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第２回鈴鹿市総合教育会議 議事要点録 

 

１ 日 時 平成２８年１１月１日（火）１５：００～１６：１６ 

 

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：山中秀志，福嶋礼子，伊藤久仁子，下古谷博司 

（順不同，敬称略） 

 

４ 説明者 教育次長，教育委員会事務局参事，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，教育指導課副参事兼指導 

      グループリーダー，教育指導課副参事，教育指導課主査 

 

５ 事務局 政策経営部長，総合政策課長，総合政策課副参事 

      総合政策課副参事兼政策推進グループリーダー,政策推進グルー 

      プ副主幹 

 

６ 傍聴人 ２名 

 

７ 内 容 下記のとおり 

 

 

（１）開会 

≪事務局≫ 

・開会挨拶  

  

≪事務局から市長へ司会進行の交代≫ 

 

（２）事項２について 

≪教育指導課長から学力向上について説明≫ 

・平成２８年度全国学力調査の本市の結果概要について，小学校の平均正答率

は，全国と比較すると，全て下回るものの，国語Ｂ，算数Ａ・Ｂの３教科で，

全国との差を昨年度より縮めた。しかし，国語Ａでは，昨年度よりもさらに

差が広がり，本市の課題となっている。 
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・中学校については，全て国を下回り，平成２６年度から国との差が広がる傾

向にある。 
・本市のＡ問題の大きな課題は「漢字の読み書き」と「ローマ字」である。漢

字の「読む」ことの誤答では，「快晴」の「快（かい）」は読めるが，「晴」

を訓読みして「かいばれ」とする解答が多く見られる。「書く」ことの誤答

として，「相談」の「談（だん）」は解答できているが，「相（そう）」を同じ

発音をする「想」（想像の想）とする解答が多く見られる。ローマ字の「hyaku」
については，「ひゃく」を「はやく」と書いているものが目立つ。 

・中学校においても，例外ではなく，研究の「研」も「究」も小学校３年生で

学習し，独創の「独」は５年生で，「創」は６年生で，「植」えるは３年生で

学習済みではあるが，このような結果になっている。 
・また，全国との差が広がる傾向にあるが，一方で，現在の中学３年生が小学

６年生の時から，どう変化したかを示したグラフでは，４教科を総合すると，

小学生から中学生になるにあたり，正答率では，国語及び算数・数学も， 
 ０．８ポイント上昇しているという結果も出ている。 
・記述式問題の無解答率の変化を示したグラフでは，国語Ｂについては， 
３．４ポイント，算数・数学Ｂについては３．７ポイントそれぞれ上昇して

いる。これらのことから，小学校６年生から中学校２年生までの３年間の指

導の工夫が実を結んでいると言える。 
・学力問題は，単に調査結果の数字のみの問題ではなく，また，担当課の教育

指導課や学校だけの問題でもない。学力に関する背景には，「経験の浅い教

員の増加」，「子どもの荒れ」，「不登校問題」，「外国人児童生徒への支援」，

「特別支援教育」，「貧困対策」など，様々な課題が混在し，内容は千差万別

である。これらの課題を教育委員会と学校が共有し，当事者意識を持ち，そ

れぞれの課でできることを考えて，具体的な方策に結び付くようにした。 
・それが「学力向上プロジェクト会議」である。まず，教育指導課で，全国学

力調査の結果分析，指導主事の学校訪問等から課題となることを洗い出し，

次に「準備会」において具体的な取組を検討し，「学力向上プロジェクト会

議」への提案となる。そこでは，様々な視点から意見が出され，より実効性

のあるものに練り上げられる。そして，月１回程度開催される校園長会では，

毎回１番最初に「学力向上」について指示をし，その指示を受けて，自主校

長会では具体的な取組について話し合われる。 
・「学力向上プロジェクト会議準備会」は，教育委員会事務局及び関係各課か

ら組織され，会議の開催前に，学力向上について各学校に取組を浸透させる

ために，教育委員会事務局及び関係各課でできる取組について検討し，共有

を図る。ここには，構成メンバー及び各課で対応できる取組を示している。 
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・「学力向上プロジェクト会議」は，準備会メンバーと校園長会代表で構成さ

れ，提案された取組について，学校現場の実態を踏まえながら協議される。 
・会議で提案された内容は，校園長会で全幼小中学校に指示する。これまでの

指示事項は６つ。重点取組は，①から④になる。 
・県独自の学力テストである「みえスタディ・チェック」の結果の経年推移で

は，４月の結果を見ると，県との差が広がっている。そのため，短期目標と

して，小学５年生と中学２年生は，来年の２月１日実施の「みえスタディ・

チェック」での県との差を半分に縮めることを目標とし，現在，取組の一層

の充実を図っている。 
・教員自身が，国や県の学力調査問題を実際に解き，今求められている学力に

ついて理解し，調査結果から，子どもたちの強み・弱みを分析し，それを踏

まえて授業改善を図り，その際に，三重県作成のワークシートを活用するこ

とも推奨してきた。 
・本市では，全小中学校で，授業において「めあてと振り返り」を徹底してい

る。日々の授業で「今日は何の勉強をするのか」，授業の最後に「今日は何

が分かったのか」と，子どもたちが自覚することが大事で，併せて，子ども

たちが主体的に学ぶための授業スタイルも提案した。教員が一方的に教え込

む授業ではなく，子どもたちが見通しを持ち，問題解決的な学習を進めてい

くためのもの。また，経験の浅い教員が増加するに伴い，授業力を付けるこ

とが何より大事と考える。 
・基礎的な知識・技能の定着には，家庭学習が重要で，これは具体的なノート

指導を示したものである。 
・計算ノートの指導では，高学年では，自分で間違えを意識できることを目指

している。 
・学力補充の意味では，夏休みなどの長期休業中の取組も大事である。また，

子どもたちを取り巻く環境も重要で，整理整頓や工夫した掲示の仕方など，

教室環境はいつも整っていることが基本である。 
・全国学力調査の結果を経年で分析した冊子を作成し，校園長会で説明し，各

校に１冊ずつ配付し，自校の分析にも活用するよう指示している。 
・分析と本市の重点取組をまとめた，ダイジェスト版を作成し，いつも手元に

置いて，自分の授業を振り返る材料にしてもらうために，一人一人の教職員

に配付した。 
・「学力向上プロジェクト会議」のほかの取組として，アの「研修担当者会」，

イの「研修力向上連続講座」，ウの「若手教員育成の取組」，エの「指導主事

の学校訪問」そして，オの「遙か」がある。 
・研修担当者会では，「めあてと振り返り」の演習を行い，どのようなものが
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適するのか考えたり，「家庭学習」のポイントについて学んだりしている。 
・昨年度末に，各校の次年度の研修主任を集め，効果的な校内研修の進め方に

ついての研修をする機会を持ち，その延長として，今年度１学期に３回の連

続講座を開催し，研修主任の力量アップを図った。 
・経験の浅い教員の増加に伴い，指導力・授業力を身に付けるために，継続的

に学力向上支援員を学校に訪問させている。学力向上支援員は，若手教員を

中心に授業参観をしたり，ベテラン教員の授業を参観する機会を設けたり，

様々なアドバイスを行っている。訪問の際に本市の重点項目と関わって気付

いたことを，「薫風（かおるかぜ）」という通信を通して，各校に発信してい

る。若手教員のみではなく，全ての教員が心得ておくべきこと事など，重要

なことを掲載している。 
・研究委託校・園に対しては，指導主事が訪問し，教員と一緒に授業づくりを

し，研究発表会を実施して，その取組を市内に発信している。先日，旭が丘

小学校と稲生幼稚園の研究発表会が行われた。 
・学力向上について，共通した取組を進めている中学校区もあり，全国学力調

査の結果分析，家庭学習の習慣化や，授業における学び方ポイントなどを，

中学校区で統一して取組を進めている。また，授業の学び方ポイントなど効

果のある取組を各校の授業に取り入れ，小中学校の学びにつなげている。今

後ますます，幼稚園も含めた中学校区単位での，幼小中の連携が重要となる。 
・今後も，「学力向上プロジェクト会議」通称「学プロ」を中心に，本市の子

どもたちの，学力向上について，各学校に取組を浸透させるために，教育委

員会事務局及び関係各課でできる取組について検討し，校園長会と共有を図

りながら，具体的な取組を進めていきたい。 
 

（市 長） 

 ・これらの説明を踏まえ，意見や具体的な提案をいただきたい。 

 

（福嶋委員） 

 ・家庭での学力が必要ではないか。家庭で本を読んだり，日記を書いたりとい

う基礎的な学力がおざなりになっているのではないか。学校図書を充実さ

せるような予算措置も必要ではないのか。 

 

（伊藤委員） 

 ・新聞報道で過熱に取り扱っているのは，どうなのかと感じる。出産を経験し

た女性が，社会に復帰する割合が高くなってきた現状で，家庭教育の時間が

少ないことから，学校と家庭教育のつなぎの場としての学童保育の充実が，
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学力の向上につながるのではと感じる。 

 

（下古谷委員） 

 ・家庭の力，保護者の力が大事であると痛感している。家庭での学習を規則正

しく行う何か特徴的なものはあるか。学力向上プロジェクトでさまざまな取

組を進めてもらい，特徴的な鈴鹿市の教育を築いてもらいたい。 

 

（教育指導課長） 

 ・家庭学習の質を大事にしていこうという転換期である。次につながるという

意識を，子どもが持てるような内容にしている。 

 

（山中委員） 

 ・数値化せざるをえない状況は理解できるが，学力向上の前に，いかに学力を

保障していくか。個人的には，規範意識が大事。板書の書き方も大事である

が，登校から下校までの時間の中で，子どもの居場所づくりが必要である。 

 

（市 長） 

 ・学力と不登校，家庭というところもすべてつながっていると再認識した。「学

力向上プロジェクト会議」では，居場所づくりはどのように取り上げられて

いるか。 

 

（教育委員会参事） 

 ・子ども政策部と連携し，不登校情報なども含めて総合的に進めている。 

 

（市 長） 

 ・本市の生徒の弱いところは，基本的なところである。スマートフォンなどに

よる影響か，いかに読み書き離れが進んでいるのかが顕著に見受けられた。

家庭学習の影響も大きい。 

 

（伊藤委員） 

 ・「育つ」には，時間がかかるものだという認識が不足しているのではないか。

人工知能やロボットの必要性も感じるが，人に対しての教育には，丁寧に時

間をかけるべき。鈴鹿市の教育は，教員も親も，子どもに寄り添う姿勢が必

要と感じた。 

 

（市 長） 
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 ・事項３について，教育委員会事務局からの説明を求める。 

  

（３）事項３について 

≪教育支援課長から不登校対策について説明≫ 

 

（教育支援課長） 

・前回の総合教育会議では，小学校１５校にスクールライフサポーターを派遣

し，登校時に寄り添い支援をすることや，中学校４校に不登校対策支援員を

派遣すること等を説明。 
・配布資料②にあるように，９月末現在，３０日以上の長期欠席者は，昨年度

と比較し，小学校では４１％の増加，中学校は１５％の増加となっている。

そのうち，不登校では，小学校が１９％の増加，中学校が１７％の増加とな

っている。このままの状況で推移すると，本年度末，大変厳しい結果となる

ことが予想される。 
・配布資料③では，不登校対策支援員を派遣している４つの中学校については，

長期欠席の比較では，４校中３校が改善され，不登校の比較では，２校が改

善されている。中学校全体では，長期欠席・不登校ともに増加しているが，

この４校に限れば，長期欠席が０．５６ポイント減少し，不登校が０．３０

ポイント減少し，不登校対策支援員の効果が，ある程度現れているのではな

いかと考える。 
・配布資料④では，中学校に限定しているが，９月末段階での３０日以上の欠

席者数，２０～２９日の欠席者数，１０～１９日の欠席者数の３つのグラフ

を掲載した。３０日以上の欠席者数は，ほとんど登校しない，登校できない

状況の子どもたちであることから，現実的には数字を減らすことは極めて難

しい。この子どもたちへの対応は，もちろん継続するが，２０～２９日の欠

席者や１０～１９日の欠席者は，長期欠席・不登校の予備軍の子どもたちで

あり，この予備軍の子どもたちを増やさない方向での取組を充実させていく

べきであると考える。 
・不登校，引きこもりの背景には，発達の課題や，親子の愛着形成の上での課

題が少なからずあり，該当する子どもたちは，人間関係を形成していく能力

や，自分自身をコントロールする能力が育っていない状況が見られる。また，

保護者の養育姿勢に対して踏み込めない状況もある。 
・このような様々な課題を抱えた児童生徒を支援していくために，まず，教員

の側に，「発達障害」，「愛着障害」などに対する十分な理解が必要であると

考える。また，幼少期より，様々な理由でコミュニケーション能力や，自分

自身をコントロールする力がついていない子どもたちを落ち着かせる学級
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経営などの力量も強く求められる。教員の力量を強化するための研修を充実

することがより一層必要であると考える。 
・すぐに効果が出ることではないが，関係部局と連携して，保護者が１００％

出席する小学校入学時の就学時検診やＰＴＡ家庭教育学級などで，保護者を

対象に親子の愛着形成の重要性，食事や睡眠の重要性を訴える出前講座の開

催などを考えている。 
 

（市 長） 

 ・不登校率が増えていることに加え，低年齢化が顕著である。１年生から不登

校になるケースがあり，その後につながっているという状況で，就学前から

の原因があると思われる。学力向上も踏まえて，ご意見いただきたい。 

 

（伊藤委員） 

 ・放課後子ども教室のような，地域が子どもを支えるという支援の場が増えれ

ばいいと思う。時間に余裕のある地域の方などに子どもを支えていってほし

い。 

 

（福嶋委員） 

 ・数値では表せない，学ぶことや会話することの楽しさというものを軸とし

て，鈴鹿市としての教育を先行すべきではと考える。フリースクールなどの

場所づくりも必要で，行政も検討していただきたい。 

 

（山中委員） 

 ・幼稚園の教員に，子育ての悩みを相談する保護者も増えていると聞く。福井

県 江市の児童館が学校に隣接し，放課後の学びや遊びの環境が，学力につ

ながっていると感じたので，鈴鹿市も検討されたい。 

 

（下古谷委員） 

 ・支援員配置校では，成果が出ているので，引き続き実施されたい。保護者へ

の講座などの案内については，興味を持たれない保護者が参加できるような

仕掛けも必要ではないか。家庭学習へのつなぎとして重要と考える。 

 

（教育長） 

 ・学校教育が学力保障だけでよかったという時代から，それだけではなくなっ

てきていることは事実である。学習ボランティアや地域の方々の支援が必要

な時代。学校だけの学習だけでは，定着しない。家庭での読書なども含めて，
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繰り返しの学びが必要。学力向上は，一喜一憂することなく，子どもの経年

を見て，現場に指導していきたい。 

 

（福嶋委員） 

 ・教育予算について市長と一度勉強会を持ちたい。 

 

（市 長） 

 ・支援員を入れることで，不登校対策の実績が出ていることから，学力向上に

ついても，入学から卒業までの長い期間で評価していきたい。教育予算につ

いては，今までは施設整備を中心に予算を編成してきた。ご提案の教育予算

の編成についての勉強会は，今後検討したい。 

 

（市 長） 

 ・１０月１０日に，鈴鹿市内公園で起きた，津市の中学生に対する暴行事件に

ついて，鈴鹿市民に不安を与えていることから教育長から説明をお願いし

たい。 

   

 ≪教育長から，命を大切にする教育や生徒指導の充実について説明≫ 

 

（教育長） 

 ・本市郡山町地内で，津市の中学生が複数の少年に暴行を受け，死亡するとい

う痛ましい事件が発生し，２３日に死亡に至った事件については，他市の事

案であっても，いつでも，どこでもいじめや暴力事案は起こるとの認識に立

ち，命を大切にする教育や生徒指導等の充実に，改めて取り組むよう幼小中

学校長へ通知文書を発信した。市の部長連絡会議においても，市の職員がこ

ういった事案を発見した場合，通報してもらうように依頼した。 

 

（市 長） 

 ・教育委員の皆様にも，しっかりと現状をわかっていただき，解決策など，今

後ともいろいろとご意見をいただきたい。 

 

（教育長） 

 ・事件当日から，青色パトロールカーにおいてもパトロールを強化している。 

  

（市 長） 

 ・都市整備部を中心に，市内公園のうち，死角になるような場所があるかどう
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か確認するよう指示をした。 

 

（市 長） 

 ・最後に事務局から事務連絡があれば。 

 

（総合政策課長） 

・今年度の会議の開催は，本日の第２回をもち終了とする。しかし，法律に規

定されているように，いじめ事案などにより，児童又は生徒の生命又は身体

に被害が生じる場合等の緊急時には，この会議の場で協議し，必要な措置を

講じる必要があることから，万が一，このような事案が発生した場合は，会

議を開催する。次年度以降の開催については，特別な事情が無い限り，今年

度同様２回程度と考えている。協議するテーマについては，本市の教育課題

として重点的に取り組む施策や，教育委員の皆様のご意見を反映させたテー

マなどを考えている。さらに，進 が思わしくない取組については，その状

況を見守りつつ，再度，テーマに設定したいと考えている。加えて，会議で

の協議を踏まえ，教育施策がどのように取り組まれたのか等についても検証

してまいりたい。 
 

≪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。 


