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第３回鈴鹿市総合教育会議結果 議事要点録 

 

１ 日 時 平成２７年１２月２１日（月）１５：００～１６：０４ 

 

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  

 ・第２回鈴鹿市総合教育会議議事要点録の公開について 

 ・第３回目の会議について 

 

≪事務局から市長へ司会進行の交代≫ 

（市長） 

 ・本日の会議で，委員の皆様の御意見をいただき，大綱を策定いたしたい。 

 

（２）事項２について 

（市長） 

 ・１０月２日付けで，教育施策に係る大綱について，教育振興基本計画審議会

に対し諮問を行った。 

 ・３回の審議を経て，１１月２７日に答申をいただいた。 

  

≪事務局から答申の内容について説明≫ 
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 ・２０項目について答申をいただいた。 

 ・２（４）②「基本的生活習慣の大切さを家庭に伝え，その確立に向けて，学

校，家庭と共に取り組まれたい」については，改めて生活習慣を見直す機会

が必要ではないかという意見や，学校と家庭については，併記しているが主

体はどちらなのか，などの議論があった。 

 ・２（７）③「児童生徒の学力や学習意欲の向上を図るため，教員の指導力を

高める取組をさらに推進されたい」について，教員の指導体制についての質

問や，学力向上を含めた，学習意欲の向上を図るための取組が必要ではない

か，などの意見があった。 

 

≪教育次長から大綱案について説明≫ 

 ・前回案では「１めざすこども像」となっていたが，市民に馴染みやすい言葉

で表現することから「めざす子どもの姿」とした。 

 ・鈴鹿市の姿や教育の特徴についての記述を冒頭部分と２ページの１段落目

に追加した。 

 ・前回案では，「２めざす学校像・幼稚園像」となっていたが，教育大綱を踏

まえた上で，各学校・地域の状況に応じて，めざす学校像・幼稚園像を設定

するという趣旨から「２めざす学校像・幼稚園像」の項目をなくし，その内

容については「３基本目標（２）地域や家庭と共にある学校づくりを推進し

ます。」の具体的内容に含め記述している。 

 ・保護者に，大綱の内容とともに家庭教育の大切さを伝えていく必要があると

のことから「特に学校教育と家庭教育の役割分担について共通理解を深め，

共に取り組むことを大切にします。」との内容を加えた。 

 ・本市では不登校対策は重要であり，子どもの人権の保障，自尊感情の育成の

観点から「基本的方向（５）命を尊重し，人の多様性を認め合える子ども」

に入れるのが望ましいとの意見を受け，基本方向（５）の内容として整理し，

「いじめとともに不登校も，子どもの教育の大きな課題となっています。信

頼できる人間関係の中で，明日も行きたいと思える魅力ある学校づくりを

進めます。一方では，子どもの社会的自立に向けた支援を行います。」との

記述を加えた。 

 ・「（６）学校，家庭と共に子どもを育む地域」には，学校が家庭や地域と共に

取り組む内容を明確にするのが望ましいことから，基本的方向（６）の具体

的な説明の記述を加えた。 

 ・前回案では「基本的方向（７）楽しく安心して学べる子ども」となっていた

が，これが教育環境の整備についての内容だとわかりにくいということか

ら，表記を「（７）子どもが楽しく安心して学べる環境」と修正した。 
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 ・７つの基本的方向に設定する成果指標については，教育大綱を具現化する教

育振興基本計画の中で示すこととなっている。 

 

（市長） 

 ・これらの説明を踏まえ，意見をいただきたい。 

 

（下古谷委員） 

 ・基本理念の中に「安全安心を支え」と書いてあるが，資料１の答申の中には

「安全・安心面」と中点が入っている。同じく，施策の基本的方向（４）で

は「基礎・基本」と表現されている。中点が入っている場合と，中点がなく，

一つの単語のように捉えられるものがある。この違いは何か。 

 

（教育支援課長） 

 ・「安全安心対策」という表現があるが，基本的には中点を入れて使用してい

ることはあまりない。 

 

（下古谷委員） 

 ・一般の方が読んだときに，違和感がなければ問題ない。 

 ・「アクティブ・ラーニングの学習活動を身に付けます。」となっているが，活

動を身に付けるという表現に違和感がある。 

  

（市長） 

 ・活動習慣を身に付けるという意味である。 

 

（教育次長） 

 ・改めて文言について検討いたしたい。 

 

（福島委員） 

 ・めざす学校像の設定について，これは学校運営協議会と協議して，学校独自

に決めていくと理解できるが，地域性を生かすとは例えばどのようなこと

を想定しているのか。 

 ・小中学校については，学校運営協議会と協議して決めるとなっているが，幼

稚園に関しては，小中学校と連携した教育内容を踏まえ，各幼稚園で決める

となっている。その違いは何か。 

 

（教育次長） 
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 ・現在は，各学校において学校教育目標を定めている。そこでは，様々な表現

をしている。知・徳・体の考えを含めながら，使用している言葉については

特徴がある。 

 ・今後は，学校運営協議会の中で協議をすることになるので，地域の行事を取

り入れるなど，具体的な内容が出てくると良いと思う。 

 ・幼稚園については，学校運営協議会がないが，幼稚園と小学校の連携がある。

校区での集まりもあることから，市と校区の取組を理解した上で，作成して

もらいたい。 

 

（福島委員） 

 ・地域性をいかに出すのか，どのように表すのかといったことに，学校も戸惑

うのではないのかと思う。 

 ・知・徳・体といった基本目標を作成すると思っていたが，それに地域性を加

えるということなので，もう少し詳しいイメージが知りたい。 

 

（教育次長） 

 ・実際は，大綱を受けて，学校も作ることとなる。例えば，７つの基本的方向

の部分で，（１）グローバルな視点を受けて，ＩＣＴ教育を更に充実させた

り，英語教育を充実させたりといったことである。 

 ・外国籍の子どもがたくさんいる校区では，多文化共生を挙げる学校や，農家

が多い校区では，食育を中心に取り組む学校もあると考える。 

 ・これまで，積み上げてきた特色ある学校づくりの内容が反映された形となっ

ていることを期待している。 

 

（福島委員） 

 ・基本理念に「ふるさと鈴鹿の未来を担う」とあるので，特にこの部分を重視

し，鈴鹿の良さを生かした目標作りをしてほしい。 

 

（岡井委員） 

 ・教育に携わる市民の方が，鈴鹿の子どもの教育を，自分の問題として捉え，

自分の立場で何ができるか考え，行動できるような内容にしてほしい。その

ためには，分かりやすい，親しみやすいことが大切である。 

 ・一般の方から見て，難しいと思うような内容は，別の表現に置き換える，注

釈を付けるなどしてほしい。 

 ・大綱案には前文もつけ，大綱を策定した趣旨や目的等を盛り込んでほしい。 

 ・７つの基本的方向（２）「基礎・基本を身に付け，自ら表現する子どもの」
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説明について，分量が他に比べて少ない。私は，この内容が鈴鹿市の喫緊の

課題であると思う。学力については答申でも述べられているので，鈴鹿市と

しての決意を示してほしい。 

 ・他の部分では，調査結果からの考察等が含まれているが，（２）については

そのような表現がない。そのような点からも，しっかりと書いていくべきで

ある。 

 ・（７）「子どもが楽しく安心して学べる環境」について，家庭の貧困により，

子どもたちの学びが保障されていない現状が，新聞等で取り上げられてい

る。一人ひとりの学びを保障していくようなシステムや制度を，更に構築す

るような内容も盛り込んでほしい。 

 ・「子どもの義務教育段階の学びが保障されるよう」の次に，「教育，福祉，医

療等の分野，領域を超えて」と加えることで，もう少し丁寧な表現になると

思う。 

 ・（６）「家庭，学校と共に子どもを育む地域」の中で，「小中一環教育の趣旨

を取り入れ，本市では幼稚園・小中学校の連携により，幼稚園も含めたおよ

そ１０年間を期間とする系統的な教育内容を創造します。」とあるが，この

内容は，この項目の内容にふさわしいのか疑問である。 

 

（教育次長） 

 ・全体的に市民の方にとって，分かりやすく表現することは大切なことであ

る。難しい文言については，説明するような箇所も設けたい。 

 ・全体の構成については，鈴鹿市教育振興基本計画の中の一つの章として教育

大綱が位置づけられる。鈴鹿市教育振興基本計画の冒頭部分には，市長の挨

拶の次に，計画策定に当たってどういった位置づけで，どういった期間を設

定しているのかの説明を盛り込む予定である。その後には，策定の背景とし

て，国や県の動向，状況説明を行うと共に，鈴鹿市の教育を取り巻く現状と

課題の実態把握のため，アンケート結果に触れる予定である。 

 ・学力向上の課題に関すること，学びの保障に関すること，小中一環の教育に

関することを，しっかり踏み込んだ形で記述するように検討いたしたい。 

 

（伊藤委員） 

 ・鈴鹿型コミュニティ・スクールについては，学校，地域，家庭が一体になっ

て取り組むということであるが，教育に対する一番の責任は誰が持っている

のかが，ぼやけてしまうと感じる。 

 ・学力向上についての責任の主体は誰になるのか。入学式等で子どもが義務教

育で学ぶということはどういうことかを，説明するような場が必要である。
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鈴鹿市として，このような取組をしたいといった決意を保護者の方に説明

し，コミュニティ・スクールの中でも，教育のこの部分については，責任を

持って教育委員会が取り組むということが分かるような文章が良いと思う。 

 

（教育次長） 

 ・審議会の中でも保護者としての立場の方から，学校が担う部分，家庭が担う

部分，地域が担う部分，それぞれが何をするのかをはっきりと示してほしい

という意見があった。それらも踏まえて，分かりやすく表現していきたい。 

 

（伊藤委員） 

 ・教育委員会が強い意思を持つことが一番大切だと思う。学力は数値的なこと

だけでないので，強い市長の思いをどこかに表現してほしいと思う。 

 

（市長） 

 ・この大綱を基に，このように子どもたちを育てていきたい，といった思いを

伝える場は非常に大事だと考える。そのようなことが伝えられるような大綱

にしなければならないと思う。 

 ・鈴鹿型コミュニティ・スクールは，鈴鹿市の特徴であり，地域の皆様と一緒

に教育をするという意味であると思う。先ほどの，基礎・基本や学力のこと

に関しては，もっと書き込むべきことがあると思う。そういった意味での特

徴や特性が大綱から読み取れるようにしていきたい。 

 

（福島委員） 

 ・この大綱に書かれているのは，知恵を出し合って，気持ちを高め，子どもた

ちを見守っていくことだと思った。そのような裏側には財源的な裏づけも

必要であると考える。そのような文言が盛り込まれても良いと考える。 

 

（市長） 

 ・大綱の内容としては，鈴鹿の次世代を担う子どもたちが，どのような子ども

になってほしいかが大前提である。そこに鈴鹿の特色を出すものが大綱であ

ると考える。 

 ・基本計画や鈴鹿市総合計画の中では，財源についても念頭に置いておかなけ

ればならないが，大綱に関しては財源があっても，なくても，このような子

どもたちの環境は保障していかなければならない，ということを強く表現す

るものだと思う。 
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（教育長） 

 ・大綱に関しては，ある程度の夢も語っていかなければならないものだと考え

る。方向性や，流れを示すものであると思う。 

 ・審議会からも，いろいろな意見をいただいている。それをどのように取り組

んでいくかを考えながら，この大綱を基にさらに教育振興基本計画を作り，

具体的に実行計画も考えていく。それらの中でより，具体性を持って作って

いきたい。 

  

（福島委員） 

 ・理念を語りつつ，必ずその裏づけには財源確保が必要だという思いを持って

もらいたい。 

 

（下古谷委員） 

 ・施策の基本的方向（１）から（５）に関しては，基本目標（１）に対応して

いて，施策の基本的方向（６），（７）がそれぞれ，基本目標の（２），（３）

に対応している。基本目標（２），（３）に関してはウェイトが低く，基本目

標（１）に重点を置いているのかと思い，大綱を読んでみたが，それほど重

きを置いているように読み取ることができない。その点が気になった。 

 ・施策の基本的方向（１）「グローバルな視点」とあるが，国際的という表現

ではなく，あえてグローバルとしたのはなぜか。鈴鹿市としてどのような意

味を表しているのか。 

 ・グローバルを簡単に表現すると，ボーダレス，境がないということである。

つまり，どこでも通用する子どもたちという意味に取れる。そこを国際的と

表現すると，国境という境を理解し，その上で国際的に活躍できる子どもた

ちという意味になると思う。 

 ・多文化共生について，子どものころから学ぶことにより，自然に国際的な感

覚が身につく。それを踏まえて，ボーダレスに活躍できる子どもたちに育っ

てほしいということだと捉えた。 

 

（市長） 

 ・グローバルは，文部科学省のグローバルな視点にたった子どもを育成すると

いった目標の部分から使用したのではないか。 

 ・鈴鹿市としては，多文化共生を推進し，外国につながる子どもたちを一人で

も多く，日本語に不自由なく進学ができるようという思いがあるので，そう

いった点では，ボーダレスという意味のグローバルである。 

 ・これから基礎・基本を身に付けていくために，国際的にどのような観点が必
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要かという思いもある。 

 ・グローバルと国際的の使い分けが必要であると思う。 

 

（教育次長） 

 ・境目のない，ボーダレスといった意味で使用している。 

 ・鈴鹿市のものづくりの場面でも，外国人労働者が多く携わっている。学校で

も２３か国のルーツを持つ子どもたちが一緒に学び，一緒に学校生活を作っ

ているという状況である。 

 ・個々の持っている特長や特性，文化は大事にしながら，人と人が力を合わせ

て，住みよい社会や学校を作っていくといった活動の在り方，目標の持ち方

とつながっていくのが，グローバルという表現である。 

 ・文部科学省も，グローバル化の進展と使っている。日本の企業も海外へ進出

し，海外の企業も日本に来ている。その中で働いている多国籍の人たちが，

一つの目標に向かって取り組んでいる。そのことが，縮図として，学校生活

の中にも存在していると捉え，進めていくことができると考える。 

 

（市長） 

 ・施策の基本的方向（７）「子どもが楽しく安心して学べる環境」の説明にお

いて，全て「安全」として表現されている。その内容の精査を行っていきた

い。 

 ・本市では，交通事故が非常に高い割合で起こっていることから，交通安全教

育についても盛り込みたい。命の教育や防災の教育の部分と合わせて，子ど

もたちが基礎・基本として身に付けるべき教育の部分の観点が必要である

と考える。 

 ・食育の部分について，中学校給食にも取り組んでいるので，環境整備を整え

た上での，給食の重要性についても盛り込みたい。 

 

（岡井委員） 

 ・施策の基本的方向（７）「子どもが楽しく安心して学べる環境」について，

「少子化が進み，約５０年後には，子どもの数が現在の半分程度になる」と

記述があるが，だいぶ先のことではないか。もう少し，すっきりと記述して

ほしい。 

 ・施策の基本的方向（６）「学校，家庭と共に子どもを育む地域」の記述にお

いて，「子どもの発育について，最近の子どもは大きくなったと言われます

が，実際に約６０年前の子どもの身体発育と比較すると，幼児期から約２歳

早くなっている」とあるが，この部分をより分かりやすい表現にしてほしい。 
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（市長） 

 ・「子どもの発育について，最近の子どもは大きくなったと」の部分について

も，「成長が早い」「成熟が早い」といった言葉の整理をしたい。 

 

（教育次長） 

 ・それぞれの表現について，見直しを図りたい。 

 ・小中一貫教育がなぜ生まれてきたかについて，文部科学省が調査する中で，

体の発達も精神的な発達も２歳くらいのずれがあることが分かった。その

ような内容を盛り込んでいる。 

 

（伊藤委員） 

 ・施策の基本的方向（３）「豊かな感性をもち，自律した子ども」において，

「感受性の高い時期に，心を動かす体験を重ねることで豊かな情操を育ん

でいきます。」とあり，この部分はとても大切であると思う。 

 ・感性が育つことは，人間としての特色であると思う。自分を認めてもらえる

経験が必要である。 

 

（下古谷委員） 

 ・この大綱は小中学校が前提となっているが，高校教育を踏まえ連続性を考え

て作っているのか。 

 

（教育長） 

 ・国の振興計画，県の振興ビジョンを参考にし，鈴鹿市の特色も生かしながら

作っている。 

 

（市長） 

 ・大綱は理念的，理想的なものもあり，基本的なことも盛り込まなければなら

ない。いただいた意見をもとに，内容の精査を進めていきたい。 

 ・基本的には，この章立てで大綱を作成していきたいがいかがか。 

 

 ≪異議なし≫ 

  

（市長） 

 ・本日の意見を参考に，大綱策定を行いたい。 
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（３）その他について 

≪大綱策定に係る今後のスケジュールについて事務局より説明≫ 

≪議事録について事務局より説明≫ 

 

 

≪市長から閉会の挨拶≫ 

・以上をもって，第３回鈴鹿市総合教育会議を終了する。 


