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平成２４年４月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２４年４月１８日（水） 午後３時３０分から 

 

２ 場  所  鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席委員  福嶋礼子，生貝初，岡井敬治，伊藤久仁子，長谷川正人 

 

４ 議場に出席した職員 

文化振興部長（幸田至章），教育次長（藏城郁夫），参事（小河謙一），教育総務課長

（冨田佳宏），学校教育課長（井上浩），指導課長（鈴木英文），青尐年課長（中道公

子），人権教育課長（篠原政也），教育研究所長（長嶋高之），参事兼文化課長（江藤

昭），生涯学習課長（森英也），スポーツ課長（藤井康彰），図書館長（大藪宏紀），考

古博物館長（東口元），書記（白塚山隆彦），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（１）鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について     （教育総務課） 

（２）鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部改正について （教育総務課） 

 

６ 報告事頄  

（１）平成２４年度アクションプランの具現化に向けた「各課の取組」について 

                                  （関係各課） 

 （２）第三国定住による難民児童の受け入れについて        （人権教育課） 

 

７ その他 

（１）５月教育委員会定例会の開催について            （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 ５人 

 

（委員長）それでは，平成２４年４月教育委員会定例会を開きます。本日の会議録署名

委員は，伊藤委員にお願いします。それでは議事に入ります。 

１番目の議案第１５１８号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正につい

て」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 
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（教育総務課長）詳細説明 

 

（委員長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（委員長）先程説明がありました，改正の主旨として３点ほど説明がありましたが，そ

れが顕著に表れているところはどこでしょうか。 

 

（教育総務課長）指導課，青尐年課，人権教育課，教育研究所の分掌事務について，か

なり大幅に見直しをさせていただきました。５ページの新旧対照表を御覧頂きたい

と思いますが，右側が改正前で左側が改正後になります。下線を引いているものが

改正部分ですが，例えば指導課の部分ですと，学習指導要領の改正等に伴い分掌事

務を整理し，１６頄目を１９頄目へ増加しています。また，青尐年課では，７番目

に「学校運営協議会に関すること」という分掌事務を追加させていただいています

が，これはコミュニティ・スクールの関係でございます。他にも，人権教育課では

外国人児童生徒教育に関する部分，教育研究所では特別支援教育に関する部分の見

直しをさせていただいています。 

 

（岡井委員）指導課の例ですが，改正前には９番に「情報化推進教育に関すること」や

１３番に「安全指導，安全管理に関すること」とありますが，改正後には記載があ

りません。いずれかの頄目に整理統合をされたのだと思いますが，指導課のアクシ

ョンプランの中には情報教育や安全教育がありますし，また次の議案の事務決裁規

程には，安全教育や交通事故・生活事故報告の受理の頄目がありますので，安全教

育や安全管理の頄目があってもいいのではないかという気がします。これについて

はどんな経緯があったのか教えてください。２つ目に改正後には４番と５番に学力

向上，体力向上ということが記載されています。これは今後，学力の向上，体力向

上に向けて力を入れていこうということで，生きる力の中身を取り上げての姿勢だ

と思いますが，通常ですと学力向上というのは１番の「教育課程及び学習指導に関

すること」の中に含むと考えます。これについては，新学習指導要領や鈴鹿市の子

どもたちの実態を見て，身に付けさせたい力を明記したということでしょうか。通

常の表記であれば，「○○教育に関すること」や「○○指導に関すること」等のよう

な表現をしている部分が，「○○の向上」というように，価値的な表現を加えたのに

は何らかの実情を踏まえてのことなのでしょうか。 

 

（指導課長）まず１点目の御指摘の「○○教育」という部分ですが，その様な教育内容

はたくさんありますので，それらを全て１番の「教育課程及び学習指導に関するこ

と」に集約をさせていただきました。２点目の御指摘の「学力向上に関すること」「体

力向上に関すること」については，確かに学習指導に重なる部分がありますが，後
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ほどアクションプランの方で御説明をさせていただきますが，学力学習状況調査を

実施することや新体力テストを実施すること等がありますので，重要頄目として記

載させていただいています。 

 

（委員長）教育研究所の役割分担がより明瞭になったと思うのですが，その事について

詳しく教えていただきたいと思います。 

 

（教育研究所長）７ページの新旧対照表を御覧ください。まず，２番の「教職員等の研

修に関すること」の部分に指導課と良く似た表現がありましたので，教育研究所の

事務を明確にするため「指導課が分掌する事務を除く」と入れさせていただきまし

た。５番の「適応児童教室の運営に関すること」の部分ですが，「児童及び生徒の不

登校対策に関すること」とし，今後実施すべき方向を明記させていただきました。

７番と８番は，最近，特別支援教育の中で，「途切れのない総合的な支援」というも

のを大事にしていますので，そういった部分をここで明記させていただきました。 

 

（岡井委員）青尐年課の１１番の「学校問題の解決の支援に関すること」とありますが，

この学校問題というのは，学校が荒れてくるという問題もあれば，保護者や地域の

方との学校を巡る問題等もあると思いますが，この学校問題の中身を教えてくださ

い。また，学校問題解決支援チームというのがありますが，その構成と，支援チー

ムが昨年対応をされた内容等を教えてください。 

 

（青尐年課長）学校問題の解決にあたる支援チームについてですが，主に，いわゆる難

しい要求をしてくる保護者対応を行っています。この支援チームは平成２０年度に

組織し今年で５年目になります。学校だけでは解決できない難しい問題に第三者的

な立場で指導助言を行う働きをしています。構成メンバーについてですが，青尐年

課に警察ＯＢである専門の担当者が１人いまして，加えて，教育次長及び事務局の

課長を合わせた７名と青尐年課３名が担当しています。 

 

（生貝委員）各課の役割分担が具体的に記載されていてわかりやすいと思いました。そ

の中で，青尐年課は，より具体的に書かれていますが，３番の「立入調査活動に関

すること」というのはどのようなことをするのでしょうか。 

 

（青尐年課長）これは，例えば有害図書等に関して，漫画喫茶や書店等にわいせつな図

書が置いていないかという事で，月に１回，立入調査員が店舗を回っています。昨

年度は年間１０４店舗を回らせていただき，２店舗に行政指導をさせていただいて

います。 

 

（岡井委員）課の名称にはとても馴染みがあり，よく考えられていると思いますが，例
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えば，指導課の分掌事務が学校教育課の分掌事務であっても，それ程違和感は無い

と思います。そこで，今後の検討課題になると思いますが，学校教育課は学校の管

理や運営をしているということを全面的に出せば「学校支援課」とか，指導課は，

今は指導というよりも支援ということを大事にしているのであれば，例えば，「学び

支援課」等，柔らかい名称があるのではないかと考えます。今すぐにではありませ

んが，各課の分掌事務にふさわしい，もう尐しわかりやすい名称があればそれを考

えていただくのも良いのではないかと思いました。２つ目に，指導課の１９の分掌

事務にはその下に多くの業務がぶら下がっていると思います。社会の変化が激しい

中では，これらが増えることはあっても減ることはないと思いますが，本当に膨大

な事務を課長以下の職員の方々が，労苦をいとわずに一心に遂行していると思いま

す。そこで，この１～２年の間で，教育委員会事務局全体の人員的な増強等はあっ

たのでしょうか。各課で希望があれば人員の充実をしていただきたいと思います。 

 

（指導課長）人的配置については，指導課に事務の嘱託職員を入れていただいたりして

います。その他，事務の効率化等にも心掛けて，頑張っていきたいと思います。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮り

します。議案第１５１８号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正につい

て」を原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１５１８号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして２番目の議案第１５１９号「鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁

規程の一部改正について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 

 

（教育総務課長）詳細説明 

 

（委員長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（委員長）このような改正は何年ぶりですか。 

 

（教育総務課長）先ほどの１番目の議案の「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部

改正」ですが，これ程大きく改正したのは，平成１６年４月以来となります。これ
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に伴い，この事務決裁規程についても，一から見直しを加えさせていただいたとい

うことです。 

 

（委員長）課長の権限が大幅に大きくなった等の傾向はありますか。今回の改正の趣旨

について再度説明をお願いします。 

 

（教育総務課長）まず一番大きなところは，教育委員会の裁量において策定する計画等

の特に重要な事務，または人事に関する事務等については，次長や課長の決裁では

なく，教育長決裁に全て統一をさせていただきました。その他は教育長の権限を強

めたとか弱めたという考えではございません。 

 

（委員長）重要なものについては教育長決裁が増えたということですね。 

 

（岡井委員）１６ページの７の小中学校及び幼稚園の専決事頄の（１）ですが，「当該学

校等の教育課程の構成」と記載されていています。「構成」という言葉を使うのかも

知れませんが，普通は文部科学省の指導書等にも「教育課程の編成」と書かれてい

ると思います。また，アクションプランの方にも教育課程の編成という言葉で書か

れていると思います。「構成」でも良いかとは思いますが，これには何か意図がある

のでしょうか。 

 

（指導課長）以前から，この部分については「教育課程の構成」となっていまして，そ

れで支障が無いということで，そのまま使用しています。 

 

（岡井委員）今の小中学校と幼稚園の部分の（５）ですが，１件１０万円未満のものが

校長等によって決裁できるということですが，額を増やしてほしいというような要

望はありますか。 

 

（教育長）私自身は，特に今のところはそういう声を聞いたことがありません。 

 

（委員長）新旧対照表を見ていますと，指導課に関しては頄目が増えたということにな

るのでしょうか。それとも，頄目を詳細にして，権限が明瞭になっているというこ

となのでしょうか。 

 

（指導課長）できるだけ詳しく，かつわかりやすくということで，大括りになっていた

ものについて，分けられる部分は極力事務を分けて，権限を明らかにしたというこ

とです。 

 

（委員長）詳細に明記する方がやりやすいということだったのでしょうか。 
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（指導課長）誰が見てもわかりやすくということで改正させていただいています。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮り

します。議案第１５１９号「鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部改正

について」を原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１５１９号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして報告事頄に移らせていただきます。１番目の「平成２４年度アクシ

ョンプランの具現化に向けた「各課の取組」について」をお願いします。 

 

（関係各課長）詳細説明 

 

（委員長）たくさん報告をいただいきましたので，整理をしながら進めていきたいと思

います。最初にアクションプランの部分を中心にしたいと思います。説明の中で，

６つの指標を変更したということでしたが，指標の変更の根拠について，もう一度

説明をお願いします。 

 

（教育総務課長）１月のアクションプランの御報告の時点では，平成２３年度の現状値

が確定していなかった部分があり，その部分は，平成２１年度又は平成２２年度の

現状値を記入した形でお示しさせていただきました。これらの内，今回，６つの現

状値が確定してきましたので，これらを最新の数字に変更をさせていただくと同時

に，それによって目標値との関係が不整合となる４つの指標について，目標値を見

直しさせていただきました。 

 

（委員長）その４つについて，もう一度，説明をお願いします。 

 

（教育総務課長）大きなローマ数字のⅠ-ⅰ「確かな学力の育成」の「１１ 特別支援教

育の充実に努めます」の部分ですが，指標①の目標値を４５％，現状値を４３．８％

に修正しています。以前は，目標値が４０％，現状値が２７％でした。この部分に

ついては，現状値に合わせて目標値も変更させていただきました。次に，その右の

列のⅠ-ⅱ「豊かな心の育成」の「１２ いじめをなくす取り組みを進めます」の部

分ですが，目標値８件，現状値９件に修正しています。以前は，目標値９件，現状

値１５件となっていましたので，双方を修正させていただきました。次にⅠ-ⅲの「健

やかな身体の育成」の「５ 食育の推進と学校給食の充実を図ります」の部分です

が，目標値を３０時間，現状値を２８時間に修正しました。以前は，目標値が２７
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時間，現状値が２５時間でした。また，「１４ 基本的生活習慣の定着に努めます」

の部分ですが，これについては，現状値のみ２９，７５０人から３３，１４３人へ

変更させていただきました。次に，左端の大きなⅡの「２ 学校を支えるネットワ

ークづくりを支援します」の部分ですが，これについても，現状値のみ， 

５，６７９人から６，００３人に変更させていただきました。最後に，右端のⅢの

「３ 教職員の資質向上のための研修の充実に取り組みます」の部分ですが，目標

値と現状値ともに変更させていただき，目標値を２，３００人から２，４００人へ，

現状値を２，１８６人から２，３６４人に修正しています。 

 

（伊藤委員）昨日行われました全国学力テストに関連して，アクションプランの目標値

は，このテストの全国平均を上回る学校の割合を５０％としていますが，これは昨

日の結果ではなく，来年受けるテストの目標を５０％と設定しているのでしょうか。 

 

（指導課長）この指標については，今年度は昨日の学力テストでしか測ることはできま

せんので，目標値５０％については，昨日行われました学力テストに関する目標値

になります。単年度だけの目標を設定しているわけではありませんので，今年につ

いては，これまでの努力の結果をもとに，この目標値を掲げています。 

 

（伊藤委員）過去の実績が現状値１５％という部分に現れており，その上で，５０％と

いう目標を設定されたということは，現実に近い目標値を設定されたということで

しょうか。 

 

（指導課長）平成２１年度に悉皆調査を行っており１５％という結果でした。それから

数年が経過する中，市全体の傾向は掴めませんが抽出調査も実施させていただいて

います。これらの結果も考慮させていただきながら目標設定をするわけですが，今

回の目標値としては，現実的な数値というよりも，使命感というものも含めた数値

と考えています。 

 

（委員長）目標数値を定める時に，現実的に手が届きそうな数値と，使命感を伴うよう

な数値とには，尐し乖離があると思いますが，そのあたりはどうでしょうか。 

 

（指導課長）目標値５０％というのは学校数で５０％ということです。それぞれの学校

における実績値と全国平均との間に大きな開きがあるわけではありませんので，こ

の目標が必ずしも達成できない数字であるとは考えていません。 

 

（伊藤委員）「学校を支えるネットワークづくりの推進」の部分で，ボランティア登録者

数の現状が６，００３人となっており，朝の挨拶運動や読書の読み聞かせ等，色々

な形で御協力いただいていると感じています。しかし，ある会議の時に，黒板にボ
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ランティアの「有効活用」と記載されていて，ある方が「ものではなく，心のある

ボランティアが，子どもの教育に関わっているので，「有効活用」という言葉自体を

もう尐し考えていただけないか」というお話をされたということを聞いたことがあ

ります。ボランティアの方々が御協力くださることに対して，教育委員会や学校の

先生方が「御協力いただいて全面的に助かっている」というスタンスでいるのか，「ネ

ットワーク作りの一環として計画をつくったのでボランティアを集めます」という

スタンスでいるのかによって，言葉の使い方が変わります。こういうことによって

ボランティアの皆さまの熱意も変わってくると思いますが，どのようにお考えでし

ょうか。 

 

（青尐年課長）学校でボランティアの方が必要になってきた背景と言いますのは，読み

聞かせや交通指導等，学校だけでは大変だということで，地域の方々にお助けいた

だきたいということで増えていき，その後，コミュニティ・スクールや学校運営協

議会，学校支援地域本部事業という形へ進んでいきました。先程，「有効活用」とい

う言葉がどちらの黒板に書かれていたのかわかりませんが，その言葉についてはや

はり考えるべきであると思います。ボランティアの方々につきましては，学校を支

援していただくというスタンスがあるのは一つですが，もう一つは退職されて何か

自分達の力を学校の活動に活かしたいとおっしゃって下さる方々もみえまして，そ

の辺りで地域と学校が連携を進めながら，より良い学校教育を進めていくという主

旨で進めています。 

 

（委員長）いじめの件数ですが，過去数年の傾向はどのようになっていますか。 

 

（青尐年課長）いじめの件数につきまして，年々確実に上がっているとか確実に下がっ

ているということは言い切れません。例えば平成２２年度と平成２３年度とを比較

をしますと，小学校ではいじめの件数は増加しましたが，中学校では減尐しており，

年によっても変化しますので，はっきりとした傾向というものが掴めないのが現状

です。 

 

（委員長）大きな傾向として，ずっと過去よりも減尐しているとか，あるいは急激に増

えつつあるとか，そういう傾向は見られませんか。 

 

（青尐年課長）件数自体は先ほどお答えしましたように変動がありますが，関わってい

る人数は確実に減ってきています。平成２２年度と平成２３年度とを比較しまして

も，いじめにあった子どもの数というのは減ってきています。 

 

（委員長）社会的な背景もあるかもしれませんが，努力が表れてきているということで

しょうか。 



９ 

 

 

（青尐年課長）そういった形で学校を見ていただいているという成果の表れであると思

っています。 

 

（岡井委員）右から２つ目の列の特別推進頄目の「１ 安全教育を推進します」の「③

被災地と連携した防災・減災教育の推進」の頄目において，防災・減災教育はこれ

から大事にしていかなければならない教育であると思いますが，「被災地と連携をし

た」というのは具体的にどのような内容ですか。 

 

（指導課長）これは，昨年夏に本市を訪れていただきました，宮城県の女川第一中学校

との連携です。子ども同士の交流につきましては，女川第一中学校では復興教育と

して俳句づくりに取り組んでおられますので，本市の中学生が行っている短歌づく

りの活動を通して，交流を図りたいというのが一つでございます。もう一つは防災

教育の一環で，被災された教職員にお越しいただいて，講師としてその経験を伝え

ていただき，本市の防災教育の充実を図って参りたいと考えています。 

 

（委員長）それでは，次のページの教育総務課と学校教育課の取組について御意見がご

ざいましたらお伺いしたいと思います。 

 

（生貝委員）Ⅰの(３)の①の健康診断というのは，感染症の予防対策とリンクしている

のか全く別のものなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）３年前に新型インフルエンザの大流行がありまして，それを踏まえた

感染症の予防対策と，子どもの健康診断ということです 

 

（生貝委員）ここで言う健康診断というのは，通常４月頃に行う健康診断のことだと思

いますが，感染症対策とは全く関係無いですね。 

 

（学校教育課長）関係ありません。 

 

（委員長）左側のエリアに「学校経営品質をベースとした学校自己評価の実施」とあり

ますが，これは具体的にどのような頄目をどのように評価されるのか具体的に教え

てください。 

 

（学校教育課長）三重県の学校経営品質をベースとして，学校の自己評価を実施してい

ます。具体的な例を挙げますと「毎日学校へ行くのは楽しいですか」等の頄目につ

いて，保護者や子どもにアンケートを取り，その結果からパーセンテージをはじき

出し，目標と照らしてどの程度実現できたかということを，学校運営協議会や学校
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ホームページ，学校だより等で発信しています。 

 

（委員長）その頄目の中に先生方が自分自身で自己評価をするものもあるのですか。 

 

（学校教育課長）教師の自己評価もあります。 

 

（委員長）学校でばらつきがあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）学校によって差は大きいです。 

 

（生貝委員）Ⅰの（２）のランチサービスの後に中学校給食に向けての事業の推進につ

いて記載がありますが，これは重要な事業ですので，３つ目の頄目としてランチサ

ービスと分けて記載した方が良いのではないですか。 

 

（学校教育課長）中学校給食に向けての事業の推進については大きな頄目ですが，この

時点では独立して記載することはしていません。 

 

（委員長）先程の学校評価の件に戻らせていただきますが，その評価自体は，学校の先

生方はどのように感じておられるのか教えてください。負担に感じているのか，活

用できていると感じておられるのかということですが。 

 

（学校教育課長）学校経営品質が実施されたのは十数年前からになりますが，当初は抵

抗がなかったとは言えませんでしたが，学校評価をすることで職員の士気，モチベ

ーションが上がるということで徐々に浸透し，学校自己評価は定着してきました。

職員の抵抗感もかなりなくなり，前向きに捉える職員が多くなってきています。 

 

（委員長）全体としては尐しずつ評価の点数も上がってきているということですか。 

 

（学校教育課長）それは学校によりますが，実施された当初と比較すると，職員の意識

が変わりましたし，学校に対する参加意識も高くなりましたので，全体として評価

としては上がっていると考えています。 

 

（岡井委員）Ⅱ-（１）-①の学校評価の推進の２つ目の頄目ですが，「学校運営協議会に

おける学校関係者評価の実施」というものがあります。また，青尐年課のシートの

方にも「鈴鹿型コミュニティ・スクールの推進（学校運営協議会の取組支援）」とあ

りますが，これらをもう一度整理して説明していただけますか。学校運営協議会は，

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に位置付けられている組織だと思います

が，その活動内容及び協議内容はどういったものなのか，学校運営に対する地域の
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方々からの助言までは念頭に置かれていないのか等について教えてください。 

 

（青尐年課長）学校運営協議会は，全ての学校に設置されて今年で２年目になります。

昨年度は学校を支えていただくという場であったのですが，今年は更に学校運営の

課題について，委員の方々に様々な議論を重ねていただきながら，学校運営に関す

るアドバイスをいただくことや，課題解決に向けての連携ができるような会議を目

指しています。私たちはこれを「熟議」と呼んでいますが，そのためには，年間２

～３回だけでは目指す活動ができないのではないかということで，今年は，各学校

で６回程度は開催していただこうと考えています。回数ではなくて中身なのですが，

学校運営に関して御意見を頂戴するという形を目指しています。 

 

（委員長）それでは，次のページの指導課の取組について御意見がございましたらお伺

いしたいと思います。 

 

（伊藤委員）文部科学省がかなり急激な方向転換を行って，中学校の武道や小学校の英

語教育等をはじめとする，かなりきついカリキュラムを示されたと思っています。

そこで，勉強の得意な子どもや体育の得意な子ども等，能力のばらつきが出てくる

と思っています。また，学校の先生方も，今まで指導したことの無い授業を実施す

ることや，学力テストも目標値を５０％として設定されたこと等もあり，困ってみ

えるのではないかと思います。これらに対する先生方の研修もあると思いますが，

急に色々な切り替えをしていかなければなりませんし，ゆとり教育から急に授業時

間数を増やしたりすることによる「ばらつき」も出てくることと思います。このこ

とを先生方はどのように捉えて授業を進めていこうと考えておられるのでしょうか。

これまで，項位を付けることはあまり良くないということで進んで来ていると思い

ますので，そこのバランスを先生方はどのようにまとめようとしていらっしゃるの

かお伺いしたいと思います。 

 

（指導課長）ゆとり教育から新しい学習指導要領へ変わりましたが，文部科学省の方は

理念としては変わっていないということですので，その趣旨をより具体的に学校現

場で理解いただくための改訂が，今回の学習指導の改訂において行われていると考

えています。そこで，今回の学習指導要領では，その趣旨を徹底していただくため

に，文部科学省からも具体的に授業の改善方法等を先生方にお示しさせていただく

というところがありますが，学校現場におきましては，まだその趣旨の徹底が行わ

れていないという現状もございます。こうしたことから，教育委員会としては，そ

の趣旨の徹底を図りながら，子どもたちに具体的にどのように力を付けさせていく

のかということについて，先程示させていただきました４本柱として，「授業改善」

「指導力向上の研修」「組織的な学校体制の確立」「家庭地域との連携強化」の４本

の柱で，確かな学力に迫っていただきたいと思っています。その具体的なことにつ
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きましては，資料の右側の上にありますように，各学校において，適切な教育課程

をいかに編成して教科を横断して取り組んでいくか，また，活用する力を付けてい

く活動についてどのように特色のある取組をしていくか，ということになりますの

で，校長会においても，それぞれの学校に対して趣旨を踏まえた特色のある教育活

動を組んでいただくようにお願いしたところです。今後，それぞれの学校で趣旨を

踏まえて，特色のある活動を考えていただき，力を付けていくための方向性や取組

の具体的な部分を考えて行かれるものと思っています。 

 

（伊藤委員）本当に難しい問題であると思います。それぞれの子どもについて，担任の

先生がどうやって認めてあげれば良いのかという点が難しいことだと思います。尐

人数教育ということもありますので，「この子どもは，勉強は好きだが体育は嫌い

だ。」とか「この子どもは体育の時に本当に目が輝く。」という捉え方をしていただ

いて，難しいことだとは思いますが，この子は何を伸ばしてあげたら良いのかとい

うことを先生方が見極めていただくことが大切なのではないでしょうか。そして，

そういったことを保護者との連携の中でも，図っていただきたいと思います。 

 

（指導課長）見極めることについてですが，全国学力・学習状況調査は，基礎的な力，

活用する力，及び児童生徒質問紙による学習意欲等についても実態把握をする調査

でございます。このような調査を活用して実態把握をしっかりするのと同時に，今

までも推進してきましたが，尐人数教育やボランティアの方々の協力体制等は，き

め細やかな対応をするということでやっている事ですので，そうしたことを一層推

進して，一人一人に応じた教育を行っていきたいと考えています。 

 

（委員長）音楽や英語等の指導において，能力を持っていらっしゃる先生方がたくさん

いらっしゃいますが，その先生が学校を異動されると，異動先の学校ではその分野

に関して特色が出てきますが，異動前の学校にその先生の能力を残すことが難しい

現実があると思います。そういう能力を持った先生方を増やすことについて，今後，

どのように方向性を持っていこうと思っていますか。 

 

（指導課長）特色のある教育が人について消えていくということでは課題がありますの

で，そうしたことを学校の取組として学校全体の教育課程の中に位置付けて，学校

の特色として組織的に取り組んでいただくように発信をしているところでございま

す。 

 

（岡井委員）郷土教育の推進に関して，補助教材「鈴鹿の歴史」ということで，子ども

向けの鈴鹿の歴史を作っていただくというのは，初めてのことで非常に楽しみな教

材であると思います。この教材の編集の方針，対象学年，教材の特色等，分かる範

囲で教えていただきたいと思います。 
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（指導課長）現在企画中ですが，この教材につきましては，小中学生全般にわたるよう

なものを考えており，教育研究所と共同で資料的なものを作らせていただく予定で

す。その活用につきましては，適切な学年で活用していただければと思っています。

自分が学び，生まれ育った鈴鹿市について，将来にわたって，御覧いただけるよう

なものを考えています。 

 

（委員長）文科省の方針でも，郷土について知ることが，重点的なこととして挙げられ

ていますのでよろしくお願いします。 

 

（伊藤委員）「開かれた学校（園）づくりを推進します」というところですが，「保護者

の意見を聞く懇談会やアンケート調査を年３回以上実施している学校の割合」とい

う指標で，目標が１００％と設定してあります。私は，今回の資料で一番嬉しかっ

たのはこの頄目なのですが，やはり「保護者と学校がいかに意思の疎通をするか」

というのが重要で，家庭での子どもの情報も提供していただいて，学校の先生方と

連携の上で，学校教育を深めていくことがとても大切であると考えています。ただ

一つ不安になることは，参加されない保護者については，どういう手段を取られよ

うとしているのでしょうか。この指標にある「保護者の意見を聞く懇談会やアンケ

ート調査」というのは，ごく一部の保護者を指しているのか，あるいは，ある程度

この位の人数というものを考えているのでしょうか。 

 

（指導課長）この指標は，全国学力・学習状況調査の学校質問紙の中にあるアンケート

頄目でございます。各学校が懇談会やアンケートをどの程度実施しているのかにつ

いて回答した結果をもって，開かれた学校づくりが推進されているかどうかを把握

する内容の質問であり，その結果を指標にさせていただくということです。個々の

保護者との連携につきましては，御指摘のような課題もありますので，学校からの

学校便りや家庭訪問等を実施させていただきながら，各学校で様々な御意見を掴ん

でいきたいと考えています。 

 

（委員長）保護者によっては，とても熱心な方とそうでない方もいらっしゃるので，フ

ォローをしていただければと思います。では，次のページの人権教育課のページに

移りたいと思います。 

 

（岡井委員）右側の「外国人児童生徒の就学・進路支援」の欄に②就学支援教室「アク

アレラ」というものがありますが，これはどういう意味ですか。 

 

（人権教育課長）就学支援教室は，様々な家庭状況や自分の意欲に課題があって，学校

を長期欠席になっている子どもや，場合によっては不就学の状況にある子どもを，
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学校に繋いでいくための支援を行う教室として設置しているものです。「アクアレ

ラ」というのは，この教室の名前で，ポルトガル語やスペイン語で「色を混ぜた状

態のこと」を表す言葉で，多文化共生というイメージを持って付けた名前です。 

 

（委員長）現在，就学支援を必要としている生徒の人数は増えつつあるのか，傾向はど

のようになっているのでしょうか。 

 

（人権教育課長）増減の傾向につきましては年によって違いがありますが，小学校と中

学校で違いがあり，中学校になると長期欠席になる外国人の生徒が増えてきている

傾向があります。 

 

（委員長）中学生が増えた背景にはどのような理由があるのですか。 

 

（人権教育課長）一つは学習が難しくなりますので，日本語の能力がしっかりと身につ

いて授業の内容も理解できる子どもは，学校生活に馴染むことが比較的容易ですが，

日本語の能力が身に付かず学習内容がわからないことから，意欲をなくしていくと

いうことで，中学校から長期欠席になる傾向があります。もう一つは，家庭の環境

に関してですが，中学生になって親との関係が上手くいかなくなる場合があり，そ

ういったことから学校とは異なる場所に出かけてしまう等，生活が不安定になり長

期欠席につながるという傾向も見受けられます。 

 

（委員長）それでは，御意見も無いようですので，次の青尐年課のページへ移りたいと

思います。 

 

（生貝委員）Ⅰ-ⅲ-１４の④にある「愛の一声運動」という活動は，ずっと続けている

活動ですか。 

 

（青尐年課長）「愛の一声運動」は，補導員が継続的に行っている活動です。 

 

（生貝委員）主に駅や繁華街等で夜間補導をしている活動のことですか。 

 

（青尐年課長）夜間補導は特別補導として別に行っていますが，「愛の一声運動」は昼間

も行っている活動です。 

 

（委員長）現在，補導対象となる子どもは減ってきているのでしょうか。 

 

（青尐年課長）夜間の補導については，最近，子どもの姿を見かけない状況になってき

ています。これは，家で携帯電話やゲーム等をしている子どもが増えてきているこ
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とが原因と考えています。昼間は，大型店舗等で子どもを見かけることはあります。 

 

（委員長）子どもの姿というのは社会情勢により随分変化してきているということです

か。 

 

（青尐年課長）そのとおりです。 

 

（伊藤委員）子どもの携帯電話の学校への持ち込みについては，どのように取り扱われ

ているのでしょうか。 

 

（青尐年課長）どの学校も基本的に携帯電話の学校への持ち込みは禁止しています。ど

うしても家庭との連絡を取らなければならない等，特別な事情がある場合について

は，子どもから担任に申し出て，預かってもらい，帰る時に返すという形をとって

います。 

 

（委員長）他によろしいでしょうか。それでは，御意見も無いようですので，次の教育

研究所のページへ移りたいと思います。 

 

（伊藤委員）発達障がい児についてですが，保育園や幼稚園で見つかった場合，現場の

先生方から教育研究所に報告いただいて，専門の方に診ていただくような対応はさ

れているのでしょうか。 

 

（教育研究所長）発達障がいのある子どもについてですが，まず就学前の子どもについ

ては，公立幼稚園の場合は，先生の方から教育研究所に報告いただくことになりま

す。また，保育所や私立の幼稚園に関しましては，子どもに障がいが見られると，

療育センター等において，相談に乗っていただいて見つけていただくということが

ありますので，そういった機関からも御報告をいただき，私達で出向いて指導や助

言をさせていただくことがあります。小学校や中学校に関しては，できる限り複数

の先生で，「その子どものどのようなところに特徴があるのか」ということをよく見

ていただいた上で，この子どもにはこのような障がいがあるのではないか，という

連絡をいただいています。 

 

（委員長）現在，心のサポーター等による不登校児童生徒への支援は十分なのか，それ

とも不十分なのか状況を教えてください。 

 

（教育研究所長）教育相談の充実につきましては，喫緊の課題であると思っています。

教育研究所に入ってくる教育相談は年々増えている状況です。学校からも要望や要

請が多い現状ですので，スクールカウンセラーに関しましては，今年度は三重県に
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も強く要望をさせていただいて，昨年度に比べ４校増加して配置していただきまし

た。また，心のサポーターも小学校全校に配置させていただいています。 

 

（委員長）心のサポーター等から随時報告を受けていると思いますが，その内容は，ど

のような傾向が見られるのか教えてください。 

 

（教育研究所長）心のサポーターからは，毎月の結果を報告していただいて，教育研究

所で，その件数や内容を確認しています。最近は，個々の子どもの悩みや相談に答

えるということもありますが，学級や学年全体に対してサポーターとして御支援を

していただいているというケースも増えてきています。心のサポーターの方々には

大変お助けいただいている印象を受けています。 

 

（伊藤委員）保護者を対象にした「子育てトーク」の開催は，各学校で定期的に開催し

ているのか，希望校に対して開催しているのか教えてください。 

 

（教育研究所長）子育てトークについては，広報すずかで日程を公表して，臨床心理士

や適応指導教室の担当教諭との子育てトークを開催する旨，周知させていただいて

います。そして，一般市民の希望者から申し込みをいただいて参加していただいて

います。毎回１０名程度の方に参加していただいており，臨床心理士等が保護者の

悩みにお答えしたり，保護者同士で助言し合ったりというような会です。 

 

（伊藤委員）良く分かりました。それとは別に，学校単位で，例えば低学年の保護者に

対して講師の方を招いて子育てトークを行うとか，管理職の教頭先生や校長先生方

からの要望に基づいて開催するような，保護者対象の子育てトークというものはあ

るのでしょうか。 

 

（教育研究所長）今，はっきりとどこの学校がということはお答えできませんが，学校

の先生を経由して助言指導の依頼が来ますので，教育研究所から学校へ出向いて助

言指導をさせていただいたときに，保護者の方へ助言指導させていただく場合があ

ります。また，家庭教育学級等においても教育研究所に対して「良い先生がみえま

せんか」と紹介の依頼をいただきますので，そういう状況から，学校でも保護者を

対象にした講演会や勉強会等を実施していただいているものと思っています。 

 

（生貝委員）教職員の資質向上の部分に「教材作成」という頄目がありますが，放射線

教育について，福島の原発事故やその他の原子力発電所の問題を含めて，具体的に

どのようなことを教職員に理解していただこうと考えておられますか。他の先進の

県では，すでに作られて実施されている所もあると思いますがいかがでしょうか。 
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（指導課長）改訂された学習指導要領においては，放射線教育については，中学校の理

科で指導するようになっており，そのための資料は，文部科学省から学習教材が提

供されています。教職員にはそれに基づいて指導していただくことになりますが，

福島の原発事故以来，子どもたちへの指導の前段階として，教職員がどのように指

導を行っていけば良いかということが課題になっていますので，指導力を高めるた

めの研修の実施を考えています。 

 

（生貝委員）資料があれば見せていただきたいと思います。 

 

（指導課長）子どもたちに指導させていただく資料は，後ほど見ていただきたいと思い

ます。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，２番目

の「第三国定住による難民児童の受け入れについて」をお願いします。 

 

（人権教育課長）詳細説明 

 

（委員長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（委員長）学力以外に生活面に関する問題や報告事頄はありませんか。 

 

（人権教育課長）１年が経ちましたので学校生活には慣れてきた様子です。学校の時間

割の内容がよくわからないので，どのような授業内容なのか不安を抱えている子ど

もがいましたが，その問題は解決しました。また，掃除の時間や給食の時間等で，

どのようなことをすればよいのかという戸惑いがありましたが，そういうところも，

不安が出ない状態になりました。その他では，運動会，社会見学，集会活動や６年

生の児童については修学旅行等，日本の学校特有の行事がありますが，そういった

行事や保健関係の行事で未だ戸惑いがあるようです。また，保護者も保健関係の行

事の時には，様々な問診表や病歴の記載等がありますので，そのような部分で戸惑

いが残っている状態です。 

 

（委員長）交友関係はうまくいっているのでしょうか。 

 

（人権教育課長）男子児童は，サッカーやドッヂボール等の遊びを通して，活動が活発

に行われ，交友関係もスムーズに進んでいます。女子児童２人ですが，４年生の子

どもは，自分から積極的に話しかけていく性格で，学年を越えた友達もできている

状況です。６年生の子どもは尐し控え目な性格ですので，自分からはなかなか入っ

ていけず待っているような状況でしたが，担任の先生の働きかけもあり，今はクラ
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スで一緒に活動する友達もできて，安心できる生活になっているようです。 

 

（岡井委員）定住者という在留資格を付与されていると思いますが，この在留資格は期

間限定なのか，それとも希望をすれば容易に在留延長ができるのか教えてください。

また，御本人が，将来，帰国したいと考えているのかについて，分かっていれば教

えてください。 

 

（人権教育課長）在留の資格については，ずっとこちらに定住できることになっていま

す。本人の御希望ですが，今の段階では，日本でしっかり定住をしたいということ

です。特に保護者は，子どもの教育を熱心に考えておられ，日本できちんと学力を

身に付けて，世界でも活躍することができる人になってほしいという願いを持って

おられますので，日本でしっかり生活をしながら，子どもを育てていきたいという

お考えです。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，その他

の事頄に移ります。「５月教育委員会定例会の開催について」をお願いします。 

 

（教育総務課長）詳細説明 

 

（委員長）それでは，５月教育委員会定例会を５月２４日木曜日午前１０時から開催す

ることに御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので，５月教育委員会定例会を，５月２４日木曜日午前

１０時から開催することにいたします。それでは，これをもちまして４月教育委員

会定例会を終了します。ありがとうございました。 

 

４月教育委員会定例会終了 午後５時５分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

           委員長 福嶋 礼子 

 

           委 員 伊藤 久仁子 


