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第１回鈴鹿市総合教育会議結果 議事要点録 

 

１ 日 時 平成２７年７月３１日（金）１３：００～１４：００ 

 

２ 場 所 鈴鹿市役所本館６階庁議室 

 

３ 出席者 市長，教育長 

      教育委員会委員：福嶋礼子，岡井敬治，伊藤久仁子，下古谷博司 

（順不同，敬称略） 

 

４ 説明者 教育次長，参事，教育総務課長，学校教育課長，教育指導課長， 

      教育支援課長 

 

５ 事務局 企画財務部長，企画財務部次長，企画課長，企画課副参事， 

      企画課副参事兼政策調整ＧＬ,政策調整Ｇ（佐野，椿） 

 

６ 内 容 下記のとおり 

 

（１）開会 

 

≪事務局≫ 

 ・開会挨拶  

 ・本会議の公開について出席者に了承を求める。出席者一同，異議なし。 

 

≪市長挨拶要旨≫ 

・市長として２期目に入った。公約とする「元気で魅力あふれるまち」鈴鹿 

の実現に向けて今後も全力で取り組む。 

・本市の財産，宝である子どもたちが，笑顔あふれる暮らしを実現するため 

に私自らがリーダーシップを持ってさまざまな施策を全力で取り組む所存 

である。 

・この総合教育会議では，教育に関する予算の編成，執行や条例提案などの 

権限を有している首長と教育委員会が十分な意思疎通を図り，地域の教育 

の課題やあるべき姿を共有して，より一層市民の皆さんの意見を反映した 

教育行政の推進を図ることを目的に開催するものである。 

・首長と教育委員会の間では以前から良好な関係を築いているが，この度私が  
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 設置をすることとなる，この総合教育会議の場において，今まで以上に緊密 

な連携を図り，鈴鹿の未来を担う子どもたちのための教育に関する施策の 

大綱を策定することや，教育条件の整備等，重点的に講ずべき施策について 

協議，調整を行なう。 

・教育に関する大綱の策定については，第２回以降から具体的に議論する予 

定であるが，児童・生徒等の生命，身体の保護等，緊急の事態が起きた場 

合には，速やかに会議を招集し，対策を講じる必要があることから，この 

会議のメンバーが平素から顔の見える関係をつくり，コミュニケーション 

をよくとっておくことが重要と考えている。 

 

≪教育長挨拶要旨≫ 

・まず本市の学校職員による児童への体罰に関する事件について，被害に遭わ 

れた児童と保護者の方に深くお詫び申し上げる。加えて，事件のあった小学      

校の保護者の皆様には多大な心配をおかけした。併せて，お詫び申し上げる。 

・二度とこのような事件が起こらないための，再発防止に，全力をあげて取り 

組み信頼回復に努めていく。 

 ・本市では，市長と教育委員会との間で教育行政懇談会を開催しているし，ま  

  た，日常的にも意見交換を行うなど，教育についての思いや課題について共 

  通理解のもとに鈴鹿の教育を進めている。この総合教育会議はそれらをさ 

  らに発展させたものと理解している。 

・国の通知にあるように，市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り，鈴鹿市 

の教育の課題やあるべき姿を共有して，より一層民意を反映した教育行政 

を推進し，子どもたち一人ひとりが輝く学校づくりを目指したい。 

 

≪事務局から各教育委員会委員の紹介≫ 

 

≪事務局から市長へ司会進行の交代≫ 

 

（２）会議の運営方法について 

≪事務局から会議の運営方法について説明≫ 

 ・「鈴鹿市総合教育会議の設置及び運営に関する要綱（案）」について，下記項 

  目を説明。 

第１条（設置）では，本会議の設置の目的と根拠を規定している。 

第２条（所掌事務）では，本会議で協議及び事務の調整を行うものとして， 

第１号で，今年度に議論する大綱の制定及び変更について，第２号及び第３  

号では，総合教育会議の設置の根拠法となる地方教育行政の組織及び運営 
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に関する法律第１条の４第１項に規定される協議事項についてそれぞれ規 

定している。 

  第３条（会議の構成員）では，市長，教育委員会をもって構成することを規 

  定している。 

第４条（会議）では，会議の招集は市長が行う旨の規定や招集を行う場合の  

事項を定めるとともに，教育委員会から会議の招集を求めることができる 

旨を規定している。また，第２項の会議の成立要件においては市長及び教育 

長のほか２名以上の出席をもって成立することを規定するとともに，緊急 

の場合についても規定している。 

第５条（意見の聴取）では，必要に応じて，関係者や学識経験者の出席を求 

め意見を聴くことができる旨を規定している。 

  第６条（調整結果の尊重）では，会議において調整された事項について，構 

  成員は，その結果を尊重しなければならない旨を規定している。 

 第７条（会議の公開）では，会議の原則公開について規定している。ただ 

 し，個人の秘密保持などの場合においては，この限りでないと規定してい 

 る。 

第８条（議事録）では，遅滞なく議事録を作成する趣旨を鑑み，議事録は要 

点筆記とする。そして，議事録の確認方法については，会議の出席者が確認 

した上で，次回の総合教育会議冒頭にて，了承を得ることとしている。 

  第９条（事務局）では，この会議は，市長が設置し，招集することとなるの 

  で，事務局は，市長部局である企画財務部企画課に置くとしている。 

第１０条（その他）では，この要綱に定めるもののほか，会議の運営等関し 

て必要な事項については，市長が，総合教育会議に諮って定めることと規定 

している。 

 ・鈴鹿市総合教育会議の開催及び傍聴等について下記の項目を説明。 

  １ 会議の開催及び傍聴についての趣旨 

  ２ 会議の周知 会議を開催するに当たって，原則として，会議開催日の 

１週間前までに，市民に周知すべき項目を定めている。なお，周知方法 

については，市ホームページ等により行う。 

  ３ 傍聴人の定員と定員を超えた場合の選定方法 

  ４ 傍聴券の交付 

  ５ 傍聴の規制 

  ６ 傍聴人の遵守事項 

  ７ 傍聴者の写真撮影及び録音等の禁止。ただし，報道機関については， 

会議を開始した時から，事項を開始する時までの間に限り，認める。 
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≪会議の運営方法について質疑応答≫ 

（福島委員） 

・傍聴人の定員について１０名と定めているが，この人数は通例の人数である 

 のか。 

 

（事務局） 

・その他の会議においても，通常１０名ということが基準で運営していること 

 に鑑み，この人数にしている。 

 

≪会議の運営方法について，出席者一同異議なし。≫ 

 

（３）今後のスケジュールについて 

≪事務局から今後の会議日程について説明≫ 

 ・今年度に開催する総合教育会議は，本日を含め，都合５回，開催を予定して 

  いる。ただし，議題の進捗や，緊急を要する事案に鑑み，回数や開催時期が  

  変更される場合もある。 

 ・第２回目からは，本市の教育に関する大綱について本格的な議論をお願いし 

たいと考えている。 

 ・平成２８年２月に開催する最終の第５回の会議において，本市の教育に関す 

  る大綱を確定する予定である。 

 

≪今後のスケジュールについて，出席者一同異議なし。≫ 

 

（４）大綱について 

≪市長から大綱について説明≫ 

・この大綱については，法（地方教育行政の組織及び運営に関する法律）の規 

定に基づき，市長である私が定めるものとなっており，策定に当たっては， 

本総合教育会議で協議することとなる。 

・本日は，まず，教育委員会事務局が作成した大綱のたたき台をもとに皆様方 

と意見交換をしたいと考えている。 

≪教育次長から説明≫ 

・資料３ 教育大綱の素案について説明する。 

・教育大綱の骨子として６つの項目で構成してあり，１番に求める子ども像， 

２番に求める学校像，３番に基本理念，４番に基本目標，５番に計画期間， 

６番が施策の基本的方向及び成果指標となっている。   

・１番 求める子ども像については，本市の新たな総合計画である「鈴鹿市 
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総合計画２０２３」の基本構想の将来都市像である「みんなで創り育み成 

長しみんなに愛され選ばれるまちすずか」を念頭に置くとともに，国の「第 

２期教育振興基本計画」において，「自立，協働，創造」の３つの理念が強 

調されていることから，これらを踏まえた内容として「自己実現と人との協 

働により，豊かな未来を創る力を備えた鈴鹿の子ども」としている。   

・２番 求める学校像については，本市では，全ての公立小中学校がコミュ 

二ティ・スクールとなっているので，学校運営協議会で協議し，各学校の 

地域性を活かした特色ある学校づくりを進めるため，各学校・園において 

掲げることとしている。 

 ・３番 基本理念については，ふるさと鈴鹿の未来を担う子どもたちの教育を 

地域住民並びに関係者の強い絆のもと，総力を結集し，推進することを理念 

として「鈴鹿を愛し，子どもの学びと安全安心を支え，絆で育む鈴鹿の教育」 

としている。 

 ・４番 基本目標の設定については，グローバル化，ＩＣＴによる情報化がめ 

ざましく進む，変化の激しい現代社会において，求める子ども像を実現させ 

るための教育施策として，３つの観点から整理した。まずは，子どもに必要 

な力を育成するための教育内容づくり。そして，子どもが安全に安心して育 

つ教育環境として，子どもの身近にいる人々が支える学校づくり。さらには， 

変化する社会情勢を見据え，小中一貫の教育課程の編成や学校規模の適正 

化，最新の教育機器の活用等への計画的な対応が必要となることから， 

（１）知識基盤社会を生き抜く力を育む教育内容を展開する。 

（２）地域と共にある学校づくりを推進する。 

（３）社会の変化や技術革新に対応した教育環境を整備する。 

以上，３つの基本目標を掲げている。 

 ・５番 計画期間については，新たに策定されます「鈴鹿市総合計画２０２３」 

の基本計画のうち，前期の行政経営計画に合わせて，平成２８年度から平成 

３１年度の４年間としている。 

 ・６番 基本的方向及び成果指標については，基本目標を具現化していくため， 

子どもと地域のあるべき姿として７つの基本的方向に整理した。併せて，そ 

の内容をどれだけ達成できたかを検証するため，それぞれの成果指標を設 

定している。 

・７つの基本的方向の１つ目には，今日的な社会情勢を反映させた新たな教育 

施策の柱として，知識基盤社会を生き抜く力の育成の観点から「グローバル 

な視点で主体的に学び，社会に発信する子ども」を掲げている。 

・続く２つ目から４つ目は，学習指導要領にある生きる力を支える確かな学 

力，豊かな心，健やかな体の育成を目指し，「基礎・基本を身に付け，自ら 
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表現する子ども」，「豊かな感性をもち，自律した子ども」，「健康への意識を 

高め，健やかな体をもつ子ども」となっている。 

・５つ目には，価値観が多様化する社会で活躍するため，様々な人との共生や 

人権尊重の態度を育成する観点から「命を尊重し，人の多様性を認め合える 

子ども」を掲げている。 

・以上のような能力や態度を育成するための教育環境の在り方とて，地域との 

協働や子どもの安全安心の保障，学校の施設整備等の内容を含め，６つ目に 

「学校と共に子どもを育む地域」，７つ目に「楽しく安心して学べる子ども」 

を示している。 

・それぞれの成果指標については，毎年，成果を経年変化も含めて客観的に捉 

えられるよう，１つ目から５つ目の成果指標は，全国学力・学習状況調査及 

び全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果を活用し，６つ目，７つ目の 

成果指標は，学校運営協議会が中心となり，保護者や地域住民の状況調査を 

行うことを想定している。 

 

≪教育長及び教育委員会委員の意見≫ 

 

（教育長） 

・平成２０年に国の教育振興基本計画が策定され，本市でも平成２３年に 

「つなぎつながる 鈴鹿の教育」を基本理念とする鈴鹿市教育振興基本計 

画を策定し，特に少人数教育，キャリア教育，外国人児童生徒教育，特別支 

援教育，地域ぐるみ教育を鈴鹿５策として重点的に取り組んできた。   

・その中でも，地域ぐるみ教育の成果としてコミュニティースクールは先進的 

に全校での取り組みが進んでいるところであるが，前回の策定から４年が 

経過し社会情勢，教育課題は大きく変化している。 

・本市の状況を見ると，外国人児童生徒の多国籍化が進んでおり，また大規 

模化する学校と，複式学級の基準に近い小規模な学校があり，格差が見ら 

れる。 

 ・子どもの生活面では近年スマートフォンの普及が目覚しく，ＩＣＴ機器を使 

う機会が増えてきている，その一方で自分の考えがうまく表現できず意思 

疎通が上手にいかない姿や，様々な実体験が不足していると思われる様子 

も見られる。 

 ・このような変化の激しい複雑な時代にあるだけに，特に子どもたちに対して 

は，国の第２期教育振興基本計画にあるように，自立・協働・創造を理念と 

るす社会を生き抜く力を養成することが非常に重要であり，そういった視 

点から本市の求める子ども像を設定していく必要がある。   
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・そこで，求める子ども像を実現するため基本的方向の中で特に一つ目の「グ 

ローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子ども」がこれからの重要 

な方向になるのではないかと思う。具体的な内容としては，既に本市でも取 

り組んでいる英語教育やＩＣＴを活用した教育，そして鈴鹿を愛し，鈴鹿で 

活躍する人材を育成するための郷土教育をはじめ，さらに選挙権が１８歳 

となったことから主権者教育，いわゆるシティズンシップ教育に取り組む 

必要がある。さらに，主体的，能動的な力を身につけさせるためには，実際 

にやってみて考える，意見を出し合って考えるといったアクティブラーニ 

ングを導入した教育活動についても推進していくべきだと考える。 

 ・ただし，このような時代の流れに応じた取り組みを推進する一方，子どもた 

ちの目線に立った，毎日通いたくなる楽しい学校づくりにも引き続き着実 

に取り組み，人権教育の視点からいじめや不登校を生まない学校づくりを 

進めていく必要がある。 

 

（福島委員） 

・教育委員に就いて，５年になるが，その間教育現場もいじめや不登校，ある 

いはインクルーシブ教育など，様々な重要な要因がある中で，近年では特に 

学力に重点が変わってきていると感じている。 

・また，学校運営協議会と学校と地域との連携も大きな要素となってきている 

と感じる。   

・一方で，本来平等に教育を受ける権利がありながら，経済的に困難な子ども 

が増えてきている。私たち教育委員は今回作成する教育大綱という鈴鹿の 

教育における憲法のような理念作りを推し進める一方で，教育現場の先生 

方や，保護者の方と同じ目線で，いじめや不登校といった問題を解決してい 

く努力を，皆さんと一緒に行っていかなければならないと感じる。 

 ・今回作成する教育大綱であるが，教育理念であると思うので，私自身はあ 

  まり詳細すぎない方がふさわしいと考えている。冊子として分厚いものに 

  なると，常にそれに立ち返って考え直す，あるいはそれを原点として考える 

  折に見直しづらくなると思う。 

・子どもを巡る環境というのは子どもがいて学校があり，家庭，もっと広い意 

味で地元の地域とたくさんの環境がある。学校だけが頑張るだけでなく，家 

庭での親子関係や日常の食事や家庭学習といったことが，本当は実際とて 

も大きな部分を占めていると思う。 

・望ましい家庭教育もまた常に視野において考えていかなければならない。 

 ・３「豊かな感性をもち，自律した子ども」や，５「命を尊重し，人の多様性 

を認め合える子ども」の項目については，この指標で成果が分かるのか疑問 
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に感じる。 

・なんとか目標を分かりやすく，成果を表せる方法を模索しなければならない 

と感じている。 

 

（岡井委員） 

・大綱について，学校関係者はもとより市民の皆さんにとって分かりやすく親 

しみやすい，そういう言葉で書けないかと思う。 

・また，教育大綱の名称にしても，単に鈴鹿市教育大綱とするのではなく，愛 

称や親しみやすい名称を付けていくようなことも工夫でないかと思う。 

・教育大綱の策定とあいまって，「教育の日」を設定してはどうか。市が教育 

に力を入れていくのだという姿を鮮明にする一つにもなり，また市民にと 

っても日常的に身近に子どもや教育について考えていくきっかけになるの 

ではないかと思う。 

 

（伊藤委員） 

・「つなぎつながる」という目標を掲げるなかで，実際３点が結び合って繋 

 がっていない，繋ぎたいけど繋がらないという現状を非常に感じる。 

・昨今，女性の進出が非常に多く，小さい頃から保育園等に子どもを預ける家 

庭が多くなっており，本来家庭でしつけるべきである事が保育園に委ねら 

れるということで，中々しつけにまで及んでいないことが一番難しい点で 

あるかと思う。 

・幼少時期の家庭教育というのは，７歳，８歳，９歳頃までは学校と家庭がも 

っと密に連絡し合って最低限のしつけや我慢すること，駄目な時はしっか 

り向き合って駄目と言う等，もっと根本的に積み上げていかないと，中学高 

校となって勉強という評価がついてきた時には，子どもの力が弱まってい 

ると思えてならない。 

 ・核家族の中で，親との関わりの時間が非常に少なく，子どもたちも帰ってき 

た時に「おかえり」と言う大人がいない中で育っているように思うので，土 

日等で鈴鹿市のどこかに行けば，食育のことを学べたり，お母さんたちが意 

見交換をしたりできる場所を作っていただきたい。 

・輝く６０代を教育の何かで助けていただくことが一つのポイントとなるよ 

うな気がする。 

 

（下古谷委員） 

・文部科学省でも保護者の約７割が家庭での教育力が落ちていると感じてい 

るといったデータを出している。しつけを含め，これから家庭の役割が重要 
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になってくる。大綱の中にも家庭ということを全面的に出しても良いので 

はないかと思う。 

・例えば，基本目標（２）「地域と共にある学校づくりを推進する」という部 

分に，地域と家庭と共にといった形で全面に押し出せないかと思う。 

・それに加え，基本的方向６「学校と共に育む地域」というところにも，家庭 

 いう言葉が入ってきても良いと思う。   

・本市では，合川小学校のような英語教育といった形でグローバル化をしてお 

り，やはりこのグローバル化ということは非常に重要な位置を占めている 

のではないかという気がする。 

・そういった面でも，求める子ども像に「世界に羽ばたく」といったグローバ 

ルな視点が入っても良いような気がする。 

 ・教育というのは，知育，徳育，体育が三本柱で重要になっている。特に体育 

  の部分も少し前に出てくるようなものがあっても良いのではないかと保護 

  者の立場から感じている。 

 

≪大綱について意見交換≫ 

 

（市長） 

・大綱という大きなものを作る中で，成果指標を合わせて付けるというのはあ 

まりなかったのではないかと思うが，特に成果指標をつけたというのは何 

かあるか。 

 

（教育次長） 

・成果指標については，国の第２期教育振興基本計画が具体的に成果指標を設 

けるというスタイルに変わってきた。 

・第１期では，どの程度達成ができたのかの整理がしづらかったということが 

ある。私たちが方針，計画を立て，そのところに向かって，いろいろな施策 

を講じた結果がどうであったのかを，皆が共有していくことが大事である 

と思うので，今回指標を設けることとなった。 

 

（福島委員） 

・成果を必ずしも数字で表す必要があるのかと考えるところがある。非常に人 

格的なことや感性のことを，どうやって数字に変えて成果として表すこと 

ができるのか，数字で表そうとすることによって歪みが生じるのではない 

かと思うことがある。国の考えとは違うが，何か克服できる手法があればと 

考える。 
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（伊藤委員） 

・この全国平均以上という指標は，極端な言い方をすると，全国平均は何点， 

鈴鹿市は何点と点数だけで平均以上にしてしまうと，特に小学生はシビア 

になるのではないかと思う。基本的に先生方が平均点を取れるような指導 

していただけるのかという方向の分析をしてもらうことが正しいと思う。 

 

（教育長） 

・いろいろな意見を伺いながら，大綱の中で考えていくこと，それから，今後 

進めていく教育振興基本計画の中で反映させていく部分，そのようなこと 

を踏まえながら，さらに充実したものに深められたらと思う。 

 

（岡井委員） 

・大綱については，趣旨や目的があり，その後に基本理念，子ども像，基本計 

画があると思う。その整理についても議論したいと思う。 

・基本理念について「絆で育む」というのは非常に良い言葉だと思うが，私が 

イメージしているのは，真ん中に子どもを置いて，外側に行政，学校，地域 

が子どもを見守り，皆で手を繋いでいるというようなことが「絆で育む」に 

なると思う。 

・「真ん中に子どもを置いて鈴鹿の教育」といったやさしい言葉を使ったもの 

を考えられないかと思う。 

 

（市長） 

・いろいろなキーワードになる言葉や，意見をいただいているので，これから 

少しずつ進めていきたいと思う。また，少人数学級，キャリア教育，学力向 

上，地域力，家庭力を大綱に盛り込んでいけるようにしていきたい。 

・また，本市では，鈴鹿型コミュニティースクールをしっかり行っているので， 

 コミュニティースクールのことも含めて鈴鹿らしさを大綱に盛り込んでい 

 けるのではないかと考えている。その辺りの意見をいただければと思う。 

 

（５）次回開催について 

≪事務局から，次回開催日を提案。平成２７年９月１日（火）開催について出席 

 者一同異議なし。≫ 

 

≪市長から閉会の挨拶≫ 

 ・皆様から貴重な意見をいただいた。今後もよろしくお願いしたい。 


