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「第三次川越市教育振興基本計画（原案）」に対する意見募集
の結果について

１．意見公募の概要

⑴ 募集期間 令和３年４月８日（木）～令和３年５月７日（金）の３０日間

⑵ 募集対象

① 市内に住所を有する方

② 市内の事業所等に勤務する方

③ 市内の学校に在学する方

④ その他この案に関し利害関係を有する方

⑶ 閲覧場所

① 川越市教育委員会教育総務課（東庁舎２階）、各市民センター、川越駅西口

連絡所、各公民館、各図書館

② 市ホームページ

⑷ 意見提出方法

① 直接持参

② 郵送

③ ファクス

④ 市ホームページからの電子申請

２．結果概要

⑴ 意見提出者 ５名

⑵ 意見件数 ３６件
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番号 意見の概要 市の考え方

１ 【計画全体について】

教育現場等において性的少数者への

無理解からくる差別や偏見を見聞きす

ることがあるため、人権や子ども達の

安全、安心の確保という観点から性的

少数者の正しい理解や対応について、

積極的な取組と配慮を、策定中の計画

に反映してほしい。

パートナーシップ制度の導入に伴い、

教育現場等においても、校則や教育方針

等、現状の見直しを図っております。ま

た、教科指導、学校生活等においても、

性的少数者等への理解を深める取組を行

っております。

２ 【計画全体について】

計画を定めて終わりではなく、実行

していくことが必要と考えるが、教育

委員会内部でさえ周知徹底されていな

いところを、学校現場に周知徹底がな

されるとは考えられない。計画倒れに

ならないようチェックを公正に行うべ

きである。

御意見のとおり、計画を策定するだけで

はなく、実施していくことが大切であると

考えます。教育委員会各所属及び各学校に

おいて計画が着実に進められるよう、進行

管理を行ってまいります。

３ 【第１章総論について】

６ページ（６）について、変異株が

多発する現状を考えると、計画期間内

にコロナ禍が終息するとは思えないた

め、本文２行目の「及ぼしました。」

という表記を「及ぼしています。」に

修正してほしい。

いただいた御意見を踏まえ、「及ぼし

て

います。」に修正します。

４ 【第１章総論について】

６ページ（６）について、本文４行

目の「大きな影響」の内容を具体的に

記してほしい。

「教育を取り巻く社会状況の変化」の

一

つとして、新型コロナウイルス感染症に

ついて記載し、教育において最も影響が

大きいものとして学校の臨時休業を挙げ

ております。

５ 【第１章総論について】

６ページ（６）について、テストで

測れる「力」の低下に着目している

が、子ども達の心や健康にも様々な影

響が出ていると思われるため、計画に

記してほしい。

コロナ禍が児童生徒の心や健康に様々

な影響を及ぼしていることは認識してお

り、学校等における感染症対策に包含し、

位置付けているところです。
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６ 【第１章総論について】

１２ページ「児童生徒の指導につい

て大切なこと」の２項目目、「児童生

徒が興味を持てるような楽しくわかり

やすい授業をすること」は教職員が行

うべきことだが、自己満足にならない

よう内部評価ではなく、保護者、児童

生徒らによる定期的なチェック体制が

必要である。

教員一人ひとりが研鑽を重ねるととも

に、保護者や児童生徒からの意見等にも

真摯に向き合いながら、学校評価アンケ

ート等を活用し、今後も児童生徒が興味

を持てるような楽しくわかりやすい授業

ができるよう教員の指導力向上に努めて

まいります。

７ 【施策１について】

３０ページの「平均正答率が全国平

均を下回っている学年・教科があるた

め学力向上対策が必要です。」及び７

９ページの「「全国学力・学習状況調

査」の全国の正答率を上回る教科数」

を削除してほしい。合わせて、「平均を

上回る」とか「平均を下回る」などの概

念を学力向上の根拠にすることは不適

切であり、削除すべきだと思う。

他の自治体との競争を煽るような、

平均に基づく競争であるこれらの記述

を削除し、別の指標にすることを求め

る。

学力・学習状況調査につきましては、

「平均値を上回る」ためのものではな

く、「調査から課題を見つけ、効果的な

学力向上の手立てを探し出す」ためのも

のであると捉えております。本市全体の

学力向上を図るため、目標値を設定して

おりますが、競争を煽るような目標では

ないことを御理解ください。

子どもたちが、変化の激しい、予測困

難な社会を意欲的にたくましく生き抜

き、将来、よりよい社会や人生を自ら切

り拓いていくことのできる力の一つとし

て、確かな学力の育成に努める必要があ

ると考えております。

８ 【施策１について】

川越市は学力調査が多すぎて、児童

生徒の授業時間を減らし、先生方の負

担を増やしている。是非、精選してい

ただき、ゆとりのある学校生活にして

いただきたい。また、すべての学年で

３５人以下学級を実施して欲しい。

本市では、各種調査結果を分析するこ

とにより、様々な視点から児童生徒の学

習の定着等を把握するとともに、教員の

指導力向上を図っております。

また、３５人学級については、公立義

務教育諸学校の学級編制及び教職員定数

の標準に関する法律の一部改正により、

令和７年度までに小学校第２学年から第

６学年まで、段階的に３５人学級とする

こととされました。本市においても段階

的に進めてまいります。現状につきまし

ては、本市独自のオールマイティーチャ

ー配置事業により、各学校での少人数学

級編制や、少人数指導の充実を図ってい

るところでございます。
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９ 【施策１について】

３１ページ「長期にわたる臨時休業

を実施した場合に、家庭でＩＣＴを活

用した学習を実施できるようにしま

す。」を「不登校状態の児童生徒を含

めた全ての児童生徒に対し、学びの保

障、学習権の保障をするためＩＣＴを

活用した学習を実施できるようにしま

す。」と訂正していただきたい。

ＩＣＴ活用も含め、全ての児童生徒に対

する学習保障に努めてまいります。

いただいた御意見は今後の取組の参考

とさせていただきます。

１０ 【施策１について】

３３ページの②について、小中連携

が適切になされておらず、中１ギャッ

プが生じていると感じるため、１行目

の「小学校と中学校が連携し…」の部

分について具体的な連携内容を記して

ほしい。

小学校と中学校が、教科等について９年

間を見通した学習を推進するなど、今後も

連携を図ってまいります。

いただいた御意見は今後の取組の参考

とさせていただきます。

１１ 【施策１について】

子ども達の情報端末使用による健康

被害を大変心配している。この原案に

は、情報端末の使用による健康被害に

関する記述が見当たらない。文科省の

定義では、情報モラル教育の中には健

康対策は含まれていないため、情報モ

ラル一般で対処することは適切ではな

いと考える。そこで、新たに項目を設

けるなどして、情報端末の過度な使用

による健康被害への対応策を計画に記

してほしい。

学習指導要領総則の解釈には、情報モラ

ルについて「他者への影響を考え、人権、

知的財産権など自他の権利を尊重し情報

社会での行動に責任をもつことや、犯罪被

害を含む危険の回避など情報を正しく安

全に利用できること、コンピュータなどの

情報機器の使用による健康との関わりを

理解すること」とあります。従って情報端

末の過度な使用による健康被害への対応

については、情報モラルの指導に内包され

るものと捉えております。

１２ 【施策２について】

３９ページの課題の１つ目につい

て、「いじめは絶対に許されない行為

である」という認識が、校長、教職員に

ないため、日ごろの指導の欠如等、全

く改善につながっていないと感じる。

よって、「学校管理職教職員のいじめ

に対しての認識対応を一定水準まで引

き上げます。」という一文を記してほ

しい。

教職員の生徒指導力の向上にあわせて、

いじめに対しての認識、対応力も向上して

いくものと考えております。今後も、研修

等を通していじめに対する教職員の意識

を更に高めてまいります。
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１３ 【施策２について】

４０ぺ－ジに記されている内容につ

いて、学校は何ら実施していないため

必要ないと感じる。それよりも巻末に

ある施策の指標・目標値の各欄に、い

じめ不登校の児童生徒の現状値と目標

値を定め、いじめ不登校を解消し児童

生徒が安心して登校できている校長、

教職員を加点し、いじめ不登校を隠蔽

し児童生徒保護者の信頼関係をことご

とく破壊し不信感を抱かせるような校

長、教職員は留任させたり昇格させた

りするべきではない。

保護者との連携を図りながら、児童生徒

が安心して登校することができるよう努

めてまいります。

１４ 【施策２について】

４０ぺ－ジの②に、「不登校状態に

ある児童生徒保護者の意見、意向の最

大限の尊重が前提であり、学校及び市

教委は改善に向け誠実な対応をするこ

とや、児童生徒保護者から信頼信用を

失うような対応はしない」という内容

を記してほしい。

不登校対策の推進につきましては、学

校、家庭、多様な立場の専門家、地域が連

携し、一体となり、不登校児童生徒や保護

者を支援し、不登校の解消に向け、今後も

取組を進めてまいります。

１５ 【施策２について】

４２ページの③について、学校給食

が大きな柱になると思う。校内で給食

が作られれば、作り手と食べる子ども

たちとのコミュニケーションを日常的

に持つことができ、双方に良い影響を

及ぼす。自校給食を強く望む。また、義

務教育は無償であることを考えると給

食費は徴収すべきではないと考える。

現在の市立学校においては、校地が狭あ

いな学校が多くあり、すべての学校で自校

調理場を設置するのは困難な状況です。ま

た、各学校の施設や設備の改修、学校側の

管理運営に係る負担など、課題も多いこと

から、自校方式による学校給食の提供を行

うことは、厳しいものと考えております。

学校給食費の無償化につきましては、子育

て世代の保護者の負担が軽減されること

が期待される一方で、財政負担を考えます

と市単独で実施することは大変厳しいこ

とと認識しております。そのため、無償化

の実現に向けましては、国や県との連携に

よる財政的な措置が必要であることから、

国や県における議論等を注視するととも

に、その動向を踏まえた中で国への働きか

けを検討したいと考えております。
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１６ 【施策２について】

４２ページの④について、「新体力

テストの結果をふまえ、一人ひとりの

体力を確実に伸ばす教育」を行うに

は、体育教員および管理職の認識およ

び資質、意識の向上が必然であると考

えるため、施策の内容に入れてほし

い。

児童生徒の体力向上に向け、今後も児童

生徒体力向上推進委員会において、効果的

な指導方法等の研究を進めてまいります。

１７ 【施策３について】

４４ページの①について、川越市の

投票率は恥ずかしいほど低いため、先

生方も忖度する事なく、社会の情勢を

多方面から伝えてほしい。しっかりと

取り組んでいただきたい。

満１８歳への選挙権年齢の引き下げな

どにより、これまで以上に義務教育の段階

からの取組が重要であると捉えておりま

す。

１８ 【施策４について】

４７ページの３行目に記されている

インクル－シブ教育システムは国連の

障害者権利条約２４条の指すところの

インクル－シブ教育ではない。障害が

ある児童生徒が障害のない児童生徒と

共に学ぶことは何ら特別なことではな

く、共に学び育つための合理的な調整

もまた特別なことではなく行政機関お

よび公立学校に課せられた義務であ

る。文科省の示すインクル－シブ教育

システムはインクル－シブ教育とは異

なる。よって欄外の※印のインクル－

シブ教育はインクル－シブ教育ではな

くインクル－シブ教育システムとすべ

きである。

御指摘いただいた箇所について、修正し

ます。３行目の※印の位置を、「インクル

ーシブ教育」の後ろから「インクルーシブ

教育システム」の後ろへ修正し、注釈欄の

「インクルーシブ教育」を「インクルーシ

ブ教育システム」に修正します。注釈欄の

説明は次のとおりとします。

「インクルーシブ教育システム：すべて

の児童生徒が共に学ぶことを追求すると

ともに、連続性のある多様な学びの場を整

備した教育システムのこと。」

１９ 【施策４について】

４７ページに「通常の学級に在籍す

る軽度言語・聴覚障害や発達障害等の

ある子どもに対して」とあるが、具体

的な障害名を記載せず、「障害のある

子ども」でよいと考える。また、「障害

の程度に応じた」は差別的な表現であ

るため、「障害に応じた」に変更すべき

である。

川越市に設置されている通級指導教室

は、「難聴・言語障害通級指導教室」「発

達障害・情緒障害通級指導教室」であるた

め、原案のとおりといたします。また、「障

害の程度に応じた」は「障害に応じた」に

修正いたします。
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２０ 【施策４について】

４９ページの②で、「語学指導補助

員の派遣を推進」とあるが、令和２年

度には３２回（週２回の学校では６４

回）に対し、令和３年度は２０回（同

４０回）と減っている。子どもたち

は、〇曜日は日本語の日、と待ってい

てくれるので、毎週行かないと、効果

が出にくいと思う。特に、来日直後

は、集中して指導することで担任の先

生の負担が少しは軽減されると思う。

「推進」と謳うのであれば、前年度よ

りも回数を増やしていただきたい。

日本語指導を必要とする外国籍児童生

徒が年々増加しており、対象児童生徒一人

あたりに対する、日本語指導ボランティア

の年間の派遣回数が少なくなっているの

が現状です。

日本語指導を必要とする外国籍児童生

徒の、日本語を学ぶ機会を確保し、支援の

充実を図ってまいります。

２１ 【施策５について】

５０ページの教職員の資質向上につ

いてであるが、研究授業や研修で向上

するとは思えない。残業時間を減ら

し、もっと人間らしい生活ができるよ

うにしていただきたい。そうすること

で、視野が広がると思う。

教職員の業務を効率化し、子どもと向き

合う時間を確保するために、令和元年度２

月より校務支援システムを導入しており

ます。更なる在校等時間の縮減に向け、同

システムの効率的な運用に努めてまいり

ます。

２２ 【施策７について】

６６ページのコミュニティ・スクー

ルについてであるが、現行とどのよう

に変わるのか、本文中または欄外を読

んでも不明である。現行とコミュニテ

ィ・スクール導入後を新旧対照表など

の表にし、参画する保護者、地域住民

など誰が見てもわかる計画とすべきで

ある。

リーフレット等を活用し、地域や保護者

へ広く周知していきたいと考えておりま

す。

いただいた御意見は、今後の取組の参考

とさせていただきます。

２３ 【施策７について】

６７ページの③で、学校が設定した

目標や数値を自己評価、外部アンケー

トの実施、学校関係者評価を通して検

証とあるが、すでに形骸化しており、

事実上、学校運営の改善と充実が図ら

れていないと感じる。また、非常に閉

鎖的であり、地域に開かれた学校運営

とはなっていないと感じる。

各学校において、学校評価を実施し、諸

課題の解決に努めながら、教育活動を進め

ております。

いただいた御意見は、今後の取組の参考

とさせていただきます。
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２４ 【施策８について】

６８ページの現状で述べているよう

に、市民の学習活動は多様化してお

り、公民館の企画を充実するだけでな

く、市民自らが企画する行事への対応

も求められている。公民館の管理運営

事項を定めた社会教育法第２２条６項

は、公民館に「その施設を住民の集会

その他の公共的利用に供すること」を

求めており、低廉な利用料金の設定

は、それを保障する施策の一つだと考

える。公民館の原点に立ち、料金を下

げる方向での見直しを求める。

本市では、「使用料・手数料設定の基本

方針」を定め、公民館使用料は利用する方

と利用しない方との負担の公平性を確保

するため、公費を一定割合投入した上、受

益者負担の原則に基づき使用料を設定し

ております。

また、定期的に検証することとしており

ますので、効率的で効果的な公の施設の維

持管理により、経常的な経費の削減を図る

とともに、利用者数の増加や利用率向上に

努めながら、今後も適切に使用料を設定し

てまいります。

２５ 【施策８について】

管理職含む教

職員の人権意識が欠如しているため、

７４ページの課題に、以下を追加して

いただきたい。

「児童生徒に人権教育を行う教職員

に、正しい知識を身に付けさせるとと

もに、人権への配慮がその態度や行動

につながるような人権感覚を身に付け

させる必要があります。」

児童生徒の発達段階に応じた人権感覚

が身に付くよう、教職員研修などを通じ

て、人権意識の向上を図ってまいります。

いただいた御意見は今後の取組の参考

とさせていただきます。

２６ 【施策８について】

７５ページの①で、「様々な人権課

題に対応した人権教育の充実を図りま

す。」とあるが、漠然とし過ぎている

ため、具体的に何をどのようにしてい

くのか記してほしい。

施策の柱の現状にあるとおり、社会のグ

ローバル化の進展に伴い、人権問題も複

雑・多様化する傾向にあり、解決に向け取

り組まなくてはならない課題も多種多様

です。現在、人権教育の充実を図るため、

本市が実施している事業や取組も多岐に

わたっていることから、原案のままといた

します。
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２７ 【施策の指標・目標値について】

７９ページの「国語・算数・数学の授

業はわかると答えた児童生徒の割合」

について、７８．６％を９０％に目標

設定しているが、この数値の根拠はど

こからきているのか。令和２～４年度

までの３か年計画で「川越市小中学生

学力向上プラン」を確立し、教員の指

導力を向上し、・・・とあるが指導力不

足は否めない中の目標設定の割合９

０％は実体にそぐわない。

「川越市小・中学生学力向上プラン」に

基づき、川越市立小・中学校の全教員に、

「川越授業スタンダード」の定着を図り、

目標値の達成に向け努めてまいります。

２８ 【施策の指標・目標値について】

７９ページの「国語算数数学の授業

はわかると答えた児童生徒の割合」に

ついて、どの子にもわかる授業を展開

するのは全体の奉仕者としての使命で

あるため、「国語算数数学の先生の授

業はわかると答えた児童生徒の割合」

に変更してほしい。

指標の項目や説明の表現につきまして

は、全国学力・学習状況調査の質問紙調査

の表記によるものです。

いただいた御意見は今後の取組の参考

とし、児童生徒に確かな学力が身に付くよ

う、授業改善を推進してまいります。

２９ 【施策の指標・目標値について】

７９ページの「小・中学校５４校の

校種間連携教育達成状況」について、

項目欄及び説明欄ともに以下のとおり

訂正を求める。また、７項目について

具体的に記してほしい。

項目欄：「小・中学校５４校の校種

間連携教育達成状況」を「小・中学校

５４校の校種間連携教育視点設定」に

訂正してほしい。説明欄：「７項目を

達成した割合」を「７項目を設定した

割合」に訂正してほしい。

校種間連携の視点として、平成２９年度

より７項目を示し実践しておりますので、

それらの達成率の上昇を目標としており

ます。

７項目につきましては明記いたします。
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３０ 【施策の指標・目標値について】

８０ページの「児童一人あたりの読

書冊数」、「生徒一人あたりの読書冊

数」について、読書冊数のみを取り上

げて、その数値の大小を川越市の教育

振興の評価の一つにすることには賛同

できない。同じ期間内に長編歴史小説

を一冊読み切った子どもは、短編集を

何冊も読んだ子どもより劣るのでしょ

うか。「施策の指標・目標値」から削

除していただきたい。

読書活動につきましては、子どもたちに

豊かな情操を育成するための取組であり、

少しでも多くの書物に触れてもらいたい

との考えから、冊数を取り上げているもの

でございます。冊数をもって一人ひとりの

児童生徒を評価するものではないことを

御理解ください。

３１ 【施策の指標・目標値について】

８０ページの「不登校児童生徒の割

合」であるが、小学校、中学校共に、

現在の不登校児童生徒数の半分に減ら

すとのことだが、この数値がどこから

打ち出されたものなのか、明確な指標

の根拠を具体的に明示すべきである。

第３期埼玉県教育振興基本計画（平成３

１年度～令和５年度）の第３章において、

令和５年度の目標値として、平成２９年度

の現状値から小学校はおおむね５割、中学

校はおおむね７割に減らすとされている

ことから、本市においても、各校種とも半

数に減らすことを目標値としております。

３２ 【施策の指標・目標値について】

８０ページの全国学力・学習状況調

査「人の役に立つ人間になりたいと思

いますか」の割合、現在値９４．３％、

目標値１００％、このような項目設定

はナンセンスであり削除すべきであ

る。

記載している項目につきましては、全国

学力・学習状況調査の質問紙調査によるも

のです。引き続き、進路指導・キャリア教

育の充実に努め、自立する力の育成を進め

てまいります。

３３ 【施策の指標・目標値について】

８０ページの「将来の夢や目標はあ

るか」の割合７７．６％から１００％

の目標値はやめるべきである。模索中

の児童生徒もいる。一律ではなく、個

の考えを尊重すべきである。

記載している項目につきましては、全国

学力・学習状況調査の質問紙調査によるも

のです。社会の仕組みが複雑化し、児童生

徒が自らの将来についてイメージを描き

にくい状況下にあるため、社会体験活動等

の充実を図り、自立する力の育成に努めて

まいります。
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３４ 【施策の指標・目標値について】

８１ページの「特別支援学級設置率」

であるが、設置率１００％とすれば、

特別支援学級に分けられる児童生徒が

でてくるため、１００％の目標値はい

らない。

特別支援学級の新設については、埼玉県

教育委員会の意向を踏まえて設置を進め

ており、今後も計画的に設置を進めてまい

ります。なお、本市では、児童生徒が特別

支援学級に在籍する場合には、就学支援委

員会の意見を踏まえながら保護者と相談

を行い、保護者の意向を最大限に尊重しな

がら決定しております。

３５ 【施策の指標・目標値について】

８１ページの「給食がおいしいと感

じている児童生徒の割合」であるが、

現在値の設定がなく、７年度目標値１

００％とのことだが、味覚や嗜好は人

それぞれであり、給食はおいしいと感

じる児童生徒を１００％と目標設定す

るならば、不味い、おいしくないと述

べる児童生徒を同調圧力によって封じ

込めることとなり、この数値目標自体

をやめるべきである。

「給食がおいしいと感じている児童生

徒の割合」につきましては、小学６年生、

中学３年生の児童生徒が、これまで食して

きた学校給食全体のイメージについての

感想を聴取することを考えております。

また、意見聴取の際には、同調圧力を感

じさせないような手法で行うよう検討し

てまいります。

３６ 【施策の指標・目標値について】

８２ページの「コミュニティ・スク

ール導入校数」について、現在値０校

から目標値５６校とのことだが、現行

の学校評議員制度からコミュニティ・

スクールへの移行がなされる対象は全

ての小・中学校であり、一部の小・中

学校ではない。学校評議員制度もコミ

ュニティ・スクールも「あり方」の問

題であり、各学校に制度を導入しただ

けの数値目標では無意味である。

学校評議員制度から学校運営協議会制

度（コミュニティ・スクール）への移行に

あたり、設置だけでなく在り方についても

研究を進めております。

いただいた御意見は、今後の取組の参考

とさせていただきます。


