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テーマ１ 学び・育ち

教育推進プラン・江東（第２期）

テーマ１ 学び・育ち

確かな学び
「こうとう学びスタンダード」を基軸に、主体的・対話的で
深い学びを通して、これからの時代に求められる資質・能力
を育みます。

１

２

３

豊かな心
自分の大切さとともに他の人の大切さを認める優しい心、
多様性を認め合える心を育みます。
健やかな体
健康で安全な生活と豊かなスポーツライフを実現するた
めの資質・能力を育みます。
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テーマ１ 学び・育ち 確かな学び１

１ こうとう学びスタンダード(ネクストステージ)の推進

取組（１） 主体的・対話的で深い学び

・研究協力校の研究発表は、全てオンラインで

実施し、区内外に研究の成果を広めた。

・授業力向上アドバイザーによる「主体的・

対話的で 深い学び」の指導資料を作成し、

教員の授業改善に活かした。

オンライン研究発表会の様子

テーマ１ 学び・育ち 確かな学び１

１ こうとう学びスタンダード(ネクストステージ)の推進

取組（２） 習得・活用・探究

基礎・基本の定着を図り、深い学びを実現する授業改善を実施

・定着度調査結果を分析し、基礎・基本の定着に向けた授業改善を図った。

・習熟度に応じた少人数指導を、学びスタンダード強化講師の活用等により進める

ことで、個に応じた指導を充実させた。

主体的な学び 対話的な学び

深い学び
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テーマ１ 学び・育ち 確かな学び１

２ 生きる力を育む特色ある教育

取組（３） ICT教育

・１人１台端末、高速大容量無線LAN等の環境整備を図った。

・学びを止めない取組を進めた。(臨時休業時のオンライン学習)

・「KOTOオンラインマガジン」を発行し、効果的な取組を周知した。

・「GIGAスクールGuide」を作成し、ICT活用能力の向上を目指した。

テーマ１ 学び・育ち 確かな学び１

２ 生きる力を育む特色ある教育

取組（４） 英語教育

英語教育の充実

・「英語スタンダード」の確実な定着

・ＴＧＧを活用しての体験学習（小５）

・教員研修の充実

・ALTによる授業の実施

・英語専科教員の配置（小）

・英語を使ったコミュニケーション能力の育成

ＴＧＧでの学習風景
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テーマ１ 学び・育ち 確かな学び１

２ 生きる力を育む特色ある教育

取組（６） キャリア教育

キャリア教育の充実

・職場体験の実施（中学校）

※コロナ禍のため、一部は外部講師等による職業講話等を実施

・キャリアパスポートの活用

（児童・生徒が活動を記録し蓄積する教材等）

・児童･生徒が自らの学習状況やキャリア形成を振り返る

キャリアパスポートの内容

テーマ１ 学び・育ち 確かな学び１

２ 生きる力を育む特色ある教育

取組（７） 環境教育

体験活動等を通して環境に対する豊かな感受性や探求心を育む

・環境副読本の作成

・カーボンマイナスこどもアクションの実施

・各教科や総合的な学習の時間で実施

環境副読本を
データ化 環境副読本
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テーマ１ 学び・育ち 確かな学び１

３ 連続した学びの保障

取組（８） 保幼小中連携

「江東区保幼小連携教育プログラム」を活用した連携の充実

・「江東区連携教育の日」をオンラインにて実施（年２回）

オンライン交流の様子

テーマ１ 学び・育ち 確かな学び１

３ 連続した学びの保障

取組（９） 就学前教育

「就学前教育スタンダード」の実践資料を作成、

研修会等で活用を推進

SNSを活用して、情報を発信
<江東区立幼稚園>
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テーマ１ 学び・育ち 確かな学び１

区の平均は、全国・東京都の平均を上回ったものの

目標値まで

小学校は －２．０ 中学校は －２．６ となっている

テーマ１ 学び・育ち 豊かな心２

４ 自他を大切にする優しい心の育成

取組（１０） 人権教育

・人権教育プログラムを活用した授業の実施

・東京都人権尊重教育推進校による研究成果を

オンラインを活用して発表

・人権教育研修会の実施

自分の大切さ、他人の大切さ

を認める優しい心の育成
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テーマ１ 学び・育ち 豊かな心２

４ 自他を大切にする優しい心の育成

取組（１１） 道徳教育

こどもたちの心の教育に向けて

・ 「特別の教科 道徳」の授業の充実

・ 「心の教育推進校」の指定、研究成果の普及

・ 道徳教育研修会の実施

・ 幼児の道徳性育成研修会の実施

・ 道徳授業地区公開講座をオンラインにて

実施

いいことみつけ
の取組

自分の行動を振り返る
時間の設定

テーマ１ 学び・育ち 豊かな心２

４ 自他を大切にする優しい心の育成

取組（１２） 自己肯定感を高める教育

こどもたちが成就感や達成感を味わ

ったり、他者から認められたりする

よう、様々な取組を推進

・特別の教科 道徳により、道徳的

実践力を育成

・道徳授業地区公開講座をオンライン

で実施
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テーマ１ 学び・育ち 豊かな心２

４ 自他を大切にする優しい心の育成

取組（１３） いじめ防止

・いじめ防止授業を年3回、全ての学校で行い、

いじめ防止の意識を高めた。

・いじめ問題対策協議会を開催し、生徒会や各学校

園のいじめ防止の取組について関係機関等と協議

を実施した。

・いじめ重大事態等の対応について、スクール

ロイヤーと連携し問題解決に向け、取り組んだ。 いじめをテーマにした道徳の授業の様子

テーマ１ 学び・育ち 豊かな心２

５ 多様性を認め合う教育

取組（１４） 共感的に理解できる心の育成

・オリンピック・パラリンピック教育の学習を通して、国籍や障害の有無等にかかわらず、尊重し合う等、

多様性を認め合う態度を育成した。

・特別の教科道徳の時間の学習を通して、差別をしない、相手を思いやる態度の育成に努めた。
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テーマ１ 学び・育ち 豊かな心２

５ 多様性を認め合う教育

取組（１５） 挑戦する心の育成

・学校連携観戦の代替事業として、

オリンピアン・パラリンピアンと

オンラインでの交流を全校園で実施

・ 職場体験にて、外部講師の職業講話を

通した、将来への希望や望ましい職業観・

勤労観を学習

東京2020大会に出場したオリンピアン・パラリンピアンとオンライン授業を実施

テーマ１ 学び・育ち 豊かな心２

５ 多様性を認め合う教育

取組（１６） オリンピック・パラリンピック教育

・「KOTO☆花いっぱい運動」で選手のおもてなしを実施

・「オリンピック・パラリンピックの聖火トーチ」を全校園で実施

・ボッチャセットを全校園に貸し出し

トーチリレーの風景花いっぱい運動の風景
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テーマ１ 学び・育ち 豊かな心２

「自分にはよいところがある」とおもう児童・生徒の割合が低下

自己肯定感を高められる教育活動の再構築へ

テーマ１ 学び・育ち 健やかな体３

６ 体力の向上

取組（１７） 運動習慣の確立

・体力スタンダードの「わくわくタイム」や

「ウォームアップタイム」の取組の充実

・「ＫＯＴＯ☆キッズながなわチャレンジ」を

年間を通して実施

運動の日常化へ

・わくわくタイム 小学校・義務教育学校前期課程)・ウォームアップタイム 中学校・義務教育学校(後期課程)

★主運動につながる動きを体育の授業の前半に取り入れる。
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テーマ１ 学び・育ち 健やかな体３

６ 体力の向上

取組（１８） 体育(保健体育)の授業改善

・ 体育実技研修会のオンライン開催

・ １人１台端末を活用した、授業改善を実施

体育の学習の様子

テーマ１ 学び・育ち 健やかな体３

７ 心と体の健やかな成長

取組（２０） 健康教育

・ 養護教諭による保健指導を実態に応じて実施

・ 保健の授業において、心身の健康や病気の予防などを学習

・ 小中学校全校において、薬物乱用防止教室を実施
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テーマ１ 学び・育ち 健やかな体３

７ 心と体の健やかな成長

取組（２２） 豊かなスポーツライフの実現

生涯にわたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するため、運動の楽しさや

喜びをこどもたちに味わわせる授業づくりを行う。

テーマ１ 学び・育ち 健やかな体３

コロナ禍の影響を受け、こどもたちの体力は、全国、東京都ともに低下傾向

多様な運動機会の創出（KOTO☆長なわチャレンジ 等）し、

健康的な生活習慣の定着を図る取組を推進
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テーマ２ 自分らしさ

教育推進プラン・江東（第２期）

個に応じた教育４

テーマ２ 自分らしさ 個に応じた教育 (８)一人一人を大切にする教育４

多様なニーズに応じた、きめ細かな教育支援を行います。

【現状と課題】
・一人一人のこどもに適した教育や必要な支援を
検討する就学相談の件数は、令和３年度に５０４件
となり、引き続き増加傾向が見られる。

・インクルーシブ教育を推進するための
人的支援をはじめとした環境整備を一層
進めていく必要がある。

・医療的ケアやＬＧＢＴＱ＋など、
一人一人のこどもに応じた対応を進めていく必要がある。
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テーマ２ 自分らしさ 個に応じた教育 (８)一人一人を大切にする教育４

【令和３年度の取組内容】

取組（23） 個性や能力に応じた教育 【指導室】

・1人1台端末を活用し、一人一人の学習の取得状況に応じた指導の
充実を図った。

・学びスタンダード強化講師による
個に応じた指導の充実を図った。

テーマ２ 自分らしさ 個に応じた教育 (８)一人一人を大切にする教育４

取組（24） 特別な支援が必要なこどもの教育 【教育支援課】

・障害による困難さに対する合理的配慮として、
特別な支援を要するこどもに対して学習支援員を
配置した。

・教職員等へ、インクルーシブ教育についての理解推進のため、
特別支援教育アドバイザーによる学校訪問等を行った。

・学校（園）へ心理専門員や特別支援教育
コーディネーターの派遣を行った。

・特別支援教育システムの構築を行い、
ICT活用による相談体制の強化を図った。
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テーマ２ 自分らしさ 個に応じた教育 (９)新たなニーズへの対応４

【現状と課題】
・日本語指導が必要な児童・生徒は、高止まりの傾向が見られる。
・医療的ケア児支援法やLGBTQ+への対応を図る必要性が高まり
つつある。

【令和３年度の取組内容】
取組（25） 日本語指導が必要なこどもの支援 【教育支援課】

・日本語指導が必要な児童・生徒
１２８人に対して、⺟語による
指導が可能な講師を派遣した。

・武蔵野大学や江東国際交流協会（IAK）
と連携して、日本語支援を実施した。

テーマ２ 自分らしさ 個に応じた教育 (９)新たなニーズへの対応４

教育のICT化への取組み

・東京共同電子申請・届出サービス
（都システム）を利用して就学相談の
電子申請での受付システムを構築した。

・教育相談、就学相談等のワンストップ
サービスの充実や迅速な連携を
図るため特別支援教育システムの
構築を行った。

・各種委員会や専門員連絡会
において、ICT機器の導入や
リモート方式による開催をした。
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テーマ２ 自分らしさ 個に応じた教育 (９)新たなニーズへの対応４

★今後の方向性★

・ICT導入により保護者等からの相談の窓口を広げたことで、
新たな相談体制の充実を行っていく。

・引続き特別な支援や配慮を必要とする児童・生徒の増加と
支援ニーズの多様化に対応する支援体制の整備を進めると
ともに、教育内容の充実を図る必要がる。

・医療的ケアやＬＧＢＴＱ＋などの
個に応じた教育的ニーズについて、
さらに対応を図っていく。

テーマ２ 自分らしさ 個に応じた教育 (９)新たなニーズへの対応４
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テーマ２ 自分らしさ

教育推進プラン・江東（第２期）

丁寧な相談５

テーマ２ 自分らしさ 丁寧な相談 (１０)教育相談システムの充実５

相談しやすい体制を整え、きめ細かな相談を行うとともに
学びの場の充実を図ります。

【現状と課題】

・特別支援教育システムの構築を完了した。
・ワンストップ型教育相談について、
電子申請にて相談受付できる環境を整備した。

【令和３年度の取組内容】

取組（26） ワンストップ型教育相談 【教育センター】

・電話相談を４４３件、心理（面接）相談を５２８件実施した。
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テーマ２ 自分らしさ 丁寧な相談 (１０)教育相談システムの充実５

テーマ２ 自分らしさ 丁寧な相談 (１０)教育相談システムの充実５

取組（27）スクールソーシャルワーカー等の活用【教育支援課】

・学校の依頼によりスクールソーシャルワーカーを派遣し、小学校
４３校、中学校２４校、
義務教育学校１校において
学校とともに問題解決を図った。

・SNS教育相談について、
これまでLINEからの相談のみ
であったが、PCなどインターネット
から広く相談できる体制を準備した。
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テーマ２ 自分らしさ 丁寧な相談 (１０)教育相談システムの充実５

取組（28） 専門職との連携 【教育支援課、教育センター】

・週１回程度、定期的に関係者による
ケース会議を実施し、
相談者のニーズに応じて
学校や関係諸機関との
連携を推進している。

テーマ２ 自分らしさ 丁寧な相談 (１１)学びの場の確保５

【現状と課題】

・不登校等、生徒の状況に応じて丁寧な進路相談を実施している。
・教育相談やスクールカウンセラー等をより
活用しやすくする必要がある。

取組（29） 個に応じた確かな支援【指導室】

・学習支援アプリを活用し、
個に応じた学習支援を行った。
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テーマ２ 自分らしさ 丁寧な相談 (１１)学びの場の確保５

取組（30） 不登校の未然防止【指導室、教育支援課】

・不登校総合対策【第２次】に基づき、不登校担当者連絡会等に
おいて効果的な未然防止策を共有した。

・学習、しつけ、いじめ、不登校の相談の充実を図るため、
全幼稚園・全小・中・義務教育学校にスクールカウンセラーを
配置した。相談件数は児童生徒9,080件、保護者6,560件、
教員17,185件、終結件数は2件であった。

テーマ２ 自分らしさ 丁寧な相談 (１１)学びの場の確保５

取組（31） ブリッジスクール 【指導室】

・スクールカウンセラーを配置し、相談支援体制を充実させた。

取組（32） 関係機関連携 【指導室、教育支援課、教育センター】

・フリースクールを訪問するなど、関係機関
との連携を深めた。

・スクールソーシャルワーカーについては、
児童相談所や子ども家庭センター等相談者に
関係する機関との連携を行い、より良い
解決方法を模索した。
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テーマ２ 自分らしさ 丁寧な相談 (１１)学びの場の確保５

教育のICT化への取組み

・ワンストップ型の教育相談体制
について、インターネットを利用
した電子申請を準備した。
これにより、「困ったこと」
「不安なこと」の機会を逃すこと
なく相談できる環境が構築できる。

テーマ２ 自分らしさ 丁寧な相談 (１１)学びの場の確保５

★今後の方向性★

・ブリッジスクールにて、
オンライン上での学習や、
体験的な学びの充実を目指していく。

・フリースクール等と公⺠連携の
効果的活用について検討を始めていく。

・こどもや保護者の悩みについて、問題の早期発見、早期対応を
実施していくため、各校に配置しているスクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカーの積極的な活用や教育相談の電子申
請を実現する等、より丁寧で相談しやすい環境を整えていく。
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テーマ２ 自分らしさ 丁寧な相談 (１１)学びの場の確保５
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テーマ３ 環境

教育推進プラン・江東（第２期）

テーマ３ 環境

施設の整備・充実 安全安心・居場所づくり
・学校施設の整備

・学校ICT環境の整備

・安心で健やかな居場所の確保

・安全を確保する環境の構築

こどもたちが安全・安心に学校に通う
充実した学校生活をささえる教育環境の整備

６ ７
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テーマ３ 環境

臨海部の開発

区内全域の
マンション建設

令和３年度江東区世論調査

Qあなたはこれからも江東区に
住みたいと思います？

ずっと住みたい・・・４８．６％
当分は住みたい・・・４２．１％
⇒定住意向・・・９０．７％

児童・生徒数
増加

テーマ３ 環境

施設の整備・充実
・収容対策
・校舎の増設、改築
・⻑寿命化改修などの計画的更新

安全安心・居場所づくり
・「江東きっずクラブ」等の運営

⇒放課後の安心で健やかな居場所の確保
・通学路安全対策⇒登下校時の安全確保

６

７
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テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安全を確保する環境の構築 取組(39)通学路安全対策

７

【江東区における児童の交通死亡事故発生例】
・平成２４年６月 潮見二丁目
・平成２６年６月 有明二丁目
・平成２７年３月 新砂三丁目

平成２７年
江東区通学路

交通安全対策連絡会を設置

平成２７年「江東区通学路交通安全プログラム」を策定

平成３０年「江東区学校安全の推進にかかる基本方針」を策定

ＰＤＣＡサイクルの確立を通じた事故
等の防止対策として、盛り込まれる

・そのほかに見守り活動や防犯カメラ設置などの取り組み

テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安全を確保する環境の構築 取組(39)通学路安全対策

７

【江東区通学路交通安全プログラム】
対策効果の把握(前年度分)

定期点検
対策効果の確認(Check)

対策検討箇所の公表 (前年度からの継続分も含む)

合同実査

対策の検討(Plan) 対策の改善・充実(Action)

対策の実施(Do)

対策結果の公表

ＰＤＣＡサイクルに
基づき、対策の効果

を管理、検証

通学路交通
安全対策連絡会

を開催
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テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安全を確保する環境の構築 取組(39)通学路安全対策

７

これまでの点検の観点
危険・要注意箇所として
道路が狭い、見通しが悪い、人通りが少ない、
やぶや路地、倉庫、空き地など人が身を隠しやすい場所が近い、
大型車が頻繁に通る 等

新たな点検の観点
①見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度
が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所

②過去に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があった箇所
③保護者、見守り活動者、地域住⺠等から改善要請があった箇所

対策箇所

３５
件

６１
件

対策箇所
３年度点検結果

テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安全を確保する環境の構築 取組(39)通学路安全対策

７

幹線道路の抜け道
交通量が多い〜第一大島小学校北⻄部の通学路交差点〜

(事例１)
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テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安全を確保する環境の構築 取組(39)通学路安全対策

７

交差点内をカラー舗装化
中心に十字マークを設置

テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安全を確保する環境の構築 取組(39)通学路安全対策

７

トンネル内暗い
自転車が通行〜北砂小学校南部の通学路歩行者用トンネル〜

(事例２)
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テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安全を確保する環境の構築 取組(39)通学路安全対策

７

日中帯でも必要な箇所に
照明を点灯

テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安全を確保する環境の構築 取組(39)通学路安全対策

７

歩行者用信号機なし
車の左折事故〜⾹取小学校⻄部の通学路付近交差点〜

(事例３)
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テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安全を確保する環境の構築 取組(39)通学路安全対策

７

すべての方向に
歩行者用信号機を設置

テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安全を確保する環境の構築 取組(39)通学路安全対策

７

【江東区通学路等総合安全対策システム】
https://koto-kyoiku.jp/SecurityManager/index.html

合同実査の様子

https://koto-kyoiku.jp/SecurityManager/index.html
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テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安全を確保する環境の構築 取組(39)通学路安全対策

７

【通学路防犯カメラ】

令和2年12月江東区の教育に関する意識調査集計結果報告書より

区内カメラ台数

２１４
台

テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安全を確保する環境の構築 取組(39)通学路安全対策

７

【通学案内業務（ストップさん）】

通学路における危険箇所
交通量の多い交差点
信号機のない見通しの悪い交差点など

案内従事者を配置し、
児童の安全・安心な通学を確保

ストップさん配置数

１３４地点
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テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安全を確保する環境の構築 取組(39)通学路安全対策

７

【令和４年度関連事業】

ボラード設置例

ボラード（車止め）の設置

通学路の交差点４１か所に設置予定。

・交通死亡事故の防止
・歩行者・車いす利用者が安全に通行
できるように配慮

テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり

安心で健やかな居場所の確保

７

・学校では、区の災害想定に応じた避難訓練を実施した。
・安全教育プログラムに基づき、「生活安全」「交通安全」「災害安全」について、安全指導を行った。

取組(40)学校安全

・学校避難所運営協力本部連絡会を68校中、49校で開催し、関係者と連携を確認した。
・備蓄物資の不足分の洗い出しを行い、補充作業を行った。

取組(41)地域防災力の向上

安全を確保する環境の構築

・申込が定員を超過している２つのクラブの活動スペースを確保し、江東きっずクラブ二⻲の定員数を83人
から168人へ、江東きっずクラブ扇橋の定員数を67人から115人へ増やし、保留児童の解消を図った。

・令和2年度よりスポット利用を導入し、A登録児童がB登録と同様の時間を利用できるため、保留児童の
受け皿となっている。

取組(38)江東区放課後こどもプラン
⓮

⓯
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テーマ３ 環境 安全安心・居場所づくり７

・「江東区放課後こどもプラン」に基づき、「江東きっずクラブ」の質的向上、効果的・
効率的な仕組みづくりを計画的に推進していく。

・江東きっずクラブ保留児童対策として、学校と調整し専用育成室以外の場所も活動
スペースとして確保していく。

・通学路の安全をより一層確保するため、通学路安全点検の継続、警察や道路管理者など
関係機関との連携や情報共有を強化していく。

・コロナ禍にあっても、感染症対策を徹底し、毎年、全校で学校避難所運営協力本部連絡会
を開催する。

・新たな被害想定、水害対応などの事項について地域防災計画の改定をみながら、
江東区学校防災マニュアルについて、改定の検討を進めていく。

★今後の方向性
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テーマ４ つながり

教育推進プラン・江東（第２期）

テーマ４ つながり 地域・家庭 (１６)地域や家庭との連携・協働８

施策８ 地域・家庭

地域教育活動や家庭での教育を支援する
システムの構築・充実を図ります。

主管課：地域教育課
担当課：庶務課、学務課、指導室、教育支援課

地域教育課、教育センター
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テーマ４ つながり 地域・家庭 (１６)地域や家庭との連携・協働８

16 地域や家庭との連携・協働

事業一覧

■地域学校協働本部事業
■コミュニティ・スクール事業
■土曜・放課後学習教室事業
■校庭遊び場事業
■ウイークエンドスクール事業
■家庭教育学級事業
■ＰＴＡ研修事業

テーマ４ つながり 地域・家庭 (１６)地域や家庭との連携・協働８

地域学校協働本部は、幅広い地域人材の参画や教育資源の活用等により地域全体でこどもの成長や学校を支えるとと
もに、学校を拠点として地域住民主体による地域課題解決に向けた取り組みを行うものです。

特に、学校と協働本部をつなぐ役割としてコーディネーターを設置し、学校ニーズに応えるべく、地域での人材発掘
に努めています。

具体的な活動事例

・授業支援
・花壇整備
・図書整備
・周辺パトロール
・読み聞かせ
・入試等面接支援

地域学校協働本部

・コーディネーターとの調整
・活動場所の提供 等

ボランティア
多様な人材・団体

ニーズ把握・調整 活動支援

連携

コーディネーター
関係団体
・PTA
・青少年委員
・町会・自治会
・おやじの会
・企業 等

連携・協力

発掘・調整
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テーマ４ つながり 地域・家庭 (１６)地域や家庭との連携・協働８

こどもたちにとって・・・

地域の人たちとのふれあいを通して地域への愛着心を育み、地域の一員
としての自覚をもつことができます。

学校にとって・・・
地域の力を借りながら、多様な教育活動が展開できます。

地域住民にとって・・・
経験・知識を役立てることで、自身の生きがいや充足感などを得ること
ができます。

学校のニーズを的確に汲み取り、その課題を解決するために、ボラ
ンティアを募ったり、得意分野をお持ちの方に依頼したり、全体を
コーディネートする役割を担っています。
日頃から学校との意思疎通を行います。

コーディネーターの役割

地域学校協働活動の効果

テーマ４ つながり 地域・家庭 (１６)地域や家庭との連携・協働８

●令和３年度の状況
コロナ禍により活動制限

●令和３年度の主な取組内容
・主任コーディネーターへの研修実施
・学校への理解促進
・各協働本部での連絡会実施の奨励

●今後の方向性
・区全体の底上げ
・コミュニティ・スクール設置への機運醸成
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テーマ４ つながり 地域・家庭 (１６)地域や家庭との連携・協働８

第二亀戸中学校 『学校だより』より抜粋

テーマ４ つながり 地域・家庭 (１６)地域や家庭との連携・協働８

学校運営協議会

学校

地域学校協働本部

●校長が作成する学校運営の基本方針
を承認する

●学校運営に関する意見を教育委員会
又は校長に述べることができる

●教職員の任用に関して、教育委員会
に意見を述べることができる

（委員）
校長推薦により教育委員会が任命
保護者代表、地域住民、ｺｰﾃﾞｨﾈｰ
ﾀｰ など 地域学校協働活動の実施

【コミュニティ・スクール】

校長

（学校運営協議会を設置した学校）

両輪両輪

青少年委員ＰＴＡ 町会・自治会

連絡会
～各組織の横のつながりの構築～

地域のボランティア

その他
コーディネーター

ウィークエン
ドスクール、
おやじの会、
企業、NPO等

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）とは
学校と地域住民や保護者等が学校運営の基本方針の承認や様々な課題の共有を図るとともに、学校運営への必要な支援等につ

いて協議する合議体の機関のこと。学校運営協議会を設置している学校をコミュニティ・スクールという。協議会の委員は15
名以内で構成し、学校運営に関して原則年3回協議する。

・授業支援
・環境整備
・体験教室 等

・承認
・意見

協議結果の情報提供

協働活動の提案・実施

こども

教職員

江東区のコミュニティ・スクールの仕組み
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テーマ４ つながり 地域・家庭 (１６)地域や家庭との連携・協働８

◇学 校
①既存の地域学校協働本部との連携がより強化され、地域の方と教

育ビジョンを共有でき、多方面での協力が得られる。
②教職員人事について学校運営協議会の意見の反映が可能になる。
③教員の異動があっても、地域が学校運営に参画することで、安

定した学校運営が継続できる。

◇地 域
①地域住民の生涯学習、自己実現につながる。
②地域行事にこどもが積極的に関わることで、地域への愛着が芽生

える（次代の人材育成）。

●コミュニティ・スクール設置のメリット

●今後の方向性
八名川小学校に続くコミュニティ・スクールの設置の検討

テーマ４ つながり 地域・家庭 (１６)地域や家庭との連携・協働８

家庭教育学級事業

事業一覧

■幼児の親の家庭教育学級
■年長児の親の家庭教育学級
■小学生の親の家庭教育学級
■中学生の親の家庭教育学級
■地区家庭教育学級
■家庭教育講演会
■家庭教育通信
■家庭教育ファシリテーター養成講座（令和３年

度新規事業）
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テーマ４ つながり 地域・家庭 (１６)地域や家庭との連携・協働８

家庭教育ファシリテーター養成講座

家庭教育ファシリテーターって何？
ＰＴＡや父母の会、地域学校協働本部などで運営する子育てやこども
のことを学びあう学習会やサロンなどで、会の進行や参加者同士のコ
ミュニケーションをサポートする役割を担う人のことです。

何だかむずかしそう。専門知識もないし・・・
そのための養成講座です。家庭教育支援に理解と意欲があって、地域
で人がつながることの意味を大切にしている人にぜひ参加してもらい
たい内容になっています。４回すべて修了した方は家庭教育ファシリ
テーターとして教育委員会事務局地域教育課にて登録いたします。

（募集ちらしより）

テーマ４ つながり 地域・家庭 (１６)地域や家庭との連携・協働８

プログラム

回 日 時 主 な 内 容 会 場

１

12月４日
（土）

９:30～11:30

現代の子育て事情

面白くってためになる！サロンを開
くためのたった一つの力とは？

脳科学で人の心をほぐす！？アイス
ブレイクの極意

江東区文化センター

２

12月11日
（土）

９:30～11:30
今、気になるこどもの発達について オンライン

３

12月18日
（土）

９:30～11:30
参加者の心をほぐすファシリテー
ションの３つのスキル

オンライン

４

12月25日
（土）

９:30～11:30
ファシリテーター実践トレーニング 江東区文化センター
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テーマ４ つながり 地域・家庭 (１６)地域や家庭との連携・協働８

令和３年度の状況
13名が養成講座を修了し、地域教育課に家庭
教育ファシリテーターとして登録。

今後の方向性
・ＰＴＡや地域学校協働本部主催による家庭教
育の学習会やサロンの場で、ファシリテーター
を積極的に活用する。
・養成講座を基礎編と応用編に分けて開催し、
基礎編は新たな人材育成を、応用編は現ファシ
リテーターの研修の場として位置付ける。


