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（1）制度の趣旨 

 

 教育委員会制度は，首長から独立した合議制の教育委員会が決定する教育行

政に関する基本方針のもと，教育長及び教育委員会事務局が，広範かつ専門的

に教育行政事務を執行するものである。 

 このため，事前に教育委員会が立てた基本方針に沿って，それぞれの教育行

政事務が執行されているかどうかについて，教育委員会委員と教育長自らが，

教育的視点から点検及び評価を行い，その教育的効果について検証するととも

に，地域住民に対する説明責任を果たし，その活動を充実させていくことが求

められている。 

 このことから「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第

162号）」において，教育委員会は，毎年，その教育行政事務の管理及び執行状

況について点検及び評価を行い，その結果に関する報告書を議会に提出すると

ともに，公表することが規定されている。 

そこで，本市教育委員会では，法の趣旨に則り，効果的な教育行政の推進に

資するとともに，市民への説明責任を果たすため，平成28年度の教育行政事務

について「教育委員会活動の点検・評価」（以下，「点検・評価」という。）

を実施し，報告書にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第26条 教育委員会は，毎年，その権限に属する事務（前条第1項の規定によ

り教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第4項の

規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及

び執行の状況について点検及び評価を行い，その結果に関する報告書を作

成し，これを議会に提出するとともに，公表しなければならない。 

2 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。 

１ はじめに 
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（2）本市の教育行政の方向性 

本市教育委員会は，『自己実現と人との協働により，豊かな未来を創る力を備

えた鈴鹿の子ども』をめざす子どもの姿とし，ふるさと鈴鹿の未来を担う子ど

もたちの教育を，家庭，地域，学校，関係機関などの強い絆と，それぞれの役

割のもとで推進することをめざします。 

『鈴鹿を愛し，子どもの学びと安全・安心を支え，絆で育む鈴鹿の教育』を

基本理念として，「めざす子どもの姿」を実現させるため，基本理念のもと３

つの基本目標を設定している。 

 

 

グローバル化，ＩＣＴ（情報通信技術）による情報化がめざましく進んでい

ることから，情報の溢れる社会を生き抜く力を育成するための教育内容を創造

し展開します。 

 

 

教職員や保護者をはじめ，子どもたちの身近に暮らす人々が教育活動に参画

し，多様性や社会性のある学校づくりを進めます。 

 

 

常に変化する社会情勢を見据え，国の動向を注視しつつ，教育課程の編成や

最新の教育機器の活用などについて，計画的に取組を進めます。 

 

これらの３つの基本目標を具現化していくため，子どもや地域のあるべき姿 

として７つの基本的方向を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①『知識基盤社会を生き抜く力を育む教育内容を創造します』 

②『家庭や地域と共にある学校づくりを推進します』 

③『社会の変化や技術革新に対応した教育環境を整備します』 

（１）グローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子ども 

（２）基礎・基本を身に付け，自ら表現する子ども 

（３）豊かな感性をもち，自律した子ども 

（４）健康への意識を高め，健やかな体をもつ子ども 

（５）命を尊重し，人の多様性を認め合える子ども 

（６）学校，家庭と共に子どもを育む地域 

（７）子どもが楽しく安心して学べる環境 
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（3）点検・評価の対象 

この点検・評価は，単年度のＰＤＣＡサイクルに沿って実施する観点から，

鈴鹿市教育振興基本計画の実行計画をその対象として実施した。 

具体的には，鈴鹿市教育振興基本計画において，施策の基本的な方向ごとの

基本事業の取組の中でも，特に重点と置いて取り組む２６項目に関して，点検

評価を実施した。  

 

（4）実施フロー 

点検・評価については，概ね下図のフローにより実施した。 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

（5）一次評価（担当所属評価）の実施方法 

 担当所属が実施した一次評価については，次のとおり実施した。 

① 単年度目標の達成度評価 

   単年度の目標達成状況について，それぞれの基本事業において設定した

目標値（指標）に対する平成２８年度の実績値及び達成度を明示した。 

② 活動内容の評価 

教育振興基本計画の実行計画に掲げた重点項目（全２６項目）の当該年

度の活動状況及び活動の成果について記載した。 

③ 関連事業費の明示 

関連する主な事務事業の事業費（決算額）を明示した。 

④ 目標達成度に関する分析評価及び今後の方向性 

目標の達成度を踏まえ「取組の有効性や必要性」「関与の必要性」「成果向 

上の余地」等に関して検証・分析するとともに，課題認識を明らかにした。 

一 次 評 価 

学識経験者による評価 

議会へ報告書提出・公表 

二 次 評 価 教育委員会委員と 

教育長による評価（6～9月） 

（9～10月） 

（12月） 

担当所属による評価（5～6月） 
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また，これらの内容を踏まえた今後の方向性について分析評価した。 

 

（6）二次評価（教育委員会委員と教育長評価）の概要 

 担当所属が実施した一次評価をもとに，教育委員会委員と教育長による二次 

評価を次のとおり実施した。 

 ①６月教育委員会定例会において，一次評価を報告し，教育委員会委員と教

育長からの意見を聴取 

 ②６月教育委員会定例会における教育委員会委員と教育長からの意見に基づ

き，教育委員会事務局により二次評価（案）を作成 

 ③教育委員会懇談会（８月）を開催し，二次評価（案）の確認作業及び教育

委員会委員と教育長の意見を再聴取 

 ④教育委員会懇談会における教育委員会委員と教育長からの意見に基づき，

二次評価（案）を修正し，仮確定とする。 

 

（7）学識経験者の知見の活用 

 点検・評価の客観性を確保するため，教育に関し学識経験を有する外部の者 

の知見を活用することが求められている。そこで，一次評価及び二次評価につ 

いて，次の学識経験者から意見を求めた。 

名  前 所  属  等 

須曽野 仁志 
三重大学教育学研究科教職実践高度化専攻 教授 

元鈴鹿市教育振興基本計画審議会会長 

瀬戸 美奈子 
三重大学教養教育機構 教授 

元鈴鹿市教育振興基本計画審議会副会長 

 

（8）報告書の議会への提出と公表 

 報告書を作成し，議会に報告するとともに，公表する。 

① 一次評価，二次評価及び学識経験者の意見を報告書としてまとめ，１０月

教育委員会定例会に提出 

 ②点検評価報告書を１２月市議会定例会に提出するとともに，公表する。 
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№ 施策の基本的方向 基本事業 活動内容 指標 目標値 実績値 達成度 担当課

1 １－１　英語教育 小中学校の系統的な英語教育の推進 中学校の英語科の年間総授業時間に占める，外国語指導助手が関わる授業時間の割合 10.8% 11.1% 102.8%

2 １－２　ＩＣＴを活用した教育 ＩＣＴ活用による授業の改善
コンピュータ等（タブレット端末を含むパソコン，電子黒板，インターネット等）の情報通信技術を活用し

て，協働学習や課題発見・解決型の学習指導を行った学校の割合【学校質問紙】
40.0% 47.5% 118.8%

3
１－６　アクティブ・ラーニングを

　　　　　　　　　　　　導入した教育活動
主体的・協働的な授業の展開

自ら課題を設定し，解決に向けて話し合いやまとめ，表現などの学習活動を取り入れた学校の割合

【学校質問紙】
67.5% 60.0% 88.9%

4 ２－１　キャリア教育 教育活動全般における計画的な取組 将来の夢や目標を持っていると回答した児童生徒の割合【児童質問紙・生徒質問紙】 79.0% 75.2% 95.2%

5 ２－２　教科学習における授業改善 授業の改善 授業でのめあての提示と振り返る活動を両方実施している学校の割合【学校質問紙】 87.5% 95.0% 108.6%

6 ２－３　読書活動 図書館運営の支援体制づくり 学校図書館を活用した授業を計画的に行っている学校の割合【学校質問紙】 75.0% 75.0% 100.0%

7
２－４　外国人児童生徒などへの

　　　　　　　　　　　　　　　　日本語教育
特別の教育課程による日本語指導の充実

特別の教育課程による日本語指導を実施している学校で，日本語指導に係る研修会を実施した学校

の割合
70.0% 62.9% 89.9% 教育支援課

8 ３－１　道徳教育 学校教育活動全体を通じた道徳教育の推進 「私たちの道徳」を月１回以上活用している学校の割合 80.0% 86.0% 107.5% 教育指導課

9 ３－４　生徒指導 生徒指導体制づくり 学校のきまりを守っていると回答した児童生徒の割合 94.5% 94.0% 99.5%
教育支援課

子ども家庭支援課

10 ４－１　体力・運動能力の向上 体力向上に向けた授業の改善 全国体力･運動能力，運動習慣等調査を全学年で実施した学校の割合 67.5% 72.5% 107.4% 教育指導課

11 ４－２　健康に関する教育 疾病予防や生活習慣病対策の啓発
健康の三原則（運動，栄養（食事），睡眠）の大切さを，「様々な場面で計画的に」又は「機会を

捉えて適宜」，児童生徒に伝えている学校の割合【学校質問紙】
95.0% 87.5% 92.1%

学校教育課

教育指導課

12 ４－３　食育 学校・幼稚園，家庭，地域の連携による食育の推進 栄養教諭と連携した授業などの年間時間数（栄養教諭１人当たり） 149.0時間 131.3時間 88.1% 教育指導課

13 ４－４　学校給食の実施 安全・安心な給食の提供 小学校の単独給食室の改修事業における改修済みの施設の割合 57.8% 50.0% 86.5% 教育総務課

14 ５－１　人権教育 学校・幼稚園における人権教育の推進
三重県人権教育実態調査において，保護者・地域への啓発活動に取り組んでいると回答した学校の

割合
75.0% 80.0% 106.7% 教育支援課

15 ５－２　特別支援教育 途切れのない支援体制づくり 通常の学級に在籍する支援が必要な児童生徒の「個別の教育支援計画」の作成率 81.9% 80.3% 98.0% 教育指導課

16 ５－４　安全教育 交通安全教育の推進 学校・幼稚園の交通安全教室の開催回数 69回 64回 92.8%
教育支援課

教育指導課

17 ５－５　不登校対策 学校支援体制づくり スクールライフサポーターや学識経験者等を活用した学校の割合 47.5% 52.5% 110.5% 教育支援課

18 ６－１　開かれた学校・幼稚園づくり コミュニティ・スクールの推進
校長，教頭，担当教職員，学校運営協議会委員，地域コーディネーターを対象に実施するコミュニ

ティ・スクールに関する意識調査において，「協働型」の段階にあると回答した割合
17.7% 16.6% 93.8% 教育支援課

19
６－２　小中一貫教育を視野に入れた

　　　　　幼稚園・小学校・中学校の連携
中学校区における一貫した教育の推進体制づくり

教科の指導内容や指導方法について，近隣の校種の違う学校と連携している学校の割合【学校質問

紙】
70.0% 62.5% 89.3%

教育指導課

子ども育成課

20
６－３　就学前の保育・教育の

　　　　　　　　　　　　　　　　　体制づくり
保育所と幼稚園の連携 保育所・幼稚園合同研修会におけるアンケートで研修内容に満足したと回答した参加者の割合 92.0% 93.7% 101.8%

教育指導課

子ども育成課

21 ７－１　人的環境の整備 介助員などの適切な配置 介助員一人当たりに対する特別支援学級の児童生徒数 5.1人 4.9人 104.1% 学校教育課

22 ７－２　施設等の環境整備
教室の空調設備の整備

ＩＣＴ環境の整備
教職員が校務のために使用するコンピュータの配備率 72.2% 72.2% 100.0%

教育総務課

教育政策課

23 ７－３　危機管理 家庭・地域および関係機関などと連携した安全確保の推進 安全安心ボランティアの登録人数 4,700人 4201人 89.4%
教育支援課

教育指導課

24 ７－４　就学が困難な子どもへの支援 就学援助・特別支援就学奨励費制度の実施 就学援助制度についての広報などによる周知回数 5回 ４回 80.0%
学校教育課

教育支援課

25 ７－５　学校規模の適正化 児童生徒数の推移の的確な把握 学校規模の適正化に関する事項の広報などによる周知回数 8回 6回 75.0% 教育政策課

26 ７－６　教職員の人材育成 研修講座・研修会の開催 研修講座の１講座当たりの参加者数 38人 42.5人 111.8%

教育指導課

学校教育課

教育支援課

５　命を尊重し，人の多様性を

　　　　　　　　　認め合える子ども

３　豊かな感性をもち，

　　　　　　　　　自律した子ども

６　学校，家庭と共に子どもを

　　　　　　　　　　　　　育む地域

７　子どもが楽しく安心して

　　　　　　　　　　　学べる環境

平成２８年度　点検評価項目

１　グローバルな視点で主体的に

　　　学び，社会に発信する子ども

２　基礎・基本を身に付け，

　　　　　　　　自ら表現する子ども

４　健康への意識を高め，

　　　　　健やかな体をもつ子ども

教育指導課

   5



指標に対する活動

施策の基本的方向
１　グローバルな視点で主体的に学び，
　　　　　　　　　　　社会に発信する子ども

基本事業 １－１　英語教育

指標
中学校の英語科の年間総授業時間に占める，外国語指導助手※1が関わる授業
時間の割合

目標達成度に関する分析評価

外国語指導助手の週当たりの活用回数については，学校間でばらつきが見られる。授業の進度
や，生徒が外国語指導助手に接する機会を均等にするという視点からは，同一学年における各
クラスへの派遣回数を一定に揃える必要がある。しかし，外国語指導助手が毎日6時間，全て
の学年・各クラスの授業に関わることは，時間割の都合上難しい。その結果，派遣回数が少な
くなってしまう。

目標値 10.8%

実績値 11.1%

達成度 102.8%

●各校にて作成した学習到達度目標(CAN-DOリスト)を見直し，年間を見通して，各単元のねらい
に応じて効果的に外国語指導助手を活用できるよう授業改善を推進する。
●小学校に派遣する英語アシスタントを増員することで，外国語指導助手を中学校専属で派遣で
きるよう体制整備を推進する。
●英語担当者会等の場面で，積極的な外国語指導助手の活用について指示・依頼を行う。

課題認識

●外国語指導助手を効果的に活用するためにも，生徒同士や生徒と外国語指導助手のやり取り
が中心となる言語活動を日常の指導の中に位置づける工夫が求められる。

今後の方向性

目標設定根拠
平成27年度の中学校の英語科の年間総授業時間(140時間×総学級数)
に占める，外国人指導助手が関わる授業時間の割合を設定

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
国際化教育推進費

活動内容1 小中学校の系統的な英語教育の推進 教育指導課

活動状況と
成果

●6名中，2名のＪＥＴプログラム※2から招致の外国語指導助手を中学校専属
で派遣することで，大規模校における活用回数の増加がみられた。(通常は，
小学校との兼務である。)
●各中学校において学年別の学習到達度目標(CAN-DOリスト)を作成すること
で，見通しを持った外国語指導助手の効果的な活用につなげることができ
た。
●外国語指導助手が夏季休業期間中に依頼のあった小学校10校において，教
員の英語力向上をねらいとした出前講座を実施した。(延べ参加人数139名)

34,944

※2 ＪＥＴプログラム 国の語学指導等を行う外国青年招致事業

〔用語解説〕

※1 外国語指導助手
外国語を指導する教員を補佐し，主に外国語の会話の指導にあたる外
国人補助員

11.1%

10.8%

20.0%

0%

10%

20%

30%

H28 H29 H30 H31

実績値

目標値
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目標達成度に関する分析評価

平成26年度に小学校にタブレット型パソコンが，中学校にノート型パソコンが整備され，少し
ずつ教員が機器に慣れてきたため，目標値よりも実績値が上回ったのではないかと考える。よ
り実績値が高まるよう，ＩＣＴを効果的に活用した授業改善が必要である。

目標値 40.0%

実績値 47.5%

達成度 118.8%

施策の基本的方向
１　グローバルな視点で主体的に学び，
　　　　　　　　　　　社会に発信する子ども

基本事業 １－２　ＩＣＴ※1を活用した教育

指標
コンピュータ等(タブレット端末を含むパソコン，電子黒板，インターネット
等)の情報通信技術を活用して，協働学習や課題発見・解決型の学習指導を
行った学校の割合【学校質問紙※2】

学校教育情報化推進費(小学校，中学校) 38,206
指標に対する活動

ＩＣＴ教育推進モデル事業費 3,666

●協働型・双方向型※3の授業の構築を推進する。

課題認識

●各校のＩＣＴ整備状況が異なるため，各校の状況に応じて，ＩＣＴを効果的に活用し,協働
的な学びを展開するための指導の工夫が課題となる。

今後の方向性

目標設定根拠
平成27年度に実施した全国学力・学習状況調査の学校質問紙における
同質問の調査結果をもとに設定

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
教育情報化推進費

活動内容① ＩＣＴ活用による授業の改善 教育指導課

活動状況と
成果

●市内教員を対象として夏の研修講座を実施し，教育指導課の学力向上支援
員(情報教育担当)とＩＣＴ教育推進校の教員が講師となり効果的なＩＣＴの
実践事例を紹介し，実際にタブレットを操作をしながら研修を行った。(参加
者数：23名)
●各校が研修講座で学んだことを生かして，タブレット型パソコンを活用し
た授業が行われた。例として，井田川小学校では，理科や算数科等でも活用
する授業が行われた。

9,461

※3
協働型・

双方向型の学び

子どもが自ら疑問に思ったこと，または指導者が掲げた課題に対し
て，考えを共有・比較し，意見を述べ合いながら，子ども同士が教え
合い理解を深める学習

〔用語解説〕

※2 学校質問紙
全国学力・学習状況調査，または全国体力・運動能力，運動習慣等調
査において，学校に対し実施される指導方法に関する取組や教育条件
の整備状況などに関するアンケート調査

※1 ＩＣＴ
情報・通信に関する技術総称。
Information and Communication Technologyの略語
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「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
教育委員会事務局運営費

施策の基本的方向
１　グローバルな視点で主体的に学び，
　　　　　　　　　　　社会に発信する子ども

基本事業 １－６　アクティブ･ラーニング※1を導入した教育活動

指標
自ら課題を設定し，解決に向けて話し合いやまとめ，表現などの学習活動を
取り入れた学校の割合【学校質問紙※2】

目標達成度に関する分析評価

校園長会や研修担当者会でのプレゼンテーションにより，授業において，課題の解決に向けて
話し合いやまとめ，表現などの学習活動の位置づけを意識している学校は増えつつあるが，実
施している学校の割合は，24校にとどまってしまい目標値を3校分下回ってしまった。引き続
き授業における，上記のような活動の位置づけについて啓発していく。

目標値 67.5%

実績値 60.0%

達成度 88.9%

●課題の解決に向けて話し合いやまとめ，表現などの学習活動を位置づけた授業スタイルの充実
に向けた取組を推進する。

課題認識

●子どもたちの様子が落ち着かない学校，クラスにおいては，課題の解決に向けて話し合いや
まとめ，表現などの学習活動を位置づけた授業が実践されていない傾向にあるので，さらに啓
発を継続することが課題といえる。

今後の方向性

目標設定根拠
平成27年度に実施した全国学力・学習状況調査の学校質問紙における
同質問の調査結果をもとに設定

活動内容① 主体的・協働的な授業の展開 教育指導課

活動状況と
成果

●要請があった市内各小中学校に，指導主事※3が訪問し，課題の解決に向け
て話し合いやまとめ，表現など授業における言語活動の充実について指導・
助言した。
●平成28年度の鈴教研委託発表校(旭が丘小学校，飯野小学校，鈴峰中学校)
において授業改善が顕著になっていた。
●年度初めに，全小中学校に対して，年間計画で各学年における各教科の指
導と安全，環境，食育，図書館活用，情報，キャリア等の各種教育の関わり
を示すよう指示をした。このことで，各小中学校におけるカリキュラム・マ
ネジメント※4の意識が高まりつつある。

88

指標に対する活動
教育研究推進支援事業費 1,293
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85.0%
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〔用語解説〕

※1
アクティブ・
ラーニング

教員からの一方向的な講義で知識を覚えるのではなく，児童生徒が主
体的に参加し，仲間と深く考えながら課題を解決する力を養うことを
目的とした授業手法。議論やグループワーク等が挙げられることが多
い。

※4
カリキュラム・
マネジメント

教育課程を複数教科にわたって編成・実施・評価し，改善を図る一連
のサイクルを計画的・組織的に推進していくこと。

※2 学校質問紙
全国学力・学習状況調査，または全国体力・運動能力，運動習慣等調
査において，学校に対し実施される指導方法に関する取組や教育条件
の整備状況などに関するアンケート調査

※3 指導主事

学校の営む教育活動自体の適正・活発な進行を促進するため，校長や
教員に助言と指導を与えることを職務として教育委員会事務局におか
れる職。教育課程，学習指導，教材，学校の組織編制その他学校教育
の専門的事項の指導に関する職務を行う。
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平成27年度に実施した全国学力・学習状況調査の児童質問紙・生徒質
問紙における同質問の調査結果をもとに設定

施策の基本的方向
２　基礎・基本を身に付け，
　　　　　　　　　自ら表現する子ども

基本事業 ２－１　キャリア教育※1

指標
将来の夢や目標を持っていると回答した児童生徒の割合【児童質問紙・生徒
質問紙※2】

活動内容① 教育活動全般における計画的な取組 教育指導課

活動状況と
成果

●中学校では，3年間を見据えて発達段階に応じたキャリア教育※1を教育課
程の中に位置付けているが，その一貫として中学校2年または3年生を対象に4
日間の職場体験学習(チャレンジ14)を実施した。事後アンケートでは約87％
の生徒が「自分の進路や将来について考える機会になった」と肯定的に捉え
ていた。
●幅広い経験や優れた知識・技術をもつ地域在住の専門家・社会人を学校に
招き，それぞれの専門的分野の講義や実技などを通して，各学校の教科・領
域の学習が深まるよう，学校の希望申請に応じて，講師を派遣した。
　・出前講座の実施回数：117回
　・年間1回以上，出前講座を開催した学校・園の割合：77.3％
　・教育課程に適切かつ計画的に位置付けたため，各教科や総合的な学習の
学びの深まりが見られた。(延べ受講幼児児童生徒数：9,476名)

380
「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）

すずか夢工房事業費

目標達成度に関する分析評価

達成度は94.9％と良好であるが，「夢や希望を持っている児童生徒」の割合については,全国
平均78.3％よりやや低い状況にある。

目標値 79.0%

実績値 75.2%

達成度 95.2%

※2
児童質問紙・
生徒質問紙

全国学力・学習状況調査において，児童生徒に対し実施される生活習
慣や学習環境などに関するアンケート調査

指標に対する活動
チャレンジ14事業費

〔用語解説〕

※1 キャリア教育
学校教育と職業生活との円滑な接続を図るため，望ましい職業観･勤
労観および職業に関する知識や技能を身に付けさせるとともに,自己
の個性を理解し，主体的に進路を選択する能力･態度を育てる教育

866

●関連する単元や活用案などを毎年見直して，学校・幼稚園へ周知し,すずか夢工房等外部人材の
より効果的な活用を推進する。

課題認識

●学校・幼稚園によって，すずか夢工房講師への申請状況に偏りがあった。(出前講座が実施
された学校・幼稚園が41校園，1回も実施されなかった学校・幼稚園が12校園)

今後の方向性

目標設定根拠
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目標達成度に関する分析評価

校園長会や研修担当者会でのプレゼンテーションにより，授業における「めあて」と「振り返
り」を実施している学校の割合は，目標値を上回ることができた。しかし，5%の学校では実施
されていないので，引き続き「めあて」と「振り返り」の授業での位置づけについて啓発して
いく。

目標値 87.5%

実績値 95.0%

達成度 108.6%

施策の基本的方向
２　基礎・基本を身に付け，
　　　　　　　　　自ら表現する子ども

基本事業 ２－２　教科学習における授業改善

指標
授業でのめあての提示と振り返る活動を両方実施している学校の割合【学校
質問紙※1】

課題認識

●「めあて」と「振り返り」の具体的な内容や効果的な提示の工夫などについて，より適切な
指導，助言を行うなど，質の向上を図ることが課題といえる。

今後の方向性

目標設定根拠
平成27年度に実施した全国学力・学習状況調査の学校質問紙※1にお
ける同質問の調査結果をもとに設定

88
指標に対する活動

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
教育委員会事務局運営費

活動内容① 授業の改善 教育指導課

活動状況と
成果

●教育委員会事務局各課及び子ども家庭支援課の課長，ＧＬ，校園長会代表
により組織された学力向上プロジェクト会議を年間6回開催して，「めあて」
と「振り返り」，授業スタイル，家庭学習の取組の各学校への啓発について
協議した。
●上記の会議で協議した案件について，毎月の校園長会で指示を行った。
●10月に「平成28年度全国学力・学習状況調査にみる鈴鹿の子どもの学力の
実態」と題して，「めあて」と「振り返り」，授業スタイル，家庭学習にお
ける手立てについてまとめたリーフレットを作成し，全教員に配付した。

〔用語解説〕

※1 学校質問紙
全国学力・学習状況調査，または全国体力・運動能力，運動習慣等調
査において，学校に対し実施される指導方法に関する取組や教育条件
の整備状況などに関するアンケート調査

●「めあて」と「振り返り」，授業スタイル，家庭学習の3つについての充実と，必要に応じた子
どもの習熟度に対応する授業の取組について推進する。
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目標達成度に関する分析評価

昨年度より，学校図書館を授業で活用している割合が高くなり，目標値を達成した。学校図書
館巡回指導員※1や図書館ボランティアの活用を図るため，年3回の学校図書館担当者会や，ボ
ランティア学習会を開催したことで，学校図書館の環境整備や，より効果的な選書が進み，授
業で活用しやすくなったと考えられる。

目標値 75.0%

実績値 75.0%

達成度 100%

施策の基本的方向
２　基礎・基本を身に付け，
　　　　　　　　　自ら表現する子ども

基本事業 ２－３　読書活動

指標 学校図書館を活用した授業を計画的に行っている学校の割合

課題認識

●中学校では開館時間が限られているため，学校の授業時間以外の日常的な読書に結びついて
いない。
●図書の廃棄基準が定まっていない学校が多く，調べ学習等に活用できる図書資料が不足して
いる可能性がある。

今後の方向性

目標設定根拠
平成27年度に実施した全国学力・学習状況調査の学校質問紙における
同質問の調査結果をもとに設定

2,139
指標に対する活動

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
学校図書巡回指導費

活動内容① 図書館運営の支援体制づくり 教育指導課

活動状況と
成果

●学校図書館巡回指導員を，小学校に年6日，中学校に年5日派遣しており，
絵本の読み聞かせやブックトーク，子どもたちが親しめる図書館となるよう
な環境整備を行った。また，学校図書館担当者と連携し，選書や配架を行っ
たことで，授業における学校図書館の利用や活用が増加した。
●ボランティア学習会を開催し，読み聞かせやブックトークに効果的な本に
ついての情報交換や，図書館環境整備についての学習会を行ったことで，館
内掲示の工夫や本の整備が進み，子どもたちにとって魅力ある図書館となっ
てきた。

〔用語解説〕

※1
学校図書館
巡回指導員

学校図書館を活性化させ，子どもたちの読書活動や学習活動および図
書館運営を支援するために，小中学校を巡回し指導する司書の資格を
もつ指導員

●学校図書館担当者会を開催し，より効果的に学校図書館巡回指導員や図書館ボランティアが活
用できるよう資質向上を図る。
●ボランティア学習会を開催し，図書館ボランティアのスキルを高めることで，より効果的な活
用を図る。
●学校図書館担当者に図書の廃棄基準の例を示し，適切な図書の廃棄を促す。

75.0%

75.0%

90.0%

50%

70%

90%

H28 H29 H30 H31

実績値

目標値

12



目標達成度に関する分析評価

日本語指導を実施している35校中，22校でJSLバンドスケール※2を活用した日本語能力の把握
や外国人児童生徒にもわかりやすい授業づくりの校内研修会等が実施された。
日本語指導が必要な児童生徒が少ない学校においても,日本語教育コーディネーター※3の派遣
による研修等により，校内支援体制づくりを進めていく必要がある。

目標値 70.0%

実績値 62.9%

達成度 89.9%

施策の基本的方向
２　基礎・基本を身に付け，
　　　　　　　　　自ら表現する子ども

基本事業 ２－４　外国人児童生徒などへの日本語教育

指標
特別の教育課程による日本語指導※1を実施している学校で，日本語指導に係
る研修会を実施した学校の割合

外国人児童生徒サポート事業／就学支援事業 8,829
指標に対する活動

外国人児童生徒サポート事業／受入促進事業 7,864

●早稲田大学大学院日本語教育研究科との教育的支援に関する第4期基本協定のもと，日本語教育
支援システム構築をさらに充実・発展させる。
●JSL児童生徒にもわかりやすい授業づくりでは，主体的な学びが生まれる多様な言語活動・体験
活動の創造，在籍学級と国際教室との効果的な連携，キャリア教育※4や進路保障の視点を取り入
れた取組の充実を図る。
●保護者への情報提供や啓発とともに地域人材の発掘と効果的な活用を図る。

課題認識

●本市では，日本語指導が必要な児童生徒は依然多く在籍し，多国籍化・多言語化も進んでい
る。特にブラジル，ペルー以外に，フィリピン，中国，スリランカからの転･編入も多く，さ
らに支援員の人材確保に努めていく必要がある。
●国際教室と在籍学級との授業の双方向の連携を生かしていく必要がある。
●日本語教育の充実には，保護者への情報提供や啓発を充実させることが必要である。

今後の方向性

目標設定根拠
日本語指導が必要な児童生徒が在籍している学校においては，研修会
等を実施することが教員の指導力向上につながるため。

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
外国人児童生徒サポート事業／適応支援事業

活動内容① 特別の教育課程による日本語教育の充実 教育支援課

活動状況と
成果

●プロジェクト会議を年2回開催し，日本語教育の推進計画や進捗状況，成果
と課題，今後の方向性について報告・検討を行った。
●日本語教育ネットワーク会議を年間8回開催。「特別の教育課程」に対応し
た日本語指導体制，公開授業を通した実践研究や教材開発に取り組んだ。
●JSLカリキュラム研修会，日本語教育実践フォーラムでは，各校の実践を出
し合い，お互いが学び合える場となった。
●日本語教育コーディネーターの学校訪問等により，適応状況や学習状況の
把握等を通じ，日本語指導の充実を図ることができた。
●外国人教育指導助手9人を配置(小中学校16校対応)，適応支援や保護者支援
を行った。
●就学支援教室を開設し，就学・進学に向けた支援を実施した。
●学校の要請に応じて，日本語指導講師(6人)や支援員等を派遣することで，
急な転・編入や多言語に対応した支援を行った。

30,843

62.9%

70.0%

100.0%

50%

70%
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実績値

目標値
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〔用語解説〕

※1
特別の教育課程

による日本語指導
日本語指導が必要な児童生徒の日本語の指導を，在籍学級の教育課程
の一部の時間に替えて，在籍学級以外の教室で行う教育の形態

※2
ＪＳＬ

バンドスケール

早稲田大学大学院の川上郁雄教授により開発された日本語を第一言語
としない子どもたち(ＪＳＬ児童生徒)の日本語能力を把握するために
開発された測定基準

※3
日本語教育

コーディネーター

鈴鹿市において，日本語教育の推進のため，主に，JSLバンドスケー
ルの活用や日本語指導についての指導・助言，日本語教育担当者ネッ
トワーク会議の企画･運営，外国人保護者への助言などの役割を担う
者

※4 キャリア教育
学校教育と職業生活との円滑な接続を図るため，望ましい職業観・勤
労観および職業に関する知識や技能を身につけさせるとともに，自己
の個性を理解し，主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育

14



目標達成度に関する分析評価

「私たちの道徳」を月1回以上活用している学校の割合は目標値を上回る結果となった。「特
別の教科である道徳(以下道徳科)」の実施に向けて，道徳に対する教員の意識が高まったため
と考えられる。

目標値 80.0%

実績値 86.0%

達成度 107.5%

施策の基本的方向 ３　豊かな感性をもち，自律した子ども

基本事業 ３－１　道徳教育

指標 「私たちの道徳※1」を月1回以上活用している学校の割合

課題認識

●「考え，議論する道徳」のあり方について実践研究を進め，授業改善を図る必要がある。
●道徳の教科化に伴い，授業改善・評価方法について，検討する必要がある。

今後の方向性

目標設定根拠
平成27年度の公立小中学校長研修会において実施した「学校における
取組状況記入シート」の市別の結果をもとに設定

指標に対する活動

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
特になし

活動内容① 学校教育活動全体を通じた道徳教育の推進 教育指導課

活動状況と
成果

●平成30年度から小学校，平成31年度から中学校で「道徳科」の授業が実施
されることから，担当者会を開催し，改正のポイント及び今後の取組につい
て説明を行った。
●道徳の時間を計画的に実施するために，各校で内容項目を意識して，全体
計画・年間指導計画を作成した。
●「道徳科」の実施に向けて調査研究を行い，研究報告書を作成して啓発を
図った。

〔用語解説〕

※1 わたしたちの道徳

児童生徒が道徳的価値について自ら考え，実際に行動できるようにな
ることをねらいとして，文部科学省が作成した道徳教育用教材。いじ
め問題への対応，伝統と文化，情報モラルに関する内容等の充実が図
られている。

●小学校では，平成30年度に「道徳科」が実施されることに伴い，今年度教科用図書の採択が行
われる。現在の全体計画，年間指導計画，別葉を教科書を踏まえたものに改めるとともに，評価
方法について検討し，評価文例集を作成することで，各校の共通理解を図っていく。
●校園長会の担当者と事務局職員による「道徳教育プロジェクトチーム」を中心として，「道徳
科」の実施に向けた準備を進めていく。

86.0%

80.0%

100.0%
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70%

90%
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実績値

目標値

15



目標達成度に関する分析評価

目標値に僅かではあるが届かなかったものの，「生徒指導体制づくり」，「家庭・地域との連
携」，「関連機関などとの連携」の取組の一定の成果が得られていると考えられる。

目標値 94.5%

実績値 94.0%

達成度 99.5%

施策の基本的方向 ３　豊かな感性をもち,自律した子ども

基本事業 ３－４　生徒指導

指標 学校の決まりを守っていると回答した児童生徒の割合

課題認識

●生徒指導提要※1に基づき，学校教育活動全体を通じ，児童生徒が自ら現在や将来における
自己実現を図っていくための自己指導能力※2を育成していくことが課題である。
●児童生徒の問題行動が，低年齢化，複雑化，多様化しつつある。

今後の方向性

目標設定根拠 昨年度の実績値が94％であり，それを根拠にした。

指標に対する活動

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
特になし

活動内容① 生徒指導体制づくり 教育支援課

活動状況と
成果

●生徒指導の三つの機能(自己決定の場を与える，自己存在感を与える，共感
的人間関係を育成する)をあらゆる教育活動に生かし，教員の児童生徒の内面
に対する共感的理解と児童生徒との信頼関係に基づく生徒指導体制を構築し
た。また，児童生徒の抱える悩みなどをできるだけ早期に発見し，深刻化し
ないように教育相談を行った。

〔用語解説〕

※2 自己指導能力

自己をありのままに認め，自己に対する洞察を深めること，これらを
基盤に自らの追求しつつある目標を確立し，また明確化していくこ
と。そしてこの目標の達成のため，自発的・自律的に自らの行動を決
断し，実行する力

●学校組織として，生徒指導体制を見直し，問題行動などの早期発見につながる教職員研修を深
める。
●児童生徒の問題行動などは，低年齢化，複雑化，多様化の傾向にあることから，問題の解決に
向けては，市の他部局や関係機関との連携を一層緊密に図る必要がある。

小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論・考え方や指導方
法などについての学校・教職員向けの基本書(平成22年3月文部科学省
発行)

生徒指導提要※1

94.0%

94.5%
96.0%

90%

95%

100%

H28 H29 H30 H31

実績値

目標値
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●指導者が全国体力・運動能力，運動習慣等調査の各種目の動きについて研
究したり,児童生徒への動きの伝え方を検討したりすることで，児童生徒の体
の動きを高め，力が発揮できるようにすることを目的に，体育担当者会を実
施した。体育担当者会では，動きだけでなく，全学年で調査を行うことの意
義や効果について伝えるとともに，授業における工夫や日常的に運動能力を
高めるような環境の工夫について，助言を行った。(各校1名ずつ40名参加)
●平成28年3月に策定された「鈴鹿市運動部活動指針(※2)」の周知状況，休
養日の状況等，部活動の状況を明らかにし，鈴鹿市における教育諸施策を検
討・立案するための基礎資料を得ることを目的として，平成28年度部活動実
態調査(鈴鹿市版)を行った。

施策の基本的方向
４　健康への意識を高め，
　　　　　　　健やかな体をもつ子ども

基本事業 ４－１　体力・運動能力の向上

指標 全国体力･運動能力，運動習慣等調査(※1)を全学年で実施した学校の割合

目標達成度に関する分析評価

「全学年で全種目を行っている」学校の割合は，29校となっており目標を上回っているが，
「一部学年で全種目，一部学年で一部種目を行っている」学校が8校，「一部学年全種目，一
部学年一部種目，一部学年実施しない」学校が3校となっており，11校への「全学年で全種目
を行う」ようにするための働きかけが求められる。

目標値 67.5%

実績値 72.5%

達成度 107.4%

●基本事業4－1「体力・運動能力の向上」の重点取組「体力向上に向けた授業の改善」をもとに
体育・保健体育の授業改善を推進する。
●幼児児童生徒の運動の日常化につながる活動について，市内各校園の優れた実践を普及する。
●鈴鹿市運動部活動指針に基づき，休養日の適切な設定，指導方法の改善，体罰の根絶など，適
切な運動部活動の運営に向けた取組を推進する。

課題認識

●「全国体力・運動能力，運動習慣等調査」の児童生徒への取り組ませ方については理解が進
んでいると考えられるが，全学年で全種目の継続実施をすることの意義や，結果を「体育の授
業改善」や「運動の日常化につながる活動の実施」につなげていくことが課題となる。

今後の方向性

目標設定根拠
平成27年度学校体育実態調査における，新体力テスト実施状況に関す
る質問の調査結果をもとに設定

6,982
指標に対する活動

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
部活動振興費

活動内容① 体力向上に向けた授業の改善 教育指導課

活動状況と
成果

〔用語解説〕

※1
全国体力・運動能
力，運動習慣等調査

文部科学省が平成20年度から年に1回実施している体力に関する調
査。対象は，小学校5年生と中学校2年生，握力，50ｍ走などの実技調
査に併せ，運動習慣・生活習慣・食習慣などに関する質問紙調査が行
われる。

※2
鈴鹿市運動部

活動指針

運動部活動の在り方に関する調査研究報告書(平成25年5月27日運動部
活動の在り方に関する調査研究協力者会議作成　文部科学省発表)を
もとに，鈴鹿市として，部活動の意義や指導者の在り方,安全上の配
慮や体罰の禁止などについて示した指針(平成28年3月策定)

72.5%
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目標達成度に関する分析評価

様々な場面で計画的に伝えている学校は小学校で10校，機会を捉えて適宜伝えている学校は小
学校で16校，中学校で9校と，小中40校の内，35校が伝えていた。

目標値 95.0%

実績値 87.5%

達成度 92.1%

施策の基本的方向
４　健康への意識を高め，
　　　　　　　健やかな体をもつ子ども

基本事業 ４－２　健康に関する教育

指標
健康の三原則(運動,栄養(食事),睡眠)の大切さを,｢様々な場面で計画的に｣又
は｢機会を捉えて適宜｣,児童生徒に伝えている学校の割合【学校質問紙※1】

●現代社会において，生涯にわたって健康に生活していくためには，規則正しい生活習慣を身
につけさせることが重要であり，保護者と学校，関係機関が継続的に連携を図り，情報提供を
していくことが必要である。
●健康教育出前講座において，生徒の理解度を確認するためのアンケートを実施することが重
要である。

目標設定根拠
　平成28年度に実施した全国体力・運動能力，運動習慣等調査の学校
質問紙における同質問の調査結果をもとに設定

31
指標に対する活動

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
就学事務費

活動内容① 疾患予防や生活習慣病対策の啓発 学校教育課

活動状況と
成果

●鈴鹿市医師会，市健康福祉部及び市教委が連携をし，鈴鹿市生活習慣病対
策推進委員会を設置。児童生徒を対象とし，若年層における生活習慣病予防
のため，年2回の会議と予防事業としての相談会を夏季休業中に行った。
●鈴鹿市保健センターにて｢子どもの生活習慣病相談会｣を開催し，市内小学
生6組(児童と保護者)の参加があった。医師及び栄養教諭の面談で，日常の食
事等の生活習慣について，指導・助言を行い，その後の経過について尋ねる
文書を発送するとともに，学校と連携を取り，継続的な状況の把握に努めて
いる。また県研究大会に参加することで，養護教諭の生活習慣病への意識も
高まった。

活動内容② 養護教諭を中心とした保健指導・健康相談の充実 学校教育課

活動状況と
成果

●養護教諭を中心に各学校医等と連携した健康教育の充実を図ることを目的
に，次の協議会等に参加し，研修を行った。
・鈴鹿市学校保健会養護部会:児童養護施設里山学院視察研修
・三重県学校保健安全研究大会：講演「生活習慣・学力と睡眠教育」と校種
別分科会への参加
・鈴鹿市学校医・養護教諭合同研修会：運動器検診に関する研修会
●研修会に積極的に参加し，生活習慣や睡眠について理解を深めることがで
きた。また，新たに追加された「運動器健診」について，一年間実施した中
での反省や課題を校医と共有し，専門医から指導，助言をいただき，運動器
健診の理解を深めた。

課題認識

87.5%

95.0%
100%

80%

85%

90%

95%

100%

H28 H29 H30 H31

実績値

目標値
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今後の方向性

〔用語解説〕

※1 学校質問紙
全国学力・学習状況調査，または全国体力・運動能力，運動習慣等調
査において，学校に対し実施される指導方法に関する取組や教育条件
の整備状況などに関するアンケート調査

●子どもの生活習慣病相談会参加者に対する追跡調査及び情報提供の取組を継続する。
●健康教育出前講座については，平成26年度から，アンケートを実施したことにより，生徒に振
り返りをさせたり，理解度を確認することができたり，感想を掴んだりすることができた。今後
もアンケートの実施は，継続していく。
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目標達成度に関する分析評価

平成27年度よりは実績値はあがっているものの，達成度が88.1パーセントに留まっている。食
育担当者を中心に，各学校において食育に対する理解を深めていくことが求められる。

目標値 149.0時間

実績値 131.3時間

達成度 88.1%

施策の基本的方向
４　健康への意識を高め，
　　　　　　　健やかな体をもつ子ども

基本事業 ４－３　食育※1

指標 栄養教諭と連携した授業などの年間時間数(栄養教諭1人当たり)

課題認識

●学校によって栄養教諭と連携した時間数が大きく異なる。食育担当者が中心となり，栄養教
諭と連携をとりながら各校に応じた指導を考えていくことが必要である。
●小学生より，中学生の方が朝食摂取率が低くなっており，食生活の乱れが心配されることか
ら，子どもたちの食に対する興味，関心を高めることが必要がある。

今後の方向性

目標設定根拠
平成27年度に実施した栄養教諭が行う指導等の実態調査結果をもとに
設定

80
指標に対する活動

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
食育推進事業費

活動内容① 学校・幼稚園,家庭，地域の連携による食育の推進 教育指導課

活動状況と
成果

●栄養教諭と連携して，食物アレルギー関連の指導案を作成した。また，指
導案作成に関して，鈴鹿医療科学大学の中東准教授に助言をいただいた。
●食物アレルギーや食べ物に関する書籍を購入した。
●「お弁当の日」の取組では，家庭で望ましい食について考える機会となっ
た。

〔用語解説〕

※1 食育
食に関する知識と選択する力を習得し，健全な食生活を実践すること
ができる人間を育てる教育

●食育担当者会議を開催し，食育担当者の役割を周知するとともに，栄養教諭等と各校の実態に
応じた計画を立てることのできる場を設定し，食育を推進する。
●鈴鹿医療科学大学との学官連携による，中学生を対象とする「栄養たっぷりレシピ集」を作成
し，子どもたちの食に対する興味，関心を高める。

131.3 時間

149.0 時間
160.0 時間

100 時間

120 時間

140 時間

160 時間

180 時間

H28 H29 H30 H31

実績値

目標値
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活動内容②

施策の基本的方向
４　健康への意識を高め，
　　　　　　　健やかな体をもつ子ども

基本事業 ４－４　学校給食の実施

指標 小学校の単独給食室の改修事業における改修済みの施設の割合

目標達成度に関する分析評価

小学校給食単独調理室改修工事については，当初の計画どおり2校の改修を終えることができ
た。未改修校数は調理室を廃止した庄内小学校を除き9校となった。

目標値 57.8%

実績値 50.0%

達成度 86.5%

活動内容① 小学校の給食調理室改修工事の推進 教育総務課

活動状況と
成果

●給食調理室改修工事
　　　加佐登小学校，稲生小学校
●上記施設の改修について，2校を計画どおりに遂行した。

●小学校の給食調理室改修については，安全・安心な学校給食の提供という取組のもと，施設・
設備の改修や修繕を適宜実施していく。

給食従事者の技術や意識の向上 教育総務課

活動状況と
成果

●給食従事者研修会を年2回，長期休業期間を利用して保健所職員及び民間機
関の職員を講師に招き，衛生指導を含めた研修会を開催し，調理技術や衛生
管理についての意識の向上につながった。　(参加者　夏季：112人　冬季：
102人)

課題認識

●小学校の給食調理室改修については，安全・安心な給食を提供する学校給食の取組として予
算の範囲内で効率的に早期に取り組む必要がある。

今後の方向性

目標設定根拠 給食調理室をもつ19校のうち，改修工事が終了した施設の割合

31,554
指標に対する活動

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
小学校単独給食調理室改修工事

50.0%

57.8%

100%

0%

50%

100%

H28 H29 H30 H31

実績値

目標値
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106.7%

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
人権教育研究推進事業

施策の基本的方向
５　命を尊重し，人の多様性を
　　　　　　　　　　認め合える子ども

基本事業 ５－１　人権教育

指標
三重県人権教育実態調査※1において，保護者・地域への啓発活動に取り組ん
でいると回答した学校の割合

364

人権教育総合推進地域事業 730
子ども支援ネットワーク・グローイングアップ事業 180

子どもフォーラム推進事業 134

●中学校区人権教育カリキュラム※2に基づき，10中学校区で公開研究授業を
行った。(49回)
●10中学校区で人権教育推進連絡協議会を開催し，校区の人権課題を基にし
た活動計画の立案や児童生徒の状況に基づいた情報交換，取組の成果と課題
について協議した。(56回)
●10中学校区で，小学校6年生と中学生を対象に，子どもが主体的に自らの体
験や考えを発表する「出会い・発見」の場を創り，いじめや差別をなくそう
とする人権尊重の精神を高め合う機会として，子ども人権フォーラム※3を開
催した。(参加児童生徒460人)

活動内容① 学校・幼稚園における人権教育の推進 教育支援課

活動状況と
成果

●子どもたちが自分も他者も大切にし，互いの人権を守るための実践行動や人権意識を育むた
めには,家庭,地域,学校・幼稚園と関係機関との連携が必要である。

今後の方向性

●中学校区人権教育カリキュラムに基づく実践を持ち寄り，より各幼稚園・学校や中学校区にお
ける人権課題やいじめ問題の解決につながるよう，校区人権教育推進連絡協議の中で評価・点
検・改善をして継続的な見直しを図る。
●子どもフォーラム等での子どもたちの主体的な人権教育や,いじめをなくす取組を積極的に家
庭・地域へ情報発信するとともに,関係諸機関を含め連携強化を図る。

目標設定根拠
三重県人権教育実態調査結果をもとに，保護者や地域への人権教育に
係る啓発活動の実施率の低さを解消するために設定

目標達成度に関する分析評価

平成28年度の三重県人権教育実態調査において，小学校28校，中学校4校が保護者・地域への
啓発活動に取り組んでいると回答しており目標値を上回った。今後は，中学校の実施率を高め
ていくことが必要と考えられる。

目標値 75.0%

実績値 80.0%

達成度

指標に対する活動

課題認識

※3
子ども人権
フォーラム

中学校区の人権教育推進の一環として，中学校区ごとに小学6年生と
中学生を対象として行っているいじめや差別をなくすための話し合い
活動

〔用語解説〕

※1
三重県人権教育

実態調査
三重県教育委員会が人権教育行政の基礎資料とするため毎年実施して
いる調査

※2
中学校区人権教育
カリキュラム

中学校区の学校・幼稚園の連携のもとで，発達段階に応じて取りまと
めた人権教育を総合的・系統的に進めるため編成したカリキュラム

80.0%

75%
87.5%

0%

50%

100%

H28 H29 H30 H31

実績値

目標値
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特別支援教育振興補助 376

施策の基本的方向
５　命を尊重し，人の多様性を
　　　　　　　　　　認め合える子ども

基本事業 ５－２　特別支援教育※1

指標
通常の学級に在籍する支援が必要な児童生徒の「個別の教育支援計画」の作
成率

81.9%

実績値 80.3%

達成度 98.0%

課題認識

●すずかっ子支援ファイルのさらなる活用によって，途切れのない支援体制の充実を図る。
●研修講座等を活用し，多くの教職員の特別支援教育に関する知識や指導力の向上を図る。
●通級指導教室における指導や支援方法を広めていく。

●通常学級における支援が必要な児童生徒を含めた授業づくりに改善の余地がある。
●通級指導教室における指導や支援方法を，通常の学級の指導に十分生かせていない。

今後の方向性

目標設定根拠
平成27年度に実施した特別支援教育に関する調査における通常学級に
在籍する発達障がいのある児童生徒の個別の教育支援計画作成率(個
別の教育支援計画作成数/個別の指導計画作成数)

指標に対する活動

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）

目標達成度に関する分析評価

目標値には届かなかったものの，すずかっ子支援ファイル※2の作成は着実に進んでいると言
える。引継ぎ等でのさらなる活用を推進することが必要である。

目標値

活動内容① 途切れのない支援体制づくり 教育指導課

活動状況と
成果

●特別支援教育コーディネーター会議を年間3回開催した。第2回目には，皇
學館大学より渡邉賢二教授を招聘し，コーディネーターの果たす役割や学校
体制づくりについて体系的にとらえることができるよう講演いただいた。ま
た，第3回には実践発表をもとにグループ協議を行い，中学校区での情報共有
が進んだ。
●すずかっ子支援ファイルを活用した引継会議が開催される等，継続した支
援に向けた取組が進んだ。
●県立特別支援学校と連携し，同校の教員が学校を訪問して児童生徒観察を
行ったり，指導について助言していただいたりした。
●通級指導教室※3担当者会議を開催し，担当者の連携と情報交換を行った。
●通級指導教室の公開授業を実施し，同教室での指導について通常学級の教
員の理解を深めた。

80.3%

81.9%
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※1 特別支援教育

障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を
支援するという視点に立ち，幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズ
を把握し，その持てる力を高め，生活や学習上の困難を改善または克
服するため，適切な指導や必要な支援を行う教育

〔用語解説〕

※2
すずかっ子支援

ファイル

子どもたちへの適切な支援のために，就学前からの子どもの生育状
況，個別の教育支援計画，個別の指導計画や関係機関で受けてきた支
援などの情報を記入したもの

※3 通級指導教室

通常の学級に在籍する支援が必要な児童生徒に対して，各教科等の指
導は通常の学級で行いながら，一人ひとりに応じた指導を行う教室。
鈴鹿市には，現在，言語通級指導教室，難聴通級指導教室，発達障が
い等通級指導教室が設置されている。
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施策の基本的方向
５　命を尊重し，人の多様性を
　　　　　　　　　　認め合える子ども

基本事業 ５－４　安全教育

指標 学校・幼稚園の交通安全教室の開催回数

活動状況と
成果

目標達成度に関する分析評価

目標値にほぼ近い回数の実績を得られたが，児童生徒の交通事故がなかなか減少にならないた
め，交通事故防止に努めて行く必要がある。

目標値 69回

実績値 64回

達成度 92.8%

目標設定根拠 昨年度の回数と同じであったため，目標値を高く設定

今後の方向性

●学校・幼稚園において安全教育を教育課程に位置づけ，年間指導計画を作成し安全教育に努め
る必要がある。交通安全だけでなく，不審者対応のためにも家庭や学校・幼稚園と地域全体の協
力体制のもと，子どもたちを見守る体制の拡充が必要である。

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
安全安心ネットワーク推進事業 3,594

●本市では毎年100件余りの児童生徒の交通事故が発生しており，昨年度は97件発生した。
「交通安全教室」の実施などにより交通事故防止が課題である。

指標に対する活動

課題認識

●子どもたちが交通事故の当事者にならないように「交通安全教室」を警察
や関係団体と連携して行った。

活動内容① 交通安全教育の推進 教育支援課

64 回

69 回
75 回

50 回

60 回

70 回

80 回
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目標値
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「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
不登校対策推進事業(経常的経費分)

施策の基本的方向
５　命を尊重し，人の多様性を
　　　　　　　　　　認め合える子ども

基本事業 ５－５　不登校対策

指標 スクールライフサポーター※1や学識経験者等を活用した学校の割合

目標達成度に関する分析評価

スクールライフサポーター16校，不登校対策支援員4校，学識経験者による学校支援1校の派遣
により実績値は向上した。今後も不登校傾向児童生徒調査等を活用しながら，より効果的な派
遣を計画する。

目標値 47.5%

実績値 52.5%

達成度 110.5%

●不登校対策プロジェクト会議を設置し，市内小中学校が一体となって不登校対策を組織的に行
うため，具体的な方策・取組を協議し，発信する。
●不登校を生まない学級・学校づくりについての教職員研修の充実を図る。
●小学校へのスクールライフサポーター派遣の時間数増，及び，中学校への不登校対策支援員の
派遣による不登校の未然防止と早期発見・早期対応の充実を図る。
●学識経験者を活用した不登校対策担当者の資質向上を図る。
●校内における不登校対策の体制づくりへの支援とともに，不登校の初期対応のための地域人材
の活用，子ども家庭支援課との連携会議の実施など総合的な支援を展開できるように努める。

課題認識

●本市では，平成22年度以降，不登校の児童生徒の割合が，国・県と比較して大きく上回って
いる。学校において子どもや保護者に適切な支援が出来るよう，校内体制を整備する必要があ
る。
●不登校は，要因や背景が多様であり，関係機関との連携した取組が必要である。

今後の方向性

目標設定根拠 不登校の早期対応にあたる人材の継続的な派遣

活動内容① 学校支援体制づくり 教育支援課

活動状況と
成果

●不登校※2に至ることが予想されることが懸念される児童生徒が在籍する小
学校16校へスクールライフサポーターを延べ4,513時間，中学校4校へ不登校
対策支援員を4校に延べ1,351時間派遣し，不登校の未然防止と早期発見･早期
対応を行った。
●学識経験者を活用し，中学校の校内支援体制の構築及び不登校児童生徒へ
の効果的な対応方法を支援する。
●適応指導教室※3「けやき教室」「さつき教室」を運営し，通室する児童生
徒の学校や保護者と連携し，学校復帰を促した。20名が学校復帰(部分復帰を
含む)した。また，部分復帰に至っていない児童生徒たちも通級状況が安定
し，改善の方向にある児童生徒が多くいる。
●不登校発生率は，小学校が平成27年度0.43％から平成28年度0.69％となっ
たこともあり，全体でも1.68％と高い割合となった。

5,335

指標に対する活動
不登校対策推進事業(政策的経費分) 1,639
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※3 適応指導教室
市内2カ所で教育委員会が設置・運営する不登校児童生徒の学校復帰
に向けた指導・支援を行う教室(けやき教室，さつき教室)

〔用語解説〕

※1
スクールライフ
サポーター

小学校の不登校傾向にある児童の初期対応のため，登校や学校生活支
援を行う地域人材を活用した支援者

※2 不登校
年間30日以上欠席した児童生徒のうち，病気や経済的な理由を除き，
何らかの心理的，情緒的，身体的，あるいは社会的要因・背景によ
り，登校しない，または，したくともできない状況
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●学校運営協議会※5委員，地域コーディネーター，学校支援ボランティア，
教職員を対象にした研修会を5回実施した。
●学校運営協議会委員，学校関係者を対象とした意識調査を実施した。
●地域による学校支援実践報告書やコミュニティ・スクール実践報告集を作
成し，ホームページでの情報発信を行った。
●幼小中の連携について，中学校区において話し合いが進められ，情報共有
や取組の交流，合同研修会を進める中学校区が3中学校区に増えた。

施策の基本的方向 ６　学校，家庭と共に子どもを育む地域

基本事業 ６－１　開かれた学校・幼稚園づくり

指標
校長，教頭，担当教職員，学校運営協議会※1委員，地域コーディネーター※
2を対象に実施するコミュニティ･スクール※3に関する意識調査において，
「協働型」※4の段階にあると回答した割合

目標達成度に関する分析評価

コミュニティ・スクールを中心に，学校や地域での特色ある取組の定着・充実が図られてい
る。地域・家庭・学校が協働する活動を実施しているが，地域人材の活用や学校支援ボラン
ティア※5の拡充について協議し，地域団体への働きかけなどをすすめる。

目標値 17.7%

実績値 16.6%

達成度 93.8%

●「学校の応援団」として，学校運営協議会委員の主体的な学校づくりへの参画を引き続き推進
していく必要がある。
●幼小中の連携を推進予定の中学校区が増えているため，全中学校区で実施できるように組織の
構築を図っていく。
●学校運営協議会で，子どもを中心にした地域・家庭・学校の連携が図られるよう，熟議された
内容や学校の取組について，さらに情報発信していく。
●地域人材の活用を含め，学校支援ボランティアの人材拡充を図っていく。
●「児童生徒の学習意欲や学力向上」については，地域人材を活用したキャリア教育※6を充実さ
せ，授業や土曜日の活動，放課後などに学習支援ボランティアによる学習支援を拡充する。
●教職員対象の研修会を充実させ，中学校区における担当教職員の情報交換会を実施する。

課題認識

●意識調査結果から，「児童生徒の学習意欲や学力向上」，「教職員の意識改革」に課題が見
られた。
●学校支援ボランティアや学校運営協議会※5委員の高齢化が進んでいる。また，保護者の参
加が少ないことが指摘されている。より幅広い地域ぐるみの活動ができる体制づくりをすすめ
る必要がある。

今後の方向性

目標設定根拠 昨年度の実績値をもとに，目標値を設定した。

3,746
指標に対する活動

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
コミュニティ・スクール推進事業

活動内容① コミュニティ・スクールの推進 教育支援課

活動状況と
成果

16.6%
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〔用語解説〕

※2 地域コーディネーター 学校支援ボランティアの募集や活動の調整などを行う地域人材

※3
コミュニティ・ス

クール

学校と保護者や地域住民が共に知恵を出し合い，学校運営に意見を反
映させることで，一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え
「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み

※1 学校運営協議会
教育委員会から任命された保護者や地域住民の委員が，学校運営や
様々な　課題解決に参画し，子どもたちの成長を支えていくコミュニ
ティ・スクール推進のための中核となる組織

※6 キャリア教育
学校教育と職業生活との円滑な接続を図るため，望ましい職業観・勤
労観および職業に関する知識や技能を身につけさせるとともに，自己
の個性を理解し，主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育

※4
「協働型」のコミュ
ニティ・スクール

学校運営協議会での協議を生かし，具体的な活動が行われているコ
ミュニティ・スクールの取組段階。取組当初の「支援型」(学校支援
活動を中心とした教育活動への参加が主の段階)から「連携型」(教育
課題の共有と改善に向けた協議が主の段階)へ，「連携型」から「協
働型」へと進展

※5 学校支援ボランティア 学校の教育活動や環境整備などを支援する地域住民や保護者など
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指標に対する活動

施策の基本的方向 ６　学校，家庭と共に子どもを育む地域

基本事業 ６－２　小中一貫教育を視野に入れた幼稚園・小学校・中学校の連携

指標
教科の指導内容や指導方法について，近隣の校種の違う学校と連携している
学校の割合

目標達成度に関する分析評価

指標については，前年度実績値と変わらず，目標値には達していない。8月第1週目には幼小中
連携ウィークを設定しており，全ての中学校区において交流会，合同研修会等を開催し，子ど
もたちの姿や各校園での取組を交流しているものの，教科指導については教科及び参加者が限
られる可能性があり，連携ウィーク中の交流の話題とはしづらいものと考える。

目標値 70.0%

実績値 62.5%

達成度 89.3%

●市内の先進的な取組を発信することで，教科指導についても小学校・中学校の連携を深めると
ともに，子どもたちの育ちの基盤となる幼児教育の視点も交え，子どもたちに身に付けさせたい
力について，中学校区での交流を図る。
●新たに，鈴峰中学校区において，英語教育を中心とした小小連携，小中連携を推進する。

課題認識

●時間的な制約や，教員の負担の増加が見込まれることから，特に学力向上に関して課題を共
有したり，指導方法について交流したりすることは，一部の中学校区に限られている。
●新学習指導要領※2の実施に向けて，特に英語教育においては，小学校・中学校が連携して
系統的な指導の在り方に関する実践研究を推進する必要がある。

今後の方向性

目標設定根拠
平成27年度に実施した全国学力・学習状況調査※1の学校質問紙にお
ける同質問の調査結果をもとに設定

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
特になし

活動内容① 中学校区における一貫した教育の推進体制づくり 教育指導課

活動状況と
成果

●モデル校区においては，合同学校運営協議会である「校区ネットワーク委
員会」において，めざす子ども像を共有することができた。校種を超えた各
部会が機能する中，特に小中合同の英語部会においては小中それぞれの学習
内容についてカリキュラムの整理を行っている。
●全国学力・学習状況調査の結果分析を持ちより，小学校と中学校で課題を
共有する学力向上連携会議を開催したり，共通の家庭学習の取組を行ったり
している校区がある。
●英語や数学，国語の教科で中学校の教員が年間を通して小学校に乗り入れ
授業を行っている校区がある。

〔用語解説〕

※1
全国学力・
学習状況調査

文部科学省が平成19年度から年に1回実施している学力に関する調
査。対象は小学6年生と中学3年生，教科は国語と算数・数学で，基礎
知識を問うＡ問題と知識の活用力を問うＢ問題からなる。(年度によ
り，理科が追加されることもある。)また，学力を問う問題だけでな
く，学校と児童生徒に対し，生活習慣や学習環境などのアンケート調
査も行う。

※2 学習指導要領
学校教育法施行規則に基づき，学校の教育内容の基準として定められ
ているもの
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指標に対する活動

施策の基本的方向 ６　学校，家庭と共に子どもを育む地域

基本事業 ６－３　就学前の保育・教育の体制づくり

指標
保育所・幼稚園合同研修会におけるアンケートで研修内容に満足したと回答
した参加者の割合

目標達成度に関する分析評価

合同研修の中でも「基礎研修」の満足度が96.3％と高く，各施設の保育内容やねらい，重点取
組について意見交換することにより，個々が自らの保育を振り返ったり，互いに学びあったり
することができ，翌日の保育に直結した研修となったことが満足度につながった。

目標値 92.0%

実績値 93.7%

達成度 101.8%

●今後も継続して合同研修を実施し，互いの保育について理解を深めるとともに，実践研修時期
を変更したり，基礎研修のテーマをより日常の保育課題に近づくものにしたりするなどして，
個々の保育力の向上とさらなる相互理解を図るとともに，保育所保育指針や教育要領の内容につ
いても理解を深めていきたい。

課題認識

●全体，基礎，実践という3つの柱で開催する研修が4年目を迎える。これまでは，職員の積極
的な参加があり，意見交換等により，相互理解が進んでんできた。しかし，職員数の少ない幼
稚園教諭については，ほとんどの教諭が全ての研修への参加経験があり，同じスタイルでは，
今後，これまでのような積極的な参加や満足度を得ることは難しいと思われる。

今後の方向性

目標設定根拠
平成27年度保育所・幼稚園合同研修会におけるアンケートの同質問を
もとに設定

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
教育研究推進支援事業費

活動内容① 保育所と幼稚園の連携
教育指導課
子ども育成課

活動状況と
成果

●幼保合同研修会として「全体研修会」を1回，「所長・園長研修会」1回，
「基礎研修会」2回，「(保育所)実践研修」5園でのべ10回，「(幼稚園)実践
研修」9園でのべ14回を実施した。参加人数は「全体研修会」38人，「所長・
園長研修会」20人，「(保育所)実践研修」13人，「(幼稚園)実践研修」17人
で，延べ88人が合同研修に参加した。全体研修会では，東員町の就学前教育
への取組や幼保一体化園の実際について講演を聞いたり，基礎研修及び実践
研修で，幼保が互いに保育交流したりすることで，就学前教育の質の向上と
幼保の相互理解につながった。
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※1 特別支援教育

障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を
支援するという視点に立ち，幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズ
を把握し，その持てる力を高め，生活や学習上の困難を改善または克
服するため，適切な指導や必要な支援を行う教育

目標設定根拠
介助員などの適切な配置を行い一人当たりに対する児童生徒数を減少
することにより，子どもたちが安心して楽しく学べる環境を整える。

目標達成度に関する分析評価

平成28年度は障がい児童・生徒に介助員60人(小45人，中11人，看護師4人)の配置を行い，介
助員一人当たりに対する特別支援学級の児童生徒数は4.9人となった。

目標値 5.1人

●児童生徒数が今後も減少していくと予想されるが，特別支援学級籍児童や普通学級籍でも支
援の必要な児童は多数おり，個別の支援が今まで以上に必要とされている。学力保障のために
少人数での対応が必要であり，学校現場においては幅広い対応が必要とされている。

今後の方向性

●特別支援学級籍児童生徒を支援するための介助員，普通学級籍であるが支援の必要な児童のた
めの支援員，医療行為が必要な児童のための看護師の配置要望は多く，今後も増やしていく必要
がある。また，学力保障を図るため，児童生徒の個に応じた丁寧な指導が求められており，特別
支援教育対応と少人数指導対応の非常勤講師の配置についても強い要望があり，適性な配置と増
員をしていく必要がある。

〔用語解説〕

課題認識

学びサポート環境づくり事業費(中学校費) 20,006
指標に対する活動

活動内容① 介助員などの適切な配置 学校教育課

活動状況と
成果

●平成28年度は特別支援学級の児童・生徒に介助員56人(小45人，中11人)の
配置を行った。普通学級の支援員を14人(小12人，中2人)配置することにより
普通学級に在籍するが支援の必要な児童へ学習支援を行った。医療行為が必
要な児童のために小学校4校に臨時看護師を配置した。また，非常勤講師とし
て特別支援教育※1対応を25人(小18人，中7人)，少人数指導対応を52人(小34
人，中18人)の配置を行い，土曜授業対応は大規模校10校(小7校，中3校)に週
3時間分，中規模校20校(小13校，中7校)に週2時間分，小規模校10校(小のみ)
に週1時間分配置した。また，英語教育を中心とした小中連携推進のために中
学校に，4日16時間の非常勤講師を1人配置した。いずれも，市内各小中学校
の実態を把握したうえで，適正な配置を行った。

達成度 104.1%

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
学びサポート環境づくり事業費(小学校費) 64,741

実績値 4.9人

施策の基本的方向 ７　子どもが楽しく安心して学べる環境

基本事業 ７－１　人的環境の整備

指標 介助員一人当たりに対する特別支援学級の児童生徒数
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〔用語解説〕

※1 ＩＣＴ
情報・通信に関する技術総称。
Information and Communication Technologyの略語

※2 ＬＡＮ
限られた範囲内にあるコンピュータや通信機器，情報機器などをケー
ブルなどで接続し，相互にデータ通信できるようにしたネットワーク
のこと。Local Area Networkの略語

●平成28年度策定した「教育情報化行動計画」をもとに，鈴鹿市の教育情報化のあるべき姿や教
育情報環境の整備の方針およびスケジュールを固め，セキュリティ要件やネットワーク要件を整
理し，システム仕様をまとめる。その後物品調達などを行い教育情報環境の整備を推進してい
く。

「鈴鹿市教育情報化行動計画」の策定
教育総務課
教育指導課

活動状況と
成果

●「鈴鹿市立学校ＬＡＮ※2整備調査」の結果，学校現場での聞き取り調査，
市内各校の情報担当者によるアンケート調査，文部科学省「学校における教
育の情報化の実態等に関する調査」結果等をもとに，本市の教育情報環境に
ついて課題を抽出し，その解決に向け，教育の情報化が果たすべき役割と進
むべき方向性を示した「鈴鹿市教育情報化行動計画」を策定した。

活動内容③ 小中学校の普通教室等への空調設備の導入 教育総務課

活動状況と
成果

●平成28年度は，Ⅰ期事業として稲生小学校及び白子中学校外4校の普通教室
及び特別教室へ空調設備を導入した。残りの小中学校については，平成29年
度導入する予定である。

課題認識

●「教育情報化行動計画」では，教育の情報化が果たす役割と進むべき方向性を示した。この
計画をもとに教育情報環境を具体化していく作業が必要となる。

今後の方向性

目標設定根拠
平成27年度に実施した「校務及び教務に使用中のＩＣＴ※1機器等調
査」の調査結果をもとに設定

活動内容① 鈴鹿市立学校ＬＡＮ※2整備調査業務 教育総務課

活動状況と
成果

●鈴鹿市立学校のＬＡＮネットワーク構成の現状調査を実施し，その調査結
果を分析し，現状の課題抽出を行う。またそれらの課題に対する解決策を検
討，策定し，「鈴鹿市教育情報化行動計画」策定の参考資料とした。

活動内容②

499

指標に対する活動
教育施設環境整備費 1,834

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
教育情報化推進費

施策の基本的方向 ７　子どもが楽しく安心して学べる環境

基本事業 ７－２　施設等の環境整備

指標 教職員が校務のために使用するコンピュータの配備率

目標達成度に関する分析評価

平成28年度は，機器導入のための現状調査を実施しただけであるので，目標値及び実績値をも
とに前年度と同じ数値であった。

目標値 72.2%

実績値 72.2%

達成度 100.0%

72.2%

72.2%

100%

50%

70%

90%

H28 H29 H30 H31

実績値

目標値
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※2 地域自主防犯団体
窃盗や空き巣などの犯罪未然防止を目的に組織された地域のパトロー
ル隊

指標に対する活動
安全安心ネットワーク推進事業費

〔用語解説〕

※1
安全安心

ボランティア
登下校時の見守りや交通安全指導などを行う学校支援ボランティア

3,594

●今後も子どもの登下校時や放課後の安全確保のためにパトロールを実施するとともに，安全安
心ボランティアや地域自主防犯団体などと連携し，地域全体で子どもたちを守る体制整備を進め
ていく。本市のメール配信システム「メルモニ」を活用し，携帯電話やパソコンを通じて不審者
情報を提供していく。
●学校運営協議会と連携・協力し，ボランティアの確保に努める。

課題認識

●今後も子どもの登下校時や放課後の安全確保のために，これまで継続してきた家庭，地域お
よび関係機関などと連携した安全確保の推進活動を維持する必要がある。
●安全安心ボランティアの人数は減少傾向にあり，ボランティアの確保が課題となっている。

今後の方向性

目標設定根拠

3,746
「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）

コミュニティ・スクール推進事業費／学校地域連携推進事業費

目標達成度に関する分析評価

安全安心ボランティア数が目標値に達しない背景には，ボランティアの高齢化や固定化が考え
られる。今後，新たにボランティアを募集する必要がある。

目標値 4700人

実績値 4201人

達成度 89.4%

活動内容① 家庭，地域および関係機関などと連携した安全確保の推進 教育支援課

活動状況と
成果

●子どもの登下校時や放課後の安全確保のためにパトロールを実施するとと
もに，安全安心ボランティアや地域自主防犯団体※2などと連携し，地域全体
で子どもたちを守る体制整備を進めました。本市のメール配信システム「メ
ルモニ」を活用し，携帯電話やパソコンを通じて不審者情報を提供しまし
た。

安全安心ボランティアの平成27年度実績値(4,528人)を基に設定

施策の基本的方向 ７　子どもが楽しく安心して学べる環境

基本事業 ７－３　危機管理

指標 安全安心ボランティア※1の登録人数

4201 人

4700 人
5000 人

3000 人

4000 人
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実績値

目標値
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目標達成度に関する分析評価

広報すずかへの掲載(9月，2月)や保護者への案内文書の配布，学校での説明会等により周知を
図った。就学援助決定額としては対前年度比で約7,181千円の増加となった。

目標値 5回

●就学援助制度は，経済的に困窮している児童生徒とその保護者を支援するための重要な制度
である。支援が必要な保護者に向けて広報に努めるとともに，家庭，地域，学校，教育委員会
が連携を図る必要がある。
●支援が必要な保護者の増加傾向とともに年々事業費が増大している。

特別支援教育就学援助費(小学校，中学校) 6,725
指標に対する活動

活動内容①

就学援助費(小学校，中学校) 165,746

実績値 4回

達成度 80.0%

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）

●就学援助制度について引き続き同制度の周知を行い，教育委員会としても支援が必要な児童生
徒とその保護者を遺漏なく把握することが必要である。
●今後も子どもの貧困対策の実施担当課等と情報連携を行う。また，事業費削減の可能性を模索
する。

施策の基本的方向 ７　子どもが楽しく安心して学べる環境

基本事業 ７－４　就学が困難な子どもへの支援

指標 就学援助制度についての広報などによる周知回数

就学援助・特別支援就学奨励費制度の実施 学校教育課

活動状況と
成果

●公立小中学校の就学に経済的に困難な保護者に対して，学用品費，学校給
食費等を援助する制度について，広報すずかへの掲載(9月，2月)や保護者へ
の案内文書の配布，学校での説明会等により周知を図った。また，外国人児
童・生徒の保護者に，外国語の翻訳をした案内文書を配布した。さらに，平
成27年度からはホームページに制度の案内を掲載している。
●広報活動等により，就学援助認定者は対前年度比で約4.5％の増加となっ
た。

今後の方向性

課題認識

目標設定根拠
支援が必要な児童生徒とその保護者に向けた適切な時期における周知
活動

4 回

5 回 5 回

0 回

5 回

10 回

H28 H29 H30 H31

実績値

目標値
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通学区域の弾力化制度の実施
学校教育課
教育政策課

活動状況と
成果

●児童生徒数の増加が見込まれる旭が丘小学校及び白子中学校の過密解消に
向け通学区域の弾力化制度を実施し，同制度を利用し，平成29年度は，他の
希望校へ旭が丘小学校区から2名，白子中学校区から50名の就学が決定した。
●教育委員会ホームページやラジオ広報で，通学区域弾力化制度の実施につ
いて周知した。
●規模の大きい小学校(旭が丘，稲生，桜島)のＰＴＡ役員を対象に，通学区
域弾力化制度の実施について説明した。

活動内容③ 小規模特認校制度の実施
学校教育課
教育政策課

活動状況と
成果

●教育委員会ホームページや教育委員会だよりで，合川小学校で実施してい
る小規模特認校制度の実施について周知した。
●同制度においては，平成29年度就学者の対象を新1年生に変更し，5名の就
学が決定した。

課題認識

●少子化に伴う児童生徒数の減少による学級数等の適正規模や適正配置の課題と併せ，老朽化
した学校施設の更新・改修が課題となっており，統廃合も視野に入れて適正化に向けた様々な
手法を検討しなければならない。そのため，直接の受益者である保護者だけでなく，地域の声
を聴き，検討を重ねていく。

目標設定根拠
通学区域，小規模特認校制度及び学校規模適正化に関して広報，ホー
ムページ等での周知回数を目標値として設定

8,986
指標に対する活動

「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）
学校規模適正化事業費

活動内容① 学校規模適正化・適正配置に関する基礎調査の実施 教育政策課

活動状況と
成果

●学校施設の現状調査と併せ，将来の人口動向推計を基に学校ごとの児童生
徒数や学級数の将来予測を行い，学校規模の適正化・適正配置についての課
題を整理するとともに，学校規模適正化基本方針策定に向け，データ等を鈴
鹿市学校規模適正化基礎調査として報告書にまとめた。

活動内容②

施策の基本的方向 ７　子どもが楽しく安心して学べる環境

基本事業 ７－５　学校規模の適正化

指標 学校規模の適正化に関する事項の広報などによる周知回数

目標達成度に関する分析評価

通学区域弾力化※1制度及び小規模特認校制度について周知したことにより，白子中学校区で
は他の希望校への就学者が増加したが，小規模特認校制度を実施している合川小学校では，対
象を新1年生のみに変更したことから，就学者が減少した。

目標値 8回

実績値 6回

達成度 75.0%

6 回

8 回 8 回

0 回

5 回

10 回

H28 H29 H30 H31

実績値

目標値
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〔用語解説〕

※1 通学区域弾力化
学校規模の適正化を目的として，今後の児童生徒数推計に基づき対応
が必要と考えられる大規模校について，保護者の申立により指定校以
外に隣接する学校への就学を認める制度

※2 小規模特認校
今後の児童数推計に基づき対応が必要と考えられる特色ある教育活動
を行う小規模な学校で，市内全域を通学区域として認める学校

●平成28年度に実施した学校規模適正化基礎調査の結果に基づき，学識経験者，自治会関係者及
び保護者等で組織する検討委員会を設置し，通学区域弾力化※1制度，小規模特認校※2制度と併
せ，望ましい集団規模の確保や将来的な学校のあり方について検討し，学校規模適正化・適正配
置に関する基本方針を策定する。

今後の方向性
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※2 学習指導要領
学校教育法施行規則に基づき，学校の教育内容の基準として定められ
ているもの

指標に対する活動
教材開発研究事業費

〔用語解説〕

※1 キャリア教育
学校教育と職業生活との円滑な接続を図るため，望ましい職業観・勤
労観および職業に関する知識や技能を身につけさせるとともに，自己
の個性を理解し，主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育

300

●追跡調査等により，研修講座の活用状況を詳細に把握し，より受講者のニーズに沿った研修を
企画する。
●個人の高度な専門知識，実践的指導力，人間力を高めることを目的とした内容と共に，学校組
織力向上にむけた講座も開設していく。
●若手教員が増加している現状から，若手教員の授業力向上をねらった連続講座を開設する。
●教職員が参加しやすい日程，体制を検討していく。

課題認識

●新学習指導要領※2について教育現場で共通理解を図るとともに，教職員のニーズを把握
し，研修内容を検討していく必要がある。
●継続的な研修を実施するために，教職員が参加しやすい体制を整える必要がある。

今後の方向性

目標設定根拠

9,229
「基本事業」に関係する主な事務事業および事業費（千円）

学力向上支援事業費

目標達成度に関する分析評価

1講座当たりの平均人数が42.5人となり，目標値に対する達成度は111.8％と増加した。要因の
一つに，全国で活躍されている講師を招聘することができ，実践をもとにした講座を開設でき
たことが挙げられる。また，研修に対する満足度，理解度，活用度についてのアンケート調査
では，肯定的な回答の割合は高かった。これまで以上に，教職員のニーズに対応するため,引
き続き，講座の内容，日程，案内方法等について，見直しを図る必要がある。

目標値 38人

実績値 42.5人

達成度 111.8%

活動内容① 研修講座・研修会の開催 教育指導課

活動状況と
成果

　研修講座においては，前年度に引き続き，それぞれの教職経験年数に求め
られる資質能力に合った内容の講座を開設した。内容は，専門教科のほか，
今日的課題である，キャリア教育※1，幼小中連携と一貫した教育，特別支援
教育，総合的な学習の時間，道徳教育等である。さらに，学力向上をめざし
た研修，若手教員指導力向上をめざした連続講座(全5回)，校内研修の活性化
をめざした連続講座(全3回)を開き，継続的な研修の機会を設けた。
　研修講座への参加人数は延べ1,487人となり，1講座当たりの平均参加人数
が目標値を上回った。また，参加満足度98.3％，理解度97.4％，活用度
98.8％であった。

平成27年度に実施した研修講座に参加した教職員の1講座当たりの平
均参加者数をもとに設定

施策の基本的方向 ７　子どもが楽しく安心して学べる環境

基本事業 ７－６　教職員の人材育成

指標 研修講座の1講座当たりの参加者数
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目標値
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平成 28年度の教育委員会活動について，担当課が実施した一次評価を踏まえ，

教育委員会委員と教育長が行った二次評価については次のとおりである。 

 

 

＜１ グローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子ども＞ 

１－１ 英語教育 

新学習指導要領においては，英語教育は改革の目玉の一つとなっており，小学

校英語においては，特に２点の新たな取組が進められる。 

１点目が外国語の教科化，２点目が外国語教育の早期化で，現在の小学校５年

生からの外国語活動が，今後は，小学校３年生から始まることとなる。 

 本市では，この改革が完全実施となる平成３２年度までの計画として，今年度

は，まず体制整備と捉え，モジュール学習で実施する教科を検討し，時間割編成

の工夫について研究を進める。次年度（平成３０年度）に関しては，天栄中学校

区・鈴峰中学校区で継続して先行実施を行い，評価方法のための研究を進める計

画である。そして，平成３１年度には，１年前倒しで，市内全小学校で先行実施

を行うとともに，継続して評価方法について各校で研究を進め，平成３２年度の

完全実施に備える計画である。 

 このような状況の中で，平成２８年度においては，様々な活動を通じ，目標値

を上回ることができた。 

 しかし，外国語指導助手の活用回数に学校間でばらつきが見られることから，

先に述べた小学校英語の教科化，早期化に対応するためにも，外国語指導助手の

効果的な活用法や増員等のための経費の確保など積極的に取り組んでいきたい。 

 また，英語教育においては，子どもたちや教員との日常で気軽に英会話を話せ

る雰囲気づくりを，まず教員から率先して行う必要があり，今後は教員の指導力

向上のための研修についても力を入れて取り組んでいきたい。 

 

 

１－２ ＩＣＴを活用した教育 

 平成２８年度の活動においては，目標値を上回ることができたが，各校のＩＣ

Ｔ整備状況が異なるため，各校の状況に応じて，ＩＣＴを効果的に活用し,協働

的な学びを展開するための指導の工夫が課題となっている。 

 また，研修参加人数も２３人にとどまっており，研修体制の充実を図る必要が

ある。 

３ 二次評価（教育委員会委員と教育長による評価） 
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 このことから，パソコンやタブレットなどの機器整備を早急に実施するとと

もに，ＩＣＴを効果的に活用できる教員の養成も同時に進めていきたい。 

また，ＩＣＴを利用した教育は，板書にかかる時間の短縮，ネット検索を生か

した情報の収集，教員側の授業準備の負担の軽減が期待できる一方，ネット検索

を生かした情報の収集では，あまりにも多い情報はかえって物事の本質にたど

りつけないことがある。 

情報をいかに，どうやって，どれほど入手すべきか，整理すべきかなどの教育

を意識的に進める必要がある。 

 

 

１－６ アクティブ・ラーニングを導入した教育活動 

目標値を下回っていることからも，各学校の意識付けや啓発の充実を図る必

要がある。 

この教育活動は，従来の教員からの一方通行の授業ではなく，子どもたちの発

言や話し合いで進行する授業は，積極的に社会に発信できる準備として大いに

期待できる教育活動である。 

しかし，答えや討論が「決まった枠内」で行われると，逆に退屈と感じる子ど

ももいるかもしれず，予定調和で授業が行われるのではなく，子どもたちの発想

を大切にし，楽しさや興味の広がりをもたらすように，教員の指導力を向上させ

る必要がある。そのため，研修や指導主事の訪問に努めたい。 

また，授業改善が顕著になった研究委託発表校での成果や教訓を，全ての教員

が受け取ることができるようにし，各学校，各学級の実態に応じた具体的な支援

策を提示していきたい。 

 

 

＜２ 基礎・基本を身に付け，自ら表現する子ども＞ 

２－１ キャリア教育 

現在の社会においては，親自身が自分の仕事に自信と夢を持っているかとい

うと，中々厳しい現実がある。そのような状況下だからこそ，早くから将来の夢

や目標を持つ土壌造りは大切である。 

特に，職場体験学習は，望ましい職業観，勤労観を育成する上で大きな意義が

あるので，学ぶことの必要性や夢を実現させるための方向付け等について，生徒

自らが，掘り下げて理解を得られるような指導の充実に取り組みたい。 

一方で，本市の職場体験学習をより一層充実させるため，生徒の希望の聴取，

職場の選択，体験のさせ方，事前・中・事後の指導の在り方，関係職場との連携
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等について，さらに改善を図りたい。 

また，小中学校間の異なる校種間において，生徒自らが職場体験学習での体験

を伝えることにより，お互いのモチベーションの向上とともに，職業観・勤労観

の育成に寄与することに大きな期待が持てるので，先進的な取組をしている学

校の実践を他の学校に広め，底上げを図りたい。 

加えて，幅広い経験や優れた知識・技術を持つ地域在住の専門家や社会人を学

校に派遣する際には，学校が求める人材であるかを再検討し，人材のさらなる充

実を図っていきたい。 

 

 

２－２ 教科学習における授業改善 

 この取組に関しては目標値を大きく上回っていることから，各学校において

「めあて」と「振り返り」が定着していることがうかがえる。 

 今後は，より適切な指導，助言を行うなど，質の向上を図るとともに，平成２

８年度から始まった「学力向上プロジェクト」を通じて，授業の工夫・改善を進

め，学力向上に努めていきたい。 

 また，学力の向上において今後取り組むべき重要な事項としては，子どもが意

欲的に取り組め，かつ，学習時間の確保につながる家庭学習の充実を図る等，家

庭との連携を推進すること，さらには，学校運営協議会の更なる活性化の下，学

習支援ボランティア等の学校運営を支える人材の側面的支援等により，教員の

子どもと向き合う時間や教材研究，授業の準備のための時間の確保といった環

境づくりの推進が挙げられる。 

授業改善の取組のほか，これらの家庭学習の取組や授業支援体制の構築につ

いても一層の充実に努めていきたい。 

 

 

２－３ 読書活動 

読書は私たちの母国語，日本語の語彙を増やし，また日本語の美しさや多様さ，

あるいは，落ち着いて物事を考えるのに適している言語だということを知るこ

とができるいい機会である。また，調べ学習などを通して，何が問題かを見抜く

能力や，その問題を解決するための問題解決能力，解決するために必要な情報を

調査する能力などの向上が期待される。 

このような中，学びを支える学校図書館の構築を目的として学習・情報センタ

ー機能の強化を図るため，学校図書館担当者と連携し，選書や配架を行うなどの

整備を推進するとともに，学校図書館の活性化のための巡回指導事業の実施，図

書館ボランティアとの協働等により，環境整備の面で多くの成果がみられてい
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る。 

ただ，課題認識で挙げられた中学校において，開館時間が限られているという

ことは解決すべき重要な課題である。今後の方向性として，この問題を十分に認

識し，その解決に向けて助言・指導を実施していく必要がある。 

また，長い読書時間は，やはり家庭にあるので，家庭での読書時間をいかに増

やすのかが，これからの活動のポイントであり，土曜日や日曜日，長期休業中を

活用した読書活動の推進，家庭と連携した読書の推進について，さらに工夫を重

ね，読書に親しむ機会を増やしていきたい。 

 

 

２－４ 外国人児童生徒などへの日本語教育 

本市では，多国籍化，多言語化，文化・習慣の多様化が進んでいる。このよう

な中，この分野は，他の地方公共団体に比べて特に先進的に取り組んでいる分野

であり，多文化共生教育を総合的に実施することができている。 

 しかし，平成２８年度は目標を達成することができなかった。平成３１年度の

取組最終年度には，指標が１００％となるよう進めていきたい。 

各学校でその土地の外国人児童生徒が学び馴染んでいくことは，日本人の児

童生徒にとって，多文化共生を尊重する態度，他の国の理解や視野を広げるいい

機会を提供してくれている。 

また，本市がこれまでに培ってきたＪＳＬカリキュラムを取り入れた日本語

指導の推進など，数々のノウハウのパッケージ化を実施し，参考となる取組が近

隣の市町を始め，全国へ波及することを考えていきたい。 

 

 

＜３ 豊かな感性をもち，自律した子ども＞ 

３－１ 道徳教育 

道徳教育については，「道徳の教科化」など，社会の関心が高まっている。ま

ずは，道徳教育の要である「道徳の時間」の指導において，適切な資料を下に児

童生徒の実態に即した指導を充実する必要がある。 

指標については，目標を達成しており，一定の活動成果が見られている。この

活動に加え，全ての教育活動の中に道徳の実践が求められる場面があるので，適

時に適切な指導を行い，具体的な場面において道徳的行為が取れるよう指導を

充実したい。 

さらに，日々の生活の中で道徳の実践を重ねていけるように家庭との連携を

図っていきたい。 
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今後は，物事の判断や他人への配慮などで，紋切り型にならないよう柔軟な判

断ができる人に育つような教育を目指し，教育振興基本計画の施策の基本的方

向である「豊かな感性をもち自律した子ども」を育成するための取組を進めたい。 

 

 

３－４ 生徒指導 

 今後「働き方改革」などで，両親とも仕事を持ち，子どもに対して，ゆっくり

した時間を持てない家庭が増え，子どもの内面への心配りをすることが増える

一方で，教員に対する負荷も増えることが予測される。 

このような中，心理カウンセラーや他のアドバイザーなどの活用について，人

員を確保する必要がある。 

また，様々な問題が低年齢化しており，ＳＮＳ等の問題もクローズアップされ

る中，しっかりした体制作りが必要である。 

 

 

＜４ 健康への意識を高め，健やかな体をもつ子ども＞ 

４－１ 体力・運動能力の向上 

社会全体が，「身体をうごかさない」方向に向かっている。子どもの頃から気

軽に運動し，スポーツ好きになることは，健やかな体には不可欠である。 

 平成２８年度は，指導者が全国体力・運動能力，運動習慣等調査の各種目の動

きについて研究したり，児童生徒への動きの伝え方を検討したりするとともに，

体育担当者会を実施し，動きだけでなく，全学年で調査を行うことの意義や効果

について伝えるなどの活動を通じ，目標値を上回ったことは一定の成果である

と考える。 

しかし，本市の子どもの体力は全国平均と比べ，まだ開きがある。結果を分析，

考察し，各学校における授業改善に活かすとともに，児童生徒が日常的に運動に

取り組もうとする態度や意欲を育てる指導や支援に努めたい。また，運動時間の

確保や運動に親しむための運動用具・器具の整備についても検討し，対応してい

く必要がある。 

 なお，部活動の問題が社会問題化しているが，各中学校においては，鈴鹿市運

動部活動指針に基づく練習時間や休養日を遵守するよう指導していきたい。 

 

 

４－２ 健康に関する教育 

小学生とその保護者を対象にした｢子どもの生活習慣病相談会｣では，医師及
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び栄養教諭の面談で，日常の食事等の生活習慣について，指導・助言を行い，そ

の後の経過について尋ねる文書を発送するとともに，学校と連携を取り，継続的

な状況の把握に努めることができた。 

子どもたち自らが保健や健康に関心を持ち，その維持増進に努めようとする

態度を養うよう，家庭，関係機関等との連携を一層強化したい。 

 

 

４－３ 食育 

指標である栄養教諭と連携した授業等の時間については，平成２７年度と比

べ増えてはいるものの，目標を達成することはできなかった。 

今後は，食育担当者と栄養教諭が連携をとり，学校教育活動全体で取り組む体

制の構築を図るとともに，学校給食を活用するなどして，子どもたちの発達段階

に応じた食に関する正しい知識と望ましい食習慣の定着に努めていきたい。 

 

 

４－４ 学校給食の実施 

平成２６年度から実施している単独調理室の改修は，平成２８年度において

も計画どおり２校の改修を実施することができ，残る小学校は９校となった。 

単独調理室の改修は，安全・安心でおいしい給食を提供することに直結するた

め，今後も計画的に進めていきたい。 

また，給食従事者の技術や意識の向上のための研修についても継続的に取り

組んでいきたい。 

 

 

＜５ 命を尊重し，人の多様性を認め合える子ども＞ 

５－１ 人権教育 

 各中学校区において人権教育に資する公開研究授業や校区人権フォーラムの

実施等により，学校における人権教育が進展している。 

 今後も引き続き，一次評価の「課題認識」や「今後の方向性」に記載があるよ

うに，人権教育カリキュラムに基づく実践と継続的な改善や子どもフォーラム

等での子どもたちの主体的な人権教育やいじめをなくす取組などの活動を実施

するとともに，子どもたちが自分も他者も大切にし，互いの人権を守るための実

践行動や人権意識を育むため，家庭，地域，学校・幼稚園等の関係機関との連携

を強化していきたい。 
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５－２ 特別支援教育 

目標値には届かなかったものの，「すずかっ子ファイル｣の作成と活用の推進，

特別支援コーディネーターを中心とする校内支援体制の構築により，教職員の

意識の高まりとともに，学校組織の活性化が進んでいる。 

今後は，さらなる支援体制の充実を図り，一人ひとりの子どもたちの自己実現

を進めたい。 

 特別な支援が必要な子どもへの途切れのない指導・支援を行うには，保護者の

理解，支援に必要な環境の整備，個に応じた支援計画や指導計画の作成等の多く

の過程を伴うため，地道な努力と関係者の相互理解を進め，子ども一人ひとりの

発達段階に応じた指導・支援が適切に行われるよう取り組みたい。 

 

 

５－４ 安全教育 

学校・幼稚園において安全教育を教育課程に位置づけ，年間指導計画を作成し

安全教育に努める必要がある。 

特に小学校低学年と幼稚園児への安全教育は，重要な取組であり，警察や安全

安心ボランテイアと連携を図り進める必要がある。また，近年は自転車が加害者

となる事例なども増えており，安全教育のますますの充実を図りたい。 

さらに，交通安全だけでなく，防災学習や避難訓練などの実施について，家庭

や学校・幼稚園と地域全体の協力体制のもと，子どもたちを見守る体制の拡充が

必要である。 

 

 

５－５ 不登校対策 

 不登校をなくす取り組みについては，社会的要因や家庭環境等が絡んでいる

ため，子ども政策部との連携により家庭支援と学校支援の両面から取り組んで

いる。 

また，不登校に至ることが予想されることが懸念される児童生徒が在籍する

小学校へスクールライフサポーターを，中学校へは不登校対策支援員を派遣し，

不登校の未然防止と早期発見･早期対応を行った。 

これらの活動により，不登校対策に一定の成果が得られているものの，不登校

の児童生徒の割合は，依然として，国・県と比較して上回っている状況である。 

 このような状況にあることから，今年度から不登校対策プロジェクト会議を

設置し，市内小中学校が一体となって不登校対策を組織的に行うため，具体的な

方策・取組を協議し，また，不登校を生まない学級・学校づくりについての教職

員研修の充実を図っていきたい。 

45



また，小学校へのスクールライフサポーター派遣及び，中学校への不登校対策

支援員の派遣による不登校の未然防止と早期発見・早期対応を充実させるため，

増員についても検討していきたい。 

 

 

＜６ 学校，家庭と共に子どもを育む地域＞ 

６－１ 開かれた学校・幼稚園づくり 

学校運営協議会を中心にした学校支援のネットワークが全ての学校で構築さ

れ，次第に大きくなってきており，次の段階として，学校運営協議会，家庭，地

域，学校それぞれが主体的に活動を重ねる「協働型」のコミュニティ・スクール

を推進する必要がある。 

平成２８年度の達成度は９３．８％と高い数字であるが，全てのコミュニテ

ィ・スクールに浸透させるため，さらなる支援体制の充実を図りたい。 

また課題の一つである，学校運営協議会委員や学校支援ボランティア登録者

の高齢化については，当事者である児童生徒の保護者の年齢層をターゲットに

したネットワークづくりの模索や，｢何に，どんな支援を求めるのか｣を明確にし

た募集活動も重要であるため，その方策を工夫していきたい。 

 

 

６－２ 小中一貫教育を視野に入れた幼稚園・小学校・中学校の連携 

新学習指導要領による英語改革を控え，小学校と中学校との連携は，ますます

重要になっており，中学校の教員が年間を通して小学校に乗り入れて授業を行

う取組については，今後も引き続き取り組み，その取組について，市内全域に発

信していきたい。 

このように，市内の先進的な取組を発信することで，教科指導についても小学

校・中学校の連携を深めるとともに，子どもたちの育ちの基盤となる幼児教育の

視点も交え，子どもたちに身に付けさせたい力について，中学校区での交流を推

進していきたい。 

 

 

６－３ 就学前の保育・教育の体制づくり 

公立，私立の保育所，幼稚園等，違った環境で育った子どもたちが小学校入学

時に互いに馴染めるような体制づくりを早急に進めたい。 

このために保育所，幼稚園が情報交換をするなどの連携を図り，また，合同研

修会を開催することにより，教職員の指導力向上を図りたい。 
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＜７ 子どもが楽しく安心して学べる環境＞ 

７－１ 人的環境の整備 

児童生徒数は今後も減少していくと予想されるが，特別支援学級や普通学級

において支援の必要な子どもたちは多数おり，個別の支援が今まで以上に必要

とされている。また，学力保障のために少人数学級編制や少人数指導等の環境づ

くりも必要である。 

このように，学校現場においては幅広い対応が必要とされているため，介助員

や支援員，看護師，また加配教員や講師等の人員の配置については，適正で効率

的な配置に努めるとともに，一人ひとりの子どもたちを大切にした実践を心が

けていきたい。 

 

 

７－２ 施設等の環境整備 

教員の仕事を円滑にするためにも，今やコンピュータの活用は欠かせず，平成

２８年度に策定した「鈴鹿市教育情報化行動計画」に基づき，早期の配備を行う

とともに，セキュリティの確保，セキュリティ教育を合わせて実施していきたい。 

 

 

７－３ 危機管理 

子どもの安全安心を守り保障することは，基本的重要課題である。そのために

も，安心安全ボランティアの減少傾向に歯止めをかける手立てを検討したい。 

また，今後も，子どもの登下校時や放課後の安全確保のためにパトロールを実

施するとともに，安全安心ボランティアや地域自主防犯団体などと連携し，地域

全体で子どもたちを守る体制整備を進めていきます。 

さらに，災害時のいざというときの学校単位のマニュアルや，訓練の実施も行

っていきたい。 

 

 

７－４ 就学が困難な子どもへの支援 

子どもの貧困化は非常に重要な解決課題であり，就学援助制度は子どもの教

育環境を保障する重要な施策である。 

よって，指標にもなっているが，保護者への案内文書の配布や学校での説明会

等の広報活動により，経済的理由によって教育を受けられないことのないよう，

支援の必要な幼児児童生徒とその保護者を遺漏なく把握し，継続的な支援を行

っていく必要がある。 
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なお，支援の必要な保護者の増加に伴う事業費の増大は大きな問題であるが，

地域，学校との連携を図り，支援していきたい。 

 

 

７－５ 学校規模の適正化 

学校規模の適正化は，将来にわたって大きな視野で検討していく課題である。

通学区域の弾力化制度導入により，それなりの成果を挙げてはいるが，生徒数が

千人を超える白子中学校の現状は深刻な状況であるといわざるを得ない。 

学校規模の適正化については，地域の人々を含めて関係の方々と十分連携し

慎重に進めたい。 

 

 

７－６ 教職員の人材育成 

 今日的な教育課題が山積する中，管理職を始め教職員の資質の向上は教育に

おいて最も重要な課題の一つである。このような中で，教職員のライフステージ

や今日の教育動向を踏まえた実践的な指導力を育成するため，研修内容や講師

等を吟味して研修講座を実施した結果，「研修講座への参加人数」は目標値を達

成することができた。 

今後は，アクティブ・ラーニングやプログラミング教育など，新しい取組への

理解や実践研修も必要である。単に，見る，聞くだけではなく，参加型の研修な

ど，魅力的な研修が必要であり，限られた教職員の参加だけに留まらず，全教職

員が研修講座等に参加できる環境整備も検討したい。 

 これらの研修を受講した教職員により，研修で得られた成果を各学校の教職

員間で共有するとともに，ベテラン教職員から新人教職員へのアドバイス，体験

の伝達，若い教職員同士の交流等の校内研修も積極的に進めて資質向上を図り，

児童生徒の指導に活かす取組を強化する必要がある。 
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（１）須曽野仁志氏からの意見 

はじめに 

平成２７年に鈴鹿市教育振興基本計画審議会会長を務めさせていただきまし

た。それ以来，実際に市内の学校を訪れる機会が増えました。本年度から，三

重大学教育学研究科教職実践高度化専攻（「教職大学院」）の専任教員となり，

教職員の研修に深く携わったり，市内の学校で授業の様子も数多く見せていた

だくことが大変多くなりました。 

鈴鹿市の教育行政の方向性として，「自己実現と人との協働」が挙げられてい

ますが，技術革新が進み知識基盤社会となる中で，子どもが主体的に学習・活

動し，仲間と学び合うことがますます重要になっています。「グローカル」とい

う言葉も使われ始めていますが，「グローバル（地球規模，世界の）」と「ロー

カル（地域）」両面を大切にした教育が課題とされ，市においては家庭や地域と

共にある学校づくりが基本となります。「社会の変化や技術革新に対応した教育

環境の整備」を基本目標として設定されていることも重要で，学校現場で具体

的な取組が必要です。 

私の専門は，授業設計（instructional design），ＩＣＴの学習利用，国際理

解教育などですが，教科では英語と数学，特別支援学校の教育職員免許状を有

しています。その専門の立場から，そして，市内の学校現場を訪問させていた

だいた様子から，子どもや地域のあるべき姿として設定された７つの基本的方

向や平成２８年度に取り組まれた取組を評価します。 

 

【１ グローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子ども】  

１－１ 英語教育 

 平成３２年度から，小学校３・４年生で週１時間の外国語活動，小学校５・

６年生で週２時間の教科「外国語（英語）」がスタートする。小学校での外国語

学習では，授業時間をどのように展開するかがポイントであり，時間割編成を

工夫し，モジュール学習を取り入れることはよい取組である。次年度（平成３

０年度），天栄中学校及び鈴峰中学校の校区内の小学校で先行実施を行い，実践

成果や課題を検討し，市内全体に広げていくことは重要である。 

 教育委員会評価（二次評価案）に「ＡＬＴの効果的な活用法や増員等のため

４ 学識経験者の知見の活用 
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経費確保など積極的に取り組んでいきたい」とあるが，これはこの数年大きな

課題であり，特に，ＡＬＴと担当教員のＴＴや，学習の質の向上に取り組んで

いただきたい。 

 小学校５・６年生での週１の外国語活動では，県内の小学校では，ＡＬＴに

頼る（中には「お任せ」の）授業になりがちである。移行措置が始まる平成 30

年以降，英語の授業時間が増えると，「ＡＬＴにお願い」とばかり言っておられ

ない。担当教員（担任，英語専科教員など）が，慣れない授業にはなるが，あ

る程度自信を持って授業を担当できるように，教員研修を進めてほしい。 

 

１－２ ＩＣＴを活用した教育 

 ＩＣＴを活用した教育では，指標とした「コンピュータ等（タブレット端末

を含むパソコン，電子黒板，インターネット等）の情報通信技術を活用して，

協働学習や課題発見・解決型の学習指導を行った学校の割合」では，達成度１

１８．８%となっているが，児童生徒がどのような協働学習や課題発見・解決型

の学習を進めたかがポイントである。 

 平成 26年度に小学校にタブレット型パソコン，中学校にノート型パソコンが

整備され，教員がその機器に慣れてきたようであるが，コンピュータや情報に

ついて学ぶ学習（狭義の情報教育）であるか，各教科でコンピュータ等を情報

手段として活用して学ぶ学習（ＩＣＴの学習利用，広義の情報教育）なのかを

明確にし，今後，特に後者での学習を積極的に展開していただきたい。新学習

指導要領では，プログラミングが必修となるので，その実践計画も進めてほし

い。 

 

１－６ アクティブ・ラーニングを導入した教育活動 

 自ら課題を設定し，解決に向けて話し合いやまとめ，表現などの学習活動を

取り入れた学校の割合は，実績値が 60%であり，まだ十分とは言えない。児童生

徒の様子が落ち着かないクラスにおいては，このような実践がやりにくいこと

は理解でき，アクティブ・ラーニングを導入するために，学び合える学習集団

を育てていくことが重要である。我が国では，これまで一斉指導型授業が主流

であったが，担当教員が少し発想を変えるだけで，児童生徒が主体的で対話的

な学習を取り入れることができる。「ラーニング・ファースト（学習第一）」と
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いう考え方を重視して，子ども同士の話し合いや表現・発信活動を少しでも取

り入れてみてはどうだろうか。 

 「グローバルな視点で主体的に学び，社会（の中で）発信する子ども」とな

っているが，発信する児童生徒を支援することが大切である。今日，カリキュ

ラム・マネジメント（教育課程を複数教科にわたって編成・実施・評価し，改

善を図る一連のサイクルを計画的・組織的に推進していくこと）が重要であり，

市や校区にある身近な教材をもとに，複数教科にまたがった学習活動から，情

報発信を少しずつ始めてほしい。 

 

【２ 基礎・基本を身に付け，自ら表現する子ども】 

２－１ キャリア教育 

 キャリア教育は，将来就きたい職業のことを知るだけでなく，個人の生き方

を見つめたり，職業に就くための学力や人間力を知るために重要である。鈴鹿

市の中学校では，３年間を見据え，キャリア教育を教育課程の中に位置付け，

中学校２年生又は３年生を対象に４日間の職場体験学習を実施しており，事後

アンケートで，約 87％の生徒が「自分の進路や将来について考える機会になっ

た」と肯定的に捉えていることは高く評価できる。このような取組は過去十数

年継続していると思われるが，日頃，大学生を見ていても，小中学校時代に経

験したキャリア教育は「生きている」と思うことが多くなっている。 

 地域において，幅広い経験や優れた知識・技術を持つ人々から学ぶことは，「各

教科や総合的な学習の学びの深まりが見られた」とあるが，小中学校時代に学

ぶ基礎・基本が重要であり，主体的で深い学び（deep learning）にもつながる

ので，さらにその内容や方法をよりよいものに改善されたい。 

 

２－２ 教科学習における授業改善 

 授業において，「めあて」の提示と「振り返り」活動を両方実施している学校

の割合は，実績値 95.0%であり，取組の成果が着実に実を結んでいる。今後，100%

を目指し，児童生徒が学習目標（ゴール→めあて）を明確にし，学んだことが

自分にどう関連するかを振り返る活動を質の高いものにしてほしい。その質の

向上がどのようなものかについて，学校内及び学校間で交流していただきたい。 
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２－３ 読書活動 

 学校図書館を授業で活用している割合は昨年度より高くなっており，学校図

書館巡回指導員派遣，学校図書館担当者会やボランティア学習会の開催が，学

校図書館の学習環境整備につながり，児童生徒にとって魅力的な図書館になっ

てきている。小学校を訪れると「私のおすすめ図書」などの掲示が廊下で増え

つつあるので，児童生徒にとって，図書の感想や情報を共有できる取組を広げ

てほしい。中学校での開館時間，図書の廃棄基準，調べ学習のための図書整備

が課題として指摘されているが，今後検討を進めていただきたい。 

 

２－４ 外国人児童生徒などへの日本語教育 

 多国籍化，多言語化，文化・習慣の多様化が進む鈴鹿市において，外国人児

童生徒を対象とした日本語教育は先進的に進められてきた。各学校を訪問し，

その取組が進んでいることもよくわかるようになっている。教育委員会委員と

教育長の二次評価に，「各学校でその土地の外国人児童生徒が学び馴染んでいく

ことは，日本人の児童生徒にとって，多文化共生を尊重する態度，他の国の理

解や視野を広げるよい機会を提供している」とあるが，この視点での教育を進

めることもグローバル・グローカル社会で非常に重要である。 

 

【３ 豊かな感性をもち，自律した子ども】 

３－１ 道徳教育 

 豊かな感性をもち，自律した子どもを育成するために，道徳教育をどのよう

に展開していくかが課題である。教育委員と教育長の二次評価の報告にも指摘

されているとおり，物事の判断や他人へ配慮などで「紋切り型」にならないよ

う柔軟な判断ができる児童生徒を育てることが重要であり，そのための教材精

選が求められる。「道徳」の教科化に伴い，授業において，児童生徒がどのよう

に考え，議論し，学び合うかをさらに検討されたい。 

 

３－４ 生徒指導 

 今後の方向性に，「児童生徒の問題行動等は，低年齢化，複雑化，多様化の傾

向にある」と指摘されているが，まさにそのとおりで，教員の仕事は増えるば

かりである。心理カウンセラーの配置やその取組は進んでいるが，子どもと子
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ども，子どもと教員のトラブル解決まで行うスクールソーシャルワーカーの配

置や取組についても検討されたい。 

 

【４ 健康への意識を高め，健やかな体をもつ子ども】 

４－１ 体力・運動能力の向上 

 鈴鹿市の子どもの体力が全国平均と比べ開きがあるので，結果や原因を分

析・考察し，子どもの体力向上に努めたい。 

 部活動についても社会問題となっているが，練習時間や内容について十分検

討し，教員の負担減に努め，社会人指導者の活用を考えてほしい。 

 

４－２ 健康に関する教育 

 健康の三原則（運動，栄養（食事），睡眠）の大切さは言うまでもなく，実績

値が１００％になるよう，今後も養護教諭を中心に，専門家（医師会，市健康

福祉部等）と連携し，各学校で健康教育の充実を図っていただきたい。 

 

４－３ 食育 

 栄養教諭と連携した授業などの年間時間数は，目標値を高く設定したため，

達成度は 88.1%であるが，専門家の指導を受け食物アレルギー関連の指導案作成

や家庭で望ましい食など，具体的な取組が進んでいる。さらに，食に対する興

味や関心を高める指導を継続してほしい。 

 

４－４ 学校給食の実施 

 小学校の給食調理室改修と給食従事者研修会が着実に進められており，今後

も安全・安心な給食を提供する学校給食の取組を継続されたい。 

 

【５ 命を尊重し，人の多様性を認め合える子ども】 

５－１ 人権教育 

 児童生徒が人権学習を進めるには，保護者・地域への啓発活動が重要である。

今後，引き続き，保護者・地域への啓発活動に取り組んでいると回答した学校

の割合が１００%となるよう，取組を継続されたい。 

 全ての中学校区で人権教育推進連絡協議会を開催したり，小学校６年生と中
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学生を対象に，子どもが主体的に自らの体験や考えを発表する「出会い・発見」

の場を創る取組を進めており，このような取組は大変すばらしい。今後もこの

取組を充実・継続させ，人権尊重の意識を向上させ，いじめや差別をなくすよ

うに努力してほしい。 

 

５－２ 特別支援教育 

 通常の学級に在籍する支援が必要な児童生徒の「個別の教育支援計画」の作

成率は，ほぼ達成度が１００%であり，すずかっ子支援ファイルの作成が着実に

進んでいることは評価できる。特別支援教育の推進には，専門家からの支援や

県立特別支援学校と連携が重要であり，インクルーシブ教育の視点から教職員

が学び，本教育を充実していただきたい。 

 

５－４ 安全教育 

 「本市では毎年１００件余りの児童生徒の交通事故が発生しており，昨年度

は９７件発生した。」というのは驚きである。今後も，学校・幼稚園において安

全教育をカリキュラムに位置づけ，具体的な年間指導計画を作成し，子どもた

ちにとってわかりやすい安全教育に努めていただきたい。 

 

５－５ 不登校対策 

 不登校の児童生徒の割合が，国・県と比較して大きく上回っているが，スク

ールライフサポーター（１６校），不登校対策支援員（４校），学識経験者（１

校）を学校に派遣し，不登校の早期対応対策は進んでいる。不登校の対策には，

全市をあげて組織的に取り組むことが重要であり，今年度から始まるプロジェ

クト会議での具体的な取組に期待したい。 

 

【６ 学校，家庭と共に子どもを育む地域 】 

６－１ 開かれた学校・幼稚園づくり 

 開かれた学校・幼稚園づくりを進めるには，学校教職員が保護者や地域住民

と共に知恵を出し合うことが重要である。キーワードは「オープン」や「協働」

であり，保護者や地域住民の意見を学校運営に反映させ，特色ある教育活動を

学校・幼稚園で実践してほしい。実際に市内の学校を訪問して，そのような取
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組が進んでいることを実感する。 

 

６－２ 小中一貫教育を視野に入れた幼稚園・小学校・中学校の連携 

 教科の指導内容や指導方法について，近隣の校種の違う学校と連携している

学校の割合は，実績値 62.5%であり思うように進んでいない現状がある。幼稚園

から小学校での小１プロブレム，小学校から中学校での中１ギャップを解決・

改善するためにも，近隣の校種の違う学校と連携することは重要であり，地域

の子どもたちをどう支援するかを重視した連携をさらに進めてほしい。 

 特に，小学校の外国語（英語）活動が小学校３年生から始まり，５年生から

は教科となるので（次年度以降移行措置により），中学校の英語教員が校区の小

学校教員をサポートする活動などを積極的に行っていただきたい。 

 

６－３ 就学前の保育・教育の体制づくり 

 就学前，子どもたちは幼稚園又は保育所で保育・教育を受けている。本年度

より私立の認定こども園が開設されている。就学前に違った子どもたちが小学

校入学時にお互い馴染めるように取組を充実していただきたい。 

 

【７ 子どもが楽しく安心して学べる環境】 

７－１ 人的環境の整備 

 介助員一人当たりに対する特別支援学級の児童生徒数は 4.9 人と減少してお

り，達成度も 104.1%となっており評価できる。特別支援学級籍児童や普通学級

においても支援の必要な児童は多数いるので，個別の支援をこれまで以上に充

実していただきたい。 

 教員の多忙が社会問題となっており，授業の補助以外も，教員の仕事をサポ

ートする人材の確保を市においても積極的に取り組んでほしい。 

 

７－２ 施設等の環境整備 

 教職員が校務のために使用するコンピュータの配備率は，達成度は 100%であ

るが，実績値 72.2%は低すぎる数値である。即座に 100%達成は難しいが，教員

の仕事を円滑にするためにも今やコンピュータの活用は欠かせず，教職員用コ

ンピュータやネットワーク整備は急ぐべきである。 
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 児童生徒用の学習用コンピュータとして，ノート型コンピュータやタブレッ

ト型コンピュータの導入が進んでいると聞くが，コンピュータ学習室でのコン

ピュータと，普通教室での学習用コンピュータの両面から，学習環境を整備す

る必要がある。ＩＣＴ学習利用及び授業デザイン専門家の立場から指摘するが，

ノート型やタブレットでは画面がやや小さく，児童生徒の思考力や創造性を育

む点からもデスクトップ型のものや，画面の大きいものの導入を検討していた

だきたい。 

 

７－３ 危機管理 

 安全安心ボランティアの人数は減少傾向にあり，これまでお世話になってき

た方々の高齢化が気になる。地域自主防犯団体等と連携し，地域全体で子ども

たちを守る体制整備を充実していただきたい。 

 

７－４ 就学が困難な子どもへの支援 

 子どもの貧困が全国的に社会問題となっている。就学が困難な子どもが増大

していると考えられるので，就学援助制度について，引き続き，同制度の周知

をもれなく行うようにお願いしたい。 

 

７－５ 学校規模の適正化 

 児童生徒数の増加が見込まれる小中学校の過密解消に向け，教育委員会が通

学区域の弾力化制度を実施し，過大規模校解消に努力していることがわかる。

学校規模の適正化には，保護者や地域住民の声を聞くことが基本であり，長期

的な視野で取り組んでいただきたい。 

 小規模特認校制度での合川小学校での取組はユニークなものであり，同校で

の実践内容を市民に幅広く周知していただきたい。 

 

７－６ 教職員の人材育成 

 教職員を対象とした研修講座において，教職経験年数に求められる資質能力

に合った内容の講座を開設し，研修講座の 1 講座当たりの参加者数が４２．５

人となり，目標値を大きく上回ったことは高く評価できる。内容として，専門

教科のほか，キャリア教育，幼小中連携と一貫した教育，特別支援教育，総合
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的な学習の時間，道徳教育等であったということだが，今後，アクティブ・ラ

ーニング，小学校での英語授業，プログラミング教育など，今日的な課題であ

る研修を積極的に進めるべきである。 

 

おわりに 

私は，米国，ドイツ，韓国，中国，インドネシアなどの学校や大学を仕事で

訪れました。米国やドイツの学校では，モンテッソーリメソッドが導入されて

いる教室が多く，子どもが自分のレベルにあった別々のプリントに取組，ＩＣ

Ｔを利用したアクティブ・ラーニングも進んでいることがよくわかります（特

に米国では）。韓国では 1997 年度から小学校での英語教育が始まり，大学生の

多くが英語を理解し話せる力をアップさせています。ますますグローバル化さ

れ知識基盤社会となりゆく中で，先進的な取組は大切ですが，私たちが生まれ

育った地域の中で子どもの実態と合った教育実践を地道にこつこつ進めていく

ことが大事だと考えます。世界の学校を訪れると，我が国の学校園の先生方が

朝早くから夜遅くまで子どもたちのために仕事を頑張っている姿は勤勉で「世

界で一番」と感じます。実際に，私の研究室にも「日本の教育のことを学びた

い」とやってくるアフリカの現職教員がいて，今も学び続けています。小中学

校の教員研修で授業を見せ合い事後検討を行う研究は，世界で高く評価され，

Lesson Studyとして広まりつつあります。 

今回，一つ一つの点検を進めていて，子どもたちのために日夜仕事に取り組

んでくださっている教職員，そして教育関係者の皆さんに，これ以上酷な仕事

をお願いすることはなかなか難しいと感じました。教員の増員や仕事の問題は，

国や県レベルの課題ではありますが，市でできることは最優先に取り組んでい

ただき，教職員がゆとりをもって仕事ができるように切に望みます。 
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（２）瀬戸美奈子氏からの意見 

はじめに 

 平成２８年度鈴鹿市教育委員会活動の点検・評価結果をもとに，鈴鹿市の教

育行政に対する評価及び今後の方向性について意見を述べる。鈴鹿市の地域性

を踏まえ，家庭や地域と連携をしながら，変化に富む社会を生き抜く力をもっ

た子どもを育成していこうとする鈴鹿市の基本理念は首肯することができるも

のである。こうした教育行政のリーダーシップのもと，関係各機関や地域を含

めて施策の推進に取り組んでこられ，着実に成果を挙げていることをまずは高

く評価したい。 

 なお点検・評価結果では，基本目標の具現化のために，７つの基本的方向が

設定されている。ここでは７つの方向のうち，今後より一層の推進が期待され

る，あるいは課題が多いと思われる４つについてとりあげる。 

 

【１ グローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子ども】 

 英語教育，ＩＣＴを活用した教育については達成度が 100%を超えているが，

この部分はこれからの教育において，より一層重要度が増すと思われる。その

ためさらなる取組の推進を望みたい。 

  

１－１ 英語教育 

小学校における外国語の教科化は導入が始まったばかりであり，目標値が低

く設定されているが，この点については一つずつ着実に実践を積み重ねていこ

うという姿勢の表れとして評価できる。今後，外国語指導助手の活用はもちろ

んのことであるが，子どもたちと日常的に接する教員の外国語指導力のさらな

る向上が必要と思われる。すでに採用された教員に対しては，研修の機会を提

供していくことが指導力につながるが，今後，英語科の教員免許を有する人材，

あるいは教員免許の有資格者で民間の機関で英語教育に携わった経験のある人

材などを積極的に小学校で教員として採用していくこともぜひ検討していくべ

きであろう。 

 

１－２ ＩＣＴを活用した教育 

ＩＣＴを活用した教育については，①校内のＩＣＴ環境整備，②コンピュー
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タやタブレットの情報機器の整備，③活用できるソフトウェアやプログラムの

提供，④各学校でリーダーとなって情報教育を推進できる教員の育成，⑤情報

リテラシーに関する教育と取り組むべき課題は山積しているといえる。環境整

備については予算措置を講じる必要があるため，鈴鹿市の予算だけでなく，民

間企業との連携や，省庁での調査研究委託事業への応募など外部資金を活用し

た展開を模索していくことも考えてはよいのではないだろうか。また第一次評

価で課題としてあげられていた「情報の入手や取捨選択，整理」といった問題

については，情報教育だけでなくアクティブ・ラーニングの実践と関連させな

がら推進していくほうが効率がよいと考える。アクティブ・ラーニングで行わ

れるグループ活動やディスカッションにおいては情報収集，整理，解釈といっ

たプロセスを経ることが，学習活動の成否の鍵を握るからである。 

 情報教育を推進できる教員の育成に関しては，三重大学教育学部には情報教

育を専攻する分野があり，鈴鹿市が積極的に連携を働きかけていくことで，活

用できる資源が豊かになる。現在，鈴鹿市は鳴門教育大学，早稲田大学といっ

た大学と連携し，その知見を活用しながら施策を展開しているが，地元である

三重大学との連携（連携協定）を今後検討することで，より身近で多様な専門

的知見を学校現場に生かしていくことができる。 

 

【３ 豊かな感性をもち，自律した子ども】 

３－１ 道徳教育 

 道徳教育については目標値を超えて達成しており，これまでの道徳教育実践

の積み重ねが現場で定着していると考えられ，評価できる。 

 

３－４ 生徒指導 

 生徒指導に関して，生徒指導体制づくりを活動内容として掲げ，指標として

「学校の決まりを守っていると回答した児童生徒の割合」を挙げているが，こ

れは活動内容も指標についても不十分ではないだろうか。生徒指導提要に示さ

れる自己指導能力の育成を生徒指導の目的と考えるならば，キャリア教育の活

動内容と関連して検討するべき部分である。 

また，生徒指導体制の見直しや，関係機関との連携を今後の方向性として考

えたときに，各学校の分掌や委員会の見直し，関係機関との連絡協議会の開催
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回数や構成員の見直しを検討していく方向でより充実させてほしい。教育相談

や特別支援教育においても言えることであるが，児童生徒の問題を支援するに

は人的資源が必要である。教員の年齢構成が中堅層が乏しい構成になっている

ことを合わせて鑑み，退職教員を生徒指導に関する加配教員として積極的に雇

用し，学校が組織的に問題行動の支援に取り組むことができる体制を整えるた

めのサポートとして活用されたい。 

 

【４ 健康への意識を高め，健やかな体をもつ子ども】 

４－３ 食育 

 近年家庭の教育力が弱体化していることが指摘されている中で，食に関する

部分に学校教育が与える影響は大きい。基本事業の中で，食育，学校給食の実

施という食に関する項目が２つとも目標値を達成できなかったことは残念であ

る。活動内容も食アレルギー関連の指導案作成及び書籍購入，お弁当の日の実

施のみで際立った成果を期待することは難しいと言える。学校によって栄養教

諭と連携した時間数が大きく異なるという課題があげられているが，その背景

には食育がどのように教育課程に位置づけられているかが明確でないことがあ

る。特に食育の実践者が栄養教諭であるために，教科と関連しにくいと考えら

れる。保健，家庭科，生活科，総合的な学習の時間などいくつか考えられる中

で，鈴鹿市として食育をどこに位置づけていくかの基本方針を学校に示し，各

学校が現状に応じて授業を展開していく流れを作っていくことを今後期待した

い。 

 

【５ 命を尊重し，人の多様性を認め合える子ども】 

５－２ 特別支援教育 

 特別支援教育において「途切れのない支援」を行っていくために，支援ファ

イルは重要な役割を果たす。通常の学級に在籍する支援の必要な児童生徒の「個

別の教育支援計画」の作成率は，80.3%であった。目標値が 81.9%であることか

らおおむね達成したととらえることもできるが，本来ここは 100%を目指す部分

である。どのような点が問題となって「個別の教育支援計画」を作成するに至

らなかったのか，事例を一つ一つ丁寧に検証していくことが必要であろう。 

 また近年，特別支援教育において保護者との連携が言われ，個別の教育支援
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計画作成においても保護者の参画を促す方向で進んでいる。学校の教師だけで

作成するのではなく，保護者が意見を述べ，それを反映させた支援計画になっ

ているかといった踏み込んだ検証も必要であろう。 

 特別支援教育コーディネーター会議を年間３回開催し，コーディネーターの

専門性向上やネットワーク作りに取り組んだ点は高く評価できる。 

 

５－５ 不登校対策 

 不登校の児童生徒の割合については，鈴鹿市が国や県と比較して大きく上回

っている部分であり，ここ数年教育委員会活動の中でも力をいれて取り組んで

いる項目である。小学校へのスクールライフサポーター派遣に加え，不登校対

策支援員を新たに雇用し，中学校に派遣した点については高く評価できる。し

かし，28 年度は中学校４校のみであった。すべての中学校に配置できるように

さらに予算措置を講じてほしい。 

 「けやき教室」「さつき教室」は不登校の子どもたちの通級状況が安定してい

るという効果はあるが，より丁寧なサポート，学校との連携を行っていくため

には，指導員の増員や学生ボランティアの活用などを検討するべきである。他

の市町の適応指導教室の指導員数や学生ボランティア採用状況と鈴鹿市を比較

すると，課題があることは明らかであるだろう。 

 また中学校１年次の不登校が急増すると一般的に言われており，不登校対策

における小中連携の具体化を考えていくことが重要である。教育委員会が各校

区での小中の授業参観交流，合同での事例検討会などを提案し，実施すること

で不登校の早期発見や予防につながることを期待したい。 
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