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 令 和 ４年 ８月 26日 

飾区教育委員会 

 

葛飾区立小学校ＰＴＡ連合会要望への回答について 

葛飾区立小学校ＰＴＡ連合会からの要望事項について、下記のとおり回答いたします。 

 

 

要 望 事 項 

１．今後の運営方針に関すること 

 ① 水泳指導の実施方法について 

② １クラス40人学級を先行して35人学級にすることについて 

③ 学校公開の実施回数について 

 ■水泳指導の実施方法について 

水泳指導の実施方法に関するアンケートでは、72％で実施を進めるべきとの回答が

ありました。実施にあたっては、寒い冬での実施は極力控えること、また、建替えで

プールがなくなった学校からの開始とはなりますが、専門インストラクターの積極的

な活用（公営プールの場合を含む）についてご検討をお願いいたします。 

この件に関しては、建替えの予定にかかわらず保護者の方へ定期的な周知を徹底

し、説明を尽くしていただきますようお願いいたします。 

■１クラス 40 人学級を先行して 35 人学級にすることについて 

アンケートでは、69％が先行しての実施を求める回答となりました。５年かけて 35

人へ引き下げる法案ですが、葛飾区ではぜひ早期実現を行っていただきたい。 

また、担任教諭の他に、補助教員、スクールサポーター等の積極的な配置を願いま

す。30 人学級を希望する意見もありましたので、参考までに考えていただけると幸い

です。 

■学校公開の実施回数について 

今まで通り月 1 回の実施という意見が多数を占めました。 

平日の学校公開を実施して欲しいという意見もありました。新型コロナ感染症がな

い時は、年に㇐度㇐週間の学校公開を実施したり、平日はいつでも授業の参観を可と

したりと、様々な公開方法が学校により取られておりました。新型コロナ感染症が収

束しましたら、ぜひ開催方法を工夫していただき、保護者が子供の姿を見られる機会

を増やしていただきたいと思います。 

 
回 答 【学校教育推進担当課・指導室】 

 

  

 【① 学校教育推進担当課】 

 水泳指導の実施方法につきましては、区立の総合スポーツセンターや民間の屋内温

水プールを活用していくにあたり、実施時期等に配慮しながら一年の中で計画的に実

施してまいります。 

 また、屋内温水プールでの水泳指導では、教員の授業計画のもとで複数のインスト

ラクターが指導補助として加わり、子どもたちの泳力に合わせたグループごとの指導

も行っておりますが、改築校以外の学校につきましても、状況の整った学校から順次

移行を進め、できる限り早くすべての区立小学校で実施できるように努めてまいりま

す。なお、区立中学校につきましては、授業の時間割編成に検討すべき点が多いこと

などから、改築時や学校プールの大規模改修時の各学校の状況に応じて対応していく

こととしています。 

 新たに屋内温水プールを活用する学校につきましては、改築の予定にかかわらず、

学校を通じて保護者の方々へ周知してまいります。 
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【②指導室】 

 東京都公立小学校では、東京都教育委員会が定める教職員定数配当方針に基づき教

員の配置数を決定していますが、既に国に先駆けて35人編成を進めており、令和４年

度は第１学年から第３学年までを35人編成として教員数を配置しております。 

 なお、葛飾区独自で教員を任用するなどして35人編成を拡大していくことは人材確

保や財源面から実施は困難でありますが、35人編成の学年の拡大について、今後も東

京都へ働き掛けていきたいと考えております。 

 また、教員の業務を補助する人材について、国や東京都の補助制度を活用するなど

して配置できるよう努めてまいります。 

【③指導室】 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、現在、葛飾教育の日などの保護者や地域の

方等の参観につきましては、各学校において密集を避ける等の実施方法を検討し、感

染症対策を徹底したうえで学校公開を実施しております。ただし、引き続き感染症対

策が求められることから、参観者を保護者に限定したり、参観日時を予め指定したり

するなどの対応は継続しております。 

 教育委員会といたしましては、今後も新型コロナウイルス感染症の収束後の社会に

向けて、感染防止対策に取り組んでまいります。その上で、葛飾教育の日の授業公開

をはじめ、様々な学校行事等の機会に、各学校の特色ある教育活動を家庭や地域へ積

極的に発信し、開かれた学校づくりを推進してまいります。 

 

          

要 望 事 項 

 

２．児童の人権に関すること 

 ① 児童の人権(個性、LGBT含む特性)についての保護者を含めた対

応 

② 更衣時におけるカーテンでの教室区分 

③ 体育授業時の肌着の着用や着替えなどの対応 

 児童の人権（個性、LGBT 含む特性）に配慮した教育に十分であるかとの質問に対

する意見で、「分からない」との答えが多数ありました。 

保護者も理解を深めていく必要があると痛感しております。ぜひ講習会等を開催

していただければと思います。 

また、昨年度の教育要望書でもありましたが、体育時更衣に関して、全校全学年に

カーテンで教室を区分しての更衣が出来るようにしていただきたいと強く要望しま

す。もう始めている学校もあると聞いていますが、全ての学校で実施をしてくださ

い。 

更に、体育の際体育着の下に肌着等を着ても着なくても自由に選べるよう、また、

汗をかくのであれば着替え等の対応をしていただけるよう配慮願います。 

 
回 答 【指導室・地域教育課・学務課】 

 

  

 【① 指導室、地域教育課】 

 教育委員会といたしましても、保護者の皆様のご理解と同様に、教員の人権意識 

の向上は喫緊の課題であると認識しております。各学校において「人権教育プログ 

ラム（学校教育編）」の活用を推進するとともに、区で実施する教員対象の研修会で 

子供の人権（個性・LGBT等含む）に関する教育課題を取り上げ、知識の向上を図 

ってまいります。 

 講習会等については、PTAブロック別研修会や家庭教育応援制度を利用していただ

き、地域教育課が講師謝礼を負担し、「児童の人権」に関する研修会や講演会を実施

することができます。 

 また、生涯学習課や人権推進課が主催する研修会や講演会において、「児童の人権」

に関するものについて、情報提供させていただきます。 
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【② 学務課】 

全校全学年にカーテンで教室を区分けしての更衣が出来るようにとの要望です

が、更衣室の無い学校では、体育時更衣を空き教室や音楽室・図書室等の特別教室等

を利用するほか、時間差による対応や、要望されたカーテンで教室を仕切るといっ

た方法で男女別の着替えを行っています。 

学校で使用する物品は、原則として、各学校に配当された予算で購入することとな

っており、カーテンの購入についても各学校で対応しております。 

【③ 指導室】 

 体育学習時の服装や更衣時の環境等は、各学校で定めているものであり、肌着着 

用の可否や汗をかいた際の着替え等についても同様です。しかしながら、個別の配 

慮が必要なことから、充分な配慮を行うよう通知しております。 

 

要 望 事 項 

 

３．タブレット端末の配布とネットの安全な利用に関すること 

 ① タブレット端末の配布とネットの安全な利用に関すること 

 早急に学校で使用しないアプリ（ゲーム、YouTube など）を削除または使えないよ

うにして欲しいという要望が多くありました。学校によってかなりの差があるよう

に見受けられます。 

Home&School の活用も学校によってかなり差があるようです。学校の欠席の申請が

出来るところもあるようですが、欠席連絡を電話対応したことで保護者の悩みを察

することもあると聞きますので、ネットから、電話から、どちらからでも出来ると良

いと思います。 

また、せっかくタブレットを導入したのですから、リモートで授業も出来るよう積

極的に活用を進めていただきたいと思います。こちらについても学校による差があ

るとの意見が多数ありました。 

 

回 答 【学校教育推進担当課】 
 

  

 【① 学校教育推進担当課】 

１人１台タブレット端末でのインターネット閲覧等については、昨年度フィルタ

リング環境の強化を行い、YouTube等の動画サイトやゲームサイトは閲覧制限してお

り、授業に必要な動画コンテツンツのみ、その都度閲覧許可登録を行っております。  

また、アプリケーションについては、初期にインストールされている他は、授業に

使用するものを学校からの申請を基に適否を判断したうえで導入しております。

Home＆Schoolについては、昨年４月より導入し、保護者への緊急時のお知らせに加

え、学校便りなどのスマートフォン等への配信や、欠席の連絡等の機能を備えてお

り、各学校での活用を推進しているところですが、全機能を活用できていない学校

もあるため、活用できるよう引き続き働きかけてまいります。 

 オンライン授業については、新型コロナウィルス感染症の感染者急増に伴い、昨

年11月にオンライン授業等の取り組みについて方針を定め、教育長名で各学校に通

知したところです。今後も、新型コロナウィルス感染症に限らず、災害等の緊急時に

おいても、すべての子どもたちの学びを保障するため、オンライン授業の活用を推

進してまいります。 

 

要 望 事 項 

 

４．児童の通学時に荷物が多いことに関すること 

 ① 児童の通学時に荷物が多いことへの対策 

 アンケートにおいて児童の荷物が多く、重たいことについて対策を講じて欲しい

との回答が 88％ありました。 

荷物が多く重いので、教科書等を学校に置いていけるようすることや、タブレット

は、電量が足りるのであれば毎日持ち帰りしなくても良い等の何らかの対策を求め
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ます。特に低学年の保護者からの要望が多くありました。 

また、ランドセル以外の鞄で登校しても良いではないのかと意見もありました。 

 

回 答 【指導室】 
  

   

 【① 指導室】 

 教育環境等の変化により、携行品自体が増えたことを踏まえ、教育委員会から各 

学校に対し、教科書等を状況に応じて学校に置くこと等、配慮するように指導して 

おります。タブレット端末の毎日の持ち帰りにつきましては、充電の問題のみなら 

ず、日々の家庭学習での活用や非常変災時における学びの継続を担う重要なツール 

であることから、毎日持ち帰ることとしております。 

ランドセルにつきましては、教育委員会で指示しているものではありませんので、 

各学校にご要望ください。 

 

要 望 事 項 

 

５．学校内外、放課後の児童の安全、施設に関すること、その他 

 ① 学校における施錠基準、防犯カメラ設置・点検について 

② 平日の保護者の学校公開 

③ 待機児童の対策について 

④ 衛生用品の校内設置 

⑤ 学校間の差及び教育委員会との連携 

⑥ ＰＴＡを通して学校への意見・要望を出しやすくする環境づく

り 

 ■学校内外の安全、学校公開について 

学校によっては、正門以外で施錠してない門があり、誰でも自由に出入り出来るよ

うになっておりとても危険です。何かあってからでは、遅いと考えます。 

区内全校での統一した基準に基づき施錠等を実施していただきたいです。 

学校外に防犯カメラを増やして欲しいという意見もありました。既に設置されて

いるとは思いますが、再度点検してくださるようお願いいたします。 

学校内にも防犯カメラを増やして欲しいという意見もありました。 

昨今いろいろなことがありますが、いつでも保護者の方が見学できるようになれ

ば、先生方、児童たちも「見られている」ということで、教育環境もより良くなると

思いますので、新型コロナ感染症が終息しましたら平日の保護者の学校公開をぜひ

実施していただければと思います。 

■学童保育の待機児童について 

アンケートでは、学童保育の待機児童について対策をして欲しいとの意見が 79％

ありました。 

区立と私立との学童保育があり、大変であるとは思いますが、なるべく同じ条件で

の運営をしていただきたいです。待機児童の数は地域による差が大きく、対応は困

難な部分も多いかと思いますが、放課後の児童の安全のためにも、対策を講じてい

ただきますよう、お願いいたします。 

■衛生用品（生理用品）を校内に設置することについて 

アンケートでは 70％で「設置をして欲しい」との意見が多数でした。 

設置の方法に関しては様々な意見がありましたが、やはり保健室、養護教諭のいる

ところでの設置が好ましいと思われます。これも早急に出来ることと思いますので

対応していただきますようお願いいたします。 

■その他のことについて 

学校による差をなくすこと希望します。 

保護者は学校による差があることを敏感に感じ取っています。 

また、コロナ禍により学校、教育委員会と保護者との間で、考えが伝わらず連携が

上手く出来なくなっているように感じられます。保護者の方々からいただいた多く
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の意見からは、コロナ禍で学校に行くことも無かったため、情報が少なく不安であ

るように受け取れました。 

コロナ禍にも対応した形で、保護者への丁寧な説明を希望します。 

学校も、ホームページや Home&School 等を活用し、積極的に発信していただきた

いと思います。 

保護者の方からも、PTA を使って学校に意見、要望など積極的に出せる環境になる

と良いと思います。たくさんの意見の中には、学校と PTA での話し合いで解決出来

ることも多いように感じられました。 

新型コロナウイルス感染症が早期に終息し、穏やかな日常が戻りますことを切に

願います。 

 

回 答 

【学務課・教育総務課・指

導室・放課後支援課・地域

教育課】 

 
 

   

 【① 学務課、教育総務課】 

学校内の安全を確保するうえで施錠していない門があるというのは望ましいこと

ではないと考えます。 

正門以外の門についても、しっかりと施錠することを各学校に対して改めて依頼

してまいります。 

区では、小学校の通学路安全対策に資することを目的に、区内の全小学校の通学路

に原則として１校につき５台、防犯カメラを設置しております。当該防犯カメラに

ついては、毎年度保守点検を実施し、画角の調整や不具合のあった機器の修繕を行

っております。また、通学路の防犯カメラとは別に、地域の実情に応じて自治町会や

商店会が設置した防犯カメラが稼働しております。 

このほか、児童の安全確保対策を推進していくための取組として、防犯カメラの設

置に加え、地域の皆様や警察などの関係機関と連携し、防犯や交通安全に視点を置

いた通学路の点検、安全・安心情報メールによる情報提供などを行っております。 

現在のところ、各小学校の学区にそれぞれ設置している防犯カメラの台数を増や

す予定はございませんが、今後も様々な方策を組み合わせることで、通学路の安全

性を高めていきたいと考えております。 

【② 指導室】 

 平日の学校公開につきましては、各学校における教育活動を発信する場として、

また児童・生徒の学校での様子をご覧いただく機会として、これまで各学校が工夫

して実施してまいりました。しかしながら新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、

児童・生徒の安心・安全を守るために、各学校とも公開の方法や時期について、慎重

に判断しているところでございます。 

教育委員会といたしましては、新型コロナウイルス感染症への不安が払拭されま

したら、特色ある教育活動や生き生きと学ぶ児童・生徒の様子、成長した姿等を、各

学校が家庭や地域に公開するよう推進してまいります。 

【③ 放課後支援課】 

学童保育クラブにつきましては、放課後等に使用していない諸室や児童館の一 

部を活用するなど、受け入れ規模の拡大を図っております。 

 また、夏季休業日への利用希望が多数寄せられていることから、夏季一時学童の

実施拡大に取り組むとともに、学校施設を活用して児童の見守りを行うサマーチャ

レンジを実施しております。 

 引き続き、学童保育クラブの受け入れ拡大に取り組むとともに、児童が安心・安

全に放課後等を過ごせる環境整備を行ってまいります。 

【④ 学務課】 

衛生用品（生理用品）については、従来から保健室に備えており、衛生用品（生理

用品）の持ち合わせがない児童に対して、配布を行っていました。また、昨今、「生
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理の貧困」が社会問題となっていることから、令和３年度より、家庭の経済的事情な

ど様々な理由により衛生用品（生理用品）を用意できない児童に対しても、保健室に

おいて配布を行っています。さらに、令和４年度からは、小学４年生から６年生の女

子児童が使用するトイレについて、各学校の各階１か所２個室を目安に各学校の実

情に応じて衛生用品（生理用品）を配備しています。今後も、児童が安心して学校生

活を送れる教育環境の整備を行ってまいります。 

【⑤ 指導室】 

保護者への情報発信をより充実させ、教育活動を理解していただくことは、開かれ 

た学校づくりを進めていくうえで大変重要なことであると認識しております。 

 学校ホームページの内容や更新頻度については、各学校が必要に応じて行ってい 

るところですが、今回いただいたご意見については、校長会等において情報発信の 

重要性について申し伝えます。 

 また、保護者の皆様からも学校教育アンケートや学校評価などの際には、学校に 

ご要望いただきますようお願いいたします。 

【⑥ 地域教育課】 

新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、この２年間はＰＴＡ活動も制限を 

余儀なくされ、学校との意思疎通が思うように図れなかったかとお察しいたします。 

 引き続き地域教育課といたしましては、学校やＰＴＡとの情報共有に努め、ＰＴ 

Ａ活動の支援を行ってまいります。 

 


