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平成２７年９月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２７年９月２９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 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 

文化振興部長（古川滋），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

支援課長（薗田雅司），参事兼文化課長（井上陽子），参事兼スポーツ課長（石坂

健），参事兼考古博物館長（澤井環），書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１）鈴鹿市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関す

る条例の制定について                                      （教育総務課） 

（２）鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正について                      （学校教育課） 

（３）鈴鹿市人権教育センター条例施行規則の一部改正について      （教育支援課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２７年度企画展「黄金に輝く-信長・秀吉の瓦－」       （考古博物館） 

（２）平成２６年度教育委員会活動の点検・評価結果（二次評価案）について     

（教育総務課） 

（３）平成２８年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者選考実施要綱について     

（学校教育課） 

（４）平成２７年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表について    （教育指導課） 

（５）平成２７年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了証書授与式・卒業証書授与式

について                                                  （教育指導課） 

（６）全国学力・学習状況調査について                            （教育指導課） 

 

７ その他 

（１）１０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 なし 

 

（教育長）皆様，こんにちは。ただ今から平成２７年９月教育委員会定例会を開催しま

す。本日の議事録署名委員は，福嶋委員にお願いいたします。 
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（教育長）それでは，議事に入ります。 初に，議案第１７３３号「鈴鹿市地方教育行

政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例の制定につい

て」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第２９条の規定に基づく，鈴鹿市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づ

く職務権限の特例に関する条例案の意見聴取について，鈴鹿市教育委員会の教育長

への事務委任等に関する規則第１条第３号の規定により，この議案を提出いたしま

す。 

 

（教育総務課長）それでは引き続きまして，詳細を説明いたします。始めに９ページ，

１０ページを御覧ください。教育委員会は，教育の政治的中立性，継続性，安定性

の確保の要請から，地方公共団体が処理する教育，学術及び文化に関する事務で，

９ページにございます地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条に掲げる

ものを管理，執行することとされており，スポーツ・文化に関する事務につきまし

ても，教育と重なる部分が大きいことや事業の継続性・安定性が重視されることか

ら，教育委員会が管理，執行することとされております。一方，スポーツ・文化に関

する事務につきましては，「地域づくり」とも密接な関連があり，ほかの地域振興関

連行政と合わせて地方公共団体の長において一元的に担当したいとの要請から，平

成１９年の法改正によって，１０ページにございます第２３条が追加され，条例の

定めるところにより，地方公共団体の長が管理，執行することができることとされ

ました。このような趣旨のもと法が改正されてから７年が経過しておりますが，県

内の状況はと言いますと，津市を始め，亀山市，伊賀市，桑名市がスポーツ・文化に

関する事務，三重県におきましては，スポーツに関する事務の職務権限の特例に関

する条例を制定し，また，そのほかの市町におきましても，同様の条例制定を検討

している状況にございます。本市におきましても，スポーツ・文化に関する事務に

つきましては，地域の実情や住民ニーズに応じた「地域づくり」の観点から，ほか

の行政分野との連携が必要であること，加えて，平成３０年の全国高等学校総合体

育大会や平成３３年の国民体育大会の開催に向けた組織改編に併せて，効率的，効

果的な行政運営を行なう必要があることなどから，職務権限の特例に関する条例を

制定し，スポーツ・文化に関する事務の職務権限を，教育委員会から市長へ移譲し

ようとするものでございます。なお，法の第２３条にもございますように，学校に

おける体育に関すること,及び文化財の保護に関することは，その性質上，引き続き

教育委員会が管理，執行することといたします。このようなことから，この度の条

例制定に当たりまして，法の第２９条の規定に基づき，市長から教育委員会に対し，

８ページの意見聴取の依頼がございましたので，この議案を提出いたしました。提

出する議案につきましては，２ページの意見聴取に対する回答案，及び３ページ，

４ページの条例案でございます。５ページから７ページにつきましては，条例の制
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定に伴い，附則第３項及び第４項にて一部改正いたします鈴鹿市運動施設の設置及

び管理に関する条例，鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例の新旧対照表でござい

ます。なお，条例制定に当たっての今後のスケジュールといたしまして，まず， 

１２月市議会定例会開会後に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第

２項の規定に基づき，市議会からの意見聴取がございます。その意見聴取に関しまし

ては，再度，教育委員会定例会において審議する必要がありますことから，１１月下

旬から１２月初旬に，臨時会を開催し，御審議いただきたいと考えております。どう

ぞ，よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）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。 

 

（福嶋委員）時勢にあった迅速な組織作りというのがやはり大切なことだと思いますの

で，こういう改正については前向きに進めてもらいたいと思っております。 

 

（教育長）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１７３３号「鈴鹿市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基

づく職務権限の特例に関する条例の制定について」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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７３３号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）続きまして，２番目の議案第１７３４号「鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正に

ついて」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市立幼稚園条例の一部を改正する条例

を１２月市議会定例会に提出するについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委

任等に関する規則第１条第３号の規定により，この議案を提出いたします。なお，

詳細につきましては，学校教育課長から説明させていただきます。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは，議案第１７３４号，鈴鹿市立幼稚園条例の一部

改正について，説明申し上げます。資料は１２ページから１３ページでございます。

申し訳ございませんが，資料に誤りがございましたので，訂正をお願いしたいと思

います。１３ページでございますが，改正前となっている右側の表中の鈴鹿市立愛

宕幼稚園の位置でございますけれども，鈴鹿市若松町８３番地となっておりますが，

正しくは鈴鹿市南若松町８３番地でございますので，訂正をお願いいたします。そ
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れでは説明をいたします。本市におきましては，平成２５年９月に策定しました「鈴

鹿市立幼稚園再編整備計画」に基づき，第Ⅰ期から第Ⅲ期の再編整備計画を策定し，

鈴鹿市立幼稚園の再編整備に取り組んでいるところでございますが，鼓ケ浦中学校，

平田野中学校の２中学校区における市立幼稚園の統廃合を進めるために，幼稚園条

例を改正しようとするものでございます。改正内容でございますが，鼓ケ浦中学校

区におきましては，愛宕幼稚園を白子幼稚園に，平田野中学校区におきましては，

庄野幼稚園を国府幼稚園に統合することに伴い，第２条の表から鈴鹿市立愛宕幼稚

園の項及び鈴鹿市立庄野幼稚園の項を削ります。この条例は，平成２８年４月１日

から施行します。なお，廃園となる２つの幼稚園につきましては，来年の４月１日

から廃園となることについて地元説明会や回覧等により周知しております。本件は，

平成２８年４月１日より施行すべく１２月市議会定例会に提出してまいります。よ

ろしく御審議いただきますようお願いします。 

 

（教育長）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。 

 

（伊藤委員）着々と再編整備計画というのが進んでいっておりまして，当初の予定通り

各中学校区に１つの幼稚園というようにずっと進んでいっているのは理解できてお

りまして，でもこの先幼稚園がなくなるのではないかという不安にいつも駆られる

のですが，そういう予定はございませんか。 

 

（学校教育課長）現時点ではこの再編整備計画第Ⅲ期までで当初の予定が完結する予定

でございまして，１３園残る予定，１中学校区１つを目処ではございますけれども，

幼保一体化施設等も含めまして 終的に１３園残るというかたちで計画をあげてお

ります。その後につきましては，少子化でございますとか，あるいは保護者のニー

ズの変化等も以前から言われていることではございますけれども，これらが進行し

てきている状況もございますので，今年度，鈴鹿市立幼稚園の今後の在り方検討会

議というものを立ち上げまして，今後の鈴鹿市の方向性についての意見を各方面の

委員の方々からいただきながら，保育料でありますとか，今後の幼稚園の在り方も

含めてでございますけれども，どんな状況にでも応えていけるように対応していき

たいと考えております。 

 

（伊藤委員）今後とおっしゃられたので，おそらくまたなくなる傾向なのかなという気

もしていました。鈴鹿市は私立の幼稚園に補助金とか出してみえますよね。ですか

ら，前と同じ内容で申し訳ないのですが，小学校に上がってくる子どもさんに対し

て，教育委員会の方でもう少し，いろいろな協議会を立ち上げられたりとか，私立

幼稚園，保育園と，しっかりと足並みを えていただくとか，もっといろいろ協議

されたほうがいいような気がしてならないのですが，そのあたりの計画はお持ちで

すか。 
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（学校教育課長）確かに就学前教育，いずれにしても鈴鹿市の公立小学校で学んでいた

だくというお子さん方でございますもので，そういったことの必要性については十

分認識しておるところでございます。また幼稚園でありますとか保育所，まあいろ

いろ形態もございますし，それぞれ私立の幼稚園，保育園におかれましては建学の

精神等もございますことから，そういったことも踏まえる必要がございます，ただ，

小学校に上がって中１ギャップといいますか，様々な問題があるということも承知

しておりますことから，また今後そういったことの解決も含めて課題として検討し

てまいりたいと考えております。 

 

（福嶋委員）これから統合されて少なくなっていく幼稚園ではあるのですが，鈴鹿市な

らではの幼稚園というか，それを活かす取組というのも是非これからもやっていた

だきたいなと思っております。それと質問はですね，この２つの廃園となる幼稚園

の土地とか校舎は，どういうようにこれから利用するということで進んでいるので

しょうか。 

 

（学校教育課長）今回廃園となる愛宕幼稚園並びに庄野幼稚園でございますけれども，

庄野幼稚園の方は現在，放課後児童クラブで１教室使用していただいておりましす

が，２教室使いたいという要望を今年度いただいておりますもので，おそらくそう

いった方向で，使われることになるかと考えております。愛宕幼稚園の方でござい

ますが，特に放課後児童クラブ等で使用したいというお声もいただいておりません

もので，どういった活用ができるかということは，今のところ小学校の学校敷地と

して考えておりますもので，基本的にはその方向で進める方向でございます。 

 

（福嶋委員）では，その後の使い方については，その土地土地で結構温度差があるとい

うことなのですね。 

 

（学校教育課長）使い道につきましては，小学校と併設されておるところが多うござい

ますので，例えば小学校の方で敷地面積が少ない，狭いというところでしたら，基

本的には小学校で使うようなかたちで考えておりますが，それ以外につきましては，

やはり地域の方が無くなって残念だというお声もたくさんいただきまして，そのよ

うな場合には，放課後児童クラブ等で地域の方々に使っていただける方向で進めら

れないかなということを基本として考えております。 

 

（岡井委員）愛宕幼稚園については，その後の使い方が決まっていないようですので，

前も少し申し上げましたけれども，白子の方に不登校児童生徒対象の適応教室があ

りませんので，活用ができるのかできないのか，御検討いただくとありがたいなと

思いますので，よろしくお願いいたします。 
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（教育長）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１７３４号「鈴鹿市立幼稚園条例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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７３４号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）続きまして，３番目の議案第１７３５号「鈴鹿市人権教育センター条例施行

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 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市人権教育センター条例施行規則の一

部を改正するについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第

１条第２号の規定により，この議案を提出いたしました。なお，詳細につきまして

は，教育支援課長から説明させていただきます。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは議案第１７３５号「鈴鹿市人権教育センター条例

施行規則の一部改正について」につきまして，説明申し上げます。１５ページを御

覧ください。鈴鹿市人権教育センターは，平成１７年４月に設置され，子どもの権

利を守り，だれもが生き生きと自分らしく暮らせる地域社会づくりを推進する社会

教育施設です。今回の一部改正は，設置当時と運営の状況も変化してきており，現

状に合わせて第２条の開館時間及び第３条の休館日を改正するものでございます。

具体的には，資料１６ページの改正部分の新旧対照表を御覧ください。鈴鹿市人権

教育センターの開館時間については，施行規則第２条では「午前９時から午後５時

まで」となっておりますが，現状では職員の勤務時間と同様，「８時３０分から午後

５時１５分」と実質なっており，また一ノ宮教育集会所，玉垣教育集会所の２つの

分館については，現在は貸館時のみ開館しているのが現状でございますので，「教育

委員会が必要と認めたとき」と改めることにいたしました。また，休館日について

は，改正前では「日曜日，月曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日」と

なっておりましたが，月曜日が祝日の場合の振替休日について規定されておりませ

んでしたので，現状に合わせて「月曜日」の次に「月曜日が国民の祝日に関する法

律に規定する休日に当たる場合にあっては，その日後においてその日に も近い国

民の祝日に関する法律に規定する休日でない日」を加える改正をいたしました。ま

た，２つの分館の休館日については，現状では毎週土曜日に両館とも貸館をしてお

りますことから，土曜日，日曜日の部分を日曜日と改正いたしました。よろしく御

審議いただきますようお願いします。 
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（教育長）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。 

 

（下古谷委員）改正前，改正後の１６ページの表の中で分館の方ですけれども，基本的

にこれまでは９時から午後５時までは開いていた。それが，使い方がいろいろ変わ

ってきて，これからは基本的には閉まっている状態で，教育委員会の方で認めた日

だけは開けましょうという，閉館の状態にこれからはなっていくということでよろ

しいでしょうか。 

 

（教育支援課長）はい。その通りでございます。基本的には貸館をする時だけ開けると

いうことで，通常は閉まっているという状態になります。 

 

（下古谷委員）それともう１点。休日の休館日というのはここで日曜日と月曜日という

ことで定められている，その日は基本的に教育委員会が，開けるということはしな

いということが前提で，この２日に対しては絶対休館ということでしょうか。 

 

（教育支援課長）原則は休館日ということになっておりますので。ただ，状況によって

というか，特例もひょっとしたら起こるかもしれませんので，まあそういう場合は

開けることもあるかも分かりませんが，原則として閉館日ということです。 

 

（岡井委員）関連しますが，教育委員会が必要と認めたときなのですが，この場合，括

弧で，ただし利用できる時間はやはりこの８時３０分から午後５時１５分までとこ

ういう縛りはいらないでしょうか。 

 

（教育支援課長）今の現状では，実際に分館の場合は例えば夜間，教職員が連絡会等で

使ったりとか，それから玉垣の教育集会所については，放課後児童クラブへ貸館を

しておる状況なのですが，これについては時間が１８時３０分というのが終了の時

間になりますので，それぞれその貸館する対象の方によって時間がある程度ちょっ

と開館の時間とは異なってまいりますので，教育委員会が認めるときと改めさせて

いただこうかなと思います。 

 

（岡井委員）柔軟に対応できるようにしてあるのですね。 

 

（教育支援課長）はい。そうです。 

 

（福嶋委員）ちなみにこの施設の稼働率はどのくらいですか。 

 

（教育支援課長）人権教育センターですか。 

 

（福嶋委員）人権教育センターと分館です。 
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（教育支援課長）人権教育センターの方は毎日，毎日というか火曜日から土曜日までは

開館をしております。 

 

（福嶋委員）大体で結構です。 

 

（教育支援課長）現在は平日においては，ここには外国人の子ども達の就学支援教室と

いうのも設置されておりまして，これが午前から午後３時くらいまで，子ども達が

５名ないし１０名ぐらいの子どもがそこへ来たりとか，それから平日の放課後は，

隣が一ノ宮の解放センターになっておりまして，児童センターと隣接しております

ので放課後の子ども達がそこへ集ってきて遊んだり，それから宿題をしにここの施

設を利用したりとかですね，毎日そういうようなかたちで子ども達が利用していま

す。土曜日については毎週イベントをしておりまして，子どもの居場所づくり事業

ということで，いろいろな創作体験活動を障がいのある子どもや外国の子どもや，

地域の子どもや，いろいろな子どもがそこで一緒にこう繋がれるような活動をして

おりますので，人数は，はっきり何名とは言えないのですが，かなりの活用状況が

あると思います。それから分館の方については，一ノ宮教育集会所については，平

日においては教職員の連絡会であったりとか，研修会であったりとかというかたち

で時々使われるということと，それから毎週土曜日については，現在外国人の児童

生徒の母語教室というのをボランティアの方に来ていただいて，午前中については

大体３０名から５０名くらいだと思うのですが，そこで活用しておりますので，一

ノ宮教育集会所については，そのようなかたちになっております。玉垣の教育集会

所については，先ほど少しお話させていただいたように，教育支援課から児童保育

課を通じて放課後児童クラブの方に活用いただいているということになっておりま

して，こちらは月曜日から土曜日までの６日間，平日においては１時から６時半ま

で，土曜日においては７時半から１８時半まで，もうほぼフルの状態で活用をして

いただいており，人数についてはわからないのですが，そのような状態です。 

 

（福嶋委員）せっかくの施設が，有効に使われているということで安心してですね，使

いやすいというか，逆に利用しやすいような設備をいろいろと，設置していただい

たらいいなと思っております。 

 

（下古谷委員）私が， 初にこの教育委員会が必要と認めたときと読んだ時には，ほと

んど使われなくなっていってしまうだろうというように思っていたのですが，今聞

いて非常に安心しましたので，是非そのように皆さんが利用されて今後もどんどん

使っていただけるような，それであれば全然問題ないのですが，将来廃館となって

しまうのかなと一瞬そのように考えましたので，聞いて安心しました。 

 

（教育支援課長）実際には人権教育センターというかたちになってからについては，３

つの教育集会所が市内にあったものを１つに，人権教育センターにまとめましたも

ので，人権教育センターに機能を集めたというかたちになっておりまして，１７年
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にできた時以降ですね，分館については活用状況を見ながら有効利用をしていこう

ということで，基本的には閉めているという状態がここのところずっと続いている

中で，そういう有効活用していただけるようなところにですね，貸館をしていると

いうようなかたちに進んでおります。 

 

（教育長）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１７３５号「鈴鹿市人権教育センター条例施行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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７３５号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）続きまして，報告事項に移ります。「平成２７年度企画展（黄金に輝く-信長・

秀吉の瓦-）」についてをお願いいたします。 

 

（考古博物館長）それでは，私からは報告事項の１番目，平成２７年度企画展「黄金に

輝く-信長・秀吉の瓦-」につきまして，説明申し上げます。１ページ，２ページのチ

ラシを御覧ください。本企画展につきましては，９月２６日（土）から１１月２３

日（月・祝）まで開催いたします。開催初日の２６日には，博物館においてお月見ミ

ュージアムコンサートを開催いたしました。お天気は何とかもちましたが，曇り空

で残念ながらお月見はできませんでしたが，約５００人の方に御来場いただくこと

ができました。当日御参加いただきました委員の皆様，どうもありがとうございま

した。さて，今回の企画展は，昭和４０年に神戸本多町公民館の庭園工事の際に出

土した，神戸城の天守閣に用いられたと考えられる１点の金箔の貼られた瓦が発見

されてちょうど５０年の節目を迎えたことから，金箔瓦に着目し，織田信長や，羽

柴秀吉の時代において用いられた，金箔で装飾された瓦を展示いたします。展示内

容は，神戸城から出土した瓦のほか，信長，秀吉にゆかりのお城から出土した金箔

で飾られた瓦を展示しまして，信長・秀吉の栄華の時代に思いを寄せていただく内

容となっています。なお，関連講演会といたしまして，１０月４日(日)に滋賀県教

育委員会から仲川靖さんをお招きして「安土城と近江の金箔瓦」と題してご講演を

していただきます。以上で報告とさせていただきます。 

 

（教育長）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）これ，ここに書いてある，杉本市長さんが見つけられたのですか。 

 

（考古博物館長）その当時の市長が指揮していたというだけです。見つけたわけではな

いです。はい。 
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（教育長）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

「平成２６年度教育委員会活動の点検・評価結果（二次評価案）について」をお願

いします。 

 

（教育総務課長）それでは，報告事項の２番目，「平成２６年度教育委員会活動の点検・

評価結果（二次評価案）」について，説明申し上げます。資料は３ページからになり

ます。このことにつきましては，まず，７月教育委員会定例会において教育委員会

事務局の担当課評価である一次評価について，報告させていただきました。次に，

８月２４日に開催いたしました，第１回教育委員会懇談会においては，委員の皆様

による評価であります二次評価について，御議論をいただきました。今回は，これ

らの過程において，委員の皆様からいただきました御意見をもとに，二次評価の

終案として取りまとめたものを報告させていただいたものでございます。その内容

につきましては，お示ししましたとおりでございますので，御確認くださいますよ

うお願いします。なお，点検・評価報告書につきましては，本日の報告に基づく御

意見等を踏まえまして，仮確定とさせていただき，その後，法の趣旨に基づき，２

名の有識者の評価を依頼する予定にしております。その後，１１月教育委員会定例

会において有識者評価を含めた点検・評価報告書全体を議案として提出し，委員の

皆様の御承認をいただきましたら，１２月市議会定例会で議会への報告書を提出す

るとともに，公表してまいりたいと考えております。 

 

（教育長）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。 

 

（岡井委員）まとめいただきましてありがとうございます。４ページの下から７行目な

のですけれども，「ただし」の後，「このような学力向上の取組については」の次の

ところなのですけれども，「競争性がはたらくというメリット」，確かに切磋琢磨と

いう意味で良いと思うのですけれども，確かにそういう意味があると思うのです。

しかしここで「競争性がはたらくというメリット」とすると，教育委員会は競争性

をメリットと考えているのかと，こうなりかねませんので，ここを「ただし，この

ような学力向上の取組については」の後は「学校間格差を助長しないよう配慮し」

として「互いの学校が事業成果を共有し」とこのように繋いだほうがいいのではな

いかと。どうしても入れるのだったら，「必要以上に競争性が働き学校間格差を助長

しないように」とか何か，ちょっと柔らかくしてもらったらどうかなと思いました。

それから７ページの上から３行目なのですけれども，「中学校給食については，本年

５月から完全実施しているが」，ここ「されるところとなったが」になっていますが，

次の「味の評価や異物混入などの問題点を整理し直す時期」と，まだ始まってそん

なに時期が経っていないのに，ある程度何年か経っていればし直す時期がきたとい

えるのですけれど，これも例えば，「完全実施されているが生徒の意見や要望も把握

しながら，献立の充実と共に異物混入の防止等に努めたい」とかですね，そのよう

にちょっと精査されたらどうかなと思いました。それから 後なのですが，９ペー
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ジの下から９行目なのですけれども，「また教員の資質向上については」，これはい

じめをなくすためのですね，教員の研修のことをいっているのですけれども，教員

の資質向上については「時間を要する問題と思われるが」，なかなかこれは難しいの

ですよと，これの研修にはかなりの時間をかけなくてはいけないと，確かにそうな

のですけれども，このように書くとですね，何か難しいのだなということで，なか

なか研修が進まないのではないかと。「時間を要する問題と思われるが」ここをとっ

てしまって，その上の「認識のもと」のあとに，１つはまあ学校体制づくりです，い

じめ防止の体制づくりの強化とともに，子どもたちへのより具体的な対応について

の研修を充実強化する必要があるとか，そういうようにされたらどうかなと思いま

した。 

 

（下古谷委員）１６ページの真ん中くらい，「若い教員が増えている中，経験ある教員か

らのアドバイス」その下，大切「で」ある。大切「せ」あるになっております。あと

もう１点，確か本文を書くときには「一人一人」ではなく，漢字と平仮名で「一人ひ

とり」だったかと思いますので，こちらもそれに えていただければと思います。 

 

（岡井委員）文言のことで非常に細かいのですが，５ページのキャリア教育のところの

３行目の「活動を行なっている」，これは「な」を今は使っていないのではないです

かね。細かいことですが。 

 

（教育長）ほかよろしいですか。文章については一部，事務局のほうで修正させていた

だくということでよろしいでしょうか。 

 

（教育長）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，３番目

の「平成２８年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者選考実施要綱について」をお

願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは，報告事項の３番目「平成２８年度鈴鹿市立幼稚

園専任園長任用候補者選考実施要綱」につきまして，説明申し上げます。資料１７

ページを御覧ください。まず「１ 目的」ですが，平成２８年度鈴鹿市立幼稚園専

任園長任用候補者の選考に関し，必要な事項を定めることを目的といたしておりま

す。「２ 選考対象者」は，平成２８年３月３１日現在において「鈴鹿市職員である

こと」，「幼稚園教諭として１０年以上在職していること」，「幼稚園教諭の免許状を

有すること」，「１年以内に懲戒処分を受けていないこと」の要件を全て満たす又は

満たす見込みの職員としております。昨年度までは，「幼稚園教諭として１５年以上

在籍」，「一種免許状又は専修免許状を有すること」としておりましたが，園長も含

めた校長の資格としまして学校教育法施行規則第２０条第２項に，「教育に関する職

に１０年以上あったこと」とされていることに加え,現在の市内の幼稚園教諭の年齢

構成や，近年講師経験者が採用されていることも踏まえ，今回から変更することと

いたしました。「３ 選考対象者の推薦」については，「鈴鹿市立幼稚園教諭で所属
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長から推薦のあった者」「鈴鹿市教育委員会事務局又は鈴鹿市教育委員会の所管に属

する教育機関の職員で所属長から推薦のあった者」としています。「４ 選考方法」

は，筆記試験，作文，面接試験及び書類審査により行います。「５ 選考の結果の取

扱い」ですが，選考の結果，任用候補者と認定された者は，平成２８年度鈴鹿市立

幼稚園専任園長任用候補者名簿に登載いたします。名簿の効力は，平成２８年４月

１日から平成３３年３月３１日までの５年間としますが，教育委員会事務局勤務期

間中は除きます。この要綱は，平成２７年９月１日から施行しております。 

 

（教育長）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）現実として，任用候補者になった人数と，実際に任用される人数というの

はどのくらい格差がありますか。 

 

（学校教育課長）実際のところでございますけれども，やはりある程度この選考試験を

受けていただく方というのはかなり限られた方でございますので，過去，平成２１

年度以降でございますけれど１３名，延べで任用候補の試験を受けていただいた方

ございまして，そのうち１１名が合格というかたちでございます。 

 

（福嶋委員）それで実際に園長先生になられたのは，１１名になるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）現在，まだ園長候補で名簿登載状態の方もみえますので，１１名中９

名が園長になっていただいて，残りの２名の方が登載状態でございます。 

 

（福嶋委員）皆さん，園長先生になりたいなという方がとても多くてという状況なのか，

そのあたり人気というか，どうなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）やはり園長先生になられた方が後進を育てるという，これは小学校で

も中学校でも同じだと思うのですが，やはりこの方は，という方についてはお声掛

け等もしていただいて，ある程度の年齢になってそれぞれ経験もしていただくと受

けていただくというのがこれまでの状況でございました。ただ現在ですね，園長先

生になられる４０代後半，５０代の方が非常に人数の少ない時期に入っております

もので，今回もそうかもわかりませんが，今後しばらくは年齢層が下がる，あるい

は人数が少ないという状況が続く可能性があるかなとは危惧しております。ただ，

園長先生が退職されないと枠もないわけでございますので，そういうことも考えな

がら園長選考試験を実施する年，実施しない年もございますもので，そういうかた

ちを少し考えていきたいかなと思っております。 

 

（下古谷委員）６番の特例職員の（２）の，「第２項で規定する選考対象者でない者」

というのは具体的にどんな方か教えていただけますか。 
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（学校教育課長）現時点でこれまでこういった方というのはみえないのですが，これも

あくまでも私の個人的な考えですが，例えば，幼保一体が将来的に進んだ場合に，

保育所の所長さんをしているような方が幼稚園長になるというようなことも可能性

としてはこれではあるのかなと。幼稚園の免許等は当然お持ちでない方でございま

すもので，そういった可能性もあるのかなということは考えておるのですが，ただ

園長になるには資格等もございますので，小中学校で民間人校長ということもござ

いますけれども幼稚園はそのへんがあるのかどうかも含めて,私も勉強させてもら

わないといけないと思っておりますが，この上の２番以外ですね，「幼稚園教諭とし

て１０年以上在職していること」以外の方というのも特例としては今後，先ほどの

話ではないですが人数もあって，例えば，年齢はある程度いっているのだが年数は

少ないとか，そういったことも可能性があるかなということも含めて，このような

記載をさせていただいております。 

 

（下古谷委員）もう１点。例えば私立の園長先生をされていたような方，経験がありま

すよと。しかし，市としての職員の資格はございません。でも教育長が認めた場合

には可能性があるということでよろしいでしょうか。 

 

（学校教育課長）原則鈴鹿市の職員というのがありますもので，そういった状況になる

かどうかも含めて，ただそれもを否定する選考対象ではないということには当ては

まる可能性はあると思います。例外的な措置もこういったかたちでできるようにし

てあるということでございます。 

 

（教育長）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，４番目

の「平成２７年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表について」をお願いします。 

 

（教育指導課長）それでは，報告事項の４番目，「平成２７年度鈴鹿市教育研究会研究委

託校園の発表について」報告申し上げます。１８ページを御覧ください。本年度研

究委託校園の発表につきましては，１０月２３日に国語科の発表を行う加佐登小学

校を皮切りに，１０月３０日に合川小学校で英語科の発表を，１１月１０日に大木

中学校の発表を，また，１１月１２日には，飯野幼稚園の発表がございます。委員

の皆様には，各委託校（園）それぞれの研究発表会の詳細な案内ができ次第，お配

りをさせていただきます。なお，一昨年度から，この研究発表会につきましては，

教職員の資質向上ということに重きを置き，全ての発表校・園で事後検討会が設定

されておりまして，先生方の実践研修の交流の場となるよう研究発表会の運営を改

善しております。このような趣旨から，学校からの来賓への招待状については控え

させていただいておりますが，委員の皆様方にも，各小中学校・幼稚園の取組を是

非とも御参観いただきたいと考えておりますので，御多用とは存じますが，御都合

のつく場合には，その旨を事務局にお知らせいただければ，幸いでございます。よ

ろしくお願い申し上げます。 
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（教育長）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）研究委託校になるには，どういうプロセスを経られるのか教えてください。 

 

（教育指導課長）いつも年の終わり頃に希望校（園）を募らせていただきます。この研

究委託というのは２年ものでございまして，１年目は学校（園）での研究，そして

２年目には研究発表を行うものです。まずその年の終わりくらいに募集がありまし

て，募集のあるところは手を挙げるということになっております。もし，手が挙が

らない場合は，輪番により委託を受けていただくことになっております。 

 

（福嶋委員）先ほど，もし，とおっしゃったのですけれども，人気が悪くはないでしょ

うか。たくさん人気があって希望する校が多いのか，いかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）ずいぶん前からこの取組がありまして，募集時に次は自分のところで

あろうというような順番もわかっておりますので，大体のところが手を挙げていた

だきます。国とか県の事業と兼ねて研究発表会をする場合にはそれに合わせて手を

挙げることもございますので，いつも輪番どおりにいくということではございませ

ん。 

 

（福嶋委員）研究委託されるとある程度予算か何かがつくのでしょうか。 

 

（教育指導課長）予算もついております。１年目はいくら２年目がいくらということで，

幼稚園と学校は少し額に差がありますけれども予算化されております。 

 

（福嶋委員）その予算は，これだけいるのですという一応希望があって，それを査定し

て予算付けを行うというものなのですか。 

 

（教育指導課長）はい。そのとおりでございます。 

 

（教育長）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，５番目

の「平成２７年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了証書授与式・卒業証書授与

式について」をお願いします。 

 

（教育指導課長）報告事項の５番目，「平成２７年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修

了証書授与式・卒業証書授与式」について，報告申し上げます。１９ページを御覧

ください。幼稚園につきましては，修了証書授与式期日は，平成２８年３月２３日

（水）午前１０時，会場は，各幼稚園となっております。小学校につきましては，卒

業証書授与式期日は，平成２８年３月１８日（金）午前１０時，会場は，各小学校と

なっております。中学校につきましては，卒業証書授与式期日は，平成２８年３月

１１日（金）午前１０時，会場は，各中学校となっております。なお，開式時刻につ
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きましては，一部の幼稚園・小中学校で変更となる場合がございます。教育委員の

皆様の参加につきましては，年が変わりましてから，連絡をさせていただきますの

で，よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）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。 

 

（教育長）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，６番目

の「全国学力・学習状況調査について」をお願いします。 

 

（教育指導課長）ここから少し報告が長くなりますが。 

 

（教育長）だいぶかかりそうですか。ではここで一度切りましょう。ここで休憩をとら

せていただいて，後ろの時計で３時５分再開ということで，よろしいでしょうか。

それでは休憩とさせていただきます。 

 

＜＜  休憩  ＞＞ 

 

（教育長）皆さんお いですので，まだ少し時間があるのですが再開させていただきま

す。それでは報告事項の６番目，「平成２７年度全国学力・学習状況調査について」

をお願いいたします。 

 

（教育指導課長）それでは，６番目「平成２７年度全国学力・学習状況調査」について，

報告申し上げます。別冊になっております「教科」という冊子を御覧ください。ま

ず，鈴鹿市の教科に関する調査結果概要から説明させていただきます。１ページを

御覧ください。１の調査の概要についてですが，調査の目的は，義務教育の機会均

等とその水準の維持向上の観点から，全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・

分析し，教育施策の成果と課題を検証し，その改善を図るとともに，学校における

児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立て，その取組を通じて，教

育に関する継続的な検証改善サイクルを確立することとなっております。調査の対

象につきましては，小学校第６学年，中学校第３学年でございます。調査内容でご

ざいますが，教科に関する調査におきましては，国語，算数・数学，理科でございま

す。主として「知識」に関する問題，いわゆるＡ問題は身に付けておかなければ後

の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や，実生活において不可欠であり常に活用

できるようになっていることが望ましい知識・技能などでありまして，主として「活

用」に関する問題，いわゆるＢ問題は，知識・技能等を実生活の様々な場面に活用

する力や，様々な課題解決のための構想を立てて，実践し評価・改善する力などと

なっております。理科につきましては，主として，「知識」に関する問題と，主とし

て「活用」に関する問題が一体的に出題されております。一方，質問紙調査は，学習

意欲，学習方法，学習環境，生活の諸側面等に関することをみる児童生徒に対する

質問紙調査と，学校における指導方法に関する取組や学校における人的・物的な教
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育条件の整備の状況等に関する学校に対する質問紙調査となっております。調査方

法は，今年度も悉皆調査で，平成２７年４月２１日に行われました。参加者人数は

小学校３０校で，小学６年生１，９８５人から１，９９０人，中学校１０校で，中学

３年生１，９６９人から１，９７２人でございます。続きまして，２の調査結果の

概要について説明いたします。２ページを御覧ください。四角の中の文の前の記号

ですが，白い丸は成果，黒い丸は課題として考えられ得る内容となっております。

鈴鹿市・三重県・全国の平均正答率は表１，表２のようになっております。これら

によりますと，小学校・中学校ともに全ての教科におきまして，国平均，県平均を

下回っております。特に，算数，数学のＢ問題の平均正答率が５０％に達していな

い結果となっております。次に，（２）平均正答率の経年比較につきましては，３ペ

ージと４ページの図１から図１０でまとめております。平成１９年度から２７年度

までの平均正答率の経年比較をグラフで示してございますが，平均正答率の変動は，

見ての通り，国や県の動きとほぼ似た動きとなっております。５ページの表３を御

覧ください。二段目の黒の太い線で囲まれた部分です。どの教科も国の平均正答率

に達することはできておりませんが，国の平均正答率と本市の平均正答率の差を見

てみますと，小学校の場合は，算数Ｂを除き，全てにおきまして全国平均との差が

昨年度よりも縮まっております。特に，理科におきましては，平成２４年度の５.３

ポイントから２.６ポイントとなっております。一方，中学校におきましては，残念

ながら，国の平均正答率との差が広がっております。次に６ページを御覧ください。

（３）鈴鹿市と全国の平均無解答率についてですが，表４で分かりますように，こ

れまでのＢ問題の記述式問題における平均無解答率は，国の平均無解答率と比較し

ますと，平成２５年度から，改善傾向にはございましたが，昨年度と比べて，本年

度は，差の方は広がっております。そのような中で，小学校理科のみが，前回と比

べて差が縮まっております。次に７ページの（４），平均正答率が全国平均・県平均

を上回る学校数についてでございます。表５，表６から，増減を繰り返しており，

大きな学校数の変化は見られませんが，小学校国語Ｂにおきましては，平成２４年

度からの伸びが大きくなっております。次に，８ページを御覧ください。（５）の正

答数分布についてでございますが，小学校におきましては，図１５から図１９を見

ていただきますと，全ての教科におきまして，正答数の多い児童が少なく，特に国

語Ａ問題と算数Ａ問題につきましては，顕著に表れております。中学校におきまし

ては，１０ページを御覧ください。図２０から図２４を見ていただきますと，数学

Ｂ問題の分布の山が左寄りになっており，数学Ａ問題，数学Ｂ問題ともに，正答数

の少ない生徒が多くなっております。続きまして，１２ページを御覧ください。こ

こからは，各教科の調査結果になります。小学校国語についてでございます。表７

を御覧ください。Ａ問題の，「書く能力」につきましては，平均正答率が８０％を上

回っており，これは，国との差も か０.７ポイントとなっております。しかしなが

ら平均正答率を観点別に見ますと，「読む能力」の国の平均正答率との差が一番大き

く，４.９ポイント下回っております。また，「言語についての知識・理解・技能」に

つきましては，国の平均正答率より２.８ポイント下回っております。Ｂ問題につき

ましては，全て国との差は１ポイント以内におさまっております。また，表の一番



17 

下の今まで課題とされておりました，記述式問題につきましては，国との差が０.３

ポイントと縮まっております。次に１４ページを御覧ください。教科に関する質問

紙調査の結果ともリンクさせながら分析をしております。表８からの見方について

説明いたします。課題と捉える基準といたしまして，児童・生徒質問紙と学校質問

紙において，「当てはまる」，「どちらかといえば当てはまる」といった肯定的回答の

割合が７０％未満か，７０％を超えるような場合であっても全国平均より５％以上

下回るものについては課題が大きいとみなしております。課題とみなした質問項目

について，平成２７年度の鈴鹿市の結果を四角で囲み，示してございます。また一

番右の列，全国の結果と比較し，５ポイント以上，上回っている場合は「二重丸」，

同じか５ポイント未満ではあるが，上回っている場合は「一重丸」，下回っているも

のの，それが５ポイント以内であれば「白三角」，それ以上，下回っているものは「黒

三角」の記号で表してございます。それでは，小学校国語に関する，児童質問紙調

査結果から見える課題といたしましては，表８の４８番「国語の勉強は好き」と回

答する児童の割合，表９の５３番「目的に応じて資料を読み，自分の考えを話した

り，書いたりすること」，そして５４番「意見などを発表するとき，うまく伝わるよ

うに話の組み立てを工夫すること」が課題でございます。次に１６ページの小学校

算数についてでございます。表１２を御覧ください。Ａ問題の評価の観点，問題形

式別にみた場合，どの項目も全国平均との差は３ポイント以内でありまして，顕著

な開きはございませんが，選択式問題は全国平均を下回り，平均正答率も７０％に

満たない状況にあります。Ｂ問題の観点別の平均正答率を見た場合，「数学的な考え

方」に関する平均正答率が３２.８％，「数量や図形についての技能」に関する問題

の平均正答率は５５.７％と低くなっており，全国平均より，それぞれ２.５ポイン

ト，３.０ポイント下回っております。また，記述式問題の平均正答率が２９.３％

と低く，全国平均よりも３.２ポイント下回り，差が大きくなっております。次に，

１８ページの質問紙からみえる課題でございます。表１３の５８番「算数の勉強は

好き」と回答する児童の割合，表１４の６３番「学習したことの普段の生活の中で

の活用について」が課題でございます。次に２０ページの小学校理科についてでご

ざいます。表１７を御覧ください。観点別の平均正答率をみた場合，「観察・実験の

技能」に関する問題の平均正答率が５１.９％，「科学的な思考・表現」に関する問

題の平均正答率が５８.３％と低く，全国平均よりもそれぞれ，３.６ポイント， 

２.２ポイント下回っております。次に，２１ページの質問紙からみえる課題でが，

表１９の７３番「学習したことの普段の生活の中での活用について」，７６番「自分

の考えをまわりの人に説明したり発表したりすること」，次のページの８１番「観察

や実験の進め方や考え方が間違っていないかを振り返ること」が課題でございます。

次に２４ページの中学校国語についてでございます。表２２を御覧ください。Ａ問題

の「言語についての知識・理解・技能」に関する問題の平均正答率が６９.７％と低

く，全国平均を３.２ポイント下回り，差が大きくなっております。Ｂ問題の「関心・

意欲・態度」及び「書く能力」に関する問題の平均正答率がともに３２.５％と低く，

全国平均をともに４.２ポイント下回っております。また，記述式問題についても，

３２.５％と低く，差も４.２ポイント下回っております。次に，２６ページの質問紙
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からみえる課題でございますが，表２３の４８番「国語の勉強は好き」と回答する生

徒の割合，５１番「読書は好き」と回答する生徒の割合，表２４の５３番「目的に応

じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりすること」，５４番「意見などを

発表するとき，うまく伝わるように話の組み立てを工夫すること」，次ページの５５

番「自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気をつけて書くこと」，５６

番「文章を読むとき，段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら読むこと」が課

題です。次に２８ページの中学校数学についてでございます。表２７を御覧ください。

Ａ問題では，昨年度はどの項目も，差は２.０ポイント以内であったのが，今年度は

２.２から３.４ポイントと差が広がっております。また，問題形式の短答式問題が全

国平均より３.４ポイント下回っております。Ｂ問題では，「数学的な考え方」及び「数

学的な技能」ともに，平均正答率が３０％台と低く，全国平均よりも「数学的な考え

方」が３.２ポイント，「数学的な技能」が３.８ポイント下回っております。また，

短答式問題では，２.０から３.８ポイントへ，記述式問題は２.７ポイントから４.０

ポイントと，ともに昨年度と比べ全国平均との差が広がりました。次に，３０ページ

の質問紙からみえる課題では，表２８の５８番「数学の勉強は好き」と回答する生徒

の割合，表２９の６３番「学習したことの普段の生活の中での活用について」，６５

番「問題を解くとき，もっと簡単に解く方法がないか考えること」，次のページの表

３０の６８番「 後まで解答を書こうと努力すること」に課題が見られます。学校質

問紙におきましては，表３１の６７番「実生活における事象との関連を図った授業に

ついて」が課題でございます。次に３２ページの中学校理科についてでございます。

表３２を御覧ください。評価の観点につきましては，全国平均との差が２.０ポイン

ト以内でございますが，問題形式につきましては，記述式問題では全国平均との差が

２.５ポイントであり，差が大きくなっています。次に，３３ページの質問紙からみ

える課題でございますが，表３３の６９番「理科の授業は好き」と回答する生徒の割

合，７０番「理科の勉強は大切だと思う」，７１番「理科の授業の内容はよく分かる」，

次のページの７４番「学習したことは，将来，社会に出たときに役に立つと思う」，

表３４の７３番「学習したことの普段の生活の中での活用について」，７６番「自分

の考えや考察をまわりの人に説明したり発表したりすること」，７７番「観察や実験

を行う頻度」，７９番「自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てること」，８０番

「観察や実験の結果をもとに考察すること」，８１番「観察や実験の進め方や考え方

が間違っていないかを振り返ること」，表３５の８２番「 後まで解答を書こうと努

力すること」に課題がみられます。次のページ，学校質問紙の表３６の７３番「自ら

考えた仮説をもとに観察，実験の計画を立てさせる指導」が課題でございます。以上

で，教科に関する調査結果概要，主に課題についての説明を終わります。引き続き，

別冊の「鈴鹿市の質問紙調査結果概要」について説明させていただきます。別冊の「質

問紙」を御覧ください。これは，教科に関わる部分を除いた質問紙調査に関する結果

でございます。表紙をめくって目次を御覧ください。児童・生徒質問紙と学校質問紙

を，「学びの質」，「家庭学習」，「教員の取組・研修」，「学校生活」，「基本的生活習慣・

家庭生活」，「家族・地域・社会とのかかわり」，「自尊意識・将来に関する意識」，「規

範意識」といった８つのカテゴリーに分け，分析してございます。また，１番目の「学
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びの質」につきましては，その質に応じて「学習状況・指導方法」，「言語活動」，「探

究的な学習」，「読書活動」の４つに分類してございます。本稿の見方は先ほどの，教

科に関する質問紙のところで説明したものと同じですが，課題と捉える基準を，教科

のところでは７０％としておりましたが，ここでは８０％としております。そして，

児童・生徒質問紙と学校質問紙の両方の結果を見合わせて，校種別に課題を記載して

ございます。ただし，質問によっては，実態を把握するにとどめ，課題としては取り

上げなかった項目もございます。では，それぞれのカテゴリーにおける，鈴鹿市の課

題について概要を報告させていただきます。１ページを御覧ください。まず，カテゴ

リー１の「学びの質」における（１）の「学習状況・指導方法」ですが，小学校，中

学校とも共通の課題として，「授業の 後に学習したことを振り返る活動を取り入れ

ること」，「授業の 後に学習したことを振り返る活動に対する児童・生徒と教師の認

識の差」に課題があり，またそれらは，教師は行っているつもりでも，子どもたちは

そう感じていないといったような認識の差が明らかになってきております。また中

学校におきましては，「授業の冒頭で目標を示す活動を取り入れること」，「授業で扱

うノートに，学習の目標とまとめを書くこと」といったことに課題として挙げられて

おります。「めあてと振り返り」につきましては，「なぜそれが大切なのか」，「具体的

にどのように取り入れたらよいのか」について，校園長会，研修講座，校内研修等で，

各校には伝えているところではございますが，依然として課題となっております。次

に，４ページの（２）「言語活動」を御覧ください。ここでは，小中学校におきまし

ても，「友達の前で自分の考えや意見を発表すること」「学級やグループの中で，課題

を立てて，解決に向けて情報を集め，話し合いながら整理して，発表するなどの学習

活動に取り組むこと」，「４００字詰め原稿用紙２から３枚の感想文や説明文を書く

こと」，「自分の考えをほかの人に説明したり，文章に書いたりすること」，「学級の友

達との間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広げたりすること」，「各

教科等の指導のねらいを明確にした上で，言語活動を適切に位置付けること」といっ

たことが課題として挙げられます。学校全体で，国語科はもとより，各教科等に通じ

た言語活動に取り組むことが求められております。次に，８ページを御覧ください。

（３）「探究的な学習」におきましては，小中とも，「総合的な学習の時間における，

課題の設定からまとめ・表現に至る探求の過程を意識した指導」，「資料を使った発表

の指導」，「調べたことや考えたことを分かりやすく文章に書く指導」といった指導に，

また中学校においては，それに加えて「総合的な学習の時間の授業で学習したことの

有用感」，「地域や社会で起こっている問題や出来事を学習の題材として取り扱うこ

と」，「本やインターネットなどを使った資料の調べ方の指導」，「学校図書館を活用し

た授業を計画的に行うこと」に課題が挙げられます。次に，１１ページ（４）「読書

活動」を御覧ください。ここでは小学校中学校とも，「授業時間以外での読書時間と

学校図書館や地域の図書館の利用」，「読書が好きな児童・生徒の割合」といったとこ

ろに課題が見られます。「学びの質」については以上でございます。続きまして，カ

テゴリー２の「家庭学習」におきましては，１３ページを御覧ください。家庭学習に

おきましては，小中ともに，「休日の家庭学習の時間」，「家で，自分で計画を立てて

勉強をすることや，予習や復習をすること」，「理科の指導として，家庭学習の課題を
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与えることと，与えた課題について，評価・指導すること」に，また中学校において

は，「家庭学習の与え方」に課題が見られます。家庭とも連携しながら，家庭学習の

習慣の定着を図っていくことが求められております。次に，１７ページ，カテゴリー

３の「教員の取組・研修」を御覧ください。ここでは小中とも，「教科の指導内容や

指導方法について近隣の中学校と連携を行うこと」に，また，中学校ではさらに「教

員が，他校や外部の研修機関などの学校外での研修に積極的に参加できるようにす

ること」に課題が見られます。次に，２１ページ，カテゴリー４「学校生活」を御覧

ください。小中学校ともに，「学級会などの時間に友達同士で話し合って学級のきま

りなどを決めること」に課題が見られます。次に，２３ページを御覧ください。カテ

ゴリー５の「基本的生活習慣・家庭生活」におきましては，小中学校とも，「１日当

たりのテレビやビデオ・ＤＶＤを見たり，聞いたりする時間」や「１日当たりのテレ

ビゲームをする時間」に課題が見られ，さらに中学校におきましては「１日当たりの

携帯電話やスマートフォンでの通話やメール，インターネットをする時間」が１時間

より少ないと答えた生徒が少ない現状にあります。次に，２５ページ，６の「家庭・

地域・社会とのかかわり」におきましては，小中学校ともに，「今住んでいる地域の

行事に参加すること」，「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心をもつこと」

や「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えること」，「新聞を読むこと」に，

課題が見られます。次に２８ページ，７の「自尊意識・将来に関する意識」におきま

しては，小学校におきましては，「難しいことでも，失敗を恐れないで挑戦すること」，

「自分には，よいところがあると思うことができること」，「将来就きたい仕事や夢に

ついて考えさせる指導」に，また中学校におきましては，「将来の夢や目標をもつこ

と」といった指導の課題が挙げられています。次に３０ページ，８の「規範意識」に

つきましては，肯定的回答がかなり高く，課題となる質問項目はありませんでした。

次に，３１ページを御覧ください。今まで挙げました質問紙の調査結果から明らかに

なった，小学校の課題の一覧になります。目次のところでも説明いたしましたように，

カテゴリーごとに課題をまとめてございます。３３ページからは中学校の課題の一

覧になります。これらから分かりますことは，小学校での課題はほとんど，中学校で

も同じように課題になっていることでございます。 後になりますが，３５ページを

御覧ください。昨年度課題として捉えた項目のうち，今年度は改善された項目をカテ

ゴリーごとに記載いたしました。課題もたくさんある中で，これらのように改善され

た項目もいくつかございます。取組の成果として捉えて，これらが強みとして定着さ

れるように，さらなる取組を進めたいと考えております。本日の報告は，結果が届い

てから，まだひと月ほどしかたっておりませんので，十分な分析報告にはなっており

ません。今後，各校での分析結果も参考にしながら，さらに細かい分析をし，今後の

取組に生かせるようにしていきたいと考えております。なお，これらの冊子は１０月

５日の校園長会で先ほどのような説明を加え，各校への指示事項も含めまして全校

に配布する予定でございます。以上で「平成２７年度全国学力・学習状況調査－調査

結果概要－」の報告とさせていただきます。 
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（教育長）だいぶボリュームある報告をしていただきましたので，まず，始めに報告を

していただいた教科の方に関しまして御質問，御意見ございましたらお願いしたい

と思います。 

 

（福嶋委員）先ほど報告していただいた中で２ページの，小学校は割と国との差が縮ま

ってきているのですけれども，中学校においては国の平均正解率との差が広がって

いるというようになっているのですが，これはどういうように理由が考えられるの

でしょうか。 

 

（教育指導課長）毎年問題の中身も違いますので，一概にこれが理由というようには，

まだ分析が途中ですのではっきりとしたことは言えませんけれども，中学校が手を

抜いているとか，テストができないとかではないです。問題を一つ一つをしっかり

と，どの問題が解けているか，どの問題が解けていないのかを分析することによっ

てはっきりしてくるのではないかと考えております。この全国学力学習状況調査の

問題といいますのは，問題が，例えば漢字一つ書く問題とか，何行も何文字も使っ

て書く問題とか，全て配点が同じになってございますので，一概に点数がこれだか

らＢ問題が強いとか，この図形問題に強いとか，点数だけでは測れないところもあ

りますので，これから詳しい分析をさせていただきまして，少しずつ解明していき

たいと思っております。 

 

（下古谷委員）では良い方で教えていただきたいのですけれども，５ページのところの

図の１１で結構なのですけれども，小学校の国語Ｂというのは平成２４年度からほ

ぼ正比例的にずっと上がってきて，良い方向へ向かっているなというのが目立つの

ですけれども何か特別な取組というのはされているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）平成１９年度からこの学力調査があるのですけれども，大震災が終わ

ったあたりからですね，まあ全国どの学校も同じなのですけれども，鈴鹿の場合も

同じようにＢ問題が非常に弱いということで，これは国語力の問題であろうという

のが 初の分析でございました。算数の問題では，問題文を読んで理解しないこと

には解けないということもあって，まず国語力をつけなくてはいけないと分析され

ました。小学校におきましては，多くの学校が研究の主題を，国語中心に行なって

おりまして，それを積み重ねることで，また全国学力学習状況調査の問題の形式

に，子どもたちがだんだんと慣れてきたということが，国語において差が縮まって

きたと捉えております。一方の算数・数学の方につきましては，次の課題になると

捉えております。 

 

 

（岡井委員）教科のところ，例えば１１ページなのですが，中学校の数学Ｂ，１５問あ

って，０問と１問と２問を足すと大体，２０％くらいありますよね。ということは，

１学年は大体２，０００人ですよね，２，０００人受けて２０％だったら，４００
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人の子どもがですね，２問くらいしかできないわけですよね。それでお尋ねしたい

のは，対象の児童生徒約２，０００人に，例えば日本に来てから１か月未満の外国

人児童生徒は対象外にしなさいとか，ここ１，２年学校へ全く来ていないような子

どもは対象外にしますとか，あるいは，極端に読み書きができない，掛け算の九九

も中学生でできないような，まあいないと思うのですけれども，そういう子どもた

ちは対象外にしたほうがいいとか，普通学級だったら全てこの分母にカウントする

のか，ちょっとこういう子については，この時だけ外してね，出しても良いとか，

何かそういう辺りはどうお考えでしょうか。 

 

（教育指導課長）公立の学校におきましては難しいと思います教室でその教科の授業を

受けている生徒であれば，調査は受けます。学校によっては，分析の中で分けて行

っているところもあるかもわかりませんけれども，市としては結果の分析を全ての

子どもたちを対象に行なっております。 

 

 

（岡井委員）無解答も，だんだんとこう縮まってきているわけですが，そういう時に無

解答というと，常識的に言えば，ひとつは本当にわからない，それから時間が足り

なくて手がつけられない，あるいは言葉は悪いですが，ちょっとやってみて面倒く

さそうなので，少しでも書けるだけ書こうといった意欲がわかない。生徒に，何故，

無解答にしたのと何かこう尋ねてですね，そういう資料は何かないでしょうか。 

 

（教育指導課長）調査結果が出てから子どもたちに返却するときに，当然のことながら，

これはどういうことかなというような面談をしながら返すことになっておりますの

で，そのあたりは学校の方では掴んでおるかとは思います。ただ，委員の方々も問

題は一度は見られたことがあるだろうと思うのですが，非常に今回は難しい問題で

した。特にＢ問題については，２足す５はとか，３足す８はのような問題は一問も

ないですので，本当に難しい問題が並んでおりまして，自分も解いていく中で，だ

んだん嫌になってくるようなところもあります。特に国語になりますと読む量が大

変多くなります。また理科につきましては１時間で結構な問題数がありますので，

それを解こうと思うと本当に体力が必要になってきます。ただ，全国的に同じ状況

で皆受けているわけですので，鈴鹿の子だけがということではないのですけれども。

１日で全てを行なっておりますので，午前中に５教科のテスト，そして午後からは

質問紙というようになっております。質問紙については小学校で８７問，中学校も

８７問。数字で本当の力として捉えるかというのも疑問ではあるのですけれども，

しかし先ほど申し上げましたように全国的に同じ条件下でやっておりますので。 

 

（岡井委員）あてずっぽうでもよいので，空欄では出さないと。とにかくチャレンジ精

神，敢闘精神でですね。インスピレーションのように何かこう書くというそういう

姿勢というのは，ほかのものでも感じていると思うのですよね。ほかの設問にして

もそういうベストを尽くそうという。 
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（教育指導課長）鈴鹿の子どもたちの課題は，無解答率が多いこと，そしてＢ問題が弱

いという２つだったのですけれども，無解答率については学校での取組がしっかり

としてきたおかげもありまして，非常に改善はされてきました。昨年度については

良い結果が出ましたけれども，本年度については残念ながらまた差が広がりまして，

それは問題の中身にもよるかなというところもありますけれども，何でも書けばよ

いというものでもないですから，まあ，やってみようという気持ちは大事かなと思

っておりますので，これから伸ばさなければいけない課題のひとつと考えておりま

す。 

 

（伊藤委員）この１７ページ，小学校算数の，図２８なのですけれども，やはりこうい

った図にしていただくと良くわかって，数学的な考え方ってきっとセンスの問題だ

と思うのですけれども，２５ページの中学校国語，関心・意欲・態度，この根本的な

ものが非常に低いような図になっているのだなと思って見ているのですけれども，

やはりこういうものというのは１日の，日々の鍛錬とでも言うのか，こう一朝一夕

に養われるものではなくなっていると思いますので，やはりそれは家庭学習も含め

て，大前提としてこれほどきちっとした学習状況調査というものを見せていただい

たのは，本当にお忙しい中よくまとめていただいたなというのはすごく思ってます。

まして，見せていただくとどこが一番弱いのかというのが一目瞭然なので，しかも

これは本当に，授業をしたからといってなかなか養われるものではないみたいなと

ころもあって，やはり長期の夏休みとか，そういう時に少し宿題量を増やしていた

だくとか，恐らく能力がないのではないと思うのですね。いかにやる気を出すかと

か，そういうので，やはりそれはこつこつとしたそういう基礎学習の中からきっと

培っていくものではないかなと思います。それとあと，勉強ができたら良いかとい

うと，こういう子供の成長期っていろいろな意味のバランスがとても要ると思いま

すので，学力についてはやはり粘り強くするとかっていう，もう少し側面的なもの

も見ていただいて，やはりトータル的な人間の成長というものを今ひとつ，もう一

回見直していただけるとありがたいかなと思いました。 

 

（福嶋委員）１８ページ，１９ページの質問の調査の結果なのですけれども，児童の方

は三角，丸ということなのですが，学校質問紙の方は黒三角が結構多くなっている

のですけれども，これは学校の先生方が正直ということなのでしょうか。どういう

ように見たら良いのかなと思います。 

 

（教育指導課長）６０％以上あるところでも三角がついていたり８０％あっても三角が

ついていたりしております。ただ，全国と比べると，５％以上離れているというこ

とから，安心せずに課題としましょうというメッセージを含んでおります。 

 

（下古谷委員）表３１で，数学の指導方法というのも，小学校算数と同じような傾向で

黒三角がズラーっと並んでいっているということで，何となく個人的には数学とい
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うか算数傾向というのが少し全国に比べて低いのかなという気が，ちょっと受けて

しまいますので，何かその辺りも考えていった方がよいのではないかなという気が

いたしております。 

 

（伊藤委員）１９ページの４８番の，コンピューターとか，インターネットを活用した

授業を行なったとか，３１ページの４８番，低いのですけれども，この際思い切っ

て， 低限のＩＣＴ，そういうのを入れるだけにして，もうちょっと基礎基本の学

力っていう力を入れられるのもひとつの手ではないのかなって。先生方非常に忙し

いので，やはりこういうのを取り込めば取り込むほど，先生たちに使い方の時間が

かかると思いますので，鈴鹿は幸か不幸か非常に少ないですよね，こういう電子機

器というのは。だから，これは強みではないかと 近思うようになりまして， 低

限入れなければならない電子黒板とか，要ると思うのですけれども，でもやはりこ

ういう統計的にいろいろ，数学のセンスとかっていうのは，別にああいう電子黒板

みたいな，確かに図形とかはありますよ，電子黒板なんか見たりって。予算もなさ

そうですので，今一度，基礎基本に返っていただいて，家庭学習とかそのあたりを

やっていただくのも一つなのかなというのを，すごくこの２つについては思いまし

たので，そういう御検討もしていただけたらなと思います。 

 

（下古谷委員）今の，確かに１月くらいになりますかね。ＯＥＣＤが発表されて，ＩＣ

Ｔで使ってというので，この効果が検証されて，基本的には効果はない，むしろマ

イナスであることが世界的に発表されていてしまっているので，そのあたりもまた，

いろいろな意味で考えていかなければいけないのかなというように思っております。

コンピュータがあるから良いというわけでもないですので，その辺りも今後この先，

いろいろな意味で考えていただければと思います。 

 

（岡井委員）質問紙の１９ページ，学校質問紙というところに，５５番ですか，「前年度

に習熟の遅いグループに対して少人数による指導を行いましたか」，その下は「習熟

の早いグループに対して少人数指導を行いましたか」ということで，いずれもかな

り低いのですけれども，これはやはり，特に習熟の遅いグループに対する少人数指

導については，将来的にまた，少人数指導教育をですね，増やしてという要望をし

ていく上でも，もう少し上げていただくと良いと思うのですけれども，比較的今少

ないのは，何か理由というのは。 

 

（教育指導課長）各学校で少人数の授業を実施しているところもあるのですけれども，

ほとんどの学校が単純に人数を減らすという，例えば出席番号で割ったり，希望者

で割ったりということで行なっておりますので，習熟度で学級を分けている子ども

達に教えているという学校は今のところございませんので，そういう意味で，割合

が低くなっております。 
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（教育長）ほかよろしいですか。時間の関係もございますので，あと，次の，別の方の質

問紙のほうへ行かせていただきますけれども，そうしましたら別冊がもう一つござ

いますので，質問紙の方から，御質問・御意見等ありましたらお願いいたします。 

 

（下古谷委員）３ページの学校質問紙の中の表４ですが，２９番が３０％も前年度に比

べて，ゴトンと落ちているのですが，それは授業の始めに目当てやねらいを示して

ということを，これはやらなくなったということで受け止めたらよろしいでしょう

か。 

 

（教育指導課長）前年度が１００％，その前年度が９０％という非常に高い数値だった

のですけれども，この授業の目当てと振り返りについては，ただ単に授業を始める

前に「今日はこれをやるぞ」と言って始める，これを目当てだと捉えていた学校も

何校かありました。それで昨年度に，授業の目当てや振り返りとはこういうことで

すよと，本当の意味を伝えたところ，だったらこれはあてはまらないなとなり，数

値が下回ったのだと思います。 

 

（伊藤委員）２８ページのところの自尊意識のところなのですが，学校の先生の自尊意

識というのも，おそらく先生が持たれて言葉の端々に一歩前に出たようなお言葉を

かけていただくと，きっと子ども自体の自尊意識というのが高まっていくと思いま

す。若松小学校のこの間の運動会のプログラムにつきまして，５，６年生が 後の

方に組み体操をして，本当にすごくよく統一されていて，体力少ない割には子ども

たち頑張っているんだと思って，特に１９日でしたので夏休み明けにほとんど 初

時間がなくて，うちの子どもが５年生なのですが毎日４時間くらい体育をやって，

そこへあの大雨で，洪水になるような大雨があって，本当に１９日までに，いつこ

の子たち，特にこの組み体操，先生教えたのかなと，すごく私それに感動しました。

後に４段だけ一個大きい山を作って，４段目に少し小柄な子がぱぱっと走ってい

って１番上に乗るときに， 後ずっと立つときに，先生たちが申し合わせたように

４，５人がワッとその周りを取り囲まれたので，私こんなに子どもが怪我するのっ

て先生怖いのかなというのがありました。そうっと立ちかけたときに先生たちがず

っと見守ってて緊張感というのがすごくあって，ただ，短い間でこれだけ子どもを

教えたというので，おそらくそんなに基礎体力がないわけではないのだなと。これ

だけの完成度が高いものを作ったのだなということと，先生方も本当に一生懸命で

終わったときのほっとした安 感がすごいなって，そればかり見ていたのです。で

すので，やはりそういう中で先生たちがこれだけやれたというような自尊意識をも

っと先生たちも持つことが一番大事で，その中でひとつふたつの言葉掛けをしてい

ただいたら，おそらくそこそこの結果が，これは今からの話ですよ，これだけ分析

されておりますので，やはり一つ一つの中には，これってできるんだねという，こ

れができていないでしょうとかそうじゃなくて，できたことに対する評価というも

のを少し言葉掛けしていってもらって，そこで子どものモチベーションを上げると
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いうことが，おそらく基本的には一番大事なのではないかなということが，運動会

を見て感動いたしましたので，ご報告だけさせていただきます。 

 

（教育長）よろしいですか。それではその他の事項に移ります。｢１０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）１０月の教育委員会定例会を１０月２０日火曜日，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。 

 

（教育長）ただ今の提案に，御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議ないようですので,１０月教育委員会定例会を１０月２０日火曜日午後

２時から開催することにいたします。 

 

（教育長）それでは，これをもちまして９月教育委員会定例会を終了いたします。あり

がとうございました。 

 

９月教育委員会定例会終了 午後３時５３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 福嶋 礼子 


