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平成２７年第１回鈴鹿市教育振興基本計画審議会会議結果 議事要点録 

 

○ 日 時：平成２７年１０月２日（金）１３：３０～１５：０９ 

 

○ 場 所：鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

○ 出席者：・委員６人 

       井村久美子，須曽野仁志，瀬戸美奈子，高田克明，平田和人，三谷睦美 

       （敬称略，順不同） 

      ・亀井副市長 

      ・事務局７人 

       企画財務部長，企画財務部次長，参事兼企画課長，企画課副参事， 

       企画課副参事兼政策調整グループリーダー， 

       企画課政策調整グループ（佐野，椿）， 

      ・説明員６人 

       教育長，教育次長，参事，参事兼教育総務課長，学校教育課長， 

       教育指導課長,教育支援課長  

 

○ 傍聴者：１人 

 

○ 内容 下記のとおり 

 １ 開会 

 ≪事務局≫ 

  ・開会挨拶 

  ・本審議会の名称について説明 

 

 ２ 挨拶 

 ≪副市長挨拶要旨≫ 

  ・教育施策に関する大綱を策定するに当たり広く意見を求めるため，本審議会を開

催することとなった。 

  ・教育施策に関する大綱に対し，市長が本審議会へ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きたいと考えている。 

  ・答申をもとに，総合教育会議の場において協議を行い，最終的に市長が教育施策

に関する大綱を策定する。 

  ・本市の教育について，知識と経験の豊富な皆さまから忌憚のない意見をいただき

たい。 

 

 ３ 委嘱書の交付 

    副市長から座席順に各委員に委嘱の交付がなされた。 
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 ４ 自己紹介 

 ≪各委員より自己紹介≫ 

 （井村委員） 

  ・井村アスリートアカデミーという運動教室で，子どもたちにスポーツ全般を指導

している。 

  ・陸上競技場に行くと子どもたちは頑張って練習しているが，平気で言葉の暴力が

飛んでいた。子どもたちは運動がすごくできても顔が無表情だった。 

  ・今までの経験等から何かできることがあれば活用してほしい。 

 

 （高田委員） 

  ・現在は三重県防災コーディネーターとして防災士の資格を持ち，鈴鹿市や県が主

催する防災訓練等の指導にあたっている。 

  ・目の不自由な方に本や雑誌を読むといった音訳活動のボランティアを行ってい

る。 

  ・子どもたちには，自分ができることや助けられることは何かないかなと，考えて

もらえるようになってほしい。  

 

 （瀬戸委員） 

  ・三重大学教育学部で発達臨床心理学を担当している。大学の教員になる前はスク

ールカウンセラーとして学校の現場に入っていた。主に子どもの発達をどのよう

に支援していくか，より良く子どもが成長するにはどうしたら良いのかというこ

とを臨床の現場から考えてきた。 

  ・１児の母としての目線から，あるいは臨床心理学という立場から，色々な意見を

出していきたい。それが子どもたちの将来に反映できれば良いと思う。 

 

 （平田委員） 

  ・修文大学で英語教育，英語の指導をしている。 

  ・一般企業及び高等学校での勤務経験がある。県の教育委員会及び文部科学省で指

導要領の関係や英語教育に関わる部分を担当していたこともある。 

 

 （三谷委員） 

  ・親として，高校２年生と中学３年生の思春期の子どもに対し，日々格闘し悩みな

がら毎日を過ごしている。今回の会議は保護者の代表という形で参加したいと思

う。 

  ・保健センターで非常勤の保健師として携わっている。乳幼児の健診や育児相談等

でも日々感ずるところもあるので何か貢献できればと思う。 

  ・小学校のボランティアや公民館のボランティアにも行っている。 

 



 

3 

 （須曽野委員） 

  ・三重大学教育学部にて授業設計や授業デザインをどうしていけば良いか，につい

ての実践等を指導している。研究面ではデジタルストーリーテリングという，デ

ジタル紙芝居を学生や子どもたちが作って発信しようというアクティブ・ラーニ

ングに繋がる分野を専門にしている。幅広く取り組んでいるので子どもたちの教

育に役立つ議論になればと考えている。 

  ・中学校の教員経験もあり，専門は数学であった。どんなふうに教え，学んだら，

もっと効率的に効果的に学べるかということで，コンピューターの学習利用に興

味を持った。 

  ・様々な教育や学習のことを考えながら，子どもに寄り添うようなかたちで考えて

いきたいと思う。 

 

≪事務局の紹介≫ 

 

企画財務部長⇒企画財務部次長⇒参事兼企画課長⇒企画課副参事兼政策調整ＧＬ⇒ 

企画課副参事⇒企画課政策調整グループ 順に役職，氏名を紹介 

 

 ≪説明員の紹介≫ 

 

 教育長⇒教育次長⇒教育委員会事務局参事⇒参事兼教育総務課長⇒教育指導課長⇒ 

 学校教育課長⇒教育支援課長 順に役職，氏名を紹介 

 

 ５ 会長及び副会長選出 

    委員の互選により，以下のとおり決定した。 

    

    会 長  須曽野 仁志 委員 

    副会長  瀬戸 美奈子 委員 

 ≪会長より挨拶≫ 

  ・この審議会は，鈴鹿市の教育施策に関する大綱を策定するにあたって必要な審議

を行うためのもので，様々な立場の方が集まっている。保護者の立場，地域住民

の立場，専門的な研究をしている立場から多くの御意見をいただき，今後，鈴鹿

市の子どもたち，そして教育のために考えていきたいと思う。 

  ・議事を運営するにあたり皆様の協力をお願いしたい。 

 

 ６ 諮問 

    副市長から裾野会長に，諮問書を交付した。 

 

＜＜  副市長退席  ＞＞ 
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               ＜＜  休憩  ＞＞ 

 ７ 議事 

 （１）鈴鹿市教育振興基本計画審議会の運営及び傍聴等について 

   鈴鹿市教育振興基本計画審議会の運営及び傍聴等について事務局から下記の項目

を説明。 

  ・審議会の公開及び傍聴についての主旨 

  ・会議の公開 原則として公開するものと定めている。 

  ・議事録の作成 遅滞なく議事録を作成する主旨を考え，議事録は要点形式とす

る。議事録の確認方法については，会議に出席した委員に確認をいただいたの

ち，会長の承認を得て確定するものとし，原則として公開する。 

  ・審議会開催の周知 原則として審議会開催の１週間前までに周囲に周知すべき項

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なうものと

している。 

  ・傍聴人の定員と定員を超えた場合の選定方法 

  ・傍聴券の交付  

  ・傍聴人の規則 

  ・傍聴人の遵守事項 

  ・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，審議会を開始

した時から，事項を開始する時までの間に限り，認める。 

  ・傍聴人への資料の配布を記載 

  ・係員の指示 

  ・違反に対する措置 

  ・その他必要な事項について，会長が審議会に諮って定める事としている。 

 

 ≪会議の運営方法について，出席者一同異議なし。≫ 

 

 （２）教育施策に関する大綱について事務局及び説明員より説明 

 

   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企画課副

参事から説明 

  ・資料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」及び別

紙について説明する。 

  ・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した。 

  ・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
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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１,２３０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 
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  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。 

 

 教育大綱（案）について説明員から説明 

  ・教育大綱（案）は，５つの大項目で構成されている。 

   １ めざす子ども像 

   ２ めざす学校像・幼稚園像 

   ３ 基本理念 

   ４ 基本目標 

   ５ 施策の基本的方向及び成果指標 

 

  【１ めざす子ども像について】 

  ・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において，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や，子どもの権利条約において示され
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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，キ

ーワードを「自己実現」「人との協働」「豊かな未来を創る力」として，子ども像

を設定した。 

  【２ めざす学校像・幼稚園像について】 

  ・本市では４０校すべての公立小中学校が鈴鹿型コミュニティ・スクールとなって

いることから，教育大綱に示された理念や基本目標等を踏まえた上で，各学校の

地域性を生かした特色ある学校づくりを進めるため，学校運営協議会で協議し，

各学校・園において掲げることとした。 

  【３ 基本理念について】 

  ・現在策定中の「鈴鹿市総合計画２０２３」では将来都市像を「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」と方向づけている。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。 

  ・本市では，コミュニティ・スクールの取組に代表するように，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。 

  【４ 基本目標について】 

  ・グローバル化，情報化が目覚しく進む変化の激しい現代社会において，めざす子

ども像を実現させるための目標として，次の３つの観点から整理した。 

   ①子どもに必要な力を育成するための教育内容づくり 

   ②子どもが安全に安心して育つ教育環境づくりとしての学校づくり 

   ③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

計画的な教育環境整備 

  【５ 施策の基本的方向及び成果指標について】 

  ・基本目標を具現化していくための基本的方向として，子どものあるべき姿，また

は地域のあるべき姿で表し，７つの基本的方向に整理した。 

  ・１番には，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た 

  ・２番から４番には，学習指導要領に示されてい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す内容とした。 

  ・５番目には，様々な人との共生や人権尊重の態度を育成する観点とした。 

  ・６番目から７番目には，１番から５番までのような能力や態度を育成するための

教育環境のあり方を示した。 

  ・具体的な内容については次のとおりである。 

  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 

   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

たいと考えている。 



 

8 

   また，外国人児童生徒にとっては，自ら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。 

   また，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 

   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と考える。 

   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。 

  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，教師の指導力の向上，ＩＣＴ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。 

  ・どれだけ達成できたかを検証するための成果指標を設定している。 

  ・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から５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するとともに，６から７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。 

  

≪質疑応答，意見交換≫ 

 （高田委員） 

  ・教育大綱で，アイデンティティを大切にすることとあるが，日本語に訳す場合は

どのように訳せば良いのか。 

 

 （教育次長） 

  ・「自分らしさ」が近い表現だと考える。自分の生い立ち，持っている言葉や感性

を大切にするという意味がアイデンティティという言葉に含まれている。 
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 （須曽野会長） 

  ・２０年，３０年前には使わなかった言葉が今，普通に使われている現状がある。 

 

 （平田委員） 

  ・大綱案全体は網羅的に織り込まれている。それぞれが具体化されていくと捉えて

良いのか。 

  ・基本目標があり，それから施策の基本方向となっているので，ある程度具体性を

持たせているというように考えてよいのか。 

 

 （教育次長） 

  ・今回考えた中ではどういった子どもたちを皆で育てていくかということで，目指

す子ども像を出した。 

  ・子ども像に迫るためにどういった理念を持つかということを３番の基本理念の中

に表し，その理念を達成するために具体的に行っていく目標として３項目ある。 

  ・目標をさらに具体化したものとして７つの方向が示してある。 

 

 （平田委員） 

  ・具体化したものはどういう形で基本理念と関わってくるのか。後々，道筋が大事

になってくるのではないかと思う。施策を実施した時にその施策がいかに有効で

あったかの評価に繋がっていくことである。逆に言うと，その評価が高ければ基

本施策や方向性が正しかったということが言えないとおかしいと考える。繋が

り，具体性をどのように持たせていくかが重要と思う。 

  ・基本的方向とそれに関わる行政側の活動の関わりとあって，成果指標がプラスに

なったりマイナスになったりと評価が出てくると思う。そのことと基本的方向あ

るいはそれを行政側として実施したことの関わり具合，関連性というものが，少

し分かりにくいような気がする。その点についてはどうか。 

 

 （教育次長） 

  ・基本的方向としている内容として，１から５については目指す子ども像，それか

らそれに基づいてどういった分野で子どもの力を伸ばしていったら良いかを書い

てある。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という施策と

しては，このグローバルなというところに呼応し，今，取り上げられている英語

教育がその中にも入ってくる。主体的に社会に発信するという意味でＩＣＴを活

用することや，アクティブ・ラーニングを取り入れる等，具体的な教育の内容を

挙げることになる。 

  ・それぞれの項目に成果指標を設定し，どれくらい達成できたのか，またそれによ

ってどれだけの効果が上がったのかを行政の活動として評価しながら進めていく

ことになる。 

 



 

10 

 （平田委員） 

  ・成果指標となる全国学力・学習状況調査の中の項目であるが，その項目が方向を

捉えるのに良いのかについてはどうか。 

 

 （教育次長） 

  ・この成果指標で設定した理由は，数値でその成果を表すことによって取り組んだ

ものが共有できる，共通認識が持てるという部分と，経年評価としてその推移を

見ることができるといった点がある。 

  ・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という方向に対してど

ういった子どもたちが育ってきたのかは，具体的な子どもの姿を挙げながら，文

書表記による評価も必要であると考えている。 

 

 （須曽野会長） 

  ・ただ単に数字だけで表れる量的な部分だけでなく，事例から質的な部分も見る，

多角的な評価が大事になってくると感じる。 

 

 （瀬戸副会長） 

  ・施策内容例と成果指標と基本的方向の３つが，うまく関連していないところもあ

るように思う。２番「基礎・基本を身に付け，自ら表現する子ども」は，主に基

礎基本的な学力を身に付け，それを基に表現していくとして文章が書かれ，成果

指標も挙げられている。その施策内容例には不登校対策があるが，その成果指標

が国語と算数の結果で測ることに違和感がある。そういった意味では，例えば５

番「命を尊重し人の多様性を認め合える」といった，心の豊かさに関連している

方が良いのではないか。 

  ・英語教育やＩＣＴを活用した教育が，グローバルな視点で社会に発信するという

ことは分かる。しかし，成果指標である人の役に立つ人間になりたい子どもが増

えてきたことが，グローバルな視点を持った子どもの数として計って良いのか。 

  ・成果指標は検討が必要なところであると感じている。 

 

 （井村委員） 

  ・石垣池公園陸上競技場のように，小さい子どもにも運動の機会を発信し，上を目

指せるような場があればと感じている。そのような施設整備も必要であると思

う。 

 

 （須曽野会長） 

  ・幅広く，基本的な認識を皆さんと共有することがとても大事だと思う。日ごろ地

域の中でスポーツや芸術的な活動を子どもたちと取り組んでいることがあると思

うので，日常的に感じていることの意見をいただきたい。 
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 （高田委員） 

  ・めざす学校像・幼稚園像については，各学校が学校運営協議会で協議し，それぞ

れに掲げるとなっているがどういうことか。大綱とは別に各学校が作るというこ

となのか。 

 

 （教育次長） 

  ・コミュニティ・スクールと言って，それぞれの学校へ地域の方々に入っていただ

く，運営協議会というものが設置されている。その協議会に対し，学校が地域や

地域の子どもに合った教育を作っていくために，どういったことをしていくかと

いったことを提案している。 

  ・年度初めに学校の経営方針を示して，それに対して意見をいただき，この１年間

の取組を決めている。 

 

 （高田委員） 

  ・地域というのは学校区のことか。 

  ・例えば，どのような事例があるのか。  

 

 （教育次長） 

  ・学校区のことである。 

  ・鈴鹿の文化の一つである，石薬師，佐佐木信綱さんのことを大事にした地域の取

組があり，短歌や俳句を作っている。そういったことを学校の中でも取り入れ

て，一緒に取り組むことで，子どもの言葉，言語活動の学習にするといった事例

がある。 

 

 （高田委員） 

  ・より地域というものに愛着が湧くということと理解できた。 

 

 （教育次長） 

  ・めざす学校像，幼稚園像については，全てをその学校だけで決めるという意味で

はない。大綱の内容に基づき鈴鹿市の取組を知った上で，その中で具体的に考え

るといった流れを想定している。 

 

 （三谷委員） 

  ・保護者の立場からこの大綱の説明を受けると学校側の内容がとても多いと感じ

る。 

  ・家庭との連携もあるが，鈴鹿市の教育の姿勢をいかに学校から子どもを通じて，

また直接保護者へ伝えていくかということが必要だと思う。保護者からするとと

ても遠い存在のような感じに聞こえてしまう。 
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 （平田委員） 

  ・基本理念に「鈴鹿を愛し」と書いてあるが，鈴鹿を愛するのは誰なのか。子ども

の学びと安全安心を支えるというのは教育行政側であり，絆で育む鈴鹿の教育も

分かるが，「鈴鹿を愛し」がどういうように関わるのかということが引っかか

る。理念との関わりが分かりづらい。 

  ・７つの方向の中の７番目，「楽しく安心して学べる子どもと」なっているが，こ

れは楽しく安心して学ぶ子どもになりなさいというように捉えられる。ここはど

ういうように表現したいのか。ほかの方向は子どもの育成というように考えてい

くと分かりやすいがこの方向については違和感があるので，検討してほしい。 

 

 （教育次長） 

  ・作成中の総合計画２０２３の中で，地元鈴鹿を大事にしていこうという内容があ

る。「鈴鹿を愛し」は子どもも，鈴鹿にいる全ての地域の人たちも，鈴鹿市民全

体が「鈴鹿を愛し」といったイメージをしている。 

  ・安全安心を支えるについては，子どもの周りにいる者たちである。最終的に子ど

もを中心としいろいろな立場の者が手を取り合い絆として子どもの学びを支える

教育環境，人の環境として教育するという趣旨である。 

  ・表現については地域の状態，そういうものを目指していくということである。７

に言葉に付け加えると，楽しく安心して学べる子どもの状態，状況を作るという

ことになる。 

  ・教育環境を整備していくということを方向としてどのように表すかを悩みながら

作った部分である。委員の方々の御意見をいただきたい。 

 

 （平田委員） 

  ・趣旨はわかるが，適切に表現されているかだと思う。 

 

 （瀬戸副会長） 

  ・施策の基本的方向で学校，家庭と共に子どもを育む地域の趣旨はよく理解でき

が，家庭との連携や，地域と学校の関わりがこの文面からは読み取れない。 

  ・乳幼児検診や幼小中高の校種間連携といったことからニーズの高い子どもに対し

ては関連機関と連携することが必要である。家庭，地域と一緒に協力しながら子

どもを育んでいくという部分がもう少し文面に出てもよいのではないかと思う。 

  ・市民の方が読んだ時，保護者の方が読んだ時に，自分たちとはそれほど関係のな

い話というように捉えられるのではないかなと危惧する。 

  ・楽しく安心して学べる環境を作っていくということをここで打ち出して，施策に

反映してほしいと思う。 

  ・鈴鹿は学校によって学校規模，校舎等の設備等，いろいろな差があるので，積極

的に環境を整えていくということを謳ってほしいという要望がある。 
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 （井村委員） 

  ・私は多くの子どもたちと接するが，私たちは基本的に運動を教えて強くするだけ

ではなく，保護者の方，子どもたち，コーチの三角関係の中で自分たちが思って

いることを話しながらコミュニケーションをとっている。その中で運動を通して

人間形成をしている。子どもの話を聞いて，お母さんにも共感することで，自分

たちの不安を言葉に出し，ではどのようにしたら皆がうまくいくか話し合うこと

ができている。 

  ・子どもたちから，先生の中に，何もしてないのに怒られる，授業が面白くないと

いった話を聞くことがある。指導者，先生という立場として子どもが欲している

のに，その思いが届かず悩んでいる様子が子どもとの会話から出てくる。堅苦し

くなく皆がコミュニケーションを取れるようなことを盛り込んでほしい。 

 

 （高田委員） 

  ・子どもたちの主体的という言葉が多く出てくる。主体的な子どもをどうやって育

てるかは一番難しいところではないかと思う。 

  ・ただ主体的にするというのではなく，どのように取り組むかが必要になると思

う。むしろその目指す子ども像に主体的な子どもをどのように育てるのかを一つ

の重要ポイントとして入れたほうが良いと思う。 

  ・地区や地域という言葉が多いことは非常に良いと思う。しかし，保護者の方が学

校へ行ったときに，どういうことが掲示板に書かれているのか，どういう垂れ幕

があるのか，少なくともそれは保護者の方が読むべきだと思う。学校だから関係

ないではなく，自分ができること，あるいは地域の方ができることをしてほし

い。そういったことを呼びかけることも，大切なことだと思う。 

 

 （教育次長） 

  ・今日いただきました意見は項目の中だけではなくて，文章の中でも活かせるよう

に考えていきたいと思う。 

 

 （須曽野会長） 

  ・家庭教育との連携，地域の方が総ぐるみになって地域の良さを活かしながら，そ

して子どもの安全面や体力のことも考えながら，より良いものにしていくかとい

うことを今後の教育振興基本計画の議論に結び付けていきたいと考えている。 

 

 ８ 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１０月２３日（金）開催について出席

者一同異議なし。≫ 

 

 ≪会長から閉会の挨拶≫ 

  ・以上をもって，第１回鈴鹿市教育振興基本計画審議会を終了する。 


