 
※検討事項 

～ＳＤＧｓの目標を見据えた「教育の推進」～ 
・教育が全てのＳＤＧｓの基礎（※） 

 ≪17 全てのゴールが教育に期待≫ 

・ＥＳＤの推進がＳＤＧｓの達成に直接・間接につながる 

・ＳＤＧｓを見据えつつ、ＥＳＤを意識しながら学校・

地域の身近な課題を解決する視点も重要 

 

〇安心・安全な居場所の確保 

〇基礎的な学力の向上 

〇キャリア教育、オリンピック・ 

パラリンピック等を通した”自尊感情” 

”自己有用感”の向上 

〇いわゆる「小１プロブレム」・「中１ギャ

ップ」の解消 

〇不登校児童・生徒の減少 

〇教員が子どもと向き合う時間の確保 

                等 

学 校 

 

〇地域と学校が互いに顔の見える関係 

〇学校・地域（保護者）で子どもを見守る 

安全安心なまちづくり 

〇地域コミュニティの活性化 

〇防災力・防犯力の向上 

〇「板橋区版ＡＩＰ」の進展 

〇 将 来 の 「 地 域 の 担 い 手 」 づ く り     

等 

地 域 

※「目標４」；すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 

「ターゲット 4.7」；教育を通じて、すべての学習者が持続可能な開発を推進するための知識とスキルを 

獲得するようにする。 



総合教育会議　資料２
令和元年９月５日板橋区立学校における教職員の働き方改革について

教職員の働き方改革の主な取組

「板橋区立学校における教職員の働き方改革推進プラン2021」に基づき、教職員が心身共に健康で、「誇り」と「やりがい」をもって教育活動に従事できるよう働き方を見直します。

指標
達成目標

（平成31（2019）年度～平成33（2021）年度）

①２日連続での土日の出勤率
（部活動の大会・土曜授業プラン・学校行事以外）

0%

②年次有給休暇の取得率（繰り越し分は含まない） 85％以上

【当面の目標】週当たりの在校時間が60時間を超える教員をゼロにする

○ＩＣカードによる適正な在校時間管理

令和元年度より全小中学校において、在校時間管理システムを活用した在校時間の把握を開

始しました。週当たり在校時間６０時間を超える教員をゼロにすることを目指します。

○学校電話自動応答設置による時間外連絡体制の確立（小中学校５校でモデル実施）

勤務時間外の電話応対による教職員の業務拡大を防ぎ、児童・生徒の教育指導や教材準備に

集中できるようにするとともに、疲労・心理的負担の減少をを図ります。

重点施策１ 教職員が職務に専念できる環境の整備 【プラン７ページ】

○学校完全休校日の実施

夏季休業中に平日３日以上の完全休校日を設定することにより、教職員がリフレッシュし、

健康増進や更なる自己研鑚の機会となるよう取組を進めていきます。

○定時退庁日の設定

各学校の実情に応じた定時退庁日の日数や曜日等を設定し取組を進めていき、ワーク・ライ

フ・バランスの実現をめざします。

○研修の実施（働き方に対する意識の醸成）

ICT機器を活用した研修開発を行うとともに、長時間勤務の見直し、在校時間を意識した働

き方、マネジメント能力等といったテーマを踏まえ、研修の実施内容を検討するとともに、研

修方法を見直し、教職員の意識改革を図っていきます。

重点施策２ 教職員の働き方への意識改革 【プラン９ページ】

○連合行事・学校行事・土曜授業プランの見直し

連合行事等について、各学校における教育活動を最優先し、学びのエリアにおける新たな取

組を考え、見直しを検討していきます。

○学校に提出を求める文書の簡素化・調査依頼業務の見直し

区教委からの調査等の精選、学校に提出を求める文書の簡素化、教職員への周知方法の効率

化に向けた検討を行います。

重点施策３ 既存事務事業の更なる効率化 【プラン11ページ】

○部活動指針の改訂による体制整備

平成３０年９月に改訂した部活動指針を基に、週２日以上の休養日・適切な活動時間の設定、部

活動指導補助員の活用等適切な運営のための体制整備を進めていきます。

重点施策４ 部活動の適正化 【プラン14ページ】

○専門スタッフの活用促進

心理・福祉に関する専門スタッフ、授業等において教員を支援する専門スタッフ、部活動に関す

る専門スタッフ、特別支援教育に関する専門スタッフ等の適正配置を図っていきます。

○法律相談事業の効率化（スクールロイヤーの設置）

現在、法律的な助言が必要な際に「学校法律相談」を活用していますが、今後、相談件数の増加

が見込まれることから、相談しやすく、より実効性のある相談体制構築に向けて検討していきます。

重点施策５ 学校を支える人員体制の確保 【プラン15ページ】

○板橋区コミュニティ・スクールの導入

コミュニティ・スクール委員会と学校支援地域本部が両輪・協働の関係で運営し、課題や目標を

共有し、地域の意見を取り入れながら学校運営に取り組む「地域とともにある学校」を目指すこと

で教育活動の充実等を図ります。

重点施策６ 地域との連携・協働 【プラン17ページ】

区プランの取組を推進することにより、全ての教職員が協働し、「チー

ム学校」として機能することで「はつらつ先生」を体現することはもと

より、保護者や地域社会、区教委を含めた全ての教育関係者が働き方改

革のめざすべき理念を共有し、連携・協働することで、未来を担う「い

きいき子ども」たちを育てていくことをめざします。 区教委では、次代

を担う子どもたちの健やかな成長のために、引き続き全力で教育の板橋

の充実 に努めてまいります。---
-------
-------



総合教育会議 資料３ 

令和元年９月５日 

 

 

板橋区立学校における ICT化の現状について 

 

１ ＳＤＧｓのゴール２０３０年を見据えた教育の質の向上を目指して 

 ＳＤＧｓは、「誰ひとり取り残さないことを目指し、先進国と途上国が一丸となって達成すべき目標」

で構成されている。文科省ユネスコスクール運営員会報告によれば、その第４の目標「教育の質の向

上」は全てのＳＤＧｓの基礎と位置付けられている。 

今、学校で学ぶ子どもたちが、２０３０年の社会を力強く生き抜き、板橋区の将来を築き、支える

ために求められる力とは、さらに進化する「ＡＩ」を活用する力と、読み解く力など「ＡＩ」では代

替できない力である。この二つの力を、授業を通して育成するためには、教育のＩＣＴ環境を充実さ

せることは、欠かすことはできない。教育のＩＣＴ環境として、タブレット等のハード環境だけでな

く、様々な関連ソフト、アプリなどを活用できるインフラ整備も求められている。 

 

２ 1人 1台の教育環境における授業の成果：文部科学省「学びのイノベーション事業」 

 ・学習意欲の向上、「わかった」の実感の向上、ＩＣＴを活用したグループでの調べ学習の増加 

 ・学力向上（小学校では下位層の減少、中学校では上位層の増加） 

 ・指導用デジタル教科書の活用効果の実証 

 

３ 文部科学省の方針に対する区の現状と目標の比較 

 

文部科学省 板橋区 

2018年度以降の学校における 

ICT環境の整備方針 

現状 

（2019年度） 

目標 

（当面 → 将来） 

コンピュータ

 学習者用 3 クラスに 1 ク

ラス程度 
各校 45台 各校 135台  →  一人１台 

 指導者用 授業を担任する

教員 1人に 1台 

校内 

無線 LAN 
－ 

小 普通教室+ 

体育館+PC室 

中 体育館+PC室 

普通教室 + 体育館+ PC室 

 → 全教室 

電子黒板 
普通教室 1 台＋

特別教室 6台 

小 普通教室 

中 普通教室＋ 

少人数教室用 2台 

普通教室 + 特別教室用 3台 + 

 少人数教室用 2台 → 全教室 

指導者用 

デジタル教科書 
－ 

小 算数 

中 数学・英語 
5教科 

教員用パソコン 教員一人に１台 正規教員一人に１台 維持 → 拡充（非正規にも） 

校務支援システム 100％整備 100％整備 維持 



４ 本区教育 ICT化の成果と課題 

（１）成果 

  ① 児童生徒の意欲・関心が高まった 

 

 

 

 

  ② 教員は児童への効果を実感し、授業の工夫へ効果を発揮 

 

 

 

 

 

（２）課題 

① 物理的強化・・・対象範囲の拡大及び配備数の増加 

② 質的強化・・・教員の ICT利活用拡大と働き方改革への寄与 

 

５ デジタルネイティブと言われる（ＩＣＴ機器の操作に長け、ネット環境に順応）これ

からの子どもたちが身に付け、伸ばしていくべき情報活用能力について 

 

平成２８年１２月２１日中央教育審議会答申 情報活用能力について 

・情報活用能力は、情報を活用して問題の発見や解決、自分の考えをまとめることができるように

なるために必要な資質・能力。 

・未来を開いていく子供たちには、情報を主体的に捉え、新たな価値の創造に取り組んでいくこと

がますます重要。 

・身近なものにコンピューターが内蔵され、生活が便利になっていくことを理解し、どの職業に就

くにしてもプログラミング的思考は普遍的に求められる。 

・社会で生きていくために必要な資質・能力を育むためには、学校の生活や学習においても、日常

的にＩＣＴを活用できる環境を整備していくことが不可欠。 

 

 

 

 

 

 

授業が楽しくなった  → そう思う・ややそう思う 小 54.6％ 中 46.3％ 

学習内容がよくわかる → そう思う・ややそう思う 小 60.8％ 中 58.6％ 

～平成 30年度 ICT活用アンケート（児童生徒回答）から引用～ 

 

教材研究が深まった → そう思う・ややそう思う 小 74.4％ 中 75.3％ 

授業改善に役立った → そう思う・ややそう思う 小 82.0％ 中 84.5％ 

～平成 30年度 ICT活用アンケート（教員回答）から引用～ 

 



「『教育の板橋』イノベーション２０２０」に向けて

―SDGｓの視点を踏まえた教育の推進―

総合教育会議
令和元年９月５日（木）



「『教育の板橋』イノベーション２０２０」に向けて

―SDGｓの視点を踏まえた教育の推進―

「誰一人取り残さない」という理念

目標 4. すべての人に包摂的かつ公正な

質の高い教育を確保し、生涯学習

の機会を促進する



質の高い教育の確保
◇「わかる できる つかえる 楽しい」授業の担保
〇 教師の指導力向上➔研修・研究機能の充実、働き方改革
〇 教育環境の充実➔ ICT機器の充実、指導スタッフの充実、働き方改革

◇特別支援教育の充実、日本語を母語としない子どもたちへの教育の充実
「一人も取り残さずに全ての子どもをフォローする」

◇不登校対策
「不登校状態の子どもに寄り添った次への一歩応援事業」

◇Society5.0(超スマート社会)を見据えた教育の情報化
〇 AIを活用する能力 〇AIに代替できない能力 〇高速試行錯誤力



Society5.0 個別最適化学習の進化

T-L型指導から

F-S型指導へ
「知識の習得にもう一斉の授業は必要ない。
AIと人間によるベストミックスを探るべきであ
る」

教室にはこれまでの先生の他にもう一人「先
生」がいる。居場所は生徒一人一人が持つタ
ブレット端末の中。AIが問題を解く生徒の苦手

分野を分析したり、個人の関心に沿った学び
をサポートしたりする。
生徒全員の学習の様子もAIが細かく分析・記
録して先生はパソコンで一覧できる。



Society5.0 個別最適化学習の進化

T-L型指導から

F-S型指導へ
「知識の習得にもう一斉の授業は必要ない。
AIと人間によるベストミックスを探るべきであ
る」

教室にはこれまでの先生の他にもう一人「先
生」がいる。居場所は生徒一人一人が持つタ
ブレット端末の中。AIが問題を解く生徒の苦手

分野を分析したり、個人の関心に沿った学び
をサポートしたりする。
生徒全員の学習の様子もAIが細かく分析・記
録して先生はパソコンで一覧できる。



Society5.0 個別最適化学習の進化

T-L型指導（学びの提供者）から

F-S型指導（学びの伴走者）へ
A中学校では、数学のAI型教材を用い、個々の生徒の解答から理解

度を判断して、次の出題が選択されるという個別最適化の学習を行う
ことで、学習に要する時間が半減し、生徒の学習意欲も成績も向上し
た。

また、学習時間の短縮によって生まれた時間を活用し探究的な学
習に充当することができた。 （経済産業省「未来の教室とEDTech研究会」資料より）



Society5.0を担う人材育成のために、
ICTは学びの「マストアイテム（必需のもの）」

「最低限のインフラ整備」

「最低限のコンテンツ」

「最低限のICT機材」
の三位一体ではじめて教育効果を発揮する



iＣＳ導入により想定される効果
◇学校運営に多様な人の意見が反映される
➡「地域性」、「意外性」、「独創性」、「専門性」等
○保護者・地域の学校理解や教員理解につながる
➡「当事者意識」の醸成、協働意識の高揚等、「？」の共有
△子どもの郷土愛の醸成・自己肯定感の高揚につながる
➡子どもが地域の方と接することで、多様な価値観に触れ、
地域のよさに気付くとともに、自分がその一員であること
に誇りを持てる

□学校を拠点とした地域コミュニティの活性化を図れる
➡保護者・地域の方々の力の発揮、縦・横・斜めのつながり



コミュニティ・スクール（iCS）委員会のメンバーは
どのように決まるのですか？

校長・副校長を含む１５名以内とし、次の者のうち
から校長の推薦を受け、教育委員会が任命する。
【必須】
〇保護者（PTAの代表者等）〇地域住民（町会や自治会の代表者等）

〇学校支援地域本部コーディネーター〇学校支援ボランティア代表者

【任意】
〇学識経験者（大学教員、近隣学校長、元学校長、近隣保育園・幼稚

園長）〇民生・児童委員〇青少年委員〇青少年健全育成地区委員

〇あいキッズ関係者〇その他、教育委員が必要と認める者




