
１ 

 

平成２５年５月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年５月２８日（火） 午後２時から 

 

２ 場  所  鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席委員  岡井敬治，伊藤久仁子，福嶋礼子，下古谷博司，長谷川正人 

 

４ 議場に出席した職員 

文化振興部長（古川滋），教育次長（藏城郁夫），参事（小河謙一），参事兼教育総務

課長（冨田佳宏），学校教育課長（森本雅夫），指導課長（鈴木英文），青少年課長（木

村元彦），人権教育課長（篠原政也），教育研究所長（髙藤富子），参事兼文化課長（神

悦子），生涯学習課長（白塚山隆彦），参事兼図書館長（大籔宏紀），書記（片岡健二），

書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（１）【議案第 1567号】平成２５年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について 

（生涯学習課） 

（２）【議案第 1568号】平成２５年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱について 

（生涯学習課) 

 

６ 報告事項 

（１）平成２５年度園児，児童，生徒数について          （学校教育課) 

（２）平成２５年度鈴鹿市図書館運営委員会委員について         （図書館） 

 

７ その他 

（１）平成２５年度特色ある学校づくり推進事業について         （指導課） 

（２）６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 ０人 

 

（委員長）それでは，平成２５年５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，下古谷委員にお願いいたします。それでは，議事に入ります。１番目の議

案第１５６７号及び２番目の議案第１５６８号については互いに関連する議案でご

ざいますので，一括上程とさせていただきます。 

 

（書記）議案１５６７号及び議案１５６８号を朗読 



２ 

 

 

（教育長）鈴鹿市社会教育委員及び鈴鹿市公民館運営審議会委員の任期満了に伴い，次

期委員を委嘱するについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第１０

号の規定により，この議案を提出しました。詳細は生涯学習課長から説明いたしま

す。 

 

（生涯学習課長）それでは，私からは議案第１５６７号「平成２５年度鈴鹿市社会教育

委員の委嘱について」及び議案第１５６８号「平成２５年度鈴鹿市公民館運営審議

会委員の委嘱について」一括して説明申し上げます。２ページを御覧ください。平

成２５年度鈴鹿市社会教育委員名簿でございます。社会教育委員は社会教育法及び

鈴鹿市社会教育委員条例に定められた委員でございまして，学校教育及び社会教育

の関係者，学識経験のある者の中から，教育委員会が委嘱することとなっておりま

す。任期は，条例の定めるところにより１年でございまして，平成２５年６月１日

から平成２６年５月３１日まででございます。委員の構成については，まず，学校

教育関係者といたしまして，鈴鹿市立旭が丘幼稚園長の石田典子様，鈴鹿市立郡山

小学校長の大薮延子様，鈴鹿市立白鳥中学校長の中道公子様でございます。この３

名は，幼・小・中の園長会・校長会において御協議いただき御推薦いただいた方々

でございます。次に，社会教育関係者でございます。選出にあたりましては，本市

の社会教育関係団体及び公民館長から御推薦をいただいております。鈴鹿市青少年

育成市民会議会長の名村一宏様，鈴鹿市ＰＴＡ連合会長の名和利昌様，鈴鹿市立郡

山公民館長の羽田規夫様，鈴鹿市スポーツ少年団副本部長の佐々木美喜様の４名で

ございます。最後に，学識経験者といたしまして，社会教育委員として永年御指導

いただいております，鈴鹿市生活学校会長の北川友代様でございます。以上，８名

の方を選考させていただきました。続いて議案書の４ページを御覧ください。平成

２５年度鈴鹿市公民館運営審議会委員名簿でございます。公民館運営審議会委員は

社会教育法及び鈴鹿市公民館条例に定められた委員でございまして，委嘱の方法及

び任期につきましては，先に説明をさせていただきました社会教育委員と同じでご

ざいます。委員の構成につきましても，社会教育委員と同様に，学校教育及び社会

教育の関係者，学識経験のある者の中から，教育委員会が委嘱することとなってお

ります。また，メンバー構成につきましても，社会教育委員とほぼ同様ですが，公

民館の運営を審議するといった委員の職務内容から，現役の公民館長ではなく，元

公民館長を充てることとし，御覧のとおり，８名の方を選考させていただきました。

なお，両委員とも，選考にあたりましては，「審議会等の設置及び見直しに関する要

綱」に基づき，全体の構成員に対して，女性委員の構成比率が４０％以上となるよ

う努めることとなっていることから，両委員とも８名中それぞれ５名の方を女性委

員として選考させていただいており，女性委員の構成比率は６２.５％でございます。

以上，よろしく御審議の上，御承認いただきますよう，お願い申し上げます。 
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（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）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１５６７号「平成２５年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について」及び議案第

１５６８号「平成２５年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱について」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１５６７号及び議案第１５６８号を原案

のとおり承認いたします。続きまして，報告事項に移らせていただきます。１番目

の「平成２５年度園児，児童，生徒数について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）平成２５年度の幼稚園及び小中学校における，園児・児童・生徒数に

ついて報告いたします。１ページの平成２５年５月１日現在の鈴鹿市立幼稚園の園

児数でございますが，４歳児は２８８人で８園９学級，５歳児は３７１人で１７園

１９学級，全体で２８学級６５９人となっており，本年度は６園休園となっており

ますことから，昨年度より７２人の減少で，学級数としては６学級の減少となって

おります。次に２ページの小学校は，右下の６学年総計で１万２,０４９人，４９０

学級となっており，昨年度より２１７人，１２学級の減少となっております。また，

３ページの中学校は，３学年総計で６,２００人，２１３学級となっており，昨年度

より１５６人，７学級の増加となっております。小中学校全体の児童生徒総数は，

１万８,２４９人，７０３学級となり，昨年度より６１人，５学級の減少となってお

ります。以上でございます。 

 

（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。 

 

（福嶋委員）２－２ページのところで，特別支援学級の実際の数と将来の見込みが示さ

れていますが，障がい児の数は将来減少，教室数も減少という予測になっています。

その根拠を教えてください。 

 

（学校教育課長）この表は１０年推計と申しますが，学級数，児童生徒数の見込みをた

てるために県の教育委員会に提出する書式を基にしております。その計算の方法は，

現在，在籍している児童生徒数を基に記載していますが，将来については，卒業し

た児童生徒を減らしていくことになっています。よって，特別支援学級の児童生徒

については，ある一定の年度までいきますと，それ以降は最終年度まで変わらない

数になることになり，その結果としてこのような推計になっています。 
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（福嶋委員）最近の傾向として，支援を必要とする児童については，細やかに数えてき

た傾向があり増えつつあると思っています。その点においては，この実数と差があ

ると思いますがいかがでしょうか。 

 

（学校教育課長）推計として上げさせていただいている数字ですので，年度ごとに減少

し，ある年度からは変らない数字となります。この人数については，実際にはどの

ようになるかを推計しようとすると，別の計算式等を考えて推計していくことが必

要になると思います。現状では，こういう形で推計していますので，これ以外の数

字は手元にはございません。 

 

（岡井委員長）２ページの小学校の児童数についてですが，児童数の学校間の格差があ

ると思います。６５０人から９９０人在籍している学校も数校ありますが，一方で

は１００人に満たない学校，あるいは１００人を少し超えた学校もあります。この

ような学校規模の格差を是正するような基本方針のようなものがあれば教えてくだ

さい。 

 

（教育総務課長）実際，大きな学校になると小学校では旭が丘小学校や稲生小学校の人

数が多くなってきています。中学校になりますと白子中学校が多くなってきており，

文部科学省の基準であります３０学級を超える大規模校になってきています。そこ

で，事務局内部で検討しておりますが，校区について見直しを考えていきたいと思

っています。 

 

（福嶋委員）住んでいる場所によっては，どちらの学校へ行っても良いという地区は，

今現在，かなりあるのですか。 

 

（教育総務課長）一部ございます。どちらかというときちんと分ける方向ではあります

が，新設校ができた場合等，過去の経緯から，例えば姉がある学校へ通って新たに

入学する子どもは違う学校へということではなく，兄弟で一緒の学校へ通うという

こともありますので，共通学区のような扱いの部分も一部ございます。学校区が入

り組んできていますので，今後，そういうことも検討していきたいと考えています。 

 

（伊藤委員）幼稚園の園児数が少なくなってきており，向こう１０年の数を見ると非常

に辛いものがあります。小学校自体も非常に人数が減ってきています。そこで，学

校への地区通学団の地区割を一度大きく見直していただけるとありがたいと思いま

す。私ごとですが，孫が通学する際に近所に子どもがおらず，学校がすぐそこに見

えているのに，他の通学団を待ってからその集団に入って行く状態で通っています。

その子どもの親の時代は十数人で通っていたと思いますので，子どもが減ってきた

時には，その地区割りを見直してもらいたいと思います。地区の先生もお見えにな
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るかと思いますが，そういう方も４月時点でどこへ入っていくのか，なかなか決ま

らなかったことがありました。これだけ数字がはっきり把握できていますので，学

校内で地区自体を再編成していただいて，新入学時には早めに通学方法を御指導い

ただくと，保護者も助かるのではないかと思います。減少傾向が続きますので，今

後こういうことは起こり得ると思いますので，学校へもお願いしていただきたいと

思います。 

 

（委員長）集団登校の時の地区割りのことですね。 

 

（教育次長）これにつきましては，各学校で，毎年，年度初めに地区割を地区の人数に

応じて見直しているというのが実態でございます。教育委員会でどうこうするとい

うことではなく，各学校において検討していくということで考えています。 

 

（伊藤委員）年度初めですと４月入ってからになります。それをもう少し前にしていた

だき，３月ごろに就学前健診がありますが，その時期ごろにお話をしていただける

と良いのではないかと思います。私の孫の場合も，どの通学団に入るのかというこ

とがなかなかはっきりしませんでした。年度初めではなく，その１，２カ月前にし

ていただくとありがたいと思います。 

 

（教育次長）各学校の実情をみまして検討させていただきます。 

 

（下古谷委員）中学校についても神戸中と白子中において，学級数が多いと思いますが，

将来的なビジョンを考えていますか。 

 

（教育総務課長）白子中も県内有数のマンモス校ということで３０学級を超える数字に

なってきています。これも同じように校区の見直しを考えたいと思っています。 

 

（福嶋委員）資料の１－２ページですが，今後１０年間の推移予測数で幼児数を見てい

ますと，全国的には少子化ということで減少傾向にあると思いますが，鈴鹿市の場

合は，それほど右肩下がりになっていませんので，人口も減らないと解釈してよろ

しいのでしょうか。都市計画審議会のときにも，鈴鹿市の人口動向についてお話を

聞きましたら，鈴鹿市は県内の市町の中では，それほど減らない方であるという答

えが返ってきたと思います。 

 

（教育総務課長）前回の国勢調査の結果からみても，県内の市町の中でも鈴鹿市は人口

が伸びている市ではありますが，子どもの数についてはゆっくり減っています。他

市町に比べて下がり方が緩やかというだけで，やはりゆっくりと減少しています。 
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（伊藤委員）これは，教育委員会の話ではないと思うのですが，日本が少子化になって

きている中で，子どもの数を増やそうとすると，新しい産業を誘致して近隣に団地

ができるとか，都市部等では区によって子どもの支援の金額が違うとか，そういっ

たことがあると思います。例えば四日市市よりも鈴鹿市の方が子どもに対する優遇

政策を取ると，少し引っ越しがあるのではないかと思います。そういうことは検討

されておられるのでしょうか。東京では，２３区が色々考えて政策を打ち出してお

り，区間で競争をしています。待機児童が０人になったとか，医療費補助の優遇等，

区の特色を出しています。若い母親はこのようなことに敏感で，少しぐらい通勤が

長くても子どもの住環境が良いところを探してみえると思いますので，今後，機会

があれば考えていただいてはどうでしょうか。このようなことをしないと子どもは

増えないのではないかと思いますので，住環境ということで難しいとは思いますが，

どこかで考えていただければありがたいと思います。 

 

（下古谷委員）鈴鹿市の医療費助成も，以前は７才くらいまでだったのが，小学生後半

か中学生ぐらいまでに延長され，少し支援が拡充していると思います。 

 

（委員長）子育て支援策の方についても，教育長の方でもまた御意見として伝えていた

だければと思います。他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「平成２５年度鈴鹿市図書館運営委員会委員について」をお願いし

ます。 

 

（図書館長）それでは，私からは報告事項の２番目「平成２５年度鈴鹿市図書館運営委

員会委員について」説明申し上げます。４ページを御覧ください。平成２５年度の

鈴鹿市図書館運営委員会委員でございますが，鈴鹿市市民委員会規則に基づき，６

月１日から来年５月３１日までの１年間，名簿の９人の委員の皆様を委嘱するもの

です。なお，図書館運営委員会は，法令・条例に基づくものではありませんので報

告案件とさせていただいています。名簿順に，学識経験者から佐藤毅様，衣斐弘行

様，社会教育関係者から鈴鹿市青少年育成市民会議事務局長の林佳代子様，鈴鹿市

ＰＴＡ連合会研修副部長の舘智子様，郡山公民館長の羽田規夫様，学校関係者から

鈴鹿工業高等専門学校学生課図書係長の柳瀬智紀様，三重県学校図書館協議会鈴鹿

支部長で清和小学校長の松葉たみ子様，ボランティアグループからお話会「アリス」

代表の木村由美子様，音訳グループ「鈴の音」代表の太田美千代様の９名で，この

中で舘智子様と松葉たみ子様の２人が新しく委員となっております。また，女性委

員の登用比率でございますが，本委員会におきましては，委員９名中５名の女性委

員を登用しており，女性委員の構成比率は５５.５％でございます。以上で報告とさ

せていただきます。 

 

（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。 
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（福嶋委員）図書館，博物館，資料館は鈴鹿市の文化の下支えというか，非常に大切な

機関ですので，活発に運営委員会を開いていただいて，新風を図書館に吹き込んで

いただければと思います。委員の方は素敵な方たちばかりですので，何か新風のよ

うな取組等があれば少し補足していただければと思います。 

 

（図書館長）運営委員会は，例年は年２回の開催ですが，今年度は４回開催させていた

だきます。これは，去年から様々な提言や議会からの御意見をいただいたり，皆さ

んからの御意見が多様になってきたりしており，サービス内容を見直さなければな

らないということで，今年度中にサービス方針を作る取組を進めるためです。具体

的には昨年度１１月末に意識調査を実施し，その一部の内容についてはお示ししま

したが，そのアンケート調査の結果を元に，サービス方針を作っていきたいと考え

ています。 

 

（福嶋委員）ありがとうございます。既存の考えにこだわらず，活発にやっていかなけ

ればならないと思います。 

 

（委員長）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，その他の事項

に移ります。１番目ですが，毎回の定例会におきまして，様々な教育課題の中から

今日的なテーマを選んで意見交換をしています。今回は「平成２５年度特色ある学

校づくり推進事業について」意見をいただきたいと思います。それでは，担当課の

説明をお願いします。 

 

（指導課長）それでは，私からは，その他事項の１番目「特色ある学校づくり」につい

て，説明申し上げます。１ページを御覧ください。「特色ある学校づくり推進事業」

は，市内小中学校に企画公募しまして，応募のあった各学校の企画について，教育

委員会内に設置した教育次長を委員長とする企画審査委員会において審査を行い，

推進モデル校候補を選定し，教育長の決裁を受け，決定をいたしました。この事業

の目的については，本市におきましては，昨年度実施しました全国学力・学習状況

調査で，日常の中での知識・技能の活用力，問題解決的な思考力，教科横断的な思

考力が課題となっており，このような力を付けるためには，単に教科の学習だけで

なく，学校全体で組織的に子どもや地域の実態に即してカリキュラムマネジメント

を行い，特色のある教育課程の編成を行う必要があります。また，学力の３要素の

１つである学習意欲を高めていく必要もございます。各学校においては，学力向上

に向けてそれぞれ学校経営に努めていますが，教育委員会としましても，こういっ

た取組を支援していくために，特色ある学校づくりを推進していく基盤づくりを支

援して参りたいと考えています。本事業を行うにあたっては，事業の趣旨を踏まえ

て，次の７つの要件を満たすことを求めております。１つ目は，単年度事業としま
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すが，単年度で取り組みを終わらせるというものではなく，持続的に取り組む事業

であることです。２つ目は，事業名・テーマについて，特色を端的に表し，学校や

家庭や地域の心を一つにすることができるキーワードになっていることです。３つ

目は，特色ある教育活動が学習指導要領に基づくものでなければならないというこ

とです。４つ目は，学校長の経営方針に基づき，特色ある教育活動が教育課程上に

位置付いていることです。５つ目は，その活動が児童生徒の実態を踏まえたもので

あることです。６つ目は，この取組によって教職員の指導力向上に資するものであ

ることです。最後に７つ目は，推進体制が確立され，計画の実現性があることです。

これらの要件につきまして，企画審査会の中で点検をして，審査をしていただきま

した。学校での取組の流れにつきましては，３番にありますが，次のページの特色

ある学校づくり事業図を見ていただきながら説明いたします。まず，取組は子ども

たちの実態を踏まえたものである必要があります。新体力テストや全国学力・学習

状況調査等から児童生徒の実態を把握していただきます。さらに，学校経営品質等

により見えてくる教職員の実態や家庭・地域の実態も踏まえて，学校の教育環境の

実態を把握します。こうした実態の中から，教育課題を明確にするとともに，その

課題解決に向け取組に活かせる学校や地域にある「学校の宝」を洗い出し，学習指

導要領に従いながら組み立てるといったマネジメントを行います。このようにして

組み立てた計画を，学校運営協議会等で地域や家庭の理解や協力を得ながら，それ

ぞれの学校の特色として学校・家庭・地域が一体となって基盤づくりを行うコンセ

ンサスを形成し，特色ある学校づくりに取組んでいただきたいと考えています。今

回は，小学校６校，中学校３校の９校が実践推進校として選ばれています。３，４

ページに一覧を掲載していますので，簡単に紹介をさせていただきます。１校目は，

加佐登小学校です。「表現力を育む学校づくり」をテーマに，教科と関連した学校図

書館の活用や国語学習の発表の場として「国語の広場」の設置等の取組を行います。

２校目は，桜島小学校です。外国人児童の割合が高いことから，「日本語教育を通し

た伝え合う力の育成」をテーマに，国語の授業と連携・接続した日本語教室におけ

る日本語指導や，豊かな読みや分かりやすい表現を支援するための視覚教材の活用

を進めます。３校目は，白子小学校です。「白子地域の歴史，産業，人を活かした総

合的な学習の時間の創造」をテーマに，商店，漁業，伝統産業，防災等の白子地域

にある資源を活用し，教科，生活科，総合的な学習の時間を横断するカリキュラム

の作成や，学校図書館を調べ学習のために積極的に利用するよう取り組んでいきま

す。４校目は，鼓ヶ浦小学校です。「海との共生」をテーマにアカウミガメの産卵環

境の保護活動を通した命の尊さや，環境保護の大切さを学んでいきます。また，海

岸地域に学校があることから，ハザードマップづくりとそれを活用した減災教育に

も取り組んでいきます。５校目は，牧田小学校です。学校に在籍する外国人児童の

割合が１６％と高いことから「多文化共生教育を基軸とした学校づくり」をテーマ

に，社会科，生活科，特別活動における年間を通した多文化共生教育の取組を進め

ていきます。６校目は，明生小学校です。「豊かな学びを創造する明生コミュニティ
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ースクール」をテーマに，地域人材，企業との連携を活かした教育活動を推進して

いきます。７校目は，千代崎中学校です。「未来を切り拓く力を育成するキャリア教

育の推進」をテーマに，キャリア教育の系統的な年間指導計画を作成し，地域人材

を活用した地域学習を推進します。８校目は，鼓ヶ浦中学校です。「『共に学び合う

授業』の創造を中心とした学校づくりの推進」をテーマに，仲間と共にくらしを高

める「主体的な生活・学習習慣」の育成を目指します。最後に９校目は，平田野中

学校です。「平田野中ものづくり人材育成プログラム」をテーマに，生徒の興味関心

を高める理科の授業改善に取り組むとともに，ロボットコンテスト出場を目指した

ロボット製作に取り組みます。今後，指導課といたしましては，指導主事の計画的

な訪問を行う等，実践校における事業の進捗状況を把握するとともに，適切に指導

助言し，それぞれの学校が特色ある学校づくりを推進していただけるよう支援して

まいりたいと考えています。実践推進校の成果については，広く市内の小・中学校

に還流していきたいと考えていますので，年度末には冊子にまとめ配布してまいり

たいと考えています。以上でございます。 

 

（委員長）ただいまの説明に，御意見・御質問などございましたら，お願いします。 

 

（伊藤委員）これを最初に見せていただいたときに，先月お示しいただいたアクション

プランの中に，この取組を入れていただいていたかどうかと思い，もう一度アクシ

ョンプランに目を通しましたが，見つけられませんでした。この事業は，あの時点

で計画として出ていた事業なのでしょうか。それとも，今までも行っていた事業な

のですか。 

 

（指導課長）この事業につきましては今年度からの新規事業です。アクションプランで

は，指導課の具体策の中央に特色ある学校づくりを掲げさせていただいています。

今後，本市として学力を上げていくために，特に課題のある活用力を高めていくた

めには，教科だけではなく教科を横断した取組や総合的な学習等の教育課程を編成

していく必要があることから，特色ある学校づくりを推進していきたいと考えてい

ます。 

 

（伊藤委員）この取組はとても発展的な取組で，凄いことを考えられたなと思っていま

す。小学校が２０校，中学校１０校の３０校の中から審査され，採択校が９校とい

うことですが，残りの２１校については，どのようなテーマで取組んでいくのかと

いう資料はお持ちですか。 

 

（指導課長）それぞれの学校から企画を出していただきましたので，書類はあります。 

 

（伊藤委員）今回，学校では，特色ある学校づくりを推進していこうということで，資
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料づくりをされた時点から先生のモチベーションは上がっていると思います。教育

委員会に資料を提出されるまでに，先生方は様々な討議をされたと思いますので，

この時点でこの事業のどれだけかは進んでいると思います。そこで，皆さんが様々

検討された内容の書類について，残りの学校についてもどういう内容の取組を考え

ていたのかを知りたいと思います。資料には，各学校における学力向上の取組みや

テーマと共に，弱みを克服するための工夫等について，先に説明された要件を満た

すように考えられたと思いますので，次回で結構ですので，どのような事業を皆さ

んが提案されていたのかを教えてください。 

 

（指導課長）次回までに資料を用意させていただきます。 

 

（下古谷委員）予算的な規模を教えてください。総額と一つのプランにどれくらいの額

を配当されるのかを教えてください。 

 

（指導課長）予算につきましては，総額３００万円を計上しています。要綱の中にもあ

りますが，予算については審査の上で学校長と調整させていただくということにな

っていまして，この企画の公募期間が非常に短かったこともありまして，先進地視

察や講師の謝金等の部分で少し調整させていただいているところです。各校の配当

額は，少ない学校で２０万円程度，多い学校で５０万円程度の予算を考えています。 

 

（下古谷委員）事業の要件の（１）番のところで基本的には単年事業とする。ただし，

特色については持続的に取組を行うものとあります。この「持続的」という意味で

すが，５年計画等の区切りがあるのですか。それとも今後，学校として継続してい

くという意味なのですか。 

 

（指導課長）本事業は，特色ある学校づくりの基盤を作っていただくということです。

ですから，その基盤づくりは，少なくとも３年は取り組んでいただきたいと考えて

います。計画段階では地域に根差したものということですので，学校の方では３年

間という年限を区切って考えているわけではなく，それぞれの学校の特色として，

長いスパンで取り組んでいきたいという思いで構築していただいているのが現状で

ございます。 

 

（伊藤委員）単年度事業の意味の解釈ですが，総額３００万円の予算は，平成２５年度

のみで，その後の例えば３年間はどうなるのですか。 

 

（指導課長）特色ある学校づくりは，実は，事業化する前の昨年度から，各学校に対し

て推進していただきたい旨をお伝えさせていただいていました。本年度は，学力を

上げていくということが重点であり，これには相当な覚悟が必要な実態があります。
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そこで，学校や先生方にモチベーションを上げていただくための起爆剤になるよう

な事業を組ませていただき，今後の基盤にしたいということで３００万円にさせて

いただきました。次年度以降については，この３００万円は同じ学校にということ

ではなく，できれば，なるべく多くの学校に事業を計画していただき，特色ある学

校づくりを進めていただきたいと考えています。また，市の方の金銭的な支援は単

年度事業になりますが，特色を持つことにより，市の予算の他にも，国や県の事業

を活用できる機会も増えてまいりますので，そのような事業も活用しながら，ぜひ

継続していっていただきたいと思います。さらに，基盤づくりですので，今後，予

算がかからないような計画を採用しており，今年は予算があるからできるが，来年

以降，予算がなくなったら特色がなくなるようなプランは採用していないと考えて

います。 

 

（福嶋委員）それぞれの学校には，例えば，しっかり宝がある学校とか，キーマンがい

る学校等といった様々な状況があると思います。私は，選考に関わらせていただき

ましたが，今回応募してきた学校の中で，どのような学校がより良い企画を出して

きたのかという傾向はあったのでしょうか。 

 

（指導課長）特色ある学校づくりについては，昨年度から進めていただくようにお願い

していたところがございます。また，昨年度は，全国学力・学習状況調査がござい

まして，その見直しが各学校で行われており，こういった取組の必要性を感じられ

ていたり，既にその取組の一部を始めたりしている学校もあると思います。御質問

の件については，一言でまとめるのは難しいですが，学校の宝や課題を整理してま

とめられる校長先生のリーダーシップがやはり大きいのではないかと思いました。 

 

（福嶋委員）やはりリーダーになる方，校長先生の資質が大きなボリュームを占めると

いうことですね。 

 

（指導課課長）実際に計画を立てる実務については，各学校のリーダーがされることが

あると思いますが，それをまとめて学校経営に位置付けられるのは学校長の力だと

思います。 

 

（福嶋委員）今後は，単に１校だけではなく，その成果を各学校に浸透させることが，

活きたお金の使い方になると考えますが，これについてはどのようにお考えですか。 

 

（指導課長）一つは，現時点では３月末にまとめの報告書を出していきたいと考えてい

ます。また，それだけではなく，「進捗状況を見ながら」ということになりますが，

例えば平田野中学校では理科の成績が良いこともあって，今回，理科を題材にして

いただくということですので，１０月には授業を公開して，市内の理科の先生に集
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まっていただき研修を行う等，それぞれの学校から発信ができるように働きかけも

していきたと思っています。 

 

（教育長）９つの提案が選ばれたわけですが，逆に，提案されたものの内，選ばれなか

ったもの，上位に評価されなかったものの課題について，要綱と照らし合わせてど

ういう部分に課題があったのかを教えてください。 

 

（指導課長）選ばれなかった学校についても，それぞれ一生懸命考えていただいたとこ

ろがあります。ただ，文書で評価をしましたので，一番大きな課題としては，特色

としてテーマを一つに絞り切れていないところがありました。学校では，様々なこ

とに取り組んでいますが，計画を立てていく段階で，あれもこれもになってしまい，

一つに絞れていなかったということです。もう一つは，子どもの活動する姿，子ど

もが育っていく姿が，文書から見えにくかった点が上げられると思います。こうい

う活動をして子どもがこんなことで輝いたり，こんなふうに力を付けたりしていく

ということが見えないという点がありました。あくまで文書ですので，書き表され

ていなかったのだと思いますが，そのような部分が気になりました。 

 

（岡井委員長）３０校の中から９校を選考するにあたり，選考も御苦労されたと思いま

すが，選考に洩れた学校の内，興味深い取組や魅力的な取組について，１，２校印

象に残っているものがあれば教えてください。 

 

（指導課長）指導課長という立場上，それぞれの学校で，特色ある学校づくりに取り組

んでいただいておられて，その情報も持っていますので「ここをこういうふうに文

書に表現すれば良かったのに。アピールできたのに。」ということはありました。一

つだけこの取組が良かったというのはなく，どの学校も特色がありました。その内

９校を採択し，２１校は漏れたということですが，漏れた学校の内容が，現実の内

容として駄目だったということは考えていません。この事業は，これまでの取組み

を少しバージョンアップする事業ですので，学校と地域とが一体となって，学力を

つけていくために教職員や地域の方とが心を一つにしてやっていくということが重

要です。そういったことをマネジメントする，まとめ上げていく部分で２１校の方

には課題があったと思います。 

 

（福嶋委員）選考に関わらせていただいた印象ですが，今回が初めてでしたので，各校

とも手探り状態という部分があったと思います。どのように計画書を作成すれば良

いのかという点で，初めからしっかり書けている学校と，少しチャンネルが違って

いる，少し引いて様子を見ている学校があるように感じました。どちらかというと

甲乙つけがたいというよりは，むしろ，「良いところは良くて，もう少しのところは

どうも」という印象を受けました。これは，やはり，宝探しがうまくできていない
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のではないかという印象を持ちました。次年度は，皆さんの提案が甲乙つけがたい

ものになると思います。 

 

（伊藤委員）皆さんが背水の陣を敷かれて，起爆剤になるようにと，新しく取り組まれ

たことですので，募集期間が短かったということはありますが，本当に一生懸命取

り組まれた結果だと思います。書類選考というのは，とても書きにくいし読むのも

大変だと思いますので，よく企業でコンペを行いますが，もしこの事業が次年度も

続くようでしたら，コンペ方式でプロジェクターに映してもらって，今年度の結果

も踏まえて，もう少しアピール度を高くしていただくと良いと思います。また，今

回は教育委員会の中で選考していただきましたが，やはり特色ある学校については，

地域の協力を得ながら進めることですので，例えば地域の自治会長の方に一人程度

入っていただくとか，学校経営を本当に考えてくださっている人を一人程度入って

いただく等，選考委員を増やしていただくという方向でお願いできたらと思います。

せっかく完成度の高い事業を考えていただいていますので，もう少し掘り下げてい

ただいて，先生方が，一年間大変でしょうが達成感のある事業にしていただきたい

と思います。また，事業の７つの要件を満たすのは，盛りだくさんで結構難しいと

思いますので，これを書類に網羅して訴えるということは，結構大変だっただろう

と想像します。 

 

（指導課長）審査については，当初，学校のヒアリングも考えていましたが，期間が短

いことと，応募校が多いということがあり，時間がかかってしまいますので，この

ような形にさせていただきました。提案する様式等は，変更していくことも可能で

すので，できるだけ各校の実践がわかるよう形を検討していきたいと思います。ま

た，審査委員の選定ですが，市民の方に理解をしていただくことは大事なことと考

えていますが，この事業の大きな目的に学力向上がありまして，そういった観点か

らの審査が必要で，「この取組はおもしろいなあ」ということだけでなく，それが学

校教育として，子どもたちの活用する力を伸ばしていくことができるものかどうか

が審査の重点になるという考えもあり，現在のメンバーにさせていただきました。

現時点ではこの形で続けていきたと思っていますが，また企画の段階で，今年度の

事業の進捗状況やまとめを見ながら，来年度の事業については考えていきたいと思

っています。 

 

（下古谷委員）２ページのイメージ図を見せてもらいますと，各校で学校の良い点を洗

い出して特色づくりをしていこうという形ですが，逆にマイナスな面，悪い点を改

善していこうということに対する助成事業はあるのですか。 

 

（指導課長）この資料の一番下の部分の実態把握のところで，強み弱みを明らかにして

いただいています。そして，この事業では弱みを改善していくことを基本としなが
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ら，それぞれの地域や学校にある強みの部分を宝として洗い出していただいて，そ

の両面からこの事業を組みたてていただきたいと考えています。 

 

（下古谷委員）弱みそのものも踏まえてやっていきたいということですね。結果が楽し

みですね。 

 

（委員長）他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

「６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）６月教育委員会定例会でございますが，６月２４日月曜日午後２時か

ら開催したいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（委員長）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,６月教育委員会定例会を６月２４日月曜日午後２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５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。 

 

５月教育委員会定例会終了 午後２時５８分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

           委員長 岡井 敬治 

 

           委 員 下古谷 博司 


