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平成２９年９月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２９年９月２２日（金）午後３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（中道公子） 

教育委員会委員（伊藤久仁子，下古谷博司，福嶋礼子，山中秀志） 

 

４ 議場に出席した職員 

教育次長（森川洋行），教育委員会事務局参事（廣田隆延），参事兼教育総務課長（白

塚山隆彦），教育政策課長（澤卓男），学校教育課長（梅本秀明），教育指導課長（川

北浩司），教育支援課長（橋本伸清），文化財課長（新田剛），参事兼図書館長（北川

清美），書記（永井洋一），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）就学等に関する規則の一部改正について           （学校教育課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２９年度全国学力・学習状況調査結果について       （教育指導課） 

（２）平成３０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） 

（３）小規模特認校制度及び通学区域の弾力化に関するアンケート結果について 

                              （学校教育課） 

（４）特別展「道でつながる古代の役所」について          （文化財課） 

（５）「お月見ミュージアムコンサート」について          （文化財課） 

（６）「鏡の国のアリス × 鈴鹿市立図書館」の開催について     （図書館） 

 

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 １名 

 

 

 

（教育長）皆様，こんにちは。定刻となりましたので，ただ今から平成２９年９月教育

委員会定例会を開催します。本日の会議録署名委員は，山中委員にお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１８３４号｢就学等に関する規則の一部改

正について」をお諮りします。 
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（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，就学等に関する規則の一部を改正するにつ

いて，教育委員会の議決を得るため，この議案を提出いたします。 

 

（学校教育課長）それでは，私から議案第１８３４号「就学等に関する規則の一部改正

について」説明申し上げます。資料２ページを御覧ください。若松地区にございまし

た南若松町北原永自治会と南若松町南原永自治会が平成２９年９月１日をもちまし

て合併され，新自治会名が，南若松町原永自治会となりました。学校区の変更はない

のですが，就学等に関する規則の別表に記載がございます自治会名称につきまして，

修正を行うための一部改正を行うものでございます。具体的には，資料３ページを御

覧ください。この表の中で，愛宕小学校，若松小学校，玉垣小学校，千代崎中学校，

鼓ヶ浦中学校の通学区域にこの２つの自治会がございますので，改正を行います。ま

た，この規則は公布の日から施行します。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。 

 

（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１８３４号｢就学等に関する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１８３４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２９年度全国学力・学習状況調査結

果について」をお願いいたします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の１番目，「平成２９年度全国学力・学習

状況調査結果」について，報告申し上げます。別冊となっております「教科」編の資

料を御覧ください。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て，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，それ

らの取組を通じて，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
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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

でございます。主として「知識」に関する問題「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・技能などです。一方，主として「活用」

に関する問題「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，実践し評価・改善する力などとなっております。続

きまして，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

ことを見る児童生徒に対する質問紙調査と，指導方法に関する取組や人的・物的な教

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。調査方式

は，今年度もしっ皆調査で，平成２９年４月１８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１，７３７人から１，７４１人，中学校１０校で，中学３

年生１，８６７人から１，８７２人でございます。続きまして，２ページの２の「調

査結果の概要」について説明いたします。今年度から，県及び市の平均正答率は，小

数点以下を四捨五入した整数で国から公表されることになりました。その理由としま

しては，目次の下四角囲みにありますように，少数点以下の細かい桁における微小な

差異は，学力面で実質的な違いを示すものではないこと，また記載してはございませ

んが，序列化や過度な競争を招かないためともなっております。四捨五入扱いという

ことで，最大０．９の差が出ることから，昨年度との比較におきまして，表記されて

いる数字よりは，差が広がったり縮まったりすることがありますが，公表された数字

に基づいて分析をしておりますので，その点，あらかじめお断りをさせていただきま

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。表の

とおり小学校・中学校ともに全ての教科におきまして，国平均を下回っておりますが，

県平均とはほぼ同じ，中学校数学においては，若干下回る結果となりました。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ページに小学校，５ペー

ジと６ページに中学校の結果を図１から図８でまとめております。平成１９年度から

２９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，国や県の動きとほぼ似た動きとなっております。７ページの表３，太枠で囲

った平成２９年度の部分を中心に御覧ください。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，小学校は，国語Ａ，算数Ａで全国平均との差が昨年度よ

りも縮まっております。国語Ｂにおいては，ほぼ全国と同じ値になりました。中学校

は，国語Ａ・Ｂ問題におきまして，昨年度に比べ，大幅に全国との差を縮めることが

でき，これまで実施された調査の中で，全国との差が最も縮まる結果となりました。

数学については，Ａ問題でわずかですが差を縮めることができましたが，小中学校の

ほかの科目と比較すると，全国との差の開きがやや大きくなっております。全体とし

ては，昨年度に比べ，小中学校合わせて８教科中５科目で全国との差が縮まっており

ます。全国学力・学習状況調査が始まって今年で１０年が経ちましたが，開始５年目

頃までは，全国との差が，４ポイントから６ポイント開いていた時期がありました。

その頃からすると，ゆるやかではありますが，市全体として，年々改善が進んでおり，

課題は依然としてあるものの，全国平均に近づきつつあると言えます。また，結果を

学校ごとに見ていきますと，全国平均を上回った科目数は，特に平成２６年度以降，
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年々増加しておりますことから，授業改善が進んだ結果と捉えております。次に９ペ

ージを御覧ください。（３）鈴鹿市と全国のＢ問題の記述式問題における平均無解答

率についてですが，表４で分かりますように，小中学校の算数・数学で全国との差が

広がりましたが，中学校国語は，昨年度に比べて差が縮まりました。１０ページの図

１０を御覧いただくと，小学校では平成２４年度を境に，全国との差が安定して縮ま

っております。また，中学校につきましても，調査実施年度によって上下はあるもの

の，ゆるやかではありますが，改善傾向にあります。特に国語Ｂの正答率が，全国と

の差において昨年度の３分の１に縮まったことは，無解答率が昨年度に比べて少なく

なっていることも一つの要因と考えられます。次に，１１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。小中学校ともに算数・数学Ａについて

は，県平均，全国平均を上回る学校が増えていますが，算数・数学Ｂは，逆に減って

おります。次に，１２，１３ページを御覧ください。（５）の正答数分布についてです

が，小学校におきましては，図１３から図１６を見ていただきますと，図１５の算数

Ａで正答数の最高値が全国平均より低いものの，国語・算数ともほぼ全国分布の山と

同様であります。続いて１４，１５ページを御覧ください。中学校におきましては，

図１７から図２０を見ていただきますと，図１９の数学Ａにおきまして，中央値が国

より１問少ない状況です。図に重なりがあり，少し見にくくなっておりますので，本

日別紙で配付の資料を御覧ください。中央値といいますのは，生徒の点数を高い順に

並べた時に真ん中に位置する値のことです。真ん中に位置する点数が１問低いと言う

ことは，低い正答数の分布がやや高いことになります。つまり，学習の定着に課題の

ある生徒の割合が若干多いと言えます。図１９の１６問，２１問，２２問は，県，国

の分布より多く，３１問，３３問，３４問，３５問が少なくなっています。図２０の

数学Ｂについても中央値は同じですが，同様の傾向となっています。昨年度に比べて，

小中学校とも市全体の分布が国の分布に近づき，中央値を含めてほぼ同じになるよう

になってきましたが，算数・数学につきましては，やや正答数の分布が少ない左寄り

気味となっています。続きまして，１６ページからは，各教科の調査結果になります。

平成２６年度から２９年度の４年間の推移を示してあります。学習指導要領の指導事

項に則った３領域と１事項，そして３種類の問題形式に分けてあります。３種類の問

題形式を説明いたします。選択式とは，複数の選択肢から該当するものを選ぶ問題で

す。短答式とは，漢字の読み書きや計算問題，適切な言葉を書くこと，文章問題を読

み，答えを求める問題です。記述式とは，問題を読み，必要な情報を取り出し，筋道

を立てて，根拠を明確にして説明する問題です。Ａ問題には記述式はございません。

まず，小学校国語についてです。ここからは，全国との差が縮まった教科は成果を，

差が広がった教科につきましては課題を中心に説明させていただきます。表７をグラ

フにした図２１を御覧ください。Ａ問題につきましては，昨年度から大きく改善し，

これまで実施された調査の中で，国との差が最も縮まりました。課題といたしまして

は，話すこと・聞くことの領域で国との差が年々開いてきていることです。今年度の

話すこと・聞くこと領域の問題は，学級文集のタイトルを決定するために，グループ

で話し合ったことを報告する場面設定の問題となっており，各グループの報告者が，
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どのようなことを報告しているのかを捉える力が求められた問題でした。次にＢ問題

ですが，１７ページ，表８と図２２です。書くことの領域で，昨年度は全国を０．４

ポイント上回っていたのが，今年度は１．２ポイント下回りました。問題形式別では

記述式問題で，国より１．１ポイント上回っていましたが，今年度は１．３ポイント

下回ってしまいました。次に１８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９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％以上であっても全国平均より５ポイント以上下回るものについて課題

が大きいとみなしております。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ポイント未満であれば白三角，それ以上，下回

っているものは黒三角の記号で表しました。また，１８ページの一番上の四角囲みに

ありますように，児童質問紙調査と学校質問紙調査に分け，課題を示してあります。

質問内容を合わせて記載している場合もございます。まず，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，昨年度と同じ質問３つに加え，

９０番の国語Ｂの解答時間が十分であったかの４点が課題でございます。一方，７７

番の文章を書く問題で最後まで解答を書こうと努力した児童が多かったことは，正

答・誤答は別として，粘り強く問題に取り組んだ児童が多かったことが窺えます。学

校質問紙結果から見える課題についてでございますが，１９ページの５３番，「コン

ピュータ等の情報通信機器」につきましては，環境整備等にも関わってきますので，

今後の検討課題といたしますが，電子黒板が多く導入されている学校，ＩＣＴ教育推

進モデル校では「週１回以上活用」と回答していることから，常時使用できるように

整備が進むと活用率も高くなっていることが分かります。課題といたしましては，表

１２の６８番「文章を読む習慣を付ける授業」が十分に行えてなかったことになりま

す。一方，６６番の「目的や相手に応じて話したり聞いたりする授業」は１００％の

学校で肯定的回答となっていますが，１６ページに戻って，「話すこと・聞くこと」

領域の結果を見ると，先ほど説明しましたように，全国との差が開いてきており，授

業改善によって質の向上を図る必要があると思われます。次に２０ページの小学校算

数についてです。Ａ問題につきましては，「数量関係」の領域で，昨年度より１．１ポ

イント開きが大きくなっております。２１ページのＢ問題につきましては，「量と測

定」の領域において，昨年度よりも全国との差が大きく開いております。次に，２２

ページの質問紙からみえる課題でございますが，児童質問紙調査結果から見える課題

といたしましては，昨年度と同じ，７８番，８３番の２つが課題に加えて，国語同様，

Ｂ問題で解答時間が十分ではなかったことでございます。学校質問紙におきましては，

５４番の「ＩＣＴの活用」については，国語の説明と同様ですが，特にデジタル教科

書を独自で導入している学校については活用率が高くなるとともに，「週１回以上使

用」と回答した学校６校のうち，３校ではＡ問題，Ｂ問題ともに全国を上回る結果と

なっております。また２校でＡ問題，Ｂ問題のいずれかが全国の平均正答率を越えて

おります。６校中，５校で全国を上回る結果となっていることから，ＩＣＴの活用は
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学力向上に一定の効果があると捉えてもいいのではないかと考えます。次に２４ペー

ジの中学校国語についてです。Ａ問題，Ｂ問題ともこれまでの結果と比べて，領域別，

問題形式別において，全国との差が縮まっており，授業改善が進んでいると言えます。

特にＢ問題で大きな改善が見られます。次に，２６ページの質問紙から見える課題で

ございますが，全国平均より上回っているものの，７０％未満となっているため課題

と捉えている生徒質問紙が，昨年度と同じ５項目となっております。学校質問紙にお

きましては，２７ページの５３番「ＩＣＴの活用」が課題となっておりますが，モデ

ル校においては，高い活用率となっております。また，６４番の「補充的な学習」や

６８番の「様々な文章を読む習慣を付ける授業」については，昨年度から肯定的回答

をした学校の割合が高くなっております。こういった点での日々の授業改善によって，

全国との平均正答率の差が，昨年度に比べ縮まったと分析することができます。次に

２８ページの中学校数学についてです。Ａ問題では，「図形」「関数」「資料の活用」の

３領域で，昨年度よりも全国との差を縮めており，特に「図形」領域で，２ポイント

縮めることができました。問題形式別でも昨年度に比べ，全国との差を縮めておりま

す。２９ページのＢ問題では，昨年度大きく差が開いた「資料の活用」の領域で，差

を縮めることができた一方，「関数」領域においては，昨年度は０.１ポイント国を上

回っていたのが，今年度は２.８ポイント下回る結果となりました。次に，３０ペー

ジの質問紙調査結果からみえる課題でございますが，生徒質問紙につきましては，８

１番，８３番のように数学の勉強は大切であり，できるようになりたいと思っている

生徒の割合は高いものの，８０番の「数学は好き」，８２番の「授業内容はよく分か

る」，８５番の「普段の生活の中で活用できないか考える」といった項目は低い割合

となっており，課題であると捉えています。学校質問紙におきましては，課題は，３

１ページの表３０の７１，７２番の「発展的な学習，実生活における事象との関連を

図る授業や指導」等になります。また，ＩＣＴの活用につきましては，週１回活用し

ていると回答した学校３校のうち２校で，特にＡ問題において全国の平均正答率を上

回る結果となっております。今後は，資料をより詳細に分析し，学力向上プロジェク

ト会議等を活用して具体的な方策を立て，授業改善が一層進むよう，取り組んでいき

たいと考えております。以上で，教科に関する調査結果概要の説明を終わります。引

き続き，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「質問

紙編」を御覧ください。これは，先ほどの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・社会との関わり，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。本資料の見方は先ほどの，教科に関する質問紙のと

ころでの説明と同じですが，課題と捉える基準を，教科のところでは７０％未満とし

ておりましたが，ここでは８０％未満としております。そして，児童生徒質問紙と学

校質問紙の両方の結果を合わせ見て，校種別に課題を記載してございます。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。
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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「授業の最後に学習したこと

を振り返る活動」及び「道徳の時間において，児童生徒自らが考え，話し合う活動」

に対する児童・生徒と教員の認識の差に課題があります。教員は行っているつもりで

も，子どもたちはそうは捉え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。認識の差は，「めあての提示」についても，課題としては挙げておりませ

んが，同様の結果となっております。小学校では教員による「学習規律の維持の徹底」，

また中学校におきましては，「学んだことを，ほかの学習や普段の生活に生かす」生

徒の割合，「授業やテストで間違えたところや，理解していないところを分かるまで

教えてくれる」と回答した生徒が，全国を上回っている，又はほぼ同様の割合ではあ

りますが，８割未満ということで，課題として挙げております。「めあてと振り返り」

につきましては，重点取組事項として，校園長会，研修講座，校内研修会等で各校に

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。めあてを

提示することは，各学校とも浸透してきておりますが，振り返る活動については，十

分ではありません。その時間での学びをしっかりと定着させるために，効果的な振り

返り活動について，授業研究の際に指導助言をしっかりとしてきたいと思います。今

後も，様々な機会を通して，それらの意義を周知し徹底を図っていく必要があります。

次に，５ページの（２）言語活動を御覧ください。ここでは，小中学校ともに，「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」，「学級の友だちに対して，話し合う内容を理解して相手の考えを最後まで

聞き，自分の考えを伝えること」，「自分の考えがうまく伝わるよう，資料や文章，話

の組み立てなどを工夫して発表すること」，「４００字詰め原稿用紙２枚から３枚の感

想文や説明文を書くこと」，「自分の考えを他の人に説明したり，文章を書いたりする

こと」については，昨年度と同様の課題となっております。言語活動に関する質問項

目は非常に多くなっております。現行学習指導要領でも次期学習指導要領におきまし

ても，学習の基盤として，各教科における言語活動の充実が求められています。学校

質問紙の内容は，授業改善へつながる教員へのメッセージであると捉えておりますの

で，一人一人の教員が意識して取り組んでもらえるよう，今後も周知・啓発をしてい

きたいと考えています。次に，１０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

現に至る探究の過程を意識した指導」，「本やインターネットを使った調べ方の指導」，

「図書館資料を活用した授業の計画的な実施」で課題となっております。また，小学

校においては，ＩＣＴを活用した協働学習や課題発見・解決型の学習指導が，中学校

においては，地域や社会で起こっている問題や出来事を題材として取り扱う指導に課

題が挙げられます。次に，１３ページ（４）読書活動を御覧ください。ここでは小中

とも，昨年度同様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，１５ページの

「２ 家庭学習」を御覧ください。家庭学習におきましては，小中ともに，特に「休

日の家庭学習の時間」及び「家で，自分で計画を立てて勉強をすることや予習・復習
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をすること」に課題が挙げられます。表１６の９０番，９２番と表１８の９０番から

全ての学校で宿題は出されており，１６ページの表１５の３０番，１７ページの表１

７の３２番から，９０％以上の児童生徒がきちんと宿題に取り組んでいることが分か

ります。これらの結果から，児童生徒が計画を立てて，自主的に学習に取り組む指導

が求められます。また中学校においては，「保護者に対する働きかけ」や「家庭学習

の課題の与え方に関する教職員の共通理解」「調べた文章を書いたりしてくる宿題を

与えること」に課題が見られます。これまでも家庭学習の充実については機会あるご

とに説明をしてきましたが，今後も引き続き家庭とも連携しながら，家庭学習習慣の

定着を図っていくことが求められます。次に，１９ページ，「３ 教員の取組・研修」

を御覧ください。ここでは小中学校とも，２０ページ，２２ページの四角囲みの項目

である「近隣の小中学校との連携に関すること」に課題があります。小中の具体的な

連携といたしましては，教育目標や教育課程に関する取組の共有，全国学力・学習状

況調査の分析結果等の共有，教職員の研修等の交流などが挙げられます。本市でも，

幼小中の連携は，中学校区単位での連携を推進しているところでございます。連携の

ほかには，２２ページの１０８番，中学校で「学級経営の状況や課題を全教職員で共

有し，組織的に取り組むこと」に課題があります。鳴門教育大学との連携事業を活用

し，組織力の向上に繋がるよう，今後も指導や助言を継続していきたいと考えており

ます。次に，２４ページ，「４ 学校生活」を御覧ください。小中学校ともに，「話し

合う場面で自分とは異なる意見や少数意見のよさを生かしたり，折り合いをつけたり

して意見をまとめること」に課題が見られます。さらに，中学校では「好きな授業が

ある生徒の割合」に課題があります。次に，２６ページを御覧ください。「５ 基本

的生活習慣・家庭生活」におきましては，小中学校とも，これまで同様に，「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，２８ページ，「６ 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」，

新規の質問事項である「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えさせるよう

な指導」「地域社会でボランティア活動に参加すること」に，課題が見られます。こ

のカテゴリーでは，実態を把握するにとどめた質問項目を多めにとってあります。次

に３２ページ，「７ 自尊意識・将来に関する意識」におきましては，小中学校とも

に，「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」に課題があります。さらに，小学校では「将来就きた

い仕事や夢について考えさせる指導」に，中学校では「将来の夢や希望を持つこと」，

「生徒のよい点や可能性を見付け，積極的に評価すること」に課題があります。一人

でも多くの子どもたちに夢や希望を持つことの素晴らしさを伝えたいという思いの

もと，先週は稲生小学校で日本サッカー協会が主体となって運営されている夢の教室

を実施したところです。一流のアスリートから，体験に基づいた話を聞かせてもらっ

たことで，子どもたちは，夢を持つことの大切さ，失敗を恐れずにチャレンジするこ
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との大切さを感じ取ってくれたと思います。すずか夢工房の事業も継続して実施して

おりますので，こういった事業の活用を図りながら，今後も粘り強く，自尊意識や自

己肯定感を高める取組を続けていく必要があります。次に３５ページ，「８ 規範意

識」につきましては，これまで同様，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。しかし，どの質問項目も分かっていても，実践を伴わないこと

には，安心して学校生活を送ることには繋がりません。質問項目にあるような場面に

出合ったときに，高い規範意識が実際に行動として現れるような指導を行っていくこ

とが必要であると思います。次に，３６ページを御覧ください。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

したカテゴリーごとに課題をまとめてございます。３７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。先ほど，「教員の取組・研修」

でも触れましたが，現在，どの中学校区でも小中連携の取組が進められております。

先ほどの課題が，中学校区内の全ての学校には当てはまらないかもしれませんが，多

くの項目で該当する箇所があると考えられますことから，中学校区内で課題の共有を

図り，その解消に向けて，取組を進めていくことが必要になってくるのではないかと

考えます。今回の報告は，結果が届いてから，１か月程での期間での分析となってお

り，十分な分析報告にはなっておりませんが，今後，各学校での分析結果も共有しな

がら，成果を上げている好事例とともに，課題の収集も行い，今後の下半期の取組に

生かせるようにしていきたいと考えております。以上で「平成２９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。 

 

（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）「教科」９，１０ページの無解答率の調査結果ですが，無解答というのはど

のような方が無解答とするのでしょうか。全く問題がわからなくて，無解答としてし

まうのでしょうか。 

 

（教育指導課長）これは，Ｂ問題の記述式の無解答率ですので，文章記述によって解答

することになります。そうなりますと，問題の内容把握であるとか，今までの学習内

容がきちんと理解できていないと，解答することが難しくなっています。まず，無解

答が多い傾向にある児童生徒は，学習内容がしっかり定着していない児童生徒が中心

になってくると思います。また，外国籍児童生徒も調査を受けておりますので，問題

の内容が理解できずに無解答となっていることも考えられます。また，低学力層の児

童生徒は，記述で答える問題は無解答となることが多くなる傾向があります。 

 

（福嶋委員）他の調査を見ていると，できにくい方を抽出して教えるということが全国

的なものに比べると鈴鹿市は少ないという傾向にあると，書いてあります。こういう

ことと関連があると考えられますでしょうか。 
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（教育指導課長）例えば習熟度別学習でクラスを２つに分けまして，学力の高い生徒と

少し進度がゆっくりめの生徒とを分けて指導している学校が何校かはありますが，鈴

鹿市全体ではそういった学校は多くはございません。下位層の生徒に対するより丁寧

な指導というのは，ティームティーチングによる指導，放課後や休み時間の個別指導

というところにかかってくるかと思います。 

 

（福嶋委員）なるべく無回答というのは避けたいというのは，先生方が考えていただい

ていると思いますが，より一層努力していただけたらと思います。 

 

（教育長）これから大学入試も形が変わって，記述式がかなり重視されるということも

ございます。 

 

（伊藤委員）正答率はある程度把握していただいていると思いますが，中には今年の子

はこの科目については解答率が低い，今年の子は理解力が低いというのは出ることが

ありますでしょうか。 

 

（教育指導課長）十分に把握はしていないですが，今年度に限りましては中学校の数学

Ｂの問題で全国との差が広がっています。全国との差が大きいということになってい

ます。 

 

（伊藤委員）テストの度にきちんと数字で表していただいて，感心しています。解答率

の高い子をより重視するのか，あまり解答できない子を底上げするのか，どちらの方

が数字が上がりやすいでしょうか。前年度のテスト結果を応用して，正答率の低い子

たちに徹底的にＢ問題をテスト対策としてやっていくのか，ある程度点数を出す子た

ちをもう少し点数を上げるか，どのように考えてますか。 

 

（教育指導課長）ここに資料はないですが，学力の層を４階層に分けたデータを見てみ

ると，本市の場合，国語，算数で違いはありますが，昨年度と比較すると国語につい

ては，Ｃ層，Ｄ層の児童生徒の割合が，学力の高いＡ層，Ｂ層に移ってきていますし，

数学，算数については，ややＡ層，Ｂ層が少なくなったという結果が出ております。

どこの層に重点を置くかということは，教員としては全ての層の子どもたちに学力を

付けてやりたいと考えていると思います。より丁寧にしっかりと指導していく必要が

ある子どもたちや，また習熟度別学習を取り入れて，より発展的な内容に取り組ませ

たいという思いもあり，いろいろな手法，授業形態を行っております。 

 

（教育委員会事務局参事）今の質問の中で，鈴鹿市教育委員会としては，教育指導課長

が申しましたとおり，全ての子どもたちのことを思ってやることは当然のことですが，

視点児童というのを置いておりまして，Ｄ層よりもＣ層の子どもに視点を置く方針を

とっております。その子どもたちがどのように結果が上がっていくかを見ている状況

です。 
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（伊藤委員）先ほど教育委員会事務局参事がおっしゃられたように，ターゲットをしぼ

ってじっくり取り組んでいただきたいと思います。すべからく同じ教育をしていただ

くのはありがたいのですが，ある程度結果が出てくると，先生方のモチベーションも

上がると思います。全体的にはここ１０年ボトムアップはしてもらっていますので，

もう少し日々の御苦労が結果に結び付くと良いと思います。 

 

（教育長）本当は点数とかではなく，教育の機会均等や水準の維持向上という観点から，

全ての子どもたちに学力をつけたいというのが，この調査が行われているという目的

です。先ほど言われましたように子どもたちも点数が上がると嬉しいし，先生たちも

実感があるということで，点数を上げるということも大事なことだと思っています。

Ａ問題もＢ問題も大事にしながら学力向上に取り組みたいと思います。 

 

（山中委員）生徒分布を見ていましても以前に比べれば，全国の分布に並びつつあると

いうことは，鈴鹿市の取組の大きな成果だと評価したいと思います。もう一つ，年度

によってポイント数の動きはあるだろうし，平均化を気にすることも大事だとは思い

ますが，それ以上に今回の調査の中で「勉強は好きですか」や「勉強は大切だと思い

ますか」というところに着目することの方がより重要ではないのかなと思います。そ

れが，普段の授業がどれくらい反映されているかの一つの鏡になるのではないのかな

と思います。また，学校質問紙の中で，コンピュータ関連の項目では全国と比べて大

きな差があります。これは鈴鹿市の一番大きな課題ではないかと思います。コンピュ

ータが導入されている学校については，点数が高いという結果が出ていますので，最

優先に早急に対処しないといけないと思います。もう一つは，「国語は好きですか」

や「算数は好きですか」という質問に，子どもは健気に答えていますが，若い教員が

多いですので，教員がそれに対して十分に答えてられているのかどうか。授業改善イ

コール，教員の資質の向上につながりますので，今もやっていただいていますが，そ

の視点で教員の資質を向上させる研修の場を充実させていくことも鈴鹿市として重

点的に取り組んでいかないといけないと思います。ここから見えてくる課題としては，

コンピュータ関連の充実，教員の資質向上のための場の提供の二つだと思います。ま

た，一つの評価として，はじめの頃には生徒分布の結果は全国の生徒分布と大きく違

いましたので，今までの取組への評価だと思います。 

 

（教育長）私たちも，取組を評価していただくと，すごく嬉しくなってきて次への意欲

がまた出てきます。子どもたちの学力を向上させようと思うと，子どもたちの意欲の

高まり等を大事にしていかなければならないと思います。それについては，やはり先

生の指導力によるところがとても大きいと思います。ＩＣＴも頑張って計画的に進め

ているところですので，早く整備したいと思っています。 

 

（伊藤委員）ＩＣＴの環境というのは，そう難しくなく，解決できない問題ではないと

思います。予算さえあればできますよね。そればかり進めるわけにはいきませんが，
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各学校でＩＣＴ環境がどのように整っているかを全部洗い出していただいて，足りな

いところは地道すぎるかもしれませんが廃品回収等で何としても用意できないでし

ょうか。今回，はっきり結果が出てきたということは，先生方の資質を上げるという

以前に環境が整えば良いだけの話であって，分かりやすい話だと思います。全実態を

きちっと把握してください。廃品回収やバザー等，そのあたりを地道に１年頑張って

いただいて，まず目標のこれは達成できるなど一つずつ積み上げていただくのが良い

かなと思います。それよりも地道な方が実現するような気がしますが，市長に絶えず

予算要求していただきたいと思います。 

 

（教育政策課長）教科の１９ページ，学校質問紙の平成２９年度質問番号５３について，

鈴鹿市は２６．７％となっています。すぐ右横に全国の公立が４４．９％となってい

ます。この４４．９％というのは，全国的には半分くらいＩＣＴが導入されている状

況であり，本市においては３割を切っているという状況です。この教育情報化に関し

ては，全国的に見ても，三重県内においても，決して進んでいるとは言えない状況か

ら，昨年度末に教育情報化行動計画を策定させていただきました。伊藤委員がおっし

ゃっていただいたように，本年度順番として，どのようなものが足りないのか，不足

しているＩＣＴ機器は何なのか，ＬＡＮ環境が整備されていないのはどこなのかとい

う調査を本年度６月くらいに実施しまして，ある学校，ない学校の分類をさせていた

だきました。そして，本年度整備方針を最終的にまとめて，平成３０年度から順次整

備や機器の導入を行っていく予定です。ただ，全国的な事例として，ＩＣＴを導入す

れば良いというものではなく，電子黒板やタブレット等のＩＣＴ機器を導入したは良

いが，活用してもらえないという事例が最近起こっていると聞いております。現場の

先生が実際の校務を手書きでしていることが多い状況で，新たな機器を使いこなす時

間的な余裕がない，また使いこなすための覚える時間がないということもございます。

そのため，校務を支援する，手書きからパソコンや，機械処理ができる学籍管理，出

欠管理等，一つ導入すると他の内容にも共有ができるような基礎システムをまず初め

に構築をさせていただき，そこで，機器の使い方を学ぶ時間をつくり，その後，子ど

もたちに教えていくことができるという段階的なことを考えていきたいと思います。

まずは，先生方の校務を減らすための校務支援システムを導入し，そこで時間が作ら

れたのち，電子黒板やタブレット等の学習系機器を，例えば１年遅れで導入していく

ということを考えている最中です。まだ予算要求の前段階ではありますが，今年度全

体的な方針を取り決めた上，平成３０年度から平成３１年度，平成３２年度と順番に

先生の負担にならない，なおかつ各種の機器を使っていただけるような体制づくり，

先生方への合意形成を計っていきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）機械の導入も大事ではありますが，私自身は学ぶ，教えるというのは人と

人との伝達する力，学ぶことを楽しむという雰囲気作りの方がより大事なのではない

のかと思っています。この前も学校へ行ってみたら，若い先生が多く，ずっと長く教

員をされてみえた先生が，伝達する力やテクニックというのをいかに若い先生に伝え

ていくかという努力が大きいのではないかと思います。人と人との意欲の問題であり，
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お金はいらないのですが，子どもに対する愛情の問題だと思います。こちらをより強

くやっていただくようお願いをさせていただきたいと思います。ずっとパソコンばか

りに向かっていて，お互いにコミュニケーションが抜けてしまうというようなことが

社会や仕事場では起こっています。そういった教育現場にはしたくないと思います。 

 

（伊藤委員）福嶋委員のおっしゃるとおりだと思います。教科によるとは思いますが，

国語はじっくり読んだり，作者の意図する内容等，みんなで共有したりすることがす

ごい大事であると思います。ＩＣＴについては，最近すごく力を入れてほしいなと思

うのは，英語です。文科省が低年齢化を進め，現場が非常に混乱しています。特に英

語については，こういった環境を整えてあげた方が，先生が混乱しないのかなと思い

ます。深伊沢小を見せてもらったのですが，教育指導課がＤＶＤを作成されており，

それをすごく喜んでみえました。ＤＶＤを１０分，１５分と毎朝，流すことで子ども

たちが非常に集中して聞けるようになったということでした。こういったことで，Ｉ

ＣＴは教科によると思います。国語，数学はじっと読み込んで，きっちり先生が言葉

を掛けながら，板書されてというのが良いと思います。ただ，英語だけは，教育指導

課がＤＶＤを作成されたようにＤＶＤを流して，流して，流してというのが良いと思

います。その辺りは，今後すみ分けをしていただかないといけないので，大変だと思

います。英語についてはこういったＩＣＴを導入されたほうが，良いかなと思います。 

 

（教育長）本当に先生方は，たくさんの力が必要で，説明する力，黒板のきれいでわか

りやすい書き方，ＩＣＴの効果的な使用方法やいろいろな力が必要だと思います。Ｉ

ＣＴも，子どもたちがより授業が分かって，楽しくて，学校が楽しいというツールと

してつなげていきたいと思います。 

 

（下古谷委員）山中委員が言われたように，最近成果が出てきており，全国との差が縮

まっていると思いますし，学校としても頑張っているのだと感じます。ただ，理系の

人間とすると，例えば教科の７ページの図９，小学校国語Ｂのところで，平成２４年

からずっと右肩上がりになっています。この部分は，特別な取組として何かされたの

でしょうか。また，先ほども説明がありましたが，１６，１７ページで「話すこと・

聞くこと」というのが徐々に全国との差が開きつつありますが，逆に「読むこと」と

いうのは年々全国との差が縮まっています。最近読書離れというので，「読むこと」

の方が差が開くのかなと思います。ここも特別な取組として何かされたのでしょうか。 

 

（教育指導課長）まず，教科７ぺージの経年のグラフからの御意見ですが，ここについ

ては右肩上がりになっていまして，今後も維持していく必要があると思っています。

特別な取組としては，特にこれをやったから伸びたということはなく，日々の国語の

授業改善，国語の研究をしている学校の授業を参観して自分の授業に取り入れたりだ

とか，本当に地道な日々の努力の積み重ねが，こういった結果として表れていると思

っています。また，１６ページの「読むこと」が全国との差が縮まっているというこ

とですが，読書指導ということで本市では第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画がで
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きまして，これに基づいて各学校は読書活動に取り組んでいます。「読むこと」につ

いては多くの学校で朝読を取り入れるなど，読書指導に力を入れ，落ち着きのある学

級を作っている学校は多くあります。そういったところで「読むこと」が成果につな

がっているということが考えられます。日々のそれぞれの教員の授業改善が全国との

差を縮めることにつながっていますので，今後も一層授業改善が進むことを期待して

おります。 

 

（教育委員会事務局参事）教育指導課長が申したとおりですが，特に国語Ｂは言語活動

というのに力を入れておりまして，そのようなことから読み取る力ということにつな

がってきていると思います。 

 

（教育長）私も学校現場にいましたが，いつも校長会で教育指導課長がこの全国学力・

学習状況調査の話に時間を割いて，「この力が足りないのです，読むことです，書く

ことです。」と力説されており，学校に戻ってどの教科でもここが大事だと伝えまし

た。ですので，教育指導課の指導という部分は大きかったのではないのかなと思いま

す。 

 

（下古谷委員）それが数年経って形になってきたのでしょうね。 

 

（教育長）そういったあたりで，教育委員会としての指導的な役割というのが大事だと

思います。 

 

（下古谷委員）先ほど教育指導課長が言われたように，日々の先生方の努力されている

結果なのだなと思います。この質問紙を見せていただいて，平成２８年度ほぼ１００％

であったものが，平成２９年度になると本当は１００％となってほしいところが，９

０％に下がっていたりする項目もいくつかあります。一方で１００％のままの項目も

あります。本当は１００％が続いてくれれば良いのですが，下がってしまうというと

ころは，全てをずっと続けるは難しいのかなと思います。この資料の中で，平成２８

年度より平成２９年度が１０ポイント以上上がっている項目，逆に平成２８年度より

平成２９年度が１０ポイント以上下がっている項目がどれくらいあるのか見てみたと

ころ，下がっている項目より上がっている項目の方が倍くらいありました。学校も努

力をされていることが分かり，こういった結果が全体的な底上げにつながって，全国

平均に近づいてきているのではないかと感じました。こういったことは続けてほしい

と思います。 

 

（教育長）データの読み取り方もいろいろあり，勉強になります。ありがとうございま

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，次の報

告事項に移ります。報告事項２番目の「平成３０年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候
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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２番目「平成３０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。資料の１ペ

ージを御覧ください。本要綱の「１ 目的」ですが，平成３０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としております。「２ 選考

対象者」は，平成３０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ある職員とし

ております。「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３０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３０年４月１日から平成３５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。「６ 

特例職員」ですが，（２）は，昨年度まで，「教育長が特に認めるものであれば，別途

任用試験を行い，合格すれば園長として任用できる」となっていましたが，「別途任用

試験を行い，合格すれば」という部分を削除しました。これは，年度によって幼稚園

教諭の採用数が少なかったり，専任園長が増加したことに伴い，園長に適齢な年代の

教職員が不足するため，当面の間，園長経験のある再任用職員や退職した小学校長等

を園長として登用する可能性を考慮したものでございます。この要綱は，平成２９年

９月１日から施行しております。以上でございます。 

 

（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）近年も園長になる方が少ないということで，要綱が緩やかになったことが

あると思います。このように幼稚園の教諭の数と園長になっていただける資格を持っ

ている数というのは，不足する傾向があるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）福嶋委員がおっしゃるとおり，適齢の年齢の数が少なくなっていると

いうのが現状です。 

 

（福嶋委員）そうすると，将来は今若い方が適齢に達すれば，園長に適齢の方が増えて

心配はないのでしょうか。それとも幼稚園の先生になる希望者が少ないのでしょうか。 

 

（学校教育課長）おっしゃるとおり，もうあと何年かすると園長となる適齢な年齢に達

した人数も増えてきます。幼稚園教諭の希望も例年どおりたくさんいます。ただし，

園児の数も減ってきていますので，採用数も減ってきています。 
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（伊藤委員）最終的に幼稚園は各学校区に一つにしていきますよね。だから，園長先生

はそんなにいらないのではないでしょうか。そんなことはないでしょうか。 

 

（学校教育課長）なかなかシビアな質問です。今年度は１１園開設しており，２園は休

園しております。再編整備の計画では，中学校区に一つ残そうということで，少しず

つ近づきつつあるという状況です。 

 

（伊藤委員）園長先生になる方と実際開設している幼稚園の数，また園児の数と，変わ

っていく数が多いので，バランスが難しいですね。それに対して先生をどう確保して

いくのか難しいですね。 

 

（教育長）なかなか見通しが付きにくいですね。 

 

（伊藤委員）ですので，開園時間を延長したりとか制度を変更したら良いと思います。

中学校，小学校，幼稚園と一つの柱を持たれた方が良いと思います。幼稚園は絶対確

実に小学校の準備として教えるというような，きちんとした柱を作っていただくと，

幼稚園の人気が上がると思います。 

 

（学校教育課長）公立幼稚園の持つ役割は非常に大きいと考えていまして，私たちもそ

のように感じています。教育部局だけではなく，市全体でもそのような認識を持って

いるところでございます。伊藤委員がおっしゃられたような幼稚園の機能を少しずつ

変えていくということは，積年の課題でして，再編整備計画の以前からそのようなこ

とを検討していました。しかしながら，鈴鹿市全体として見たときに民と公のバラン

スというのを考えてほしいということに配慮する中で，今までどおりとなっている状

況です。 

 

（福嶋委員）民と公のバランスというのは，子どもや保護者の方を見ていない，大切な

人の方を向いていないのではないでしょうか。 

 

（学校教育課長）再編整備計画の中でもそのような話がございました。一番大事なのは，

就学前の子どもたちの成長をどのように小学校へつなげていくかであり，福祉部局と

連携を取りながらきちんとしていきたいと考えています。 

 

（教育長）幼児教育はとても大事なところですので，大事に考えてまいりたいと思いま

す。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，次の報告事項に移ります。報告事項

３番目の「小規模特認校制度及び通学区域の弾力化に関するアンケート結果について」

をお願いします。 
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（学校教育課長）それでは，私からは，報告事項の３番目「小規模特認校制度及び通学

区域の弾力化に関するアンケート結果」につきまして，説明申し上げます。資料の２

ページを御覧ください。小規模特認校制度は，特色ある小規模な学校において教育を

受けさせたい保護者の希望に応え，また，将来的な複式学級の解消のため，合川小学

校において，平成２７年度の１年生から制度を実施。それについて，アンケートを取

らせていただいた結果が，２ページから５ページとなっています。全ての対象者２８

名，回答者数が２１名で，回答率７５％となっています。一部重複する回答は抜粋さ

せていただいていますが，ほぼここに回答全てがあります。アンケート結果ですので，

できるだけ原文のままの掲載とさせていただきました。表現等でふさわしくない部分

があるかもしれませんが，御了承ください。６ページ以降の通学区域の弾力化のアン

ケートは，平成２８年度末に実施いたしました。通学区域の弾力化については，学校

規模の適正化を目的として，白子中学校，旭が丘小学校において，平成２８年度の１

年生から制度を実施しております。これについてのアンケート結果を記載させていた

だきました。対象者数は３０名，回答者数２７名，回答率９０％となっています。こ

れにつきましても，先ほどと同様，できるだけ原文のままの掲載とさせていただきま

した。不適切かなと思うところもございますが，御了承ください。これらの制度を御

利用いただいた保護者の思いや希望，制度の在り方，検討すべき事項等を確認するた

め活かせる部分は活かして取り組んでいきたいと考えています。以上でございます。 

 

（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。 

 

（山中委員）今後の方向性を教えてください。アンケートを取られて，ここからいろい

ろ検討して方向性を作っていくと思いますが，実際通学区域の弾力化の部分につい

て，白子中学校は今本当に大規模の状態にあって，限度いっぱいで現場の先生が苦労

されていると思います。その解消というのは意識の問題だと思います。教育委員会と

して，この弾力化というのをもっと積極的に進めていくという考えを持ってみえる

訳ですよね。そのあたりどうなんでしょうか。 

 

（学校教育課長）山中委員がおっしゃるとおり，白子中学校は本当に大きくなっていま

すので，積極的に協力も得ながら通学区域の弾力化を進めていきたいと思います。た

だ，ずっとするというよりも，学校規模適正化にも取り組んでいますので，学校規模

適正化がきちっとするまでは，できるだけ頑張って取り組んでいきたいと思います。 

 

（教育政策課長）学校教育課長が説明させていただきましたように，学校規模適正化と

いうことで，先ほどアンケートの一つ目にありました小規模校対策や通学区域の弾

力化，大規模校対策というところに視点を置いています。将来的な児童生徒数はどう

なるかということを含め，手法として全国的に言われているのは，小規模特認校や通

学区域の弾力化，統廃合，学校同士を統合する統廃合であるとか，それに伴った発展

的な複合化という学校プラス，例えば福祉系，児童系の施設を入れ込むというやり方

があります。そのほかに小中一貫校という一つの新しいスタイルを設けるというや
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り方がございます。御質問の通学区域の弾力化につきましては，平成２８年度に白子

中学校は１，０００人を超えるマンモス校で，１，０６０人をはるかに超えるような

数字が出ております。学校規模適正化の動きがまだなかった段階において，通学区域

の弾力化という手法を用いて，稲生の方でしたら天栄中学校が近いですので，御希望

を受けて対応させていただいているということです。今後５年間推計や１０年間推

計もそうですが，現実的には平成２９年度については，平成２８年度よりも生徒数も

少なくなっています。通学区域の弾力化については地域の希望もございますことか

ら，現在も鈴鹿市ホームページに情報を掲載させていただいています。天栄中学校に

ついては，６５名の募集として，受け入れが可能ですと受け付けているところです。

最終的にいつまで通学区域の弾力化を続けるのか，また，学校規模適正化についても

どのように判断するのか，教育委員会定例会で承認いただきました学校規模適正化

の委員会でも諮っている最中でございます。８月に委員会が始まり，来週第二回目と

して，こういった内容について検討させていただきますので，今年度を目処にそうい

った手法的なところや，取決めをさせていただきたいと思います。通学区域の弾力化

に関連して，学校規模適正化の話が出ましたので，説明をさせていただきました。 

 

（教育長）白子中学校の規模の大きさというのは，鈴鹿市としての大きな課題だと思っ

ています。今，通学区域の弾力化で対応していますが，鈴鹿市全体として捉え，学校

規模適正化の中で，計画的に考えていかなくてはならない問題として，現在，取り組

んでいるところです。 

 

（山中委員）実情はよくわかりました。通学区域の弾力化の取組は過渡的なものである

ということもよくわかりました。しかし，今後の方向性として，何らかの方策が見え

るまでは通学区域の弾力化は維持しなければいけない方策ですよね。そういった意味

で私が言いたかったのは，現状いる中学生の子どもたち，今いる子どもたちをどうし

ていくのか，どのような環境においてあげるのかということを考えるのならば，通学

区域の弾力化という過渡的な対策であっても積極的に，天栄中学校が６５名受入可能

であれば，できる限りそれに近づけていく手立て，努力をしていくということが，今

いる子どもたちやこれから入る子どもたちに対する教育委員会の姿勢ではないのか

なと思います。ですから，是非とも過渡的な方策であろうとも，積極的に少しでも受

け入れていく姿勢というものを示していただきたいと思います。 

 

（教育長）貴重な意見をありがとうございました。 

   

（下古谷委員）将来的な方向性というのを一つ教えてください。合川小学校は英語教育

についてモデル校となっており，あと，２，３年後にはほかの小学校にも英語が教科

化されて，そのモデル校という存在が薄らいでいくと思います。そうすると，また合

川小学校として新たな特色というのを何か見つけていかないといけないと思います

が，その将来のビジョンがあれば教えてください。 
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（福嶋委員）私も関連してお話させていただきます。このアンケートを見ていると，合

川小学校に行かれた保護者の方は，意識の高い方が率先して入られたんだなと感じま

す。だから，どちらかと言うと，これからの合川小学校のあり方というのは，学校教

育の英語教育の中でもリーダー的存在というのを将来も続けていってもらいたいな

と思います。少人数だからできるという特典というのもあるので，普通の学校ではで

きないこともひょっとしたらできるかもしれないというところがあるので，並べて一

緒にするというのではなく，率先校というようなリーダー的な存在で，教員もある程

度経験のある，有能な方を集めるなど，積極的に進めてもらいたいなと思います。い

かがでしょうか。 

 

（伊藤委員）４ページの３，ウのところで，「もっと英語ができると思った」や，５ペー

ジに「初年度（Ｈ２７）募集時は定員を超える応募があったが，以降応募者も少なく，

実際に行われていることに魅力はない」というアンケート結果がありますが，このあ

たりが保護者の意見を代表しているように思います。天栄中学校の校区をもっと英語

の特区にして，中学校で英語をしたい，興味があるという子たちをスクールバスを出

して集めるというようなことができないでしょうか。今の子どもへの対応ということ

に対して，もう少し天栄中学校の校区を英語で押し上げてもらって，天栄中学校にい

きたいという魅力を持たせたら，毎年６０から７０人の定員に達するかもしれません。

こういったことを考えていただけたらと思います。 

 

（学校教育課長）大変貴重な御意見ありがとうございます。英語につきましては，学習

指導要領で教科化されるということですので，合川小学校がやってきた特色がどうな

るのかということは，考えているところです。細かい話をすれば，小学校３年生で英

語の活動が入りまして，小学校５，６年生で教科化されていきます。合川小学校の場

合は，小学校１年生から全部やっていきます。少し違いはあるかなと思いますが，そ

れほど大きな違いはなくなってきます。違う角度から見ると，合川小学校はＩＣＴ教

育もまだまだやっている途中でございます。さらに，全国学力・学習状況調査も合川

小学校は数値が上がっていると聞いています。その中で委員がおっしゃるように，合

川小学校が英語を一つの核としながら，鈴鹿市の中でもプラットフォーム的な，少し

高いところから眺められるモデル校，特色のある学校として存在することも大事なの

かなと思います。小規模特認校は学校教育課の管轄でやっておりますので，他課と調

整を取りながらやっていきたいと思います。 

 

（教育委員会事務局参事）先ほど教育委員がおっしゃられたこと，そのままです。少人

数の学校が一つの特徴，このまま小規模特任校を続けないと存在自体が危うくなるよ

うな場所ですので，そのことは地域の方も非常に良く分かってみえます。地域の方の

ケアや，先生方と一緒にやっていく特徴というのもありますし，意識が高い親御さん

が入ってみえます。先ほど英語ができないという意見もありましたが，平成３０年度

から天栄中学校区，鈴峰中学校区は前倒しで外国語教育をやっていきます。鈴鹿市全

体でもそれを見て，１年前倒しでやっていきます。このようなこともありまして，シ
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ンボル，プラットフォームという位置付けでこれからも考えていきたいと思いますの

で，よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）せっかく始まったモデル校ですので，英語教育のリーダー的存在として，鈴

鹿市全体の英語教育を引っ張っていけるような学校でありたいと思います。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，考古博物館催しの報告事項４番目の

「特別展「道でつながる古代の役所」について」と，報告事項５番目の「お月見ミュ

ージアムコンサート」を一括して，お願いします。 

 

（文化財課長）それでは，私からは報告事項の４番目，考古博物館特別展「道でつなが

る古代の役所」についてと，５番目，「お月見ミュージアムコンサート」について説

明申し上げます。それでは，９，１０ページを御覧ください。特別展「道でつながる

古代の役所」は，平成２９年９月３０日（土）から１２月３日（日）まで開催いたし

ます。奈良時代の律令国家は，全国を６０あまりの国に分け，五畿七道のブロックに

区分し，その支配のため，国ごとを結ぶ駅路と国内の郡の役所などをつなぐ伝路を整

備しました。平成１６年に実施した，本市の平田遺跡の発掘調査では，幅９メートル

の古代の道路遺構が確認されました。また，１９８０年代以降，全国各地で実施され

た大規模な開発に伴う発掘調査で，多くの古代道路遺構が確認されるようになりま

した。今回の特別展では，古代の交通制度や，古代の七道（東海道・東山道・北陸道・

山陰道・山陽道・南海道・西海道）を中心に道路遺構の写真を交えながら紹介すると

ともに，古代の七道は，どのように活用されたのか，また，どのような物が運ばれた

のか，奈良の都や東海道諸国の役所から出土した木簡や，遺物をもとに古代の道路事

情に迫ります。なお，関連講演会といたしまして，平成２９年１０月１４日（土）午

後２時から文化庁文化財調査官の近江俊秀さんをお招きし「道でつながる古代の役

所」と題しまして御講演をいただきます。平成２９年１０月２９日（日）午後２時か

らは元三重県総合博物館職員の杉谷正樹さんをお招きし「古代の三重の道路事情」と

題しまして御講演をいただきます。また，展示解説の一環といたしまして，平成２９

年１１月１９日（日）午後１時３０分から三重県埋蔵文化財センター技師の伊藤文彦

さんをお招きし，当博物館の学芸員と展示資料の解説を交え「ギャラリートーク」を

実施いたします。以上で特別展「道でつながる古代の役所」の報告とさせていただき

ます。続きまして１１ページを御覧ください。「お月見ミュージアムコンサート」は，

平成２９年１０月７日（土）午後６時から考古博物館玄関前広場をメイン会場に，開

催いたします。例年，「お月見ミュージアムコンサート」は，仲秋の名月のこの時期

にあわせて開催しており，博物館周辺を，手作り万灯によりライトアップした幻想的

な雰囲気の中，秋の夜長に溶け込むような心地よい演奏を，楽しんでいただいていま

す。考古博物館玄関前広場には，特設ステージを設置し，今年度は，ケルティックハ

ープ，ソプラノ，リコーダーの演奏を予定しています。ケルティックハープ奏者には，

澤田真弓さん，ソプラノ，リコーダーの奏者には，宮崎紗耶加さんをそれぞれお招き

しています。また，当日の関連行事といたしまして，考古博物館サポート会と国分町
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ボランティア隊の協力をいただき，会場周辺での万灯によるライトアップに加え，午

後６時から午後８時までは，天体望遠鏡で秋の星空を観察する天体観望会を開催い

たします。午後５時から午後８時までは博物館進入路付近において，大根，しいたけ

などの自家製野菜や，鈴鹿のお茶，手作りまんじゅうなどを販売する夕方市を開催い

たします。さらに，館内では，特別展「道でつながる古代の役所」を午後５時から午

後７時３０分まで無料開放いたします。以上で「お月見ミュージアムコンサート」の

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）古代東海道というのは，鈴鹿から関東に抜ける幅広い道ということで，そ

れを現代の私たちが理解できるようにどのように展示していただけるのか，大変興

味深いところです。ぜひ行ってみたいなと思います。 

 

（山中委員）昨年，お月見ミュージアムコンサートに参加させていただき，雨で演奏会

が講堂に移ったんですが，大変好評で私は講堂に入ることができなかったです。おそ

らく今年も盛況でたくさんの人がみえるのではないのかなと思います。場所がそれ

ほどないので，改善を望んでも難しいと思いますが，そういった経験がありました。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，次の報告事項に移ります。報告事項

６番目の「鏡の国のアリス×鈴鹿市立図書館」をお願いします。 

 

（参事兼図書館長）それでは，私からは報告事項の６番目「鏡の国のアリス×鈴鹿市立

図書館」の開催につきまして，説明申し上げます前に，まずは，９月１４日の市長定

例記者会見において当該イベントについて，教育委員会定例会より前に記者発表を

させていただきましたことを報告申し上げます。それでは，１２ページを御覧くださ

い。このイベントは，昨年度に開催したものが好評でしたので，第２弾として開催す

るものです。昨年同様，図書館利用の少ない若年層を対象にした鈴鹿市立図書館オリ

ジナルの体験型謎解きゲームイベントです。開催の主旨としましては，若年層の活字

離れを食い止め，図書館に興味と関心を持っていただくとともに利用率の向上を目

指すものですが，今回は，参加対象者を小学生以上と変更いたしました。変更理由は，

昨年度の開催前に「なぜ，小学生・中学生は参加できないのか」との問合せを多くい

ただきましたので，小学生は保護者同伴として，若い保護者も若年層と位置付けまし

た。なお，昨年度は，開催時間を閉館後の１８時から２０時までと設定しておりまし

たので，小・中学生の活動時間としては，推奨できないと判断したため，高校生以上

と限定しました。今回は，休館日の昼間に開催しますので，保護者の方にも安心して

いただけると存じます。開催日時は，１１月３日（祝・金）の１５時から１７時まで

と翌４日（土）の１８時３０分から２０時３０分までの２回です。３日は休館日です

し，４日は閉館後ですのでイベント参加者だけで利用していただきます。参加対象者

は，小学生以上で小学生と４日夜に参加希望の中学生は，保護者同伴とし，募集人数
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は，各日４０名といたします。イベントの内容は，「鏡の国のアリス」の物語の世界

に取り込まれたという設定で，図書館内に設置した謎を９０分の制限時間内で全て

解き明かし，ゲームクリアを目指していただきます。参加者には，同じ謎を解いてい

ただきますが，小学生には，ヒントブックを渡して対応したいと思っています。申込

方法は，１０月１８日（水）までにメール又は往復はがきのいずれかで受け付けます。

申込み多数の場合は，抽選を行います。詳細は，添付のチラシを御覧ください。なお，

昨年は，大変インパクトのあるポスター等を製作いたしましたが，今年度は，昨年の

デザイナーに許可を得て若干の変更を加えたものにいたしましたので，駅やショッ

ピングセンター等にも依頼し，市民の皆様に広く周知してイベントへの参加を呼び

かける予定です。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）参加者は圧倒的に女性が多いのでしょうか。 

 

（参事兼図書館長）昨年の結果を見てみますと，概ね半々くらいです。１０月開催の第

１回目が，３０名募集のところ，当日５名の方が欠席され，参加された方は２５名で，

男性１５名，女性１０名でした。２月開催の２回目は，１回目の反省を活かしまして，

３０名募集しまして，４０名の設定にして，４１名の方に参加していただきました。

男性１１名，女性２９名で，残り１名はアンケートに無回答で男女どちらかわかりま

せんでした。ということで，２回目は圧倒的に女性の方が多かったです。 

 

（福嶋委員）こういう催し物は，得てして女性の参加が多いものですが，男性が多いの

は心強いですね。 

 

（参事兼図書館長）この体験型の謎解きゲームイベントは，全国的に脱出ゲームという

名前でやっています。脱出ゲームというのは，特許を取られていらっしゃるので，名

称は使えないですが，脱出ゲームは割と若い男性がたくさん来てらっしゃるようで

す。昨年も一番最初に申込みされた方は，東京の男性の方でした。今はホームページ

に載せますので，探して来られています。 

 

（福嶋委員）でも，脱出ゲームよりこの鏡の国のアリスの方が，ネーミングがいいです

よね。 

 

（下古谷委員）それは，このイラストが大きかったということもなかったのですか。 

 

（参事兼図書館長）イラストが目を引いたというのはあると思います。ですが，ターゲ

ットにしたかった年齢層は若干少なかったです。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，その他事項に移ります。 
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（教育長）｢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）平成２９年１０月定例会でございますが，平成２９年１０月２４日火

曜日午後２時から教育委員会室において，開催したいと存じます。 

 

（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平成２９年１０月２４日 

火曜日午後２時から教育委員会室において開催することにいたします。 

 

（教育長）以上をもちまして平成２９年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４時４９分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

教育長 中道 公子 

 

委 員 山中 秀志 


