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第２回鈴鹿市総合教育会議結果 議事要点録 

 

１ 日 時 平成２７年９月１日（火）１０：３０～１１：３５ 

 

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，教育総務課副参事兼総務ＧＬ 

 

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  

 ・第１回鈴鹿市総合教育会議議事要点録の内容確定 

 

≪事務局から市長へ司会進行の交代≫ 

 

（２）鈴鹿市教育振興基本計画策定のためのアンケート調査結果報告について 

≪市長から鈴鹿市教育振興基本計画策定のためのアンケートについて説明≫ 

・本市の新しい教育振興基本計画策定のために実施されたものである。 

・教育施策に関する大綱は，新しい教育振興基本計画の中での目標や，施策の

根本となる方針として位置づけられているため，このアンケートを策定の参

考資料とする。 

 

≪教育総務課副参事兼総務ＧＬから説明≫ 

・資料１「鈴鹿市教育振興基本計画策定のためのアンケート調査結果報告」及

び 別紙について説明する。 



 

2 
 

・第１章では調査概要として，調査目的，対象者，回答数，アンケート調査用

紙を記載。第２章では調査結果についての概要を記載。第３章では調査結果

についてグラフ等により詳細に記載。 

・平成２３年度にスタートした本市の教育振興基本計画が今年度末で５年が経

過する。国においても第２期教育振興基本計画が策定され，地方公共団体に

おいては大綱を定める必要が生じてきていることから，本市においても新し

く教育振興基本計画を策定することとし，保護者等の教育活動に対する意向

を計画策定の資料とするため，このアンケートを実施した。 

・調査対象者は，市立の各幼稚園，小学校及び中学校のＰＴＡ役員等の保護者，

学校運営協議会委員，教員とし，総計１,４４５人に実施。回答者数は１,２

３０人で回答率８５.１％となった。 

・Ⅰの問いでは立場や子の養育状況を，Ⅱの問いでは教育全般について，加え

て現在本市で取り組んでいる教育活動（５分野３３項目）について，これま

での満足度と今後の重要度を５段階に分け，尋ねている。Ⅲの問いでは本市

の子どもたちに，今後身につけてほしいと思う能力や態度について尋ねてい

る。 

・教育活動全般に対する満足度について，満足，概ね満足を合わせても約４割

という結果となった。現在の教育活動の改善と教育活動の一層の充実及び推

進が求められている。 

・教育活動を５分野３３項目に分けた満足度・重要度の調査結果については次

のとおりである。 

 【満足度の高い項目】 

  教育環境や条件の整備②「アレルギーや感染症等の衛生管理」 
  家庭や地域との連携③「家庭や地域と連携した「あいさつ運動」等の健全

育成活動」 
 【満足度の低い項目】 
  教育環境や条件の整備⑨「学校施設の整備」 
  教育環境や条件の整備⑩「公立幼稚園の統廃合」 
 【重要度の高い項目】 
  豊かな心の育成③「いじめのない学校づくり」 
  教育環境や条件の整備①「登下校の安全の確保」 
 【重要度が低い項目】 
  教育環境や条件の整備⑩「公立幼稚園の統廃合」 
  確かな学力の育成⑩「環境問題や男女共同参画等の新たな課題に対応した 
  教育」 

・教育活動の５分野３３項目について，満足度と重要度をそれぞれ評価得点化
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し，満足度評価を横軸に，重要度評価を縦軸にとり，その評価結果を分布し

たグラフから得られた結果の考察を行った。考察にあたり，満足度・重要度

それぞれの評価の分布グラフをＡからＤの４つのエリアに分け，教育活動の

取り組む方向性について考察した。 

【Ａのエリアについて】 

 満足度が平均値より低く，重要度が平均値より高い項目。 
 教育活動の必要性が十分認識され，取組の推進や改善に対するニーズが高く

今後特に推進・改善していく必要があると考察される。 
 確かな学力の育成①「学力の向上」を始めとする６項目の教育活動が位置し

ている。 
【Ｂのエリアについて】 
 満足度，重要度ともに平均値より高い項目。 

 教育活動の必要性が十分認識され，その取組も満足されている項目と考えら

れ，今後も現在の水準を維持するため，着実に取組を推進する必要があると

考察される。 

 豊かな心の育成③「いじめのない学校づくり」を始めとする１４項目の教育

活動が位置している。 

【Ｃのエリアについて】 

 満足度，重要度ともに平均値より低い項目。 
 取組の推進や改善に対するニーズは高いものの，他の教育活動と比較してそ

の必要性の認識が低い項目と考えられ，教育活動の必要性をさらに認知して

もらえるような取組とともに，従来の教育活動の方向の改善を検討する必要

があると考察される。 
 確かな学力の育成⑩「環境問題や男女共同参画等の新たな課題に対応した教

育」を始めとする５項目の教育活動が位置している。 

【Ｄのエリアについて】 

 満足度が平均値より高く，重要度が平均値より低い項目。 

 他の教育活動に比べて，その必要性の認識は低いものの，取組には満足され

ている項目と考えられ，今後，教育活動の重要性について，さらに認知して

もらえるように取組を進める必要があると考察される。 

 豊かな心の育成⑤「伝統文化や郷土に関する教育」を始めとする８項目の教

育活動が位置している。 

・子どもに身に付けさせたい能力・態度について７項目のうち，最も身に付け

させたいとする項目は「自分の大切さとともに他の人の大切さを認め，人権

尊重のために行動する力」，次いで「自分を律することや，生命の尊重，感動

する心などの豊かな人間性」が続いている。「国や郷土鈴鹿の伝統と文化を理
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解し，継承・発展させる力」については，重要である回答した人の割合が最

も低い項目となっているが，やや重要であるとした回答と合わせると約 80％
となることから，全ての項目が重要であると認識されている結果となってい

る。 

 

≪鈴鹿市教育振興基本計画策定のためのアンケート調査結果報告について意見

交換≫ 

（福嶋委員） 

・教育環境や条件の整備分野が平均値より満足度が低いとなっている。他市と

比べると鈴鹿市の整備状況は低いのか。 

 

（教育総務課副参事兼総務ＧＬ） 

・他市と比較した資料はないが，施設の老朽化は全国的に著しいと考えられる

ため，施設整備の満足度が低くなっているのではないか。 

 

（福嶋委員） 

・全国的に学校校舎の老朽化が進んでおり，建て替えの時期になってきている

ということか。 

 

（市長） 

・全国的に老朽化は進んでいるので，設備は直していかなければならないが，

本市の校舎の耐震化率は１００％である。 

・本市の場合，旭が丘小学校，神戸中学校，平田野中学校の新築移転を行った

ことにより，ほかの学校に通っている子どもたちの保護者の方が満足してい

ないのではないかと考える。 

・他市と比べて著しく老朽化が進んでいると言い切れないと思う。 

 

（教育長） 

・本市は，早い段階で耐震化を進めており，校舎は早くから安心・安全な建物

となっているので，決して鈴鹿市が劣っているというわけでは無いと考える。 

 

（福嶋委員） 

・他項目と比べるとこの分野は予算との関わりが大きくなるが，回答者はこの

ような部分に期待していると受け止めたい。 

 

（教育長） 
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・保護者の方，地域の方，教員は，子どもを良い環境で勉強させたいという気

持ちを持っている。満足度及び重要度が平均より高い項目は，学校は学ぶ場

であるということを強く意識した結果になっている。 

・教員は，子どもの心に関わりを強く持っているという結果がでていると感じ

る。 

 

（下古谷委員） 

・教育活動全般について，満足度の未回答が７.２％であるのに対し，重要度の

未回答が２１.４％となっているが，どの立場別でも未回答率が高くなってい

る。この理由は何か。 

 

（教育総務課副参事兼総務ＧＬ） 

・アンケートの様式における重要度の回答欄が分かりづらく，表記の仕方に問

題があった。 

 

（下古谷委員） 

・教育活動全般に対する満足度について「満足」，「概ね満足」が３９．９パー

セントで「満足度が高いことが読み取れる」と記述されているが，「どちらと

もいえない」も３７．７パーセントと４割近くなっているため，満足度が高

いとまでは読み取れないのではないか。 
 

（岡井委員） 

・満足度と重要度評価の分布グラフにおいて満足度が低く，重要度が高い項目

については，教育関係者も取り組まなければならないことを十分認識してい

る項目であると考える。モチベーションも比較的上がっているので，取り組

み方によっては，成果が非常に上がっていく項目ではないかと思う。 
・満足度及び重要度が高い項目に，防災に関すること，登下校の安全に関する

ことが挙がっている。この分野は地域の方の協力により，ある程度満足でき

るような段階にきていると思う。 
・不登校児童生徒を生まない学校づくりの満足度が高いとなっているが，鈴鹿

市の不登校児童は依然として多い状況にあることから，この結果に違和感を

覚える。教員たちの思いとして，きめ細やかに取り組んでいるということが

あるのだと思う。重要度は高いが，結果が伴っていないところにジレンマが

あることから，何か手立てを打つ必要がある。 
・満足度も重要度も低い項目に，パソコンに関することと外国語教育に関する

ことが挙がっている。国や私たち教育委員会は大切だと思っているが，現場



 

6 
 

から見るとさほど重要視されていない。関心を持ってもらうための周知，啓

発が必要である。 

 
（伊藤委員） 
・環境問題や男女共同参画等の新たな課題が一番難しいと考える。少子高齢化

の中で，政府は女性の管理職登用を謳っている。そのような中で，男女共同

参画は，子育てという面において難しい方向性でないかと思う。保護者が頑

張って働いている中で，幼稚園のあり方を検証してもらいたい。 

・公立幼稚園の統廃合についても，公立幼稚園を利用していない人は，子の人

数が減ってきている少子化の影響だろうと思っているだけだと思う。 

・廃園した幼稚園も学童に利用されていて，有効活用されているので，決して

無駄になっているわけではないが，小学校教育の根幹にあるのは，公立幼稚

園の教育にあると考える。家庭を巻き込みながら教育できる場は公立幼稚園

だと考える。その教育の上で，子どもを小学校に送り出すことが理想である

と思う。 

・鈴鹿市にも子ども園の構想があると思うが，何年度からすぐに運営できると

いう訳ではないと思う。減少する公立幼稚園の中から，小グループで小学校

に送り出すため，どのような日常生活を送れば良いのかを含め，どのように

教育を進めていけば良いのかを，この１，２年で検証してもらいたいと思う。 

 

（３）大綱について 

≪市長から大綱策定に当たり，今後の流れについて説明≫ 

・前回会議での説明のとおり教育施策に関する大綱については，地方教育行政

の組織及び運営に関する法律改正に伴い，総合教育会議の場で協議・調整を

行い，市長である私が策定する。 

・策定に当たり，広く市民や有識者の方から意見を求める必要があるため，教

育に関する学識者などから構成する審議会から意見をいただく。具体的には，

審議会に対し，私より教育施策に関する大綱について意見を求める諮問を行

い，審議会からは答申という形で意見をいただく。 
・教育施策に関する大綱の策定については，審議会からの答申をもとに総合教

育会議で協議を行い，その結果を踏まえ私が決定したいと考えている。 
・答申までに開催された審議会の結果については，総合教育会議の中で情報共

有するので，大綱策定の協議をする上での参考にしていただきたい。 

 

≪教育次長から説明≫ 

・資料２教育大綱の素案について説明する。 
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・第１回総合教育会議の意見を踏まえて，それぞれの項目についての内容を記

述した。 

・【１めざす子ども像】 
  前回の案では「１求める子ども像」となっていたが，子どもに求めていく

わけではなく目標として育てていく姿であるという理解から，「１めざす子

ども像」と修正した。具体的な子ども像としては，グローバル化や生産人

口の減少など急速に変化する社会状況の中で，社会を発展させる力を備え

た人の存在が必要とされている。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つの理念の実現に向けた主体的な学びを重視してい

ること，子どもの権利条約において示されている子どもの生きる権利，参

加する権利などを保障していくことを踏まえ，「自己実現」，「人との協働」，

「豊かな未来を創る力」をキーワードとして鈴鹿の子ども像を設定してい

る。 

・【２めざす学校像・幼稚園像】 
  前回の案では「２求める学校像」となっていたが，「１めざす子ども像」と

 同様の理由と，幼稚園を含めた表記が必要であることから「２めざす学校

  像・幼稚園像」と修正した。 
・【３基本理念】 
  「鈴鹿市総合計画２０２３」において，将来都市像を「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」と方向づけられているように，
教育の基本理念としても，郷土鈴鹿を大切に思う心として「鈴鹿を愛し」

と表している。また，本市では，コミュニティ・スクールの取組に代表さ

れるように，市民の総力を結集し，強い「絆」のもとで子どもの教育を推

進することを重視していることから，「子どもの学びと安全安心を支え，絆

で育む鈴鹿の教育」を基本理念とした。 

・【４基本目標】 

 （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。 
  生き抜く力とは，知・徳・体の調和がとれ，コミュニケーション能力等に

よ り，物事を積極的に実践する力と捉え，それを育成するための教育内容

を創 造し展開していくこととした 

 （２）地域や家庭と共にある学校づくりを推進する。 

  前回の提案では，「（２）地域と共にある学校づくりを推進する。」となって

 いたが，家庭の教育力の重要性を示すため「地域や家庭と共にある学校づ

く りを推進する。」と修正した。具体的な内容としては，学校職員はもとよ

り， 保護者や子どもの身近な方たちが教育活動に参加し，学校づくりを進

めて いくこととした。 
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 （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。 
  社会情勢や国の施策動向を見据え，小中一貫の教育課程の編成，学校規模

の 適正化，最新の教育機器の活用等を計画的に進めることとした。 

・【５施策の基本的方向及び成果指標】 

 （１）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 

  グローバルな視点をもつために，アイデンティティを大切にし，英語力を

含 めたコミュニケーション能力やＩＣＴ機器等の活用力を持ち，主体的に

学 ぶ，いわゆるアクティブラーニングを身に付け，まちづくりへの参画意

識を もつ子どもを育てていきたいと考えている。 
 （２）基礎・基本を身に付け，自ら表現する子ども 

  人との接し方，言語活動，数量の概念，社会の仕組みの理解，読書活動，

調 べる力など基礎となる学力を身に付け，考えや疑問等を表現する子ども

を 育てていきたいと考える。また，外国人児童生徒にとっては，学ぶため

の日 本語の力も重要となる。 

 （３）豊かな感性をもち，自律した子ども 
  インターネットの発達した社会の中で，情報を取捨選択し，判断し，行動

で きるモラルや道徳心を持ち，社会に貢献する子どもを育てていきたいと

考 えている。 

 （４）健康への意識を高め，健やかな体をもつ子ども 

  自分に合った運動に親しみ，食に関する知識や食習慣をもち，健やかな体

を もつ子どもを育てていきたいと考えている。 

 （５）命を尊重し，人の多様性を認め合える子ども 

  自分が大切な存在であると認められることを基盤とし，他者を大切にし，

差 別やいじめを許さず，多様な人々と共に生きていこうとする子どもを育

て ていきたいと考えている。加えて，身の回りの危険から自分を守る意識

と行 動力を身に付けることも大切である。 

 （６）学校，家庭と共に子どもを育む地域 

  前回の提案では「（６）学校と共に子どもを育む地域」となっていたが，家

庭の教育力の重要性を示すため「学校，家庭と共に子どもを育む地域」と

修正した。内容については，子どもの健全な育成のためには，地域の教育

力は不可欠であることから，コミュニティ・スクールを生かし，幼稚園，

学校，家庭，地域が一貫した方針のもとで，子どもを育むことが重要であ

る。また，現在の子どもの心身の発達に応じて，小中一貫教育の趣旨を取

り入れた教育内容を創造していくとともに，就学前の保育や幼稚園教育の

体制については，保護者のニーズを把握しながら見直していく必要がある

と考えている。 
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 （７）楽しく安心して学べる子ども 

  子どもの学力向上や学びを保障していくため，教員の指導力の向上，ＩＣ

Ｔ  教育の推進や快適な学校生活のための施設整備，さらに少子化問題や貧

困  等の問題に対応するための教育環境づくりに取り組んでいく必要がある

と  考えている。 

 

≪教育大綱の素案について意見交換≫ 

（下古谷委員） 

・大綱の構成について，鈴鹿市としての使命が盛り込まれていても良いのでは

ないか。使命に基づいて教育理念があり，教育理念から目指す目標へ流れが

あった方が説得力が出ると思う。 

・目指す学校，幼稚園像は各校で掲げるとなっているので，各校それぞれの目

指す像が出てくると思う。あくまでも基本理念に基づいて掲げるのではない

のか。現在の大綱の順序では目指す像が先に書かれているので，学校の理念

がそれぞれでてきてしまうのではないか。基本理念が先にあって，目指す像

を記載したほうが良いのではないか。 

 

（教育次長） 

・教育における鈴鹿市としての使命には，はじめにの部分に盛り込むことを考

えている。教育大綱は教育振興基本計画の上位の部分を占める構成であると

考えているので，全体の流れも考慮したうえで，使命をどこに盛り込むかは

考えていきたい。 

・教育理念より先に目指す像が書かれているという意見については，鈴鹿市の

教育理念を持って子どもを育てていく中での具体的な実践の場として学校，

幼稚園があると理解している。 

 

（岡井委員） 

・初めての教育大綱であるため，使命，趣旨，経緯，位置付けといった基本的

な道筋を示すものがあれば収まると思う。それらを受けて，基本理念があっ

た方が良いと考える。また，キャッチフレーズがあると分かりやすいのでは

ないか。 

・基本目標（２）「地域や家庭と共にある学校づくりを推進する」とあるので，

目指す学校像，幼稚園像は不要なのではないか。また，目指す像に関する説

明文は，学校任せ，他人任せの印象を受ける。このような項目を設けるので

あれば，教育委員会の願いを入れた方が良いと思う。例えば，課題を共通認

識してチームとして機能していくような学校や，コミュニティ・スクールを
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中核として子どもを中心とした学校作り等である。 

・基本理念の部分に「鈴鹿を愛し」とあるが主語は誰なのか。 

 

（教育次長） 

・学校・園が市としての教育方針・理念から外れてしまって良いわけではない。

ただし，地域の中で共に子どもを育てていく，そのような考えから学校像・

幼稚園像を考えてもらう時期になっていると思う。この構成で良いのかとい

う部分も含めて，基本目標について，学校・園として本市の中でどのような

役割を果たしていくのかということを考えていきたい。 

・「鈴鹿を愛し」については，最後の「絆で育む鈴鹿の教育」の部分を受け，全

ての人に掛かっている。当然，子どもたちが自分の育ったところを大切に思

う気持ちを育てていきたいといった思いがある。それだけでなく，子どもを

大事にするということは，市民の方，学校職員全ての人たちも鈴鹿の地を大

切に思わなければならないと思う。 

 

（岡井委員） 

・郷土の子どもを育てるということは，鈴鹿を愛する気持ちがないとできない

ということも分かったが，少し無理があるのではないか。 

 

（福島委員） 

・本来子どもにとって一番大切なことは，生きる権利，育つ権利であると思う。

それがあって，グローバル化や情報通信技術といった現代社会の動きがある

のではないか。現在の社会は，経済復帰に重きを置いているため政府もグロ

ーバル化を声高に言っているが，本来は「生きる」があると考える。そのた

め，めざす子ども像及び施策の基本的方向についても，そのような記述順序

に変えた方が良いのではないか。 

 

（教育次長） 

・子どもを第一に考え，最善のことを行うという内容が，子どもの権利条約の

趣旨にある。 

・７つの施策の基本的方向については，どの順序が施策として整理しやすいの

かを踏まえ検討していきたい。 

 

（福島委員） 

・人づくりと知識をつけるということは異なると思う。まず人をつくるという

ことがあって，次に知識をつけるになると思う。知識も大事であるが，まず
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基本の人づくりを大切にしてほしい。 

・知識は社会によって少しずつ変わっていくため，将来その内容が優先される

かは分からない。そういった意味で，記述順序も考慮してもらいたい。 

 

（伊藤委員） 

・生きていく力を教えることが一番大切でないかと思う。生きていく力を教え

るのだといった教育委員会としての覚悟を盛り込んでほしい。 

 

（岡井委員） 

・基本目標を受けての取組である７つの施策の基本的方向の語尾が「子ども」

で終わっていることによって，目指す子ども像を具体化して掲げたように捉

えてしまう。この表現の意図するところは何か。 

・基本的方向（６）「学校，家庭と共に子どもを育む地域」とあるがこれでは，

教育委員会や市が地域を育てると受け取られかねない。子ども，学校教育の

営みが分かるような文言の方が良いのではないか。 

 

（教育次長） 

・目指す子ども像を実現していくために基本的目標を進めていくわけである。

その中で目指していく方向では子どもの具体的な姿や成果を方向とし，それ

に沿った施策を作っていこうといった思いから，このような特徴的な言い回

しとなった。 

・基本的方向（６）「学校，家庭と共に子どもを育む地域」については，コミュ

ニティ・スクールを活用した教育を進めていく中で，学校，家庭，地域の連

携が非常に重要になるといった視点で，学校を含めて総合的な子どもを育て

る教育方針をもった地域を作っていきたいという思いから，連携を重視した

表現になっている， 

・基本的方向（７）「楽しく安心して学べる子ども」も，内容は教育の条件整備

や環境づくりとなっている。子どもが子どもの姿として学校で楽しく安心し

て学べる学習環境が整ったところで，友達とつながりながら学習を進められ

るために，どのようにしていくかといった具体的な施策を挙げていく予定で

ある。 

 

（下古谷委員） 

・基本的方向（２）「基礎・基本を身に付け，自ら表現する子ども」の指標が，

全国学力・学習状況調査の国語，算数，数学の２科目になっているが，他教

科を挙げる必要はないのか。 
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（教育次長） 

・全国学力・学習状況調査では国語，算数・数学が毎年実施されているためで

ある。今後，調査に合わせた形で考えていきたい。 

・指標については，数値的なことだけで判断するのかといった意見があったよ

うに思う。子どもの成長の評価・成果は数字だけでは表しきれるものではな

い。ひとつの成果を見る数値目標とし，当然子どもの育ちについては，文章

等で表現していく必要があると考えている。 

 

（市長） 

・皆様の貴重な御意見については，大綱策定に当たり参考とさせていただきた

い。 

 

（４）次回開催について 

≪事務局で日程調整を行い改めて開催の通知をする。≫ 

 

≪市長から閉会の挨拶≫ 

・以上をもって，第２回鈴鹿市総合教育会議を終了する。 


