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平成２７年第１回教育委員会懇談会議事録 

 

１ 日時 平成２７年８月２４日（月）午前１０時から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席 教育長（玉川登美男） 

教育委員会委員（福嶋礼子，岡井敬治，伊藤久仁子，下古谷博司） 

 

４ 議場に出席した職員 

教育次長（篠原政也），参事（冨田佳宏），参事兼教育総務課長（前田靖子），学校 

教育課長（山田洋一），教育指導課長（山田純生），教育支援課副参事（神原由明）， 

教育支援課主幹（市川泰），書記（永井洋一），書記（佐野方彦），教育総務課（椿し

ほ） 

 

５ 協議事項 

（１）平成２６年度教育委員会活動の点検・評価について          （教育総務課） 

 

６ 傍聴人 なし 

 

（教育長）定刻となりましたので，ただ今から，平成２７年度第１回教育委員会懇談会

を開催いたします。本日の会議録署名委員は，下古谷委員にお願いします。下古谷

委員，よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，協議事項に入ります。平成２６年度教育委員会活動の点検・評価

につきましては，６月の教育委員会定例会にて，一次評価の報告がありましたが，

本日は，二次評価として，教育委員の皆様の評価について，協議いたしたいと思い

ます。なお，資料の枚数もかなりございますので，スムーズな議事進行に御協力い

ただきますようお願い申し上げます。では，配布資料につきまして，教育総務課長

から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，まず資料１を御覧ください。こちらは左側に委員からいた

だいた意見を，右側にそれらを勘案して作成した二次評価（案）を記載してござい

ます。次に，資料２でございますが，同じく，委員からいただいた御意見に対する

各担当課の対応等について，こちらは記載してございます。続いて，資料３でござ

いますが，委員からの御質問に対する各担当課回答が記載してございます。そして

後に資料４でございますが，委員からの意見を反映して，点検評価の全体を修正

したものでございます。なお，修正や加筆などを行なった箇所につきましては，薄

く塗りつぶしてございます。ちょっと白黒ですのでわかりにくいですが，薄く塗り

つぶされているのが，修正加筆などを行った箇所でございます。また，字句訂正な
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どにつきましては，訂正後，そのまま黒字での記載とさせていただいておりますの

で，御了承いただきますようお願いいたします。資料の説明は以上でございます。 

 

（教育長）ただ今の説明について，御質問などはございますでしょうか。なければ，委

員からの意見及び各担当課からの回答につきまして，確認作業をしていただき，今

からいただく御意見も踏まえまして，二次評価（案）を作成いたします。なお，今後

の予定でございますが，９月の教育委員会定例会にて二次評価（案）を報告いたし

ました後，有識者の評価を経まして，１１月教育委員会定例会において議案として

提出し，承認をいただきたいと考えております。そして，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。よろしくお願いいたします。それで

は，二次評価（案）につきまして，順を追って確認し，御意見を伺いたいと思いま

す。まず，資料１の教育委員会委員評価二次評価作成シートにつきましてですが，

各委員の御意見が反映されているか御確認をいただき，御意見をお伺いしたいと思

います。 

 

（福嶋委員）全体的なことなのですけれども，教育委員の評価の案というところがです

ね，例えば６ページなのですが，私たち４人がいろいろなことを言っているので，

それをまとめていただいて，ぎゅっとなっているような，結構文章が長くてですね，

わかりにくいかなという気がします。苦労していただいているのはわかるのですけ

れども，それと，例えば２つ目の「また，子どもの居場所づくりは」っていうところ

あたりですけれども，少し文章が長くて，どうなのかなと思うところがあるので，

文章の書き方を変えていただくと良いかなというのを全体的なことで感じました。 

 

（教育長）文章の書き方を短く，スリムにできないかということですね。 

 

（福嶋委員）切っていただくとかですね，文章一個が長くなっているかなと。 

 

（教育長）文章自体が，センテンスとして長いということですね。 

 

（福嶋委員）多分私たちがいろいろ言っているので，それをつけていただいて，無理が

あるんじゃないかなというように感じました。 

 

（岡井委員）資料の１に行く前にですね，この冊子の４ページから９ページまで「はじ

めに」というところがありますよね，これについて確認させていただいてよろしい

でしょうかね。まず４ページの四角の箱の中の２番ですけれども，「教育委員会は，

前項の点検及び評価を行うに当たっては，教育に関し学識経験を有する者の知見の

活用を図るものとする。」ということで，一昨年まではこれで良かったと思うのです

が，前回から一次二次が終わった後にこの学識経験者の知見が出てくるので，これ

の扱いは，活用をどこで図るのか。例えば二次評価で，このように作っていただき

ましたけれども，後に学識経験者のお二方からでてきたら，それを参考に若干，少
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し手直しするのがあるのかないのかというところと，それから，６ページ，（３）の

点検・評価の対象ですけれども，施策の方向は変わらないけれども，毎年施策の内

容は数が違いますよね。これ６６と違うのですかね。６４足す２で。この数が。推

進項目入れると６６項目，これ６４というのは去年までのものではないのですか。

少し確認をしていただきたいです。施策の内容。７ぺージの下から８行くらいに全

６９項目と書いてありますよね。７ページの【アクションプランの点検・評価】の

５行目にですね，活動内容６９ではなく，６６ではないかと思います。 

 

（教育長）点検項目のところですね。 

 

（岡井委員）ええ，活動内容のところです。，８ページの四角の中に６９って書いてある

けれど，６６ではないかと，御確認をしてください。９ページ，上の方の④ですけ

れども，「９月教育委員会定例会において報告。教育委員会委員の了承をもって二次

評価（案）を仮確定。」とありますよね。これは仮確定，確定ではないのですか。で

は確定はいつするのかということです。それからその上の，これは②，③，④です

よね。これの③のところに相当するところですけれども，「教育委員会懇談会を開催

し，二次評価（案）の確認作業及び意見を再聴取」とありますけれども，確認よりも

審議でしておいた方がそれらしく見えるのではないかと思います。確認作業ではな

くて，「二次評価（案）の審議及び再聴取」としたほうが良いのでしょうか。④は，

仮確定ということはまたどこかで確定するわけですよね。そういうようになるので，

ここらへんどうかなと思います。（７）ですけれども，知見の活用というのが求めら

れているということで知見を使っているのだけれども，下から３行目には「学識経

験者の意見を報告書としてまとめ」とあるので，これを えた方がよいのではない

でしょうか。知見と意見をね。知見の活用というのは，点検・評価の客観性を確保

するため，学識経験者の知見を活用するということは，全体としてこれができて今

後の教育委員会の中に活かしていくという活用という意味なのか，この知見いただ

いたものをこの今作っている，こういうものに活かしていくのか。そこらへんが少

しはっきりしていないかもしれませんね。一昨年と変わったもので，そこらへんの

ところ整合性があるのだと思うので，整理していただいたらどうかなと思いました。

意見です。 

 

（永井書記）まず４ページなのですけれども，有識者の方の知見を活用するということ

で，実はこの後二次評価（案）の方が固まりましたら有識者の方に御意見のほうを

求めるのですが，有識者の意見をもって二次評価（案）が変わることはございませ

ん。今後，来年度以降の教育委員会活動であったり，この点検・評価に反映するか

なというところでございます。また６ページ・７ページの取組の項目数については，

間違えておりましたので再度精査させていただきます。すみませんでした。あと，

９ページの仮確定という文言のところなのですけれども，こちらについては実はま

だ決算額自体がですね，９月議会で御審議いただきますので決算額が２６年度固ま

っておりません。そういった意味での仮確定ということでですね，この二次評価（案）
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の方で有識者の意見をいただいた後，決算額を固めて１１月定例会で議案として提

出いたします。そこをもって確定になるのかなというところで，仮確定としており

ます。 

 

（岡井委員）１３ページ，１４基本的生活習慣の定着に努めますの②あいさつ運動とい

うのがありますけれども，これは下へいくのと違いますか。②の家庭学習の横に，

指標の中にあいさつ運動への参加者数とある，これは下の③にいくのではないです

か。 

 

（教育長）１４のところの②，子どものあいさつ運動への児童生徒の参加とあるのは，

③のところにくるのではないかということですね。 

 

（岡井委員）アクションプランはそうなっているように思うのですけれども。 

 

（永井書記）誤って詰めて記載しておりますので，こちらは一段下げて③のところに入

れさせていただきたいと思います。 

 

（教育長）そうしましたら，もう一度はじめの資料１の方に戻させていただいてよろし

いでしょうか。資料１の二次評価作成シートを確認いただいた中で御意見をいただ

きたいと思います。福嶋委員からいただいた，文章が長いようなのでもう少し精査

できないかという御意見をいただいておりますので，そのへんまた考えていただい

てもよろしいでしょうか。 

 

（岡井委員）進め方として，もうどこからでもというのか，もう少しひとくくりにする

か，一つずつ，あまり時間をかけてやるのもどうかなと。 

 

（教育長）時間の関係もございますので，一応資料１の提示していただいている各委員

の二次評価作成シートについて御意見をいただくというかたちで，資料１をまとめ

ていきたいと思います。 

 

（岡井委員）１のみえスタディ・チェックの，あまり成果と評価が書いていただいてい

ないように思ったので，私も書かなかったのですが，スタディ・チェックは何回か，

２・３回されたと思うのですけれども，成果と課題というのがあったら簡単に教え

ていただけますか。 

 

（教育指導課長）みえスタディ・チェックについては，昨年度２回実施をしております。

昨年度の場合は，県の方も試行で行っておりますので，対象の学年も小学校１年生

から６年生，中学校１年生から３年生となり，全部の学年で，国語と算数・数学に

ついて実施しました。三重県の子どもたちは，全国学調の結果からも，Ｂ問題，活

用能力に課題があるということから，スタディ・チェックの問題もそのような内容



5 

で出されました。全国学調で明らかになった課題と同じような課題がスタディ・チ

ェックでも見られたということです。ですから，全国学調だけでなくスタディ・チ

ェックからも明らかになったということで，より課題がはっきりしたというのが成

果のひとつであったと思います。小学校の１年生・２年生・３年生から受ける必要

があるのかという議論もありまして，本年度については，実施学年が小学校の４年

生と５年生，中学校の１年生と２年生となりました。回数としましても原則１回で

すが，本年度の場合は１０月に１度と２月に１度というように，２回行われます。

対象学年も絞られ，回数も少なくなりました。全国学調にしろみえスタディ・チェ

ックにしろ，授業改善が１番の目的でございますので，はっきりと課題が明らかに

なり，今後の取り組みの方向が見えてきたというのが大きな成果であったと思いま

す。 

 

（岡井委員）資料の１ページですけれども，下から８・９行のところに「また」，とあり

ますよね。ここで「また，少人数学級編成及び少人数指導の充実については」とき

て，その後「各校の学力の目標値については」とくるので，この「また」の後の，「少

人数学級の充実について」まではいらないのではと思います。だから，また各校の

学力の目標値については，せめて前年度を上回ることを目標にしていただきたいと

横に書いたのですけれども。「ついては」，「ついては」ってこれいりませんよね。 

 

（教育長）この文，省いたらどうかということですが。 

 

（永井書記）おっしゃるとおり非常に分かりにくい文章になっておりますので，もう一

度精査して簡潔にまとめていきたいと思います。 

 

（福嶋委員）私からもその二次評価の案の文章なのですけれども，全体のボリュームと

して，これだけのボリュームがあってよいのかどうか，その辺をですね，事務局の

ほうから，どうなんでしょう。あまりたくさん量があるのはどうかなと思います。 

 

（永井書記）福嶋委員，岡井委員から御指摘いただいておるように，もう少し文章自体

は簡潔にするようまとめたいなというところがございます。あと，ボリュームにつ

いてはですね，昨年度より若干少ないくらいかなというようには作成していて思っ

ております。 

 

（教育長）できるだけ簡潔に書いてはどうかという御意見と，書き方という面で努力し

ていただくということで。 

 

（下古谷委員）資料２の方で１ページの上のところで，私のところの４番，情報教育の

充実に取り組みますのところで，御指摘いただいたとおり，「携帯電話等」と修正し

ますというようにいただいております。せっかくここで反映していただいているの

で，できればその資料１の方の，例えば３ページの４の二次評価の下から４行目，



6 

またＩＣＴ機器の普及により，児童生徒の携帯電話所持率がの所は，携帯電話等の

所持率というか，そのように全体的にできれば修正を活かしていただいたほうが良

いかなと思います。 

 

（伊藤委員）私も３ページの情報教育の充実というところで，書かなかったのですが，

現実のＩＣＴタブレット端末の数とか，電子黒板の数というのは，非常に足りない

状態で今鈴鹿市は推移していると思いますので，ここで充実とか教師の研修とかと

いうのは，なかなか，足りた状態での中での研修とか，そういうのができていない

というのがありますので，教育委員会の中でも辛いところなのかなと思います。予

算を，どういうように議会の方に上げれるのかなというのが自分としてはよくわか

らなかったのですけれども，ある程度そういう予算なのか，機器なのか，例えば各

学校に生徒の数の何％みたいな数字目標なんかを入れてもらって，タブレットをこ

れだけは 低限，取組みたい，ここにこれだけ入れたいというようなことは書けな

いのかなと思いました。そこらへんの，今現在の少ないタブレット端末についての

ことが書いてもらってあるので，本来動いていくべきもの，そういう説明資料とい

うのは入れられないのか教えていただけますか。 

 

（教育長）今後に向けての数値目標を入れられるとか。 

 

（伊藤委員）そう。このくらい欲しいなみたいなものがあると，より具体的に先生たち

の研修がもっと具体的にできるのかなと思います。 

 

（教育長）懇談会ですので，そのへんどうでしょう。 

 

（永井書記）例えば電子黒板なんかで言いますと，国の第２教育振興基本計画にかかる

情報化計画においてはですね，各校に１台という目標が掲げられております。鈴鹿

市においてはまだまだといいますか，なかなか充実していけないところもありまし

て，またさらに教育委員会としても全体的な計画というのがですね，まだ作成でき

ていないような状態です。ですので，ここに目標値いくつというのはまだまだ活動

としては書けないのですが，ただ将来的には当然必要な数値ですので，ＩＣＴ，先

生が使うパソコンもそうですし，生徒が使うパソコンもそうなのですけれども，全

体的な計画を立てて推進していきたいと思います。その際には目標値の方は書いて

いきたいと思います。 

 

（教育長）ほかに資料１について，御意見ございますか。 

 

（教育長）ほかに御意見もないようですので，次に資料２一次評価の記載内容に対する

委員からの意見とその対応一覧表でございますが，対応等につきまして，御意見は

ございますでしょうか。先程ちょっと下古谷委員の方からはいただいたのですけれ

ども。ほかの資料と関連する事項があるかもございませんが，資料２につきまして
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いかがでしょうか。対応につきましては各御意見をもとに，担当課の方で対応等書

いていただいたのですけれども，よろしいでしょうか。 

 

（教育長）御意見ございませんので，続いて資料３につきまして，委員からの質問と回

答につきまして，これも見ていただきながら御意見ございましたらお願いいたしま

す。 

 

（伊藤委員）「自校の強みと弱みを分析し」というので，あくまでもその学調について何

番がどうとかっていうのがあるのですが，それは後でついてくるものだと思ってい

ます。教育委員会のほうで，各学校で他校に対して非常に伸びた学校とか，それか

ら去年まで良かったのに今年度急に落ちたといった復習の具体的な内容までは把握

していないということなのですが，そういうように伸びた学校とかの対策というの

は，別に公表はしていただかなくてよろしいのですが，指導課の方でそういうデー

タはお持ちですか。 

 

（教育指導課長）各校での取組については，教育指導課の指導主事が学校訪問させてい

ただく際に，研修部会とか校内研修会の中で取組について聞き取り，課で一覧表を

作成することで取組内容については把握をしております。 

 

（福嶋委員）委員の質問，意見のところで，よく夢工房についてこれから少し考え直し

たらどうかという意見があったのですけれども，それについてはどういうふうにこ

れからしていこうと考えていらっしゃいますか。 

 

（教育指導課長）今の教育課題，子どもたちの要望，講師の選定とか，新しい人を取り

入れたりとか，内容的なことについても今検討している段階でございます。去年も

頼んでいたので今年もお願いしますというよりも，先生方や子どもたちにどういう

ニーズがあるのかしっかりと把握しながら，講師選定とかお願いについ進めていこ

うと考えております。 

 

（福嶋委員）私もそれは大切だと思うのですが，講師の先生から耳にすることは，学校

側の講師の先生に対するいろいろ接し方がですね， 近だんだんと甘えがでている

といったらおかしいですけれども，どこのところに車が入っていったらいいかわか

らないとか，先生方も放りっぱなしでどうなのかなというように，行っても，学校

側から歓迎されているとなかなか思われないような特徴があるそうです。行ったら

残念だったなというようなことをちょっと耳にすることがあるので，その旨またよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

（教育指導課長）貴重な御意見とお声をお教えいただきましてありがとうございます。

マンネリ化ではないのですが，学校側もだんだんと慣れてきますとそのあたりマイ

ナス面も出てきますので，４月の段階，校園長会などを通じてお願いしていきたい
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と思います。また，年度途中であっても伝えていきたいと思います。御意見ありが

とうございました。 

 

（伊藤委員）ついでにその意見なのですが，うちの場合でも，障がい者ってことで人権

を求めた何かでよく呼ばれます。いつも１回４５分行かせていただいて，なかなか

掘り下げるのが難しくて，生徒はその後こういう感想をくださるのですけれども，

それですらっと終わっていくところがあります。何年か前に若松小学校が近かった

ので研究指定校に当たっていたということもあって，お話ししにいって，そこでの

質問に話し合いに行って，もう一回その子たちが来てというのを何回かやりとりし

すると子どもが，とっても見える部分というのがあります。例えば年に１回講師に

来ていただいたら，どこかでその講師が空いている時にもう一回来てもらって掘り

下げるというので，６年生くらいになるとなかなか鋭い意見が出たという経験があ

ります。やはり４５分でと終わると，ああ，あの人は大変なんだなくらいで終わっ

てしまうところがありますので，その授業を受けたときに，子どもの質問が出てき

たときに，また， 後の方でも，もう一度講師に来てもらって，どう思うかという

ことをするともうちょっと盛り上がるかなというのが私の経験ではあります。ただ，

その，授業の域というか，余裕がないのか時間的にというのがすごくありますので，

子どもたちに聞いて講師の先生ともう一回お話したい，というかたちで掘り下げて

いってもらうのもひとつかなというのは思いました。 

 

（教育長）実際に行っていただいた感想と合わせてマンネリ化している，もう少し利用

してほしい，そういうご意見だったと思います。 

 

（教育指導課長）御指摘いただいたところをしっかりと取り上げていきたいと思います。

学校としても単発の取組にならないように，年間の指導計画に位置付け，その中の

取組として外部から来ていただくようにすべく，これから修正してまいります。あ

りがとうございます。 

 

（岡井委員）小学校給食において単独調理室と，共同調理所の献立の月一回の入れ替え

試行を継続したいと書いていただいてあるのですが，入れ替え試行について詳しく

お願いします。 

 

（学校教育課長）これにつきましては，地産地消率を上げるためにということなのです

けれど，課題としては数量がちゃんと給食必要数分提供できるかという課題がござ

います。それで，全体をいっぺんにするのではなくて，日をずらすことで使用量が

大体半分で済むということですので，同じメニューなのですけれども，単独調理校

はＡからＢへの順，センターはＢからＡへの順で入れ替えるということをすること

によって，少しでも食材の量を減らして，出せる可能性を高めようという，そうい

うかたちでみてください。 
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（岡井委員）よくわかりました。 

 

（教育長）それでは，資料３に基づきましていろいろ御質問，御意見いただいたわけで

すが，資料４につきましても始めに教育総務課長の方から話がございましたように，

委員からの意見を反映したのが修正した冊子でございます。先程岡井委員の方から

御意見ございましたが，ほかに何か付け加えるというか，御意見ございますか。 

 

（岡井委員）２６ページ，目標達成度に関する分析評価で先生からいただいた意見で，

薄く，これを付け加えていただいたのですよね。書いていただいてありますけれど

も，この体力テストで，確かに実施方法が十分周知していないとかも，とってつけ

たようにやったということはないと思うのですけれども，それは言えると思うので

すけれども，この２つ目の日常からの取組が十分趣旨が伝わっていないというのが

書いていただいてあるのだけれども，これはほかのことでもこういうことは言える

と思うのですよ。これがここに書けばほかのこともね。学力にしろ何にしろ，教育

指導課の方で指導していただいたけれども，それが十分伝わらなかったとかという

ことになるので，ここは②の全ての学校に広がっていないというのは，例えば下の

方向性のところへですね，例えば体育の授業改善や運動の日常化について，校長会

なんかでもう少し指導強化するとともに，いろいろな講座とかをして，やっていく

と。ここへ入れておいてあげると，上に，できていないのは校長会の指導が，十分

じゃないと，まあ確かにそうかもわかりませんが，下の方へですね，ここ全部入れ

てもらったらどうかなと思いました。まあせっかく入れていただいたのですけれど

も，ほかのことでもこういうことは言えるのではないかと思いました。 

 

（岡井委員）３１ページの活動内容の③，「道徳教育の全体計画の」，これ全体計画「に」

ですよね。アクションプランも「に」になっていたと思います。６６ページの中段

に進 状況とありますけれども，平成２６年度は９３.３％，達成度も９３.３％で，

進学率は引き続き向上しているところ，これ横ばいですよね，現状維持。こういう

時も「引き続き向上している」と書くのかなと思ったのですけれども。９３.３％は

同じなので，こういう場合は，引き続き好調をキープしているとしては，どうでし

ょうか。 

 

（教育支援課主幹）外国人生徒の進学率については，市内の中では非常に高いものをキ

ープしていると思いますので，この書き方についてもですね，進学率は依然と高い

状態であるとか，そういうかたちで変えさせてもらったらどうかなというように思

います。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，今回の懇談会の協議を踏まえて，点

検評価の 終案を作成させていただきます。 
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（教育長）それでは，これをもちまして平成２７年度第１回教育委員会懇談会を終了し

ます。ありがとうございました。 

 

第１回教育委員会懇談会終了 午前１０時４２分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

教育長 玉川 登美男 

 

委 員 下古谷 博司 


