
                          Ｈ２７．５．２９（金） 

    総務文教常任委員会           午後１時３０分～ 

                           第３委員会室 

 

 

１ 開  議 

 

 

２ 日程説明  

 

 

３ 案件 

  〇行政視察の総括について 

 

 

 

  ○委員会の今後の取り組みについて 

 

   

 

４ その他 

  〇次回の日程について 

    

 

   

 



視察先 東京都練馬区（平成２７年５月１２日（火）） 

（人口：７１３，８４９人、面積：４８．１６㎢） 
調査項目 （１）小中一貫教育について 

○小中学校が連携した教育カリキュラムについて 
○成果と課題について 

（２）学校給食について 

  ○自校調理方式等について 
 

視察の目的 （１）小中一貫教育について 
本市においては、平成２７年４月から口丹波初の小中一貫校

として、「亀岡川東学園」が開校したが、今後の学校運営等に

あたって、そのメリット、デメリットについて、先進地の事例

も参考にしながら検証を行うことが重要と考える。 
東京都練馬区では、平成２３年４月に区内初の小中一貫校を

開校されており、小中学校の連携や、その成果と課題等につい

て、先進地としての事例を学び、本市の教育推進施策に活かす

こととする。 
（２）学校給食について 
本市では、中学校給食が未実施の状況であるが、保護者から

は、早期の実施についての要望も多い状況である。 
練馬区では、すでに小中学校において学校給食を実施されて

いるが、その実施方式については、様々な検討により、センタ

ー調理方式から自校調理方式・親子調理方式等の変遷をされて

おり、その経緯・成果を学ぶことにより、本市の学校給食の整

備・実施にあたって、参考とするものである。 
 

施策等の概要 

 

 

 

 

 

●練馬区の小中一貫教育について 

１．練馬区のあらまし 

（１）練馬区の人口（平成２７年２月１日現在） 
７１４，６７９人 

（２）区立小・中学校数 
  ・区立小学校     ６４校 
  ・区立中学校     ３３紅 
  ・区立小中一貫教育校  １校 
（３）児童・生徒数（平成２６年５月１日現在） 
  ・小学生 ３２，２６８人 



  ・中学生 １４，０２２人 
２．練馬区が取り組む小中一貫教育 

小学校と中学校が９年間を見通して、連携・協力して子ども

を育て、子どもたちが９年間で何を学び、どんな子どもに育っ

てほしいのかを、小学校と中学校が一緒に考える。 
（１）学習指導要領に準拠（独自教科の設定なし） 
（２）中学校区を基盤に小中一貫教育を全区展開 
（３）複雑な通学区域における小中一貫教育 
（４）さまざまな学校規模における小中一貫教育 
（５）中学校選択制度と小中一貫教育が併存 
（６）連携クリエーター（小中連携推進教員）を中心に推進 
（７）課題改善カリキュラムの作成 
３．練馬区における小中一貫教育の進め方 

（練馬区における小中一貫教育の３つの形） 

  ①小中一貫教育校（施設一体型） 

  ②小中一貫教育実践校・連携校（施設分離型） 

  ③小中一貫教育研究グループ（２年間指定） 

（１）小中一貫教育研究グループ 
（２）研究グループ２年間で実践校へ移行 
（３）小中一貫教育実践校・連携校 
（４）小中一貫教育研究グループ・実践校の取組み 
  ・乗り入れ事業（出前授業） 
  ・小学生と中学生の交流 
  ・同じ中学校区にある小学校同士の連携 
（５）小中一貫教育校大泉桜学園 
（６）特別支援教育における小中一貫教育 
 
●練馬区の学校給食について 

１．給食調理方式 

・練馬区では、小学校６５校、中学校３４校の全小中学校にお

いて完全給食を実施している。 
・平成１３年度から平成２２年度の練馬区長期総合計画の施策

の一つとして「学校給食の調理方式の改善」を掲げ、センタ

ー受配校をすべて自校調理方式に切り替え、平成２３年度末

に学校給食総合調理場をすべて廃止した。 
・給食室の増築が可能な学校は、自校調理方式に移行したが、



できない学校については、近隣校との親子調理方式を採用し

ている。 
・きめ細やかな給食と給食指導の充実を図る観点から、自校調

理方式を目指しており、親子調理方式は今後、学校の改築等

にあわせて給食室を整備して解消していく予定である。 
 ※平成２７年度調理方式 
  自校調理方式７９校、親子調理方式２０校 
２．給食調理業務委託 

・練馬区では、「新行政改革プラン」「委託化・民営化方針」に

基づき、学校給食調理業務の民間委託を実施している。委託

内容は、調理業務、配缶、食器洗浄・消毒、その他調理に付

随する作業となっている。 
 ※平成２７年度委託校 
  小学校６５校中３６校（ ５７％） 

中学校３４校中３４校（１００％） 
３．各校の特色ある食育 

・全小中学校へ学校栄養職員を各１名配置している。東京都の

正規栄養職員は２校に１校の割合で配置されている。残りに

ついては、区が学校栄養職員を非常勤職員として雇用し配置

している。 
・各学校で、食材業者との売買契約、献立作成、発注等を行っ

ている。児童生徒の喫食状況等を把握し、きめ細やかな給食

を提供するとともに、学校給食を「生きた教材」として食に

関する指導の充実を図っている。 
・「第２次練馬区立小中学校における食育推進計画（平成２４

年度～平成２８年度）」に基づき、学校における食育の充実、

学校・家庭・地域が連携した食育の推進に取り組んでいる。 
 

考察 （現状や事業効果） 

 
 

（本市に導入できること） 

 
 
（本市に導入した場合の課題） 

 



 
（今後の検討） 

 
 

委員の意見等  
 
 

 



視察先 東京都板橋区（平成２７年５月１３日（水）） 

（人口：５４２，１６９人、面積：３２．１７㎢） 
調査項目 （１）防災行政について 

  ○先進的な防災対策の取り組みについて 
  ○「新防災センター」について 
 

視察の目的 （１）地球温暖化に伴う集中豪雨等により、全国各地で災害が

多発している状況の中で、予期せぬ事態に迅速に対応できる体

制の整備・充実が求められている。 
 東京都板橋区においては、「新防災センター」の設置により、

災害への対応力を向上されており、当該施設の視察を行うとと

もに、先進的な防災対策の取り組みを学ぶものである。 
 
 

施策等の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 

●板橋区における防災対策の取り組み 

１．地域防災計画の修正 

 近年、全国各地で甚大な被害をもたらしている風水害への対

応、及び初動体制や避難計画等の充実強化のため、地域防災計

画の修正作業が進められている。（H27.11 月計画修正予定） 
２．避難所の整備 

（１）全区立小中学校７５校に備蓄倉庫を整備 
（２）食糧の備蓄（アルファ化米、クラッカー） 
（３）その他の備蓄（毛布、ブルーシート、仮設トイレ） 
（４）平成２６年度新規整備の資器材 

・避難所運営用品（カイロ、リヤカー） 
  ・避難所衛生用品（ウェットティッシュ、手指消毒剤） 
  ・医薬品（総合感冒薬） 
３．帰宅困難者一時滞在施設整備 

 一時滞在施設の整備等 
４．区施設の防災対策 

（１）同報系防災行政無線放送塔の増設 
（２）気象観測システムの雨量計の増設 
（３）新防災センターの設置 
  ※新防災センターは、従来の防災センターと比べ、災害へ

の対応力を飛躍的に向上させている。 
   そのキーワードは、「速く・広く」情報を伝えること、



そして、大地震などの大きな災害に強いことである。 
   地理情報システム（GIS）を用いてより速く、多くの災

害情報を収集し、それを基にした正確な情報を広範囲に

伝えることができる。 
   さらに、支所にバックアップ機能を備えることなどによ

り、大きな災害によっても、その機能が失われることは

ない強さを持ちあわせている。 
（４）被災者生活再建支援システムの導入（H27 年度新規事業） 
５．地域防災力の向上 

（１）防災関連用品等のあっせん、土のうステーションの設置、

止水版設置工事助成等 
（２）専門講師による防災セミナーの実施 
（３）地域別防災マニュアル策定の支援 
（４）中学生普通救命講習の実施 
（５）要配慮者支援対策等 
６．住民防災組織 

（１）住民防災組織の育成・指導 
（２）住民防災組織に対する支援 
   運営助成金及び訓練奨励費用助成など 
（３）防災訓練の実施 
  ・総合防災訓練 
  ・総合防災重点地区訓練 
  ・住民防災組織訓練など 

考察 （現状や事業効果） 

 
 
（本市に導入できること） 

 
 
（本市に導入した場合の課題） 

  
（今後の検討） 

 
委員の意見等  

 
 



視察先 埼玉県飯能市（平成２７年５月１４日（木）） 

（人口：８１，０５３人、面積：１９３．１８㎢） 
調査項目 （１）小規模特認校制度について 

○導入までの経過、取り組みについて 
○成果と課題について 

（２）普通教室へのエアコン設置について 

  ○設置に至るまでの経過、取り組みについて 
 

視察の目的 （１）本市では、平成２６年５月に学校規模適正化検討会議が

設置され、望ましい学校教育環境整備の方向性について検討さ

れているが、その検討の中で、小規模特認校制度についての意

見も出されているところである。 
 埼玉県飯能市は、本市と面積・人口などの地理的条件が類似

しているが、すでに小規模特認校制度が実施されていることか

ら、導入までの経過、成果・課題について調査をすることで、

本市の参考とするものである。 
（２）本市では、普通教室のエアコン設置について、平成２１

年１２月に請願の採択もされる中で、現在、教育委員会におい

て、設置に向けた検討がされているところである。飯能市にお

いては、早期に整備されているが、設置に至るまでの経過、取

り組み、また、今後の維持管理も含めて、調査を行うものであ

る。 
 

施策等の概要 

 
 
 
 
 
 

●飯能市立学校小規模特認校制度について 

１．経緯・目的 

 人口動態の推移、少子化、学校を取り巻く環境等を踏まえ、

児童数が著しく減少することが予想される山間地域の学校を

対象として、当該制度を平成２２年度から導入され、現在４校

で実施されている。 
※小規模特認校制度とは、小規模校の特性を生かした教育を希

望する保護者の児童に、特例措置として通学区以外からの入

学を認め、学校規模の適正化及び活性化を図ることを目的と

する制度である。 
２．制度運営の仕組み・体制 

（１）小規模特認校に通学する児童についての事務的取扱は、

指定校変更による対応とする。 



（２）通学に要する保護者負担の軽減のために、通学費補助金

を交付する。（予算の範囲内で全額補助） 
（３）一定の就学条件を設ける。 
３．児童数の推移と実績 

（１）吾野小学校 
   平成２２年度 児童数 48 人、特認校利用者数 3 人 
   平成２３年度 児童数 43 人、特認校利用者数 1 人 
   平成２４年度 児童数 42 人、特認校利用者数 1 人 
   平成２５年度 児童数 45 人、特認校利用者数 4 人 
   平成２６年度 児童数 45 人、特認校利用者数 2 人  
   平成２７年度 児童数 42 人、特認校利用者数 1 人 
（２）名栗小学校 
   平成２２年度 児童数 105 人、特認校利用者数 0 人 
   平成２３年度 児童数 92 人、特認校利用者数 0 人 
   平成２４年度 児童数 72 人、特認校利用者数 0 人 
   平成２５年度 児童数 68 人、特認校利用者数 0 人 
   平成２６年度 児童数 42 人、特認校利用者数 0 人  
   平成２７年度 児童数 45 人、特認校利用者数 4 人 
４．事務の流れ 

９月～ 
・来年度募集要項の広報 
・希望者は、各学校にて随時見学、説明、体験を受ける 
・就学時健診 
１２月 

・募集受付（指定校変更願の提出） 
・面談（保護者・児童⇔広聴・市教委） 
・指定校変更決定通知の発送 
１月 

・入学通知の発送（新入生） 
３学期修了式以後 

・転校手続き 
５．成果と今後の課題 

・児童数の拡大と複式学級解除の効果は感じられないが、期待

したい。 
・教職員、保護者の“開かれた学校”への意識が高まった。 
・地域の現状と学校の現状についての認識が高まった。 



・現・在籍校から転校しようとする場合、児童については今ま

での交友関係を断ち切ること等が難しい面がある。保護者の

理解や考え方に大きく左右される。 
・現・在籍校への周知、広報が難しい。 
・通学方法の安全面や費用の課題は解決しているが、突発事故

への安心感の確保が不安なようである。 
 
●普通教室へのエアコン設置について 

１．飯能市の特性について 

・飯能市は、東京都多摩地域中部にある横田飛行場（横田基地）

の北方に位置し、戦闘機や輸送機による騒音等が大であり、

「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の適用を

受け、防音工事について補助を受けることができた。 
２．防音工事の概要 

 ①校舎の鉄筋コンクリート造化 
 ②防音サッシの設置 
 ③吸引性の高い内装仕上化 
 ④空調設備等の設置 

※補助割合７．５／１０～１０／１０） 
３．空調設備（冷房機）設置の経緯 

・平成元年時点で、小学校１４校、中学校８校合わせて普通教

室の割合で８０％の設置率を達成し、平成２７年４月時点で

は、すでに１００％の達成率となっている。 
４．近年の空調設置事例 

（１）西川小学校空調機設置工事（平成２３年度実施） 
請負金額（税込）：３９，９００，０００円 
空調方式／熱源 ：個別空調／電気 
補助金     ：国庫補助（安全・安心な学校づくり交付金） 
補助割合       ：１／３ 

  工事概要    ：普通教室７室、特別教室５室  
           ランチルーム、校長室 
           対象床面積：１，１８１㎡ 
           空調単価：３３，７８０円／㎡ 
  その他     ：空調機設置に伴い受電要領増加に対応

した受変電設備新工事を含む。 
（２）名栗中学校空調機設置工事（平成２３年度実施） 



請負金額（税込）：３０，４５０，０００円 
空調方式／熱源 ：個別空調／電気 
補助金     ：国庫補助（学校施設環境改善交付金） 
補助割合       ：１／３ 

  工事概要    ：普通教室３室、特別教室４室  
           対象床面積：６０８㎡ 
           空調単価：５０，０８０円／㎡ 
  その他     ：空調機設置に伴い受電要領増加に対応

した受変電設備新工事を含む。 
５．空調機の維持管理について 

・「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の適用に

より、防音工事への補助に加えて、防音事業維持費に対する

補助も受けている。 
 ○補助率 
   電気料金・燃料代等  ６／１０ 
   電気基本料金     ２／３ 
 ○補助額（平成２６年度分） 
   小学校分（７校） ７，２２４，０００円 
   中学校分（４校） ４，４７６，０００円 
・空調設備の維持管理（業務委託費） 
  小学校（８校、全館空調方式実施校のみ） 
   契約実績（Ｈ２６）１２，８３７，０００円（税込） 
  中学校（５校、全館空調方式実施校のみ） 

契約実績（Ｈ２６） ７，６６４，７６０円（税込） 
６．空調機設置に伴う取り組みについて 

・空調方式の選定について 
 ①全館空調方式か、個別空調方式か。 
 ②ガス式か、前期式か。 
 ③購入か、リースか。 
 ※技術顧問相談制度の活用 
７．空調機設置に係る課題等 

・騒音調査結果を反映した防音工事対象区域エリアの縮小、及

びそれに伴う補助事業の縮小による補助額の減少。 
・個別空調機の維持管理業務の実施。 
・将来を見据えた空調機の効果的な更新。 
 



考察 （現状や事業効果） 

 
 
（本市に導入できること） 

 
 
（本市に導入した場合の課題） 

 

 

（今後の検討） 

 
 

委員の意見等  
 
 

 


