
1 

平成２５年度第１回教育委員会懇談会 

 

１ 日 時 平成２５年８月２１日（水） 午後２時～午後４時４５分 

 

２ 場 所 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 出席職員 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），書記（片岡健二），書記（岡憲利） 

 

５ 事 項 

（１）平成２４年度教育委員会活動の点検評価に係る二次評価（教育委員評価）について 

 

６ 傍聴人 なし 

 

 

（委員長）みなさん，こんにちは。ただ今から，平成２５年度第１回教育委員会懇談会を開

催いたします。本日の会議録の署名委員は伊藤委員にお願いします。それでは，協議事

項に入ります。平成２４年度教育委員会活動の点検評価についてですが，８月教育委員

会定例会におきまして，一次評価と有識者の意見について報告がございました。本日は，

二次評価としての教育委員評価について協議したいと思います。各委員からすでに意見

をいただいております。それを基に事務局で二次評価（案）を作成していただいていま

す。資料の左側に委員からの意見，右側に教育委員の二次評価（案）が記載してありま

す。二次評価（案）について御意見がありましたらお伺いしたいと思います。また，今

日は，懇談会ということですので，委員からの意見に対して，課長や所長からも活発な

質問や意見をいただければありがたいと思います。これまでの取組を振り返り，これか

らの取組につなげる機会にしたいと思いますので御協力をよろしくお願いします。それ

では，１ページから進めてまいります。「少人数教育を充実し，自ら学ぶ力を育みます」

の部分についてはどうでしょうか。 

 

（教育長）この中身を検討していただく前に，私が読ませていただいて思ったことがありま

すので，ぜひこの評価をしていただくに当たって，意識の共有を図りたいと思います。

今，教育委員会制度そのものが，色々と国でも言われていますが，今の制度では，鈴鹿

の教育についての方針や事業，予算等については，この場で諮っていただいていますし，

事業の中心主体はこの教育委員会であります。それに対する評価ということですので，

あくまで自己評価になると思います。そこで，この評価の中身を見ていると，第三者的

な考え方というか意見もありますので，そうではなくて，自らを評価する形で整えてい
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きたいと思います。その意味では，教育委員が評価したということは，来年度どうする

のかということに繋がっていかないと意味がありませんので，そういった責任が持てる

内容にまとめていく必要があると感じました。もう一つは，ＰＤＣＡの中での評価です

ので，計画に基づいた評価という形で実施する必要があります。そして，もう一つは，

来年度からどうするかということになりますが，今までのやり方ですと，各所属で一次

評価をして，その後に有識者の評価をしています。それを受けての教育委員としての評

価となっていますので，有識者評価についても勘案しながら評価をすることになります。

そうすると，一次評価と有識者評価とを行ったり来たりしてしまいますので，最終案作

りが難しくなってくると思いますが，その辺りはいかがでしょうか。 

 

（委員長）教育長から今，まとめるにあたっての共通認識ということで御意見がありました。

ＰＤＣＡの流れの中での評価ということと，あくまでも教育委員自身の評価であるとい

うことでした。また，一次評価と有識者の評価を踏まえて考えていると，振り出しに戻

るということもよくわかりますので，そういうところに注意を払いながらまとめていき

たいと思います。私も一次評価や有識者の評価をみせてもらいましたが，直接事業を実

施している担当課が事業の状況や課題をみて，基本的には多岐にわたって，横の連携も

しっかり取りながら，教育長の下，事務局一丸となって良くやっていただいていると思

います。ただ，基本的には，私は，一次評価と有識者の評価をみて，これからの取組の

課題につなげていければと思っています。 

 

（教育長）来年からは，有識者評価を最後に持っていくのも良いのではないかと思います。

一次評価をして，それに基づき教育委員の二次評価を実施して，その後，有識者の評価

をいただくというのが良いのかなと思いましたので。 

 

（下古谷委員）非常に気になっていたのが，最初の「制度の主旨」の部分で，教育委員が自

ら点検評価を行うとありますが，これが教育委員なのか教育委員会なのかという部分で

疑問に思っていました。やはり教育委員となれば，私たちが先に評価をした後で，有識

者に評価していただいた方が良いような気がします。 

 

（福嶋委員）自己評価となればそのほうが良いかもしれません。また，二次評価を行うにつ

いては，散漫になってもだめなので，どれぐらいのボリュームで作成していくのかとい

うことを決めておく必要はないですか。現在の資料は順序別に書いてあって，全体とし

てまとまっているわけではないですから，まずは，それをどういうふうにしていくのか，

一本の文章でまとめていくのか，そのあたりについてもはじめに決めておく必要はない

でしょうか。 

 

（伊藤委員）私が，教育委員になってから一つわからないところがあります。文部科学省の

学習指導要領というのがありますが，それは，やはり基本的には１００％守っていかな

ければならないものなのでしょうか。都市部と地方の違いもあると思いますので，国と
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して出された指導要領を，鈴鹿市なりにアレンジして実施しても良いものなのかどうか，

逆にそういう裁量は一切与えられていないのかがよくわかりません。今回のようにプラ

ンを作って，それに対する評価というのはできますが，大元のプラン自体をアレンジで

きるのかできないのかが分からないのです。ですから，今回，正直どのように評価して

良いのかわかりませんでした。少人数教育等においても国の基準がありますよね。そう

いったものについて，こういう部分は変更できないというものがあった場合，私たちが

提案しても無理なこともあると思いますので，その辺りをどこまで教育委員として踏み

込むことができるのか，よくわかっていないのが現状です。 

 

（委員長）鈴鹿市の教育については，教育振興基本計画等もありますので。 

 

（教育長）今，委員長が言われたように，１０年間の教育振興基本計画を作ってありますの

で，計画を作った以上，それに基づいて進めていかなければならないということです。

その基本計画に沿って，毎年のアクションプランを作っていますので，単年度ごとには，

アクションプランに沿って展開するということになります。 

 

（伊藤委員）１０年間の鈴鹿市としての基本計画というものを持っていて，文部科学省の指

針の変更があった場合には，その都度見直しは可能と考えて良いのですか。 

 

（教育長）大きく方針が変わるということであれば，基本計画を変更する必要があると思い

ます。例えば，少人数教育を進めると計画しているのに，まったく少人数教育を行わず

４０人学級で実施するということになれば，それは計画そのものを変えなければならな

いと思います。ですが，その少人数編制をどの程度の人数で実施するかということは，

教育委員会の協議の中で，ある程度柔軟に対応できると思います。 

 

（伊藤委員）わかりました。今回，教育委員の意見を出すに際して，質問も含めて出しても

よろしいわけですね。この内容を理解していこうと思うと，今まで考えていなかったこ

とに関する事項もあって，自分としても評価しづらかったものがありました。 

 

（教育長）教育委員会の会議の場で，実際の議案や報告事項等があがっているときに，なか

なか関連する細かい質問はされにくいと思います。ですから，教育委員会の活動に疑問

があれば，その他の事項のところで取り扱って行きたいと思いますので，意見交換や質

問する場を作ってほしいと言っていただければ対応していきたいと思います。また，事

務局からも資料を出していきたいと思っています。 

 

（伊藤委員）わかりました。 

 

（委員長）有識者の評価については，担当部局と我々の評価が終わった後に実施するという

ことは検討に値すると思います。有識者には，少し離れた所から見てもらうということ
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も考慮して，これについては，来年度この方向で検討していただくということでよろし

いでしょうか。 

 

（福嶋委員）今回は，有識者の意見を踏まえてということでよろしいわけですね。 

 

（教育長）今回は，既に有識者の評価を出していただいていますので。 

 

（委員長）それでは，なかなか細かい文言を一句一句短い時間で調整するわけには行かない

と思いますが，質問や御意見があればお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）こういったことを盛り込みたい等の意見や質問を出して，それを踏まえてまた

事務局で案をお示しいただいて協議してまとめるという感じで良いのですね。 

 

（委員長）御意見も事前にいただいていますので，関連して質問や御意見があればお伺いし

たいと思います。それでは，１番目の少人数教育のところはどうでしょうか。私も中段

に色々書いてありますが，私の意見だけでこんなふうに長く書いてもらおうとは思って

いなかったのですが，この中では，「学習指導要領の目的等をしっかり踏まえる」とい

うことをしっかりしていただきたいと思って書きましたので，この辺りも整理していた

だいて良いのかなと思います。日々御苦労いただいている指導課長さんいかがですか。 

 

（指導課長）少し気になるところがあるので確認させていただいてよろしいでしょうか。１

点目は真ん中の後半部分ですが，「教科によっては，あれもこれもになりやすいものが

あるので，確かな学力とは基礎的基本的事項に定着に他ならないことを認識し，的を絞

った指導を心がける必要がある」ということにつきましては，学力というものは，基礎

的・基本的な事項もありますが，それを活用する力，意欲と言った３つの要素で成り立

っていると考えておりまして，やはりそういうことを全て考えながら，活動で言えば，

習得の活動，活用の活動，探求の活動と幅広い活動と捉えるのが指導課の願いです。 

 

（委員長）そのとおりだと思います。「あれもこれも」と書きましたが，学習指導要領には

確かに色々なことが書いてありますが，その趣旨を読みこなせていないといけないとい

うことです。ですから，その上で，あれもこれもではなく，あれとこれということをし

っかり掲げていただいて，取り組んでいただきたいということです。 

 

（指導課長）今回，教科書のボリュームもあって，同じような扱いで進めていくと時間の関

係も出てきますので，ある程度の強弱をつけながら，どういう力をつけていくのかとい

うことをはっきりとみつめながらやっていくことが大事だと思っています。また，他教

科との関連や教科横断的な取組も必要かと思いますので，そういったことをしっかり取

り組んでいくことを考えています。 
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（下古谷委員）学習指導要領は，基本的には記載されている項目を１００％しなければなら

ないというミニマムスタンダードなのですか。 

 

（指導課長）そうです。 

 

（下古谷委員）それにいくらかプラスアルファして学校の独自性を出していこうという形に

なるのですか。 

 

（指導課長）はい。 

 

（下古谷委員）学習指導要領は，基本的には全てを網羅することが前提であって，そこに学

校の独自の取り組みをプラスアルファして，さらにこういう能力をつけましょうという

ことなのですね。 

 

（指導課長）そのとおりです。２点目は，前回も御質問いただいて，少しお答させていただ

きましたが，国県の委託事業のことについてです。やはりこういう国県の委託事業につ

いては，学習指導要領の主旨に沿った事業が組んであり，その事業を実施することによ

って学習指導要領の趣旨の浸透が図っていけるものと考えています。よって，学習指導

要領が改訂されたところですので，本市にとって委託事業を受けていくことは，有効な

手段だと考えています。また，それに伴って委託事業費もいただけるということで，二

重の恩恵があると思います。確かに事務の量は増えるわけですが，その部分は，委託事

業の中でも，どういうものを選択していくかということを考えて実施しているところで

すので，積極的に活用していきたいと考えています。 

 

（委員長）指導課長が言われた通りであって，確かに予算もなかなか確保できない状況にあ

って，国や県の事業は新しい学習指導要領の主旨に沿って，時代の変化をとらえている

ものも多いかと思います。しかし，現実論で言うと，学校では校内研修と人権研修の二

つが学校の二本柱の研究事業として，年間の重要な位置付けになっていると思います。

これに加えて，国の指定事業，県の指定事業等を実施するには，すべての職員が時間的

に無理があって，ごく限られた担当の先生が中心になってやってしまうということにな

りがちで，学校にも負担がかかってくると思います。ですから，積極的にやっていただ

くことは良いことですが，関連的な事業を実施している学校を選択し集中して実施する

等して，取り組んだ成果を広く全市へ反映する等，指導課が目配りしながら，学校にと

ってすこしでも負担にならないやり方で行っていただければと思います。 

 

（福嶋委員）国の事業というのは，全般的というか今日的なものに取り組んでいるというこ

とですので，それに取り組むことによって成果が上がるのであれば，良いことであると

思います。それに対して，各学校がどういう取り組みを現在行っていて，どういう弱点

があって，どういう事業を行っていけば良いのかという，全体的な目配りが必要である
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と思います。指導課や教育委員会がしっかりとその事業の配置を考えていけば良いこと

なので，今も十分やっていただいていると思いますが，そういう目配りを今おっしゃっ

たように気をつけていけば良いのではないかと思います。 

 

（指導課長）現在，学校で全く取り組んでいない新しい事業については，受け入れていない

という現状がありまして，学校で取り組んでいる要素がそのまま活用できる事業を選択

して学校を指定させていただいています。また，教育委員会として，学校全体で進めて

いきたいという課題があり，例えば特別支援教育や幼稚園全体で取り組む体力の事業等

については，学校・園の理解を得ながら進めているものもあります。このようなものに

ついては，具体的には負担になることも少しは出てきますが，全体としては，あまり負

担になるような事業は受けていないという現状です。今後とも負担ということについて

は，配慮しながら進めていきたいと思います。 

 

（委員長）よく「○○教育」というのがあります。情報教育，環境教育，安全教育等たくさ

んあります。これらのことは，しっかり学習指導要領を研究するとどこかに位置付いて

いるものですよね。「○○教育」と称してあたかも新しいことだからやらなければなら

ないことだというような雰囲気がありますが，家庭科にも理科にも社会科にもほとんど

の教科に書いてあることですよね。指導計画も作ってもらっていますので良いのですが，

あまり○○教育にこだわらずに，日常の指導そのものがそれらにつながっていくことに

なると思いますので，指導課長も言われたように負担がかからないようにお願いしたい

と思います。 

 

（福嶋委員）アンケート結果についてですが，最近受けた研修で学んだことですが，アンケ

ートの回答というのは，良い方に出ていく傾向があって，悪い結果が出てくるようなア

ンケートになっていないということを講師が言われていました。全体的になんとなく良

い結果になるようなアンケートが行われているのではないかということです。それでア

ンケート結果に準ずるというのは，もちろん基本ではありますけれども，それだけに基

づくというのではなく，多少違った視点を入れていった方が良いのではないかなと思い

ます。アンケート結果が万全であるということは，少しずつ改めていった方が良いので

はと思います。 

 

（委員長）では，「キャリア教育」の部分に進みます。 

 

（指導課長）まとめていくときに変わっていくのかもしれませんが，２段落目の後半部分で

すが，生徒が仕事に興味を持つのは，まず，お父さん，お母さんの身近な人の日々の仕

事ついて，低学年の段階で知るということも大切なことであると考えております。ただ，

そうしたことも踏まえてキャリア教育の年間計画は，日々の取り組みの中でキャリア教

育の要素を洗い出してたてていくということであり，特別なことをやっていくのではあ

りませんので，それらを整理統合して年間計画をたてているところがあります。よって，



7 

このことについては，上のほうの記述に繋がっていくと考えております。 

 

（下古谷委員）なにかキャリア教育をやる時に，見本じゃないですが参考になるものは，勉

強されたことがありますか。 

 

（指導課長）文部科学省から実践例ですとか，狙っていく力等の非常に詳しい冊子が出てお

りまして，基本的に新たな取組をしていくのではなくて，今まである取組の中でキャリ

アの視点をもって育てていきましょうという考えで進めています。そう言った考え方に

つきましては，その資料の中でも出ていますし，各学校長とか担当者に周知していると

ころです。 

 

（委員長）キャリア教育においては，望ましい就労観や職業観といったものが従来にからの

ものではありますが，最近は，小学校の１年生から自分の考えをきちんと言えるとか，

表現力とかが言われるようになってきていると思います。その点，文部科学省からは，

小学校の低学年から各教科においてキャリア教育の計画等の提示はあるのですか。 

 

（指導課長）提示していただいています。 

 

（委員長）国語の授業の言語活動等ですか。 

 

（指導課長）はい。 

 

（委員長）事前の質問もしましたが，全小中学校で作成されているのですね 

 

（指導課長）はい。 

 

（委員長）伊藤委員には，生徒の受け入れもしていただいていますがいかがですか。 

 

（伊藤委員）大木中学校の生徒さんを受け入れさせていただいています。まず，先生方と受

入に際してのお話をした後，その後のことは，体験に来る生徒さんが，日時や持ち物等

の調整等全てのことをしています。非常に緊張しているのがかわいいですが，きちんと

生徒が当方に来て約束や確認をするのは，非常に良いことだと思います。私の事業場で

は立ち仕事ですので，まず立っているということが大変みたいです。せっかく来てもら

うので朝９時から夕方４時まで体験してもらいますが，その場に立っていることがすご

く大変みたいで，お昼のお弁当の後は地べたに座り込むようにしています。そういう意

味でも少し学校から離れた視線で，全然違う会社を見るということも良いことだと思い

ます。この事業では，自分の興味のあることだけでなくて，「こういうこともわからな

くちゃいけないのか」とか，「何のために勉強するのか」ということ等，生徒が何か一

つでも良いのでわかってくれることがあるといいかなという思いがあります。私の会社
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では，比較的簡単な作業でも，車の部品を作っていますので，不良品を出すこと自体が

人の命に関わることになりますので，その部分ついてはしっかり説明させていただくよ

うにしています。みなさんよく約束した日数を頑張ってくれています。これは，本当に

良いカリキュラムだと思っています。 

 

（教育研究所長）キャリア教育については，既に実施していることをキャリア教育の視点か

ら先生方がいかに意識して捉えられるかがポイントになりますので，年間計画を作成す

る際に，カリキュラムマネジメントをきちんと意識して取り組むことの大切さを伝えて

います。このようなことは，校長会や教頭会でお伝えするとともに，管理職研修の中に

も取り入れています。特に平田野中学校では，定期的にカリキュラムのなかからキャリ

ア教育の事例をひろいあげて，いかに繋いでいくかということを，鳴門教育大学の先生

の指導もあって実践しており，それをもとにして，校長先生に対する研修を組ませても

らいましたし，その中で教頭先生等の役割等をどのようにマネジメントしていけば良い

のかということを学んでいただいています。 

 

（下古谷委員）先生達の意識を変えていくことが必要であるということですね。 

 

（委員長）そういうことを課題としてやっていただいていることは書いていただいてありま

したね。それでは，次の「読書活動を推進」へまいります。 

 

（福嶋委員）学校図書館の学習情報センター機能としての活用率が５２.５％ということで，

低い数値になってしまったのは，学校の先生方が多忙であったとか，取組の視点が欠け

ていたとか，大きな理由は何ですか。 

 

（指導課長）この数値は，全国学力学習状況調査の中にある学校質問紙調査の一つの質問の

結果でございまして，この質問をどういう形で学校が捉えたのかは不明なところがあり

ますが，課題としては，学校図書館の学習情報センター機能としての活用としては，ま

だまだ浸透していないという現実がございます。ただ，年々，本を配本させていただい

たり，担当者の研修を行ったりして，こういった活用が増えているというふうには考え

ております。しかし，その状況と数値とが少し一致しないようなところもあります。現

在は，課題はありますが，進んできつつあると考えています。 

 

（福嶋委員）学習情報センターとして活用するということは，ただ本を読むというだけでは

なくて，課題に対してどういう本を調べて進歩を深められるかということですよね。 

 

（指導課長）授業と並行して読書をしていく，調べ学習をしていく，そしてそういったこと

で発表していくということになるかと思います。例えば，このアンケートの数字でいう

と学級の中にそういう本があれば図書館は活用されないので，数字からいいますとそう

いうこともあるのかなと考えています。 
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（福嶋委員）単純に考えれば，年３回なら可能というか，やっていくべきだと思いますが。 

 

（指導課長）学年によっても差があると思います。その実績の数字を拾うためにまた別の調

査を実施することになりますと学校の負担にもなりますので，できるだけ既存の調査の

数字を活用するということで，学力学習状況調査の数字を活用しているという状況です。

正確性に欠ける部分もあるかもしれませんが，活用は徐々には広がっていると思います。 

 

（委員長）読書活動や情報教育の数値については，実際には学力学習状況調査の数字を引用

しているのであれば，小学６年生と中学３年生の数字になるのだから，アクションプラ

ンに，何の数値を引用しているのかということを記載しないと分からないのではないで

しょうか。要するにこの部分の目標としては，図書館を学習情報センターとして十分活

用してほしいということですね。 

 

（指導課長）はい。 

 

（委員長）それでは，３ページの「情報教育の充実」に移ります。コンピュータの操作の指

標１００％を落としたらだめなのですね。小学校６年生と中学校３年生では，パソコン

を使った授業をすると思いますので，いつも１００％になるのではないですか。 

 

（福嶋委員）１００％というのはある程度苦労して授業等を実施して達成したものだから保

持しなければならないものですか。ある程度標準的な授業を実施すれば１００％になる

ものではないですか。 

 

（指導課長）中学校の場合，技術の教科でコンピュータそのものを習っています。小学校の

場合は教科に位置付けられていませんので，学校が独自に教育課程で組んでいかなけれ

ばならないので，全体１００％というのは学校側が意識している結果だと思います。 

 

（福嶋委員）このコンピュータ教育というのは，どの程度のものですか。 

 

（指導課長）小学校の場合は，概ね電源を入れて少し文字が打て，調べ学習ができる程度で

す。中にはもう少し進んだ学習を実施されているところもありますが，全体で言えばそ

の程度です。 

 

（福嶋委員）文字を打つことと調べ学習ができるのとではだいぶ違いますよね。調べ学習が

できる程度であれば，良いのではないかと思います。 

 

（指導課長）ネット検索ができる程度には学んでいると思います。 
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（下古谷委員）最近ではスマートフォンやタブレット等がありますが，そういったものの使

用はないですか。 

 

（指導課長）実際にはパソコンだけです。 

 

（下古谷委員）そのパソコンではどんなソフトの使用をしていますか。ジャストシステムで

すか。 

 

（指導課長）小学校ではジャストスマイルというものを使用しています。 

 

（下古谷委員）では，それがある程度使えるようになるというのが，基本的な操作を身に付

けているということなのですね。 

 

（指導課長）はい。 

 

（委員長）最近は，コンピュータ依存のことですとか，ライン等のシステムでの痛ましい事

件がありましたので，情報モラルという観点からも考えていかなくてはならないと思い

ます。良い点もたくさんありますが，リスクの面もありますので，こういうことを指導

していくという意味での目標設定ということも考えていただきたいと思います。その時

代の喫緊の課題に対応できるようにしていただければと思います。次に「食育の推進と

学校給食の充実」についてはいかがでしょうか。 

 

（下古谷委員）情報教育に戻りますが，二次評価（案）の最後のところで「なお，現在の指

標は既に１００％となっているので，他の指標に変更する必要がある。」とありますが，

変えることは可能なのですか。 

 

（教育長）一部には変えているものもあると思います。まったく固定してしまうより，やは

り指標がおかしければ変えていって良いと思います。指標そのものは，この教育委員会

のアクションプランだけに限らず，総合計画等でもそうですがいろいろな議論があって，

なかなかアウトプットとアウトカムの違いがわかないとか，アウトカムでもステージご

とのどこをおさえるかというような非常に難しい議論がありますので，これはプランを

決めていくときに，その時々の議論によって決めていかざるを得ないのかなと思います。 

 

（委員長）検討の余地を記載しておけば良いのではないでしょうか。 

 

（教育長）他の項目もそうですが，目標数値については，１項目ずつおかしいということじ

ゃなく，まとめて目標数値について再検討する等の表記をしておけば良いのではないか

と思います。最初に言いましたが，アクションプランもここで決めているわけですので，

目標数値も含めてそれがおかしいということになると，自己否定になります。だからあ



11 

まり細かい指摘ではなく，その都度，目標数値を見直すことを記載しておけば良いので

はないかと思います。 

 

（委員長）では，食育と学校給食の方はどうですか。中学校給食については，昨年度の進捗

はどうでしたか。 

 

（教育総務課長）第二学校給食センターについては，この１２月に本契約を目指しているの

ですが，遅れもせず着々と進んでいるという状況です。来年の１月から工事にかかれる

状況ですので，特に不都合も出ていません。 

 

（委員長）では，６の「体力の向上」はいかがでしょうか。 

 

（福嶋委員）課題として学校により意識の高低があることが書いてありますが，そういう状

況があるのですか。 

 

（指導課長）あくまでアンケート結果からしか言えない部分がありますが，実際の取組状況

をみていると全体的にみると体力のことについての意識は低いと思います。中には少し

ずつ体力のことを意識している学校が出てきているという現状があって，全体として意

識が低かったところ，体力テストを実施することによって，数校の意識が上がってきて

いる状況で，それによって格差が出てきている状況です。 

 

（福嶋委員）学力や基本的な生活習慣のところに重点を置き過ぎているということですか。 

 

（指導課長）体力については，今まで客観的に測るものがなかったということと，それを全

体で課題として取り上げて検討しなかったことがあったと思います。なんとなく体力の

低下については体育の授業で感じていた部分はあったと思いますが，学校全体のものに

はなっていなかったのではないかと思います。また，体力テストは特定の種目になりま

すので，日常の体育の授業ではみられない部分の運動能力を評価します。そういった体

力テストをすることによって，教職員の間で共有できてきたのではないかと思います。 

 

（伊藤委員）私の意見のところで，希望的観測で書かせていただいたのですが，小学校の先

生というのは，全教科を一人で担当されるのが原則なのですか。 

 

（指導課長）基本的にはそうです。高学年になって多少違う場合があります。 

 

（伊藤委員）体育の得意な先生に少し入っていただいて，興味を促してもらうのも一つの方

法ではないかと思いますが，やはり原則として，一人の先生が全教科を担当するという

ことなのですね。 
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（指導課長）現在のところでは，体育の指導は担任が行っているというのが現状です。そう

いう指導力の向上ということもありまして，今年，長太小学校で体育の授業研究をして

いただきまして，各小学校から担当者が来ていただいて，できるだけ指導力の向上に努

めさせていただいている状況です。外部からの支援につきましては，昨年までは，体育

の支援員ということで県から派遣されていましたが，現在はその制度もありませんので，

担任の先生が実施せざるを得ないという状況です。 

 

（福嶋委員）音楽等でもそんなところがありますよね。能力のある先生もいらっしゃって，

それを広めるというか，活用することも必要なのではないでしょうか。 

 

（指導課長）音楽につきましても，学校の実情にもよると思いますが，高学年で音楽の専科

で専門的に教えてもらう比較的得意な先生でありますとか，音楽の免許を持っていらっ

しゃる方が指導にあたっておられるケースもございます。 

 

（福嶋委員）先生方で，この分野が得意であるとか，ある能力が他の先生よりも抜きんでて

いるというリスト等はあるのですか。 

 

（指導課長）免許の方は学校教育課で管理していますが，校長先生方の情報として，この先

生はこれが得意だというような情報はかなりつかんでみえると思います。 

 

（福嶋委員）学校の先生は在籍する学校の先生ではありますが，鈴鹿市全体の先生でもある

という観点から，もし特殊な能力をお持ちの先生がいれば，その方を活用するとか，そ

ういう場を設けるとか，そういうこともできるのですか。 

 

（委員長）研究所の方でそういう人材は，情報を把握していないですか。 

 

（教育研究所長）校長先生の得意の分野によって，体育に長けて見える方とか理科に長けて

見える方等を講師とした研修を行っており，好評を得ております。体育であれば，長太

小学校の先生に講師になっていただいて体育の研修会を行っています。 

 

（指導課長）指導主事も学校へ訪問している中で，研究所の研修講師として活躍いただける

よう，先生の得意分野を把握するように努めています。 

 

（委員長）小学校における教科担任制の検討はどうですか。 

 

（指導課長）教科担任制については，一部の自治体でも行っているところがありますが，人

的配置がプラスアルファで必要であるとか，職員の共通理解を得る必要がある等の課題

があります。そのようなこともあって，市内の一部の学校で少し取り組まれたところも

ございますが，なかなか難しい状況です。 
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（学校教育課長）私は中学校の経験しかありませんが，小学校の研修発表等の現場で感じた

ことで非常に面白かったのは，小学校の本来の専門の教科といいますか，学生時代に自

分が専攻されて得意とされている教科とは違う分野で，能力を発揮されている方が沢山

いらっしゃることでした。学生時代は社会専攻だったのですが，国語の教師をされてい

るという方が沢山いらっしゃるというようなことです。同様のケースは中学校の部活動

でも沢山ありまして，自分が専門的に経験した種目ではないものでも，校務がまわって

くるケースがありますので，そういったところで経験を積む中で，それまで経験がなか

ったけれども，指導者としては能力が高いといったことがありました。これは文化系で

も運動系でもありました。 

 

（委員長）それでは，体力向上の意識の拡充についてもよろしくお願いしたいと思います。

よろしいでしょうか。では，４ページの７の「健康教育」についてどうですか。御意見

がないようですので，８の「道徳教育」はどうでしょうか。 

 

（福嶋委員）道徳教育の中で，鈴鹿市の歴史とか郷土のことについて学んでいるという内容

があったと思いますが，目指す子ども像の中に「郷土鈴鹿に誇りと愛情をもち，未来を

育むたくましい子ども」とあるので，道徳以外の分野でどのように取り組んでいるのか

分かりませんので教えてください。点検評価の中では道徳の部分でしか触れられていな

いのですが，この他にも取り組みは行われているのですか。 

 

（指導課長）道徳以外のところでは，社会科とか総合的な学習の時間で取り組んでいます。 

 

（福嶋委員）道徳教育というのは，時代に応じて揺れてきたと思います。道徳教育が必要な

いという時期も古い昔にはあったのですが，今は積極的に取り組んでいこうという方向

であると思います。そういう面で学校での課題というものはあるのですか。 

 

（指導課長）道徳教育に対して危機感や抵抗感はほとんどないと思います。学習指導要領で

も重点的に道徳のことは評価されていますが，そのことが十分浸透しているかというこ

とは，まだまだ課題があると思っております。ただ，このことは意識的に取り組むこと

をためらっているということではなくて，やはり，学習指導要領の主旨を徹底するとい

う意味で今後の課題であると考えています。 

 

（教育研究所長）先日，道徳の研修講座を行いましたが，その後のアンケートをみてみると，

「学習指導要領が変わって道徳教育が新しく変わってきたことに関して，自分の意識が

甘かった。」とか，「これからは，補充・深化・統合のキーワードをもとに，道徳教育を

きちんと位置付けて実施しなければならない」等と書かれている若い先生達が沢山おら

れました。 
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（委員長）やって良いことと悪いこととは子どもたちは十分認識していると思いますが，そ

れができないのが現実ではないかと思います。やはり道徳教育は，道徳の時間に適切な

資料を使って子どもたちに葛藤させる時間になるようにしなければならないと思いま

す。本当はこうしなければならないというように自分が葛藤していく中で，人間として

どう行動しなければいけないのかを考えていく時間であると思います。だから，こんな

ことをしなさいというような道徳ではなくて，迷うこと，葛藤することを，子どもたち

にたくさん経験させないといけないのだと思います。１００％はできないかもしれませ

んが，例えば，いじめの問題でも思い切ってこういうことをすることによって，３５時

間の道徳の時間が，意味あるものになるのか，単なるお説教の時間になるのか，という

ことに心を配ってほしいです。 

 

（指導課長）道徳については，道徳教育推進教師が各学校におかれておりまして，制度上の

改善が大きく影響しているかもしれませんが，少しずつ道徳教育の重要性について認識

されてきていると考えています。 

 

（委員長）では次に「人権教育の充実」はどうですか。人権教育については，各学校で授業

や研修等の取組をされていますが，何か人権教育課長からありますか。 

 

（人権教育課長）御意見として，後半の部分で書いていただいてありますが，人権教育は教

育活動全般の中で行っていくという視点からは，具体的に人権教育カリュキュラムとい

う形で学校の中で整理して，一つひとつの授業の中でどういう狙いをもってやっていく

のかという面はできてきていると思います。ただ今後は，集団づくりについて，日ごろ

の学級集団づくりの活動と結びついた形で，学校の中で一つひとつ積み上げていくこと

をしっかりやっていく必要があると思います。そのことによって，いじめが学級や学校

の中で起こっていたとしたら，そのことをきちんと止められる行動力をつけていく，そ

こがおかしいと感じられる人権感覚を身につけて，周りの子ども達と一緒にこんな集団

で良いのかということを自分たちの中で問い直していけるような行動力をつけていく

ことが，これからは大事なことではないかと思っております。もう一点，子どもの居場

所づくりのことが課題として上がっていました。事業そのものにはニーズもあるわけで

すが，スタッフの確保と同時に，障がいを持つ子ども達が参加する場合にヘルパーが必

要になります。しかし，その部分については，教育委員会の対応だけで解決するのは難

しいものがあります。と言いますのは，重度の障がいを持ったお子さんが参加する中で，

ヘルパーの中でもそういう重度の子どもを支援できる方に御一緒いただいた上で，参加

していただけるということだったのですが，そういう方がだんだん少なくなってきてい

るという実態があります。また，鈴鹿市内のヘルパーの事業所の中にも，そういう人材

がさらに乏しいといった状況もあります。社会では障害者支援法によって支援が行われ

るようになりましたが，実際のヘルパーの方の絶対数をどう確保するのかという部分に

課題があることを御理解いただきたいと思います。 
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（委員長）次の「多文化共生の教育」についてはいかがですか。 

 

（福嶋委員）戻りますが，いじめがもしあったとしたら，それはおかしいよと言える教育を

していきましょうというお話が今ありましたが，鈴鹿市の小中学校の場合は，いじめが

あった時それはおかしいよと素直に言える雰囲気があるのか，まだまだなのかそのあた

りを教えてください。 

 

（人権教育課長）全般の調査によってわかっていることではないですが，毎年，人権作文を

各学校で取り組んでもらっています。その中で子どもたちは，自分はどういったことが

気になっていて，どういう行動を起こしたかということを，子ども達自身が綴っていま

す。それを見てみると，いじめを取り上げて自分の考えや自分のクラスで行動したこと

を書いてくる子どもが増えてきたなと思います。そういうことを書くクラスというのは，

日ごろから先生がきちんと時間を取って「今日，こういうことがありました。皆さんは，

このことについてどう思っていますか。」というように，学習指導でみんなと一緒に話

し合う機会を設けるところからスタートしている内容が書かれています。意識が高いと

言いますか見逃さないことを普段から心掛けているクラスは，そういった実践が行われ，

子どもの感覚が育っているのではないかと思います。 

 

（指導課長）関連して，全国学力学習状況調査の児童生徒質問紙調査では，人権に関する項

目は，鈴鹿市の場合，全国や県平均に比べて非常に高いという特徴が出ています。 

 

（福嶋委員）三重県人は優しいといった点もありますし，先生の努力もあるのかと思います。 

 

（青少年課長）先ほど人権教育課長が言われたように，子どもの人権感覚を育てるというこ

とで，後ほどの点検評価のいじめの部分にも関わってくるのですが，指標を平成２５年

度から「いじめをやめさる行動をとる児童生徒の割合」に指標を変えています。昨年度，

小学１年生から中学３年生までの全児童生徒に対していじめのアンケートを実施させ

ていただく中でこの項目を入れさせていただいたのですが，小学校平均で６９.４％，中

学校で７３.８％，現状値として小中学校で６９.９％の子どもたちが，いじめをやめさ

せる，いじめを見た時はこういう行動を取るというような統計を把握しております。 

 

（委員長）それでは，多文化共生の教育についてどうですか。景気の具合もあって外国人児

童生徒は，減少傾向になっているのでしょうか。 

 

（人権教育課長）人数は微増で現在６５５人です。１年間で１０名程度増えています。 

 

（委員長）外国人の人口は減っていると思うのですが。他にありませんか。それでは，５ペ

ージの「特別支援教育」はいかがですか。保護者の協力がないとなかなか進まない部分

もありますが。 
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（福嶋委員）特別支援学級が増えてきていて，これから人材育成を行わなければならないと

いうことが言われていますが，やはり，特別支援教育を推進するについて一番の困難は，

人材が足りないことなのでしょうか。 

 

（指導課長）特別支援教育の対象となるのは，特別支援学級に在籍する児童生徒，通常の学

級に在籍しながら通級指導を受ける児童生徒，そして，通常学級に在籍する発達障がい

をお持ちの児童生徒ですが，２つの大きな課題があるかと思います。一つは，特別支援

学級の児童生徒の指導については専門性が求められますが，その専門性については，今

後，研修等を含めて高めていく必要があるかと考えています。もう一点は，通常学級に

在籍する特別な支援が必要な児童生徒は，国の方から方針は出されましたが，具体的な

部分として学校での対応策や支援策が出てきておりませんので，学校現場では，大変混

乱しているという状況です。 

 

（福嶋委員）試行錯誤している理由は，今までと違った状況が現れているということですか。 

 

（指導課長）発達障がいの児童生徒は，文部科学省の昨年１２月の調査で，これまでの６.

３％が６.５％，小学校１年生では９.８％の発達障がい者が存在するというデータが示

されまして，増加している状況がございますので，学校で今後どういう対応をしていく

かという大きな課題があります。 

 

（福嶋委員）そういった認識が広がってきたので，数値として上がってきているといった状

況なのでしょうか。 

 

（指導課長）きちんとした見解は難しいかと思いますが，やはり増えてきているのも事実か

と思います。昔は，何らかの形で気付かずに過ごしていたという部分も確かにあるかと

思いますが，現実的にそういうお子さんが増えてきているという結果も出ています。 

 

（委員長）指導課長がはじめに言われたように，専門的な知識が必要ですよね。県では専門

の方が担当しているといったこともあるかと思いますが，そういう専門の知識を持った

人を配置していくことは，なかなか難しいのでしょうか。人数が足りないということは

ないのですか。 

 

（学校教育課長）免許を持っている方は沢山いらっしゃいます。 

 

（委員長）三重大のインターンの方もいらっしゃいますからね。 

 

（指導課長）免許を持っていらっしゃる方は沢山みえますが，校内の校長先生の割り振りの

中で，必ずしもその方が当たっておられるということではないということです。 
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（伊藤委員）夢工房で学校にお邪魔して，特別支援学級の先生と福祉関係への就労のことを

お話しさせていただいた時に，今までで一番印象的だったのは，「私たちは学校にその

子が来ることになれば，なんとかお預かりしなければならないということは考えたこと

はあるけれども，この子たちが大人になって就職するということは今までに考えたこと

がなかった。」と言われたことでした。就労実習等については，小学校や中学校生では

実習に出るのは難しいので高等部の受け入れをしていますが，やはり学校だけはなかな

か解決できない問題が多いので，やはり行政の方たちと一緒に同時進行で，この子たち

の居場所の確保や就労等を考えていかないといけないのかなという感想を持ちました。

また，障がい者の雇用率のこともあって，今，県でも農業と福祉の連携や農業と水産業

の連携等，色々考えて見えますが，やっぱり学校だけでは，解決するには難しい問題が

ありますので，行政等と相談しながらやっていかなければいけないなという気がしてい

ます。前回，障がいのある児童の在籍率を教えていただいた時に，少子化になっても一

定の割合で変らないということを知りました。少子化になって子どもの数が減ったら，

徐々に障がいを持つ子どもも減るのかなと思っていたのですが，社会的な状況の変化等

により，ほぼ一律ということですよね。こういったことで，障がい児というのは，なか

なか学校の現場では，対応するのは難しいのかなと考えさせていただいています。 

 

（委員長）他によろしいでしょうか。では，１２の「いじめをなくす取組」はどうですか。 

 

（青少年課長）点検・評価報告書の本編５７ページですが，昨年度のいじめの項目の目標値

８件に対しまして実績値が４０件で，その達成度が０％となっています。これについて，

欄外※２の達成度の算出方法に当てはめると，マイナス３００％になるとの御指摘につ

いてですが，マイナス３００％という数値を市民に公開したときに，大きくマイナスの

表記をするよりかは，達成できなかったということで０％という表記の方がわかりやす

いのではないかという判断の下に０％という表記に留めたということです。これについ

ては，欄外※２達成度の算出方法のところに，「マイナス１００％を超えるマイナスの

部分は０と表記しました」という表記を加えて，わかりやすく示すのも一つかと思いま

すので，これについても御審議いただければと思います。 

 

（教育長）計算式が書いてあるのに，それに基づいて計算した結果と違うのでおかしいとい

うことであって，注釈が付記されるのであれば，それで良いと思います。 

 

（委員長）いじめについてはマスコミでも取り上げられていますが，長年の問題ですね。こ

れは本当に当事者にとっては大変なことですよね。こんなことを言うと無責任というこ

とになるかもしれませんが，いじめがあると学校や校長をはじめ，教育委員会のみなさ

んも本当に大変ですよね。家庭でもいじめっ子にならないように，また，保護者も自分

の子どもがいじめをしていたらという自覚をしていただくことも必要であると思いま

す。また，責任を転嫁するわけではないですが，ＰＴＡ総会等の色々な場で話題として
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取り上げて協力していただく，理解していただくということも大事ではないでしょうか。 

 

（伊藤委員）今回，子育て支援課子ども家庭支援室に相談窓口を一元化していただきました。

また，研究所の講座の一つでお話を聞かせていただいた時に，年間７，０００件程度の

様々な相談があるということでした。その相談の事案を統計的に処理することによって，

保護者がどのように考えているか，また，子どもたちがどのような行動を取っているか

等を浮き彫りにできるのではないかと思いますので，機会があれば，そういうことも検

討していただき，根本的な解決方法が一つでも見つかれば良いのではないかと思ってい

ますが，いかがでしょうか。 

 

（指導課長）教育が持っていた相談業務が子ども家庭支援室に一元化されましたが，教育委

員会の方としても関わっていく必要がある色々な課題がありますので，定期的に連絡会

を設けて，情報交換しながら取り組んでいるところです。 

 

（伊藤委員）相談業務が独立をしてしまうと，今まで教育委員会で受けていた相談と比べて，

その内容や質が変わってくるということはありますか。 

 

（委員長）相談の担当者は，教育研究所から子ども家庭支援室へ異動したのですね。 

 

（指導課長）教員籍の方や臨床心理士の方等が異動しています。 

 

（委員長）ちなみに子ども家庭支援室に移ってから相談件数はどうなのでしょうか。増えて

いるのでしょうか。 

 

（指導課長）すごく増えています。相談窓口の一元化ということで市報でも広報活動を行い

ましたので，保護者からの相談が回ってきています。今までは，各所で受けていたもの

が集約されたので，件数は増えています。 

 

（下古谷委員）報告書の５８ページのところで県の事業を活用するなどにより中学校５校で

ＱＵアンケート調査を実施されたという報告がされていますが，ＱＵアンケート調査を

実施しようと思ったきっかけがあれば教えてください。 

 

（青少年課長）子ども達の学級集団の満足度や学級の状況が図表化され，一人ひとりのポジ

ションが識別できる形で出てくるという標準化されたアンケートで取り組みやすいと

いうこと。また，分析方法について県が研修会等をもっていること。そして県の調査研

究の委託事業もあるということで，それらとリンクしていけるということで，各中学校

で取り組まれている状況であると理解しております。 

 

（下古谷委員）個人的な意見ですが，ＱＵアンケートの講師は少ないということで，全国あ
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ちらこちらで引っ張りだこで，年間３００件近い講演会を立ちあげている方もみえると

お聞きします。しかし，確かに一つの指標として用いることは可能だと思いますが，絶

対的なものとして判断するときには，もうちょっとというところが個人的にありまして，

先生方は普段調査されると思いますが，やはりひとつの指標だけで決めるのではなくて，

色々なものをみて，あまりこれに重みを置くのはどうかと個人的には思っています。 

 

（福嶋委員）色々な項目がある中で，心の問題は一番困難な問題であると思います。実際に

いじめでも携帯でいたずらしたりする等，目に見えないいじめも出てきたりしていて，

どうしても後追いのようなことになってしまう部分があります。逆に体力や学力の面は，

努力すれば結果が表れますが，心の問題はなかなか成果が上がらないし，先生自身も悩

むところがあると思います。生徒に対しての助言とかアドバイスをすることに加えて，

先生が困った時の指導や援助を重要視して，少しずつやってかないとなかなか難しいと

思います。かつての校内暴力がそうであったように，どういう処方せんがあるのかなか

なかわからないということで，やっぱり時代が抱えている大きな問題であると思います。 

 

（委員長）色々な切り口がありますので，特効薬はなかなかないですよね。 

 

（福嶋委員）学校だけではなくて，社会に出て行ってもいじめが起こっていたり，困難があ

ったりしますので，それに対する抵抗力をつけていかなければならない部分もあると思

います。 

 

（委員長）それでは，次の「不登校をなくす取組」はどうですか。全国と比べると１.４～

１.５倍あるのですね。そのような中で，適応指導教室で４３名中，３２名が学校復帰さ

れているのは素晴らしい成果だと思います。聞くところによると，適応指導教室へ来る

子どもは良いけれど，教室へ来るまでが大変なことを聞きましたがやはりそうですか。 

 

（教育研究所長）適応指導教室ですが，教室に来ても一人がいいということで別室にこもる

子どももいますし，全体で４～５人でいる子どももいますし，一人ひとりの症状によっ

て全く対応が違います。また，学校復帰者の中には進学された子どももいますし，いわ

ゆる登校に繋がったということもあります。また，学校へ行っても別室登校と言いまし

て，学校の別室には行けるけれども，皆のいる教室へは入っていけないということもあ

り，先生との連携を図っていく必要があります。 

 

（人権教育課長）今年から，相談業務が子ども家庭支援教室に移りまして，教育委員会と一

緒に取り組むことになりました。学校への発信の中身が３段階ありまして，まずは不登

校を生まない学校づくりを行うことが一番だと思っています。それは人権教育課だけで

なくオール教育委員会で，魅力ある学校づくりに取り組むことですから，一つは学力が

きちんと保障されて，わかる楽しさとできる喜びが得られるように目指していくこと。

もう一つは，支えてくれる仲間づくりをすること。この２つを柱として不登校を生まな
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い学校づくりを推進していく必要があると考えています。実際にアンケートを実施して

みると，不登校になった子ども達の大きな原因は，勉強がわからないことと友達関係で

悩んだことの２つが大きな要因となっています。その他に多いのは，親子関係や家族の

人間関係がうまくいっていないということをあげています。この３つの要因について，

学校が対応できるのは，前の２つだと思いますので，校長会でも先日発信させていただ

きましたが，それを踏まえた学校づくりが必要であると思います。２つ目は初期段階で

の早期発見・早期対応ということです。そういう事態になった時に，いかにサポートで

きるかということでして，現在，学校の担任の先生が個別に関わったり，学校内の別室

で対応できるようにしています。さらにスクールカウンセラーの活用をどうするかとい

うこともありますし，サポーターや心の相談員という方達の活用を図っていくという取

り組みが，今後，有効になってくるのではないかと思います。３つ目は自立支援ですが，

引きこもりに近い状態になった子ども達をどうしていくかということで，先ほど効果が

あったという適応指導教室があり，また，そういったところに出ていけない子どもに対

しては，家庭訪問しながら解決していくという対応になると思います。この大きく３つ

の対策を取っていく必要があると考えています。 

 

（委員長）先日の「遥か」にも非常に具体的で良いことが書いてありました。子どもへの働

きかけは必要ですが，どの子どもにどの対応が当てはまるのか分かりませんので，引出

しをたくさん教員から出していただいて良いものが集まっていると感じました。 

 

（福嶋委員）先ほど，親子関係が悪いということはどういうようなことなのでしょう。 

 

（人権教育課長）母子分離がうまくいかないことが多いようです。子どもが親と離れない，

逆に親が子どもを離せないということから，不登校が生まれているようです。また，な

かなか自分のことを理解されないということで離れてしまっている。そういった親子の

関係もあります。 

 

（教育研究所長）保護者自体の精神的な不安定さやうつ傾向，また，対人関係がうまくいか

ない等によって，親が登校支援をしないといったこともあります。そうすると，学校へ

行かなくても良いということになり，兄弟が行かないから自分も行かないといったこと

になっているケースもあります。兄弟が行かないからみんなが行かないという傾向には，

相関関係があるようです。 

 

（委員長）細かいことですが，下の段の４行目のところに「システムが構築できれば円滑に

運営できる」とあり，またその後に「構築できると思われる」とありますが，初めの「構

築」はなくても良いと思います。では，１４番の基本的生活習慣の定着はどうでしょう

か。御意見がないようですので，１５の「幼児教育の充実」はいかがでしょう。下から

３行目の公立幼稚園の特質を生かしたとありますが，公立幼稚園の特質とは改めてどん

なことでしょうか。 
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（指導課長）公立幼稚園の特質というのは，幼稚園それぞれで持っていると思いますし，私

立幼稚園も色々特色を持っていると思いますが，幼稚園は基本的に幼稚園教育要領に従

って行っているところがありますので，公立幼稚園だけの特色というのは，なかなか難

しいかなと思います。 

 

（教育長）公立幼稚園の特色は，基本的には地域密着ということがあると思います。 

 

（委員長）小学校に併設していることもありますね。 

 

（福嶋委員）保護者満足度がかなり高いですが，そういったところから特色が読み取れるの

ではないかと思いますが，どんなところを満足しているのでしょうか。 

 

（指導課長）保育料が安いということはあると思います。また，公立幼稚園の場合，基本的

に保護者の方が送迎されていまして，どこの園に行っても迎えの場が保護者と教諭のふ

れあいの場になっていて，案外そういう空間は最近少ない部分がありますので，そんな

部分もあるのかと思います。 

 

（福嶋委員）もっと長い時間預かってほしいということはありませんか。 

 

（指導課長）全体的には，そういうニーズもあるかと思いますが，現在幼稚園に来ていただ

いている方は，それなりに御理解いただいていると思います。 

 

（委員長）では，１６の「幼小中の連携や一貫性のある教育を進めます」の部分はどうです

か。幼稚園の再編整備等もありますが。下古谷委員の御意見の文部科学省等からの講師

の招聘についてはどんなことでしたか。 

 

（下古谷委員）これは，一次評価に書いてあったことだったと思います。 

 

（委員長）では，次の「安全教育を推進します」はどうですか。 

 

（伊藤委員）青パトを随時巡回させたり，各地点にボランティアの方に立っていただいたり，

非常にこの安全教育というのは効果が出ていると思いますが，２４年度の点検で事故等

は何かありましたか。 

 

（青少年課長）青パトの車の事故ですか。 

 

（伊藤委員）車の事故もそうですし，ボランティアの方に立ってもらったりしていて登下校

の子ども達に事故があったのか。また，不審者が出た等，２４年度に何か報告が上がっ
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てきていることはないですか。 

 

（青少年課長）交通事故等は指導課の方で把握していると思います。不審者による大きな被

害・事故はございませんが，不審者に声をかけられた，露出被害にあった等の報告は寄

せられています。場合によっては，メルモニ等で注意喚起を促す，パトロール隊の方に

見回りの強化をお願いする，警察等と連携した対応を行う等，随時行っております。 

 

（伊藤委員）子どもが交通事故に巻き込まれるというような報告はなかったですか。 

 

（指導課長）交通事故はゼロではございません。昨年は前の年に比べて減っておりますが，

中学校では通学途中，小学校では学校から帰ってからの放課後の交通事故が多いです。 

 

（伊藤委員）あれだけ立ってもらっていても，事故というのはなかなかゼロにはならないも

のなのですね。ありがとうございました。 

 

（下古谷委員）自分で書いた部分ですが，小中学生が加害者となっているケースが発生して

いる為に，自転車教育について私が書かせていただきましたが，来年度のプランを策定

していく中で特に問題になってくることはございませんか。 

 

（指導課長）交通安全教室は，小中学校の全ての学校でやっていただいていまして，外部の

方を招いて指導していただいております。自転車の乗り方等についても，加害者になる

ことがあることも含めて実施していただいています。 

 

（下古谷委員）非常に自転車が速いスピードで走行していて，事故になったケース等では，

特に高額な賠償金が生じていますので。 

 

（委員長）次の「環境教育」はいかがでしょうか。では次のページの「子どもの健全育成の

環境づくり」はいかがでしょうか。 

 

（教育長）指導課長にお聞きしますが，ラジオ体操について，今の案では「普及促進を図ら

れたい」と書いてありますが，教育委員会で普及促進はできますか。 

 

（指導課長）ラジオ体操につきましては，学習指導要領で実施すると決められておりません。

また，その種目にもなってないということですので，実質的に学校で行うことについて

は特に問題はないと思いますが，教育委員会として，特にラジオ体操を推進していこう

ということは難しいと思います。 

 

（委員長）私の地域でも今年も２週間程度実施していましたが，あれは子ども会でやってい

るのでしょうか。では次に，２の「学校を支えるネットワークづくり」はどうでしょう
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か。コミニュティ・スクールを始めて２年になりましたか。学校を支援する一つの組織

としてどうですか。機能していますか。 

 

（青少年課長）３年目を迎えまして，学校の取り組み等の情報共有が図られるようになって

きていると思います。また，学校に多くの方がボランティアをはじめとして出てきてい

ただくとか，授業や行事を見ることによって話し合いの中身も充実してきています。中

には「部会を作っていこう」とか「この地域ではどんな子どもを育てていくのか」等の

共通理解を深めようとする動きが少しずつ前進しているという状況を把握しています。 

 

（福嶋委員）学校単位で取組の温度差はありますか。 

 

（青少年課長）残念なことですが，学校規模や委員の選任状況等によって，学校からの報告

型や学校からの提案型というようなところもあります。一方で，共通課題で意見を出し

合って，課題に取り組んでいこうというような動きもあります。そういったところを今

後，我々は課題として取り上げて，深めていきたいと考えています。そして学校面に反

映させるような充実を図りたいと思っており，教職員にも，地域の方にも浸透を図って

いきたいなと考えているところです。 

 

（委員長）学校を支援していただく良い組織であると思いますので，よろしくお願いします。 

 

（青少年課長）もう一点委員長よろしいですか，この中で御指摘いただいた「学校に対する

要望や苦情等の相談・協議機関としての機能」につきましては，他県の先進地の取組等

によると，共通理解が深まることでこういった学校への理不尽な要望や要求が減少して

いるという報告があることも聞いております。そういったことから，今後，共通理解が

深まっていく中で，そういった相談や協議機関として，学校運営協議会の機能を生かし

て，それぞれの意見を交えながら共通理解を深め，そして子どもの為に相互理解が深ま

っていくような仕組みとして活用が図っていけるのではないかと思っています。 

 

（福嶋委員）やはり参加される方は，高齢の方が多いのですか。お父さんの会等の若い方の

参加も聞きましたが。 

 

（委員長）前に報告をもらいましたね。多いところでは１２～３人で構成されているという

ことですが，どちらかといえば人生の先輩が多いのでしょうか。 

 

（青少年課長）委員構成は学校のために意見が言える方に変えていこうというのが今の動き

です。スタート当初は地域の関係等もありましたので，充て職の方もおられましたが，

選任に当たっては学校のことを真に考えていただける方で組織をしていくということ

を各学校にはお願いをしており，少しずつ改善を図っております。保護者の方は，去年

に比べて少し増えております。 
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（教育長）ＰＴＡの方にも入ってもらっていますので，高齢の方ばかりではないですよね。 

 

（青少年課長）はい。ＰＴＡの方が入っておられますので。 

 

（委員長）では次に，「開かれた学校づくり」はいかがですか。私も「労多くして，益少な

く」と書いておりますが，含みのある言葉でよろしくお願いします。 

 

（指導課長）自己評価や学校関係者評価は，ホームページに公表しているのですが，情報発

信という点で内容を考えていく必要性はあるのですが，このフォーマットは県教育委員

会が作成したものを使用して公表していますので，これを改めて作成するとなると学校

の負担にもなりますので御理解をお願いします。 

 

（教育長）こういったところは，やはりやりにくいところです。やりにくいというのは，県

の影響があって，なかなか市の思うようにいかない部分があるということです。学校評

価についても，県では経営品質を取り入れています。鈴鹿市は評価を入れる時に経営品

質についても勉強しましたが，結果的には経営品質は取り入れないと決めました。です

が，学校現場では県教育委員会で様式を決めて経営品質が下りてきています。こちらは

やらないと決めているのに，この辺りが二重行政になっているようで，非常にやりにく

いところがあります。もっとシンプルにしようとしても，なかなか他の縛りがあったり

して，難しい部分があります。 

 

（委員長）ちょっとした提案というか，日ごろのことを少し変えたり，明日からやり方を変

えたり，そういうちょっとしたところで変えていくことが必要なのではないかと思いま

す。どんな評価にも良いところはあると思いますが，いくら立派な評価をしても，指導

につながっていかなければ意味がないと思います。その点フェイスブックはいいですね。

リアルタイムで分かりますし。 

 

（福嶋委員）各学校の自己評価や学校関係者評価では，実際には良い意見があったのか，そ

のあたりのことを教えてください。 

 

（指導課長）各学校では学校経営品質に取り組んでおりまして，教職員が経営に参加すると

いうことで，そういう意識は少しずつ持たれてきているのではないかと思います。それ

に伴って保護者に対しても満足度の調査も行いますので，学校経営そのものも，主体で

ある子どもや保護者を意識するようになってきているという傾向は全体的にはあると

思います。 

 

（福嶋委員）そういう面では鈴鹿市は経営品質に取り組んでいるということになるのかと思

いますが，それは経営品質という概念があてはめられているということですか。 
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（教育長）要は，今のように鈴鹿市独自にシンプルに様式を変えようとしても，県から示さ

れた評価の方法があって，これは県に報告しないといけませんから，変えることができ

ない。市が独自にシンプルなものに変えると，学校現場は２つの評価書を作らないとい

けなくなりますので，簡単にしようと思っても返って手間を増やすことになるのです。

そういった二重行政があるのでやり難いということであって，評価の内容が云々という

ことではありません。 

 

（指導課長）学校経営品質は何年か前から三重県が取り組んでいますが，学校現場に普及し

ていかないという現状がありまして，昨年ぐらいからビギナーズ版も作られてなんとか

普及させようとされています。学校の負担等もあり，大変だということは聞いています。 

 

（教育長）学校の評価に基づいて学校関係者評価を保護者や地域の人にしてもらうのですが，

それを見てもなかなか一般の方はわからないのではないかと思います。 

 

（委員長）学校でも軽重を付けてやっているところもあるかもしれませんね。少し難しいで

すからね。企業的な経営を目指している部分がありますからね。 

 

（福嶋委員）小中学校で学校評価をするときは校長先生が実施されるのですか。 

 

（指導課長）自己評価のやり方については学校によって違いますが，全部の先生がやられる

場合もあれば，一部の先生が実施されている場合もあるかと思います。 

 

（学校教育課長）保護者や児童生徒にアンケートをし，それを集約したものも自己評価に入

ってきます。その他色々な要素を使って作成されていきます。 

 

（委員長）では次に「就園・就学が困難な子どもの家庭を支援します」の部分はどうですか。 

 

（福嶋委員）対象になっている家庭は外国人の家庭が多いのですか。 

 

（教育長）人数的な比率で見れば多いのではないかと思います。 

 

（委員長）では次に，「安全安心な学校（園）づくり」をお願いします。 

 

（青少年課長）委員長よろしいですか。先ほど伊藤委員から不審者の件でお話が出ましたが，

昨年１年間で教育委員会に報告があった不審者情報は１２７件把握しております。なお

一昨年度は１７９件でしたので，昨年度は若干少なかったと思います。ただ，体に触れ

るような行為で，本人及び保護者の同意が得られたものについては，メルモニを使って

発信し，注意喚起をしております。昨年度１２７件中２０件を配信しており，その中に
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は注意事項もありますので，不審者情報に関しましては１７件となっています。一昨年

もほぼ同様で２１件の発信をしております。もう一件，学校運営協議会への保護者等の

参加ということでしたが，保護者等のＰＴＡ関係の方は本年度８８人で，学校長を除き

ますと約２３％を占めているといった状況です。 

 

（委員長）次の「教職員の資質向上のための研修の充実」はどうですか。 

 

（福嶋委員）研修講座は満足度が非常に高いので，これは企画が良かったのだろうと思いま

すが，今後の研修内容をどうしていくのか，今日的な課題等についていつもアンテナを

張っておく必要があると思います。 

 

（教育研究所長）三重県の教育研究所では研修の情報共有を図っており，そこで有名な講師

や評判の良かった研修内容を把握して，連携も取り合って研修を企画したり，アンケー

ト結果を参考にして皆さんがどういう講座を希望しているのかということを分析した

りして検討しています。受講する先生方が固定化しているという実情もありまして，出

ていただければかなり満足度が高いのですが，研修に参加しない先生方もいますので，

こういう方をいかに巻き込んでいくかということが課題になってくるかと思います。今

年の傾向を見ていますと，校長会で働きかけていますが，それを校長先生が職場に戻っ

てから，いかに働きかけてくれているかによって参加率も違ってきているということも

あります。今年からライフステージごとの研修になったのですが，その周知が図られて

いないような現状がある学校もあるようです。私たちももう少し周知を図っていく必要

があると思います。 

 

（福嶋委員）例えば，新人の先生方は参加傾向が強くて，中堅の方は参加率が少ない等の傾

向はありますか。 

 

（教育研究所長）ライフステージ４の先生方がもっと来てもらってもいいのではないかとい

う思いはあります。逆にこちらとしても，ライフステージ４の先生に参加を呼び掛けな

ければならないということにもなります。ライフステージ１の方は校長先生の働きかけ

や仲間からの勧めで，かなり参加されていると思います。職場環境等も影響しているの

ではないかと思いますが。 

 

（教育長）先ほど，アンテナを立てて情報を収集して研修をということでしたが，必要な部

分は実施いたしますが，今年から研修は３年計画で，ある程度長い期間を持って戦略的

に実施していこうというように方針を変えています。ですから，この講師が良いから招

聘しようというような研修計画ではなくて，じっくり構えて実施するような方針で臨ん

でいます。ですから，来年，再来年の考え方は既にできていますので，それに基づいた

講師を選んで実施いたします。 
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（伊藤委員）今年の研修の中にオリエンタルランド，ディズニーランドの方が来られるので，

行きたいなと思って問い合わせたらもう満席でしたので，少し残念なことがありました

が，そういう学校関係でない方の研修講座というのは，どのように計画されるのですか。 

 

（教育研究所長）順番があって今年は鈴鹿が当たって実施したものです。県の協力もありま

して，企業研修として行いました。 

 

（伊藤委員）講師陣の中で目新しい方が見えたなと思っていましたので。 

 

（下古谷委員）私の意見のところでＦＤ活動という言葉を使わせていただいていますが，特

に問題はないですか。ＦＤ活動という言葉を普段使わないのであれば，授業改善という

意味ですので読み替えていただければと思います。 

 

（委員長）上から３つ目の私の意見ですが，教員の資質向上のための研修の部分ですので，

似つかわしくないのでカットしてもらって結構です。メンタルヘルスも課題になってい

ますし，教育環境は施設も大事ですがやはり人だと思いますので，どこかでまた触れて

いただければと思います。本当に学校の苦しい現状を鑑みて，どうか支援をお願いした

いと思います。１０ページに入ります。「時代に即応した施設環境の整備を図ります」

の部分はいかがですか。 

 

（教育総務課長）快適安全な学習・生活環境の整備ということで，計画的にこの２カ年で普

通教室に扇風機の設置を行います。また，トイレの改修も和式便器を洋式に徐々に改善

したり，多目的トイレに改修したりというような改善はさせていただいております。し

かし，ここに書いていただいてある普通教室へのエアコン導入については，当面不可能

かと考えています。現状としては，体温調整ができない子どもが特別支援学級に入って

くる場合を最優先に設置しているのが精一杯です。もう一つは，特別教室で，例えば，

小中学校で盛んなブラスバンド等の音楽を行う場合に，夏休みや暑い時の練習時には，

御近所の住民に対する騒音の問題がありますので，窓を開けっぱなしにして練習ができ

ないという環境を訴えられる学校に対しては，優先的にエアコンの設置をさせていただ

いています。ですから，普通教室までは手が出ないという状況で，近々でもそこまで行

くのは難しいかなと思います。同じように全小中学校への防犯カメラの設置についても

難しい状況です。３点目の大規模校の緩和については，今，学校教育課の方で校区の弾

力的な見直しをしています。よって，難しい部分については記述から省かせていただき

たいというのが私の意見です。もう一つ，つり天井につきましては，ここに書かれてい

ますように，国の基準がこの秋にでも出るようですので，基準が出たら設計を行い，極

力早い段階で着手したいと考えております。 

 

（委員長）防犯カメラについては，どこかの企業からの寄附で全ての学校に防犯カメラを４

～５台つけたと聞いたような気がします。そのおかげで学校への不審者の侵入とか器物
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損害等が減ったということです。将来的に余力ができてきたらお願いしたいと思います。

それでは，点検評価全体に関する御意見が１１ページから１２ページにわたってありま

すが，その部分をお願いします。 

 

（教育総務課長）意見の中で下から４行目の「関係ない用語解説がある」とか，その４つ上

の「成果と課題が矛盾するような内容がある」というような御指摘をいただきました。

これについては，事務局でもう一度整理をさせていただいて，再度，個別に一次評価の

見直しをかけたいと思っております。それから一番はじめの御意見ですが，アクション

プランに様々な項目がある中で，「この一年はこの課題が最重要課題であり，特に全力

をもってあたるという項目を設けたら」という御指摘をいただいていますが，アクショ

ンプランは教育振興基本計画に基づいて一年間に取り組む項目が書いてあるものです

ので，沢山書いてありこれが重点かと思われるところもあると思いますが，教育につい

て色々ある項目の中でも，例えば少人数であれば今年はこの３つに重点的に取り組もう

ということですので，アクションプラン自体が重点項目と私の方は整理させていただい

ています。２点目の指標・目標値の設定については，教育長が言われましたように中期

的な指標が良い項目と，一年で変えていった方が良いものがありますので，毎回，計画

策定の段階で常に指標については考慮し，判断して行きたいと思います。５段落目の部

分ですが，今回，新たにアクションプランが単年度計画であったため，中長期の視点を

評価に取り入れるということで，総合計画の単位施策評価の点検をはじめてこの評価の

中に入れさせていただきました。単位政策１１項目について中期的に今年どの段階にあ

るのかをわかるようにさせていただきました。ここで「１１項目以外には触れられてお

らず」と御指摘がありますが，教育委員会の単位施策については１１項目しかございま

せんので，中期の評価については，こういう対応をしたいなと考えております。 

 

（教育長）今，課長が言われた中で少し気になったことがあります。関係ない用語解説があ

るというのは，直しておいてくださいという意味の意見でしたので問題ありませんが，

評価と課題が矛盾するような内容があるという部分については，もう既に有識者の評価

を受けているので，その後で直してもいいのかということが気になります。 

 

（教育総務課長）そうですね。ここの部分については，次年度対応というで，申し訳ありま

せんが，よろしくお願いします。 

 

（教育長）今の「関係ない用語解説」を消すとか，先ほどの青少年課長が言われた「マイナ

ス３００％になるものは０％にする」と注意書きを入れる等は，評価そのものに関係が

ないので良いと思いますが，評価している部分の文章を変えるような修正まではすべき

ではないと思います。 

 

（委員長）色々な意見がありますが，教育総務課長や教育長が言われたものについて，事務

局の方で調整していただきたいと思います。 
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（教育長）重要課題を取り上げて優先順位をということを言われましたが，その気持ちはも

の凄く良くわかりますが，計画を作る側になったときには本当に難しいものがあります。

やはり市民や保護者もそうですが，皆さんが多様性を持っている中で，順番をつけるの

は非常に難しいと思います。教育振興基本計画で鈴鹿五策と言っていますが，その程度

の強弱ぐらいしかつけられないのかなあと思います。 

 

（委員長）順位を付けるというのは非常に難しいけれども，五策や目指す子ども像の中のこ

れとこれということではどうでしょうか。 

 

（教育長）それがなかなか難しいと思います。昔，総合計画の仕事をしたときに，一度こう

いうのを作ろうということで，重点的な事業として抽出したら，案の定，色々な方から

声をかけられ，結果的に総花的になったということがありました。それぞれの思いが違

いますから，なかなかこちら主導でこれとこれでということは，説明が難しいですね。 

 

（委員長）教育委員会全体の活動の点検ということで私が一番下に書いた部分ですが，教育

委員会制度そのものが色々と言われていますが，本市の教育委員会では，定例会のその

他の事項で，今日的な課題ということでいつも意見交換をしました。例えば，多文化共

生や中学校給食，体力向上等，色々な事項を提案説明していただきました。この意見交

換は凄く勉強になりましたし，皆さんの取組の成果も知ることができたと思います。非

常に良かったと思いますので，そのようなことも書いていただいたらと思います。最後

に一つ残っています中期目標の点検についての部分ですが，これについていかがですか。 

 

（教育総務課長）ここも一つ教育総務課からですが，御意見の最後の部分に「単位施策の中

間点検をシンプルに成果指導と進捗情報だけにしたらどうか」という御意見をいただい

ておりますが，そこだけにすると単位施策の内容が薄れてしまいますので，今，掲載し

ている内容程度は必要ではないかと考えています。この点検評価の主な目的は単年度評

価ですので，単年度評価を見ていただいた中で，参考に中期的に見たときに，今の数値

がこの辺だなというような扱いとしていただければと思っております。 

 

（下古谷委員）今の行財政経営計画の表ですが，一点だけ，進捗状況の欄で達成度を書いた

部分のとなりに制度改正・社会情勢の変化等の特記事項の欄がありますが，ここに記載

があるものとないものがあります。私は書き忘れたのではないかと思いましたので，何

もないのなら「特になし」等を入れた方が良いと思います。 

 

（教育総務課長）はい，ありがとうございます。 

 

（福嶋委員）この部分については，有識者からは評価を複雑にしたという御意見もありまし

たが，私としては，やはり中期的な見方ができるので，補足的な意味合いであっても，
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あった方が良いのではないかと思います。 

 

（委員長）最後に，全体で何かありますか。 

 

（教育長）色々御意見をいただいたことについては，事務局の方で考えさせていただきます。

予算に直接的に触れているところについては，教育委員会は予算と人事は握っていませ

んので，思うようにいかないとこがありますので，この辺りは，もっと違う柔らかい表

現に変えさせていただくこともありますので御了承ください。 

 

（福嶋委員）自己評価ということになりますので，語尾についてもよろしくお願いします。 

 

（指導課長）指導課に関係する部分が前半にたくさんありまして，貴重な御意見をたくさん

いただいているわけですが，今後，事務局の方で考えていく中で，二次評価ということ

を踏まえながら修正や削除もあるかと思います。御容赦いただきたいと思います。 

 

（委員長）我々の思いとしては留めていいただきたいと思います。今後のスケジュール等に

ついてお願いします。 

 

（教育総務課長）本日の協議の結果を踏まえまして，事務局でもう一度，評価報告書の原案

を整理させていただきまして，９月教育委員会定例会で二次評価の事務局案を出させて

いただこうと思っています。その後，１０月教育委員定例会に議案として提出させてい

ただいて，承認をいただきたいと考えております。それを受けて１２月市議会定例会で

報告書として提出いたしたいと考えております。よろしくお願い致します。 

 

（委員長）これをもちまして，平成２５年度第１回教育委員会懇談会を閉会させていただき

ます。皆さんありがとうございました。 

 

平成２５年度第１回教育委員会懇談会終了 午後４時４５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 伊藤 久仁子 

 


