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平成２７年第２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２３日（金）１３：３０～１５：０５ 

 

○ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

○ 出席者：・会 長 須曽野仁志， 

      ・副会長 瀬戸美奈子 

      ・委員３人 

       高田克明，平田和人，三谷睦美 

      ・欠席１人 

       井村久美子 

                                  （敬称略） 

      ・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 

 

○ 傍聴人：なし 

 

○ 内容 下記のとおり 

 

 １ 開会 

 ≪事務局≫ 

  ・開会宣言 

  ・第２回目の事項について 

 

 ２ 会長挨拶 

 ≪会議の成立について≫ 

  ・会議の成立について，全委員６名中，５名が出席しているので，鈴鹿市附属機関

の設置等に関する条例第７条第 1項において本審議会は成立している。 

 ≪会長挨拶要旨≫ 

  ・前回審議会で出た意見を踏まえ，事務局が修正した教育大綱（案）についての修

正審議に入るので，積極的に発言をお願いしたい。 

 

 ３ 議事 

 （１）教育施策に関する大綱について 
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 （須曽野会長） 

  ・前回の審議会で，委員から意見があった部分を事務局が修正している。この点に

ついて，説明員からの報告をお願いする。 

 

 （教育次長） 

  ・前回の審議会にていただいた主な意見，指摘，及び，これまでの２回の総合教育

会議にて出された意見，指摘も踏まえて内容の修正を行った。 

  ・前回案では，教育大綱の「２めざす学校像・幼稚園像」と，各校園で掲げる学校

像・幼稚園像の関係が，分かりづらいという意見をいただいた。また，総合教育

会議においても，この項目及び内容については，教育大綱全体の構成も含めて，

分かりやすくなるよう検討してはどうかとの意見をいただいた。 

  ・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を明らかにするため，「２めざす学校像・幼稚園像」の項目

を削除し「３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。」の具

体的内容に含めて表記することした。 

  ・保護者に，鈴鹿市教育振興基本計画の内容や，家庭教育の大切さをどのように伝

えるのかと意見があったことから，３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」の具体的内容として，「子どもの教育においては，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」と表記し，家庭の役割の大切さを示した。 

  ・４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」の施策内容例である英語教育と，ＩＣＴ教育の内容が，成

果指標「人の役に立つ人間になりたいと思う児童生徒の割合」につながっている

のかという指摘については，多様な取組がある中で，成果指標を設定せざるを得

ない面もあることから，二次的な成果も含めた形で，現在の指標とした。 

  ・英語等のコミュニケーション力や，ＩＣＴ活用力を身に付けることで，日本国内

に限らず，広く国際社会においても，人の役に立とうとする意欲と能力をもった

人に成長することと捉えている。 

  ・不登校対策は，施策の基本的方向（５）「命を尊重し，人の多様性を認め合える

子ども」に入れてはどうかという意見をいただいた。これを受け，子どもの人権

の保障，自尊感情の育成の観点を重視し，基本方向５の施策内容として整理し

た。 

  ・施策の基本的方向（６）「学校，家庭と共に子どもを育む地域」に，教育を家庭

や地域と一緒に取り組む内容を入れてはどうかという意見をいただいたことか

ら，具体的内容に「家庭，地域，学校が子どもの状況について共通理解し，三者

で力を合わせて子育てに取り組んでいきます。家庭，地域，学校，それぞれの役

割を明確にし，子どもの成長に効果のある教育環境づくりに努めます。」との表

記を追加した。 
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  ・基本的方向（６）の施策内容例の「２開かれた学校・園づくり」の内容には，学

校運営協議会の活動や学校支援ボランティアの活動等が含まれると想定してい

る。 

  ・基本的方向（７）「楽しく安心して学べる子ども」の内容が教育環境の整備と分

かりづらいという指摘から，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。 

  ・主体的に活動する子どもをどう育てていくのかという指摘について，「１めざす

子ども像」で，子どもの育つ権利等を基盤とし，自己実現を図ることを目指して

いる。 

  ・４基本目標（１）において，知識基盤社会を生き抜く力を，物事を積極的に実践

する力として定義し，その力を育むための教育内容を展開するとした。具体的に

は，「５施策の基本的方向及び成果指標の（１）～（７）」の個々の施策内容の中

で取組を進めることになり，特に主体的・協働的に学ぶ学習，いわゆるアクティ

ブ・ラーニングを取り入れた学習展開により，子どもの主体性を育成する。 

  ・基本的方向（２）の施策内容のうち「６教職員の人材育成」については，教職員

の資質向上に向けた研修内容は，教科学習に限らず，道徳，人権教育，日本語教

育，特別支援教育，教師としての在り方など多岐に渡ること，さらに教職員は，

子どもにとっては人的な教育環境であることから，基本的方向（７）「子どもが

楽しく安心して学べる環境」の内容として位置づけることとした。 

  ・基本的方向（６）の施策内容のうち「３関係部署・機関との連携（教育相談・就学

指導）」については，教育に関係する組織間の連携による取組方を意味するもので，

一つの施策内容として並列させるのは適当でないと思われるため，この一覧表か

らは削除した。 

  

 ≪質疑応答，意見交換≫ 

 （須曽野会長） 

  ・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」よりも

「教育活動を展開する」の方がわかりやすいのではないか。 

  ・施策内容例について，アクティブ・ラーニングや，子どもの命，健康に関わる内

容は非常に大事だと思う。 

  ・施策内容例について，前半は子にかかる内容が多く，後半は教員の資質や環境に

関する内容となっている。これらは整理しながら取り組むと分かりやすいと考え

る。 

 

 （平田委員） 

  ・基本理念の「鈴鹿を愛し」が基本目標の中にどう活きてくるのかがこれを見るだ

けでは掴みづらい。 

  ・施策の基本的方向は，基本目標を具現化するために設定すると書いてある。ここ

の中で，「鈴鹿を愛し」は鈴鹿という場所，地域への親しみや，愛着を持つよう

な子どもたちになって欲しい，というようなことが込められていると感じた。７
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つの方向の中では，３「豊かな感性をもち，自律した子ども」の「豊かな感性」

の部分に，自分の郷土，自分の生まれた鈴鹿への想いというものも入ってくるの

かなと思った。 

  ・１「グローバルな視点で主体的に学び」という中に，アイデンティティを大切に

するというようなことがあるが，「鈴鹿を愛し」と，アイデンティティを大切に

するということは，重なってくるところがあると思う。 

  ・「グローバルな視点」の「グローバル」は，アイデンティティと対立する部分が

あるように思う。 

  ・「海あり山ありと豊かな自然に恵まれている」と鈴鹿市のことが書かれている

が，「鈴鹿を愛し」という中の，豊かな感性を育んでいく中で，その自然環境，

例えば学校や建物，あるいは地域の町並み，山，海，そういった中で囲まれて育

っていくということ自体が感性を育て，鈴鹿というものに対する愛着や想いを育

てていく上で，一つの重要な要素ではないかと思う。 

  ・自然や町並みのようなものに，どのように目を向けていくのか，そういう視点も

感性を育てるという中では意味を持ってくるのではないかなと思う。 

  ・自然が持つ教育力，自然が育む感受性のようなものを，少し盛り込めないのかと

思う。 

  ・鈴鹿市の子どもの調査結果も，自己肯定感が高いとは言えないということが書か

れているので，子どもたちが，鈴鹿の良さを感じ，気づくようなことができれば

良いのではないかと思う。 

  ・施策内容が具体的によく分からない。英語教育というのは，必ずしも英語教育を

やればグローバルな視点が育つとは必ずしも言えない。ＩＣＴを活用した教育を

行えば，グローバルな視点が育つというようにも思えない。英語教育やＩＣＴを

活用した教育というのは，２「基礎・基本を見に付け，自ら表現する子ども」を

表現するためのツールではないかと考える。 

  ・英語やＩＣＴの基本を身に付けるということは，それを活用し，道具として身に

付けることによって，表現力に繋がったり，あるいは新しい気持ちを伝える手段

の広がりになったりすると思う。 

  ・まず基本的に表現力があり，そのツールを利用することによって，外に向かって

発信していくということができると思うので，グローバルな視点でというのが英

語教育とＩＣＴに直結するというのは，非常に問題があると思う。 

  ・多文化共生教育は，人の多様性を認めるというのだが，実はグローバルな視点と

いうことと強い結びつきをもっているのではないかとい思う。 

  ・施策はどこかに入れざるを得ないのか，あるいは複数の項目に入れられるのか。 

  ・１つだけの施策はそれに重点を絞らなければならないのか。 

  ・キャリア教育とは２「基礎・基本を身に付け，自ら表現する子ども」に入ってい

るが，キャリア教育がどういうものなのか。例えば，３「自律した子ども」に繋

がるのではないか。 

 

 （教育次長） 
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  ・施策内容例についてはいろいろな可能性があり，１つの方向に限らないと考え

る。 

  ・施策の説明には，この方向ではどういうことをするのかといった内容を盛り込む

ので，その中でも表現していきたいと思う。 

 

 （須曽野会長） 

  ・大綱案の中で，ＩＣＴの技術革新に係る教育環境を整備し，それらを通じて発信

する子どもを育てることは基礎・基本にも繋がるが，子どもたちが使えるコンピ

ュータやネットワークの環境については，その環境があって初めて子ども達は学

習することができる。 

  ・教室の中でもネットワークを使って海外の学校と通信をする，あるいは鈴鹿市内

の中でも，海岸沿いの学校と，近くの学校が防災教育をする時に，もっとネット

ワークが繋がっていたら，より楽しい学習ができるのではないかということを学

校の先生から聞いたことがある 

  ・機材を買ったりする予算のことや，ネットワークを子どもたちが使えるような環

境作りが情報の学習だけでなく，社会や理科といった教科学習に関わって使える

ような取組をして欲しい。 

 

 （教育次長） 

  ・コンピュータの使い方やネットワークの使い方が目的ではなく，あくまでもツー

ルとして，その手段を用いて友達と共同の学習を進めたり，また自分がまとめた

ものを外向けに発信したり，あるいは相手から報告をもらったり，双方向の共有

をしてきたい。 

  ・様々な教科や学習活動で使うことを大事にしたいと考えている。 

 

 （２）大綱に係る答申について事務局より説明 

 （副参事兼企画課政策調整グループリーダー） 

  ・答申については，次回の第３回で審議をいただき，作成をお願いしたい。 

  ・資料は３答申例の一つ例を示したものである。 

  ・「１ 教育施策に係る大綱全体」については，全体のうち，１番目「めざす子ど

も像」，２番目「基本理念」，３番目「基本目 標」についての意見をまとめてい

ただきたいと考えている。 

  ・項目の２以降，施策の基本的方向については，（１）から（７）までの７つの基

本的方向についての意見をまとめていただきたいと考えている。 

  ・項目を分けた理由は，理念や目標といった部分について，大綱の１番から３番を

一つのくくりとして捉えた。一方で，施策の７つの基本的方向については，成果

指標を設定しながらの具現化された目標として，一つのくくりとして整理してい

る。 

  ・市長への答申については，次回，第３回の教育振興基本計画審議会終了後に，須

曽野会長から手交にて行っていただきたいと考えている。 
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  ・市長が，答申を受けてからの流れについて，総合教育会議，市議会での報告，市

民の皆様への意見公募手続き，いわゆるパブリックコメントなどを経て，教育施

策に関する大綱を策定することになる。 

 

 ≪質疑応答，意見交換≫ 

 （三谷委員） 

  ・保護者としてこの案を見ると，専門的な言葉が多い。先生たちには，シチズンシ

ップ教育や，アクティブ・ラーニング等の言葉も日常的なものであるが，保護者

としては新しい言葉になっている。 

  ・先日，アクティブ・ラーニングについての講演会があり，自分達の学生の頃とは

全く違う教育環境で，評価内容も全く変わってきているということが，その日で

少し分かった。 

  ・保護者向けの分かりやすい言葉を使うだけでなく，保護者向けに，今は時代が変

わっているのだという具体的なものをもっと発信していかないと，これはなんだ

ろうで終わっているのではないかなという懸念がある。 

  ・成果指標は，全国学力学習調査が基準となって位置づけられていて，全国平均以

上を求めている。では，鈴鹿の現状を計画以前に実態をまず知りたいと思う。保

護者に対して鈴鹿がどれだけ低いのか，生徒の中の差というものがどれ程あるの

か，自分の子どもはどうなか，そういった危機感がないと，家庭と学校で取り組

もうという気持ちにもなかなかなれない。 

  ・三重県は学力向上プロジェクト委員会を作り，発信をしている。全国と三重県の

実数が表にされていて，三重県の実態がよく分かる。これを見た時に，鈴鹿は，

そして自分の子どもはどうなのかということが，伝わってくるような内容が必要

であると感じた。それに基づいて成果指標をどこに定めるか，単純にわかりやす

い数値，数字で文章化されると分かりやすいと思う。 

  ・施策内容に，不登校対策という言葉があるが，この施策だけでも，とても大変な

ことだと思う。鈴鹿は不登校の子はどれだけいるか，どれだけ大変な地域なの

か，それに対しての人材の育成という事にも関わると思う。私の子どもの学校に

はスクールカウンセラーが月１回来校するが，不登校の子どもたちへの相談が月

１回だけで良いのか，保護者の方がすぐ相談したい時に，担任の先生はクラスや

部活の指導があるので，専門の先生達が常にいて，問題が起きたときにすぐ相談

できるような体制があるともっと良いのではないかと考える。 

 

 （須曽野会長） 

  ・答申の内容面，意見を，もう少しわかりやすい言葉を使い，数値でのデータも示

しながら，住民サイドに立ち，明らかにしていきたいということだと思う。 

 

 （平田委員） 

  ・成果指標が施策と合わせて書かれていて，これを大綱の中でもおそらく使う事に

なる。それがどういうかたちで反映していくのかが気にかかる。今あるような成
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果指標は，考え方としては非常に重要だと思うが，それを盛り込んでいくのであ

れば，今の形で出すのは少し不十分な気がする。 

  ・現在の案は極めて限定的な資料であり，とられ方によっては非常に誤解を招く危

険性もあることから，多少それを説明するような項目があった方が良い。 

 

 （教育次長） 

  ・特に数値の現状と，成果指標の成果はどのように捉えるのかについては，他の形

で表現することを検討する。 

  ・この教育大綱のさらに具体的な施策内容のそれぞれに対し詳しい狙い，現状，取

組も表記する予定である。その部分についての，成果指標とその活動指標はそれ

ぞれ考えていく必要があり，数字はそちらでも出す予定になっている。 

  ・学力学習状況調査の状況については，鈴鹿市教育委員会のホームページに掲載し

ている。今年の学習状況調査の数値的な部分及び育ってきた力を現状で分析した

ものを掲載している。 

 

 （須曽野会長） 

  ・次に，具体的な答申について意見をいただきたい。様々な立場から，いろいろな

考えをいただきたい。 

 

 （高田委員） 

  ・この案は鈴鹿市以外の地域でも，同じような内容で作っているのではないかと感

じる。鈴鹿市独自の独創性が抜けているような感じを受ける。他の地域と同じこ

とに取り組むことは大切なことではあるが，鈴鹿市の環境を生かした内容を盛り

込めないか。 

  ・教育は決められた施策もあり，当然それに取り組むべきことであるが，鈴鹿市と

しての教育が薄いと感じる。 

  ・各地域独自の情勢にあった状況を踏まえて，めざす学校像を立てることは大変良

いことだと思う。 

  ・子どもたち同士は肌で感じる交流が必要であると考えるので，研究発表の場を作

るなど学校間交流の場を設けることも盛り込んで欲しい。 

 

 （瀬戸副会長） 

  ・大綱は過不足なく網羅することが大事だとは思うが，優先順位や重点的に鈴鹿市

として取り組む内容が，もう少しはっきりと打ち出されると良いと感じた。 

  ・全体的に，国際化や技術革新の中でどう生きていくか，どう学んでいくかという

ことが中心になっているような気がする。豊かな感性を持ち，子どもたち一人ひ

とりがお互いに思いやりながらコミュニケーションが取れる，そういう豊かな情

緒を持つことが優先ではないかと思う。 
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  ・いかに知識をもって生きていくかが強く出されているような印象を受けるが，そ

れが鈴鹿市の重点目標なのか。そうではないとしたら何を優先に施策を行ってい

くか，ということの検討が必要ではないか。 

 

 （三谷委員） 

  ・これらを限られた人材と予算との中で行うのであれば，優先順位がないと，実際

に具体的な施策に取り組む時も大変だと感じた。 

  ・どれも大事なことだが，実際に取り組む時の体系化されたものが必要だと感じ

た。 

 

 （須曽野会長） 

  ・学校教育だけに関わらず，様々な教育活動において全てが大切である。それらが

総合的に絡み合って，子どもたちの健全な育成にも繋がり，学力向上，生きる力

の育成，将来のキャリア，そういったものに結びついていく。 

 （平田委員） 

  ・大綱は網羅的に書かざるを得ない。抜け落ちてはいけないというところがあるの

だろうと思う。 

  ・特徴というところから言うと，あまり偏ってはいけないが，何らかの鈴鹿市とし

ての教育に対する気概を盛り込めると良いと思う。 

  ・成果指標はどれも平均以上となっていて，平均以上であれば良いといった印象を

受ける。 

 

 （参事） 

  ・今から４年間でこれは特に取り組んだ方が良いのではないかという，委員の意見

をいただきたい。 

  ・鈴鹿市独自のものということであれば，これを重点的に取り組んではどうかとい

う意見をいただき，それらを盛り込むことによって，大綱の中で大事にしていく

もの，鈴鹿市独自のものが出せれば良いと考えている。 

  ・そのような意見を総合教育会議に出したいと考えている。 

 

 （高田委員） 

  ・鈴鹿としては，グローバル化に対応した子どもと同時に世界的な感性を持った子

どもたちの育成が優先されると思う。 

  ・子どもたちのグローバルな視点を育てるために，外国の学生を鈴鹿へ招待するな

どの国際間交流が大切であると考える。 

 

 （平田委員） 

  ・英語教育は外国語を身に付けるということが第一義的にあるだろうと思う。外国

語教育は受容型の教育がずっと行われてきたので，その方向転換を図ろうとして

きたが十分ではない。 
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  ・日本人が，他の分野と比べて非常に弱いのが表現力である。発信をする力が弱い

というのは，身に付けることも一番難しい。 

  ・これからの英語教育は，おそらく小学校でも全体的に強くなっていく傾向があ

る。このような現状で鈴鹿市として，英語教育をどのように盛り上げていくのか

ということを考えていく必要があると思う。 

  ・表現能力を身に付けるには，一般的に言われているような単語の力や構文力とい

った知識だけでなく，今までよりもっと力を入れるべきなのは，自分のことを知

ることである。自分のことを知るということは，自分について何を言うのか，自

分に関わることについて，何を言うのかということだと思う。自分のプライベー

トな内容というよりも，自分の基盤としての鈴鹿市や地域，自分の育っている環

境などについて語り，発信できる，そういう能力を基本的につけるべきである。

この部分を鈴鹿市として取り入れていってはどうか。 

  ・言葉を身に付けるのは非常に大変なことで，時間をかけなければならない。学校

のカリキュラムだけで取り組もうとすると，他の教科との関わりもあるので，ど

うやって実質的な学習時間をどのように確保していくのかが，もし英語教育に力

を入れるならば，大事になると思う。 

  ・例えば国では，ＪＥＴプログラムから外国人，ネイティブスピーカーを呼んで，

そこで小学校，中学校なりで指導してもらう事業がある。鈴鹿市でも利用してい

るが，もっと言えば市によっては独自のネイティブスピーカーの人を雇用して，

力を入れているところも全国にはいくつもある。このようなことも含め鈴鹿市と

してどうするのかを，施策として考えていく必要があると思う。 

 

 （須曽野会長） 

  ・英語教育に関しては，数年後から小学校でも教科という形で導入されるが，移行

措置としてそれより前から実施されると聞いている。鈴鹿市内では小学校英語が

課題になる以前からモデル校として実践していて，興味深く聞いていた。国際都

市鈴鹿としての取組であったと思う。 

  ・鈴鹿市のノウハウを生かし，系統的な小中学校としての取組や，地域等を見直す

ためにも日本語も含めて発信できる，表現できる子どもたちの育成に努めていた

だきたい。 

  ・発信することによって自分たちの学習，あるいは地域や学校を見直す，振り返る

という良い機会になるので，指導体制や教員の研修を進めて欲しい。 

 

 （三谷委員） 

  ・この４年間で何を優先するのかについて，前回の満足度評価と重要度評価の分析

で，満足度が低く重要度が高い項目が重点になってくると思う。学力のことや教

育の環境，条件整備である。 

 

 （瀬戸副会長） 
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  ・重点として取り組んで欲しいことは，子どもたちが豊かな人間関係をどれだけ築

いていけるかということだと思う。人間関係の対象は外国の方や，自分の隣に座

っている子，障がいを持っている子等，いろいろあると思う。 

  ・人間関係に支えられて子どもたちは大きくなっていくと思うので，どれだけ豊か

さをもっているかというのは，学力を活用していく基盤になっていくと思う。そ

のことを取り上げてほしい。 

  ・人間関係を築くためには，自分に対する自信や自己肯定感がないと，対等な関係

が作っていけないので，自分と，自分の通っている学校と，自分の住んでいる地

域に対する愛着や，自信のようなものを子どもたちが持てたら良いと感じてい

る。 

  ・教育環境の整備については，学校規模によって，学校の環境に大きな違いがある

と思う。公の教育としてある程度の環境はやはり保障していくべきだと思う。 

 

 （須曽野会長） 

  ・大綱案の中でＩＣＴや，技術革新について多く述べられているが，幼い頃からこ

ういうものに頼りきっているような子どもたちには育てたくない。 

  ・基礎基本，言葉や計算がまず大事だが，それと並行しながら新しいものを，いか

に活用していけるかという能力を，小中学校レベルでもしっかり身に付けて卒業

してほしい。さらに高等学校，大学，社会に出たときに自分の仕事や，自分の生

活を豊かにできるような，そのような時に使える子どもたちの育成に関しては，

具体的な取組が大事だと思う。 

  ・鈴鹿以外の市町でも同じだと思うが，基礎基本に関わってはこの数年間，，学校

の先生方が授業を工夫し，しっかりと教えるような指導体制が整ってきたように

思う。 

  ・海外の学校に訪問しても，日本の学校の先生方は授業が上手だと感じる。皆をひ

きつけて授業をする力は，すごいと思うこともある。基礎基本を基に自分のこと

を発信して成果を伝えたり，自分の故郷のことを知ってもらったりするという力

のためにも，先生の力は必要だと思う。 

  ・ＩＣＴ機器に関して，学校現場での実情は，先生方が活用するものと，児童生徒

が使うものと二通りあるが，まだ，その活用についてはファーストステップに終

わっているのではないかと感じる。先生が機器を使い，プロジェクターに繋ぎ教

室で見るなど，先生の中には電子黒板を使うことには興味を持たれる方が増えて

きているが，まだそのレベルである。 

  ・情報がすぐに手に入る態勢等，三重県の中でもスピード感とイメージ戦略を持っ

て取り組めば良い実践になると思う。 

  ・子どもが思考する場合には，画面の広さは，大きな１５インチや，家庭用のデス

クトップ型のものでないと文章がまとめづらかったり，数学の図形も見づらかっ

たりすることがある。ただ，導入すれば良いというものではなく，それらのこと

も考慮しながらの取組が大事だと思う。 
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  ・子どもたちにとってみれば，ＩＣＴ機器を使いながら基礎基本を学ぶ学習もあ

る。自分で好きなことを調べ，自分の思考が広がり，自分のことがいろいろ分か

ることで，作文もしやすくなることもある。子どもサイドに立って活用できるよ

うな取組をお願いしたい。 

  ・先生も興味を持ってはいるが，ネットワークが自由に使えない等の問題もあるの

で，そういった点も含め，大学との共同の事業も考えてほしい。 

 

 （須曽野会長） 

  ・井村委員から，コメントをいただいているので，紹介いただきたい。 

 

 ≪井村委員の意見の読み上げ≫ 

 （政策調整グループ佐野） 

  ・学校体育では、運動が得意な生徒を中心に授業が行われている傾向があることか

ら，外部指導者を入れて、運動が苦手な生徒に寄り添うことで，運動が好きにな

ってもらえるような指導を取り入れられたい。 

 

 （須曽野会長） 

  ・今日いただいた意見に関しては，事務局による整理の後，次回，第３回目に答申

（案）として提案する。 

 

 ≪次回の審議会の進め方について≫ 

 （須曽野会長） 

  ・次回，第３回審議会の前半部分にて，最終的な意見をいただき，並行しながら答

申を作成する。休憩中に答申を作成し，休憩後に完成した答申を再度確認し，審

議会終了後に市長に答申を手交する。 

  ・次回までに，意見等あれば，事務局まで，メール等で送付いただきたい。それを

事務局にて整理し，次回の委員会でそれを反映させた形で，議論を進めたい。締

め切りは１１月１３日（金）とする。 

 

 ４ 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１１月２７日（金）午後１時半開催に

ついて出席者一同異議なし。≫ 

 

 ≪事務局から議事要点録について説明≫ 

  ・第１回教育振興基本計画審議会の議事要点録については，第２回審議会議事要点

録も含めて，第３回教育振興基本計画審議会にて確認していただく予定である。 

 

 （須曽野会長） 

  ・以上をもって，第２回鈴鹿市教育振興基本計画審議会を終了する。 


