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平成３０年８月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成３０年８月８日（水）午前９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（下古谷博司，福嶋礼子，山中秀志，吉澤時子） 

 

４ 議場に出席した職員 

教育次長（白塚山隆彦），教育委員会事務局参事（山田純生），参事兼教育総務課長

（山本浩），教育政策課長（竹下直哉），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（神原由明），地域協働課長（伊與田美彦），文化財課長（新

田剛），書記（鈴木明），書記（松本春奈），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）平成３１年度使用中学校用「特別の教科 道徳」教科用図書及び平成３１年度使用

小学校教科用図書の採択について                     （教育指導課） 

（２）平成３０年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案について        （関係各課） 

 

６ 報告事項 

（１）教育ＩＣＴ環境整備に関する進捗状況について             （教育政策課） 

（２）平成３０年度 全国学力・学習状況調査 教科に関する調査結果について 

                                  （教育指導課） 

 

７ その他 

（１）９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 ７名 

 

（教育長）皆様，おはようございます。定刻となりましたので，ただ今から平成３０年８

月教育委員会定例会を開催いたします。本日の会議録署名委員は，福嶋委員にお願い

いたします。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１８７６号『平成３１年度使用中学校用「特

別の教科 道徳」教科用図書及び平成３１年度使用小学校教科用図書の採択について』

をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 



2 

（参事兼教育総務課長）提案理由でございますが，平成３１年度使用中学校用「特別の教

科 道徳」教科書用図書及び平成３１年度使用小学校教科用図書を採択するについて，

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。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは議案第１８７６号平成３１年度使用中学校用「特別

の教科 道徳」及び平成３１年度使用小学校教科用図書の採択につきまして，御説明申

し上げます。議案は２ページでございます。今年度は，平成３１年度から使用する中

学校の「特別の教科 道徳」の教科書そして平成３１年度使用の「特別の教科 道徳」

以外の小学校用教科書の採択をする年になっております。委員の皆様の机上には，三

重県教育委員会が作成しました水色の冊子の「平成３１年度使用中学校用『特別の教

科 道徳』教科用図書選定に関する参考資料」及び黄色の冊子の「平成２７年度使用

小学校用 教科書選定に関する参考資料」そして，三重県北勢第３地区教科用図書採択

協議会調査員が作成しました「平成３１年度使用 中学校用「特別の教科道徳」教科用

図書選定調査報告」及び「平成２７年度使用 小学校教科用図書選定調査報告」の４種

類の資料と道徳の教科書の見本等を置かせていただきました。それらを参考にしてい

ただきまして，平成３１年度使用の中学校「特別の教科 道徳」の教科書及び平成３１

年度使用の「特別の教科 道徳」以外の小学校教科用図書を決定していただきますよ

うお願いいたします。それではまず，中学校の「特別の教科 道徳」から説明いたしま

す。平成３１年度に使用する中学校教科用図書「特別の教科 道徳」の採択につきま

しては，「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」により，県教育委員

会の指導・助言を受けながら，鈴鹿市・亀山市の２市で三重県北勢第３地区教科用図

書採択協議会を組織して進めてまいりました。「特別の教科 道徳」の教科書の調査に

つきましては，保護者の方も含めて９名の調査員を委嘱し，６月１２日から７月３日

までの期間で，調査員会を４回開催し，公正かつ慎重に調査をしていただきました。

学習指導要領の内容に基づき，当地区の生徒が使用するにふさわしい教科書を採択す

るという基本方針の下，調査が進められました。また，６月１５日から７月１日まで

の教科書法定展示会や，６月６日から６月２６日までの鈴鹿市，亀山市内の中学校１

３校を会場に行われました移動展示会におけるアンケート用紙から，一般の方々の意

見も参考にして協議を重ねてもらったところです。先月２６日には，第２回の採択協

議会が開催され，採択地区内の鈴鹿市・亀山市の両市教育委員会に推薦する教科用図

書を選定いたしました。それでは，「特別の教科 道徳」として推薦する教科用図書及

び推薦理由を説明させていただきます。Ａ３で横長になっております道徳の調査報告

書を御覧ください。新しく教科となる道徳では「考え，議論する道徳」の授業づくり

が求められております。これまでに行ってきた道徳の授業は，読み物教材の登場人物

の心情理解に偏った指導になったり，あるいは，例えば，いじめについて考える場面

では，「いじめは許されない」ということを生徒に言わせたり書かせたりするだけの授

業になりがちであったと言われてきました。道徳科では，「自分ならどうするのか」を

正面から問い，自分自身のこととして多面的・多角的に考え議論する道徳の授業に転

換することが求められております。若手の教員も経験の長い教員も一緒になってこの

「考え，議論する道徳」の授業づくりを進めることができる教科書であるか，そして
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生徒については発達段階だけではなく，日本語が苦手な外国人を含む個々の生徒の個

人差にも目を向け，調査研究が進められました。各社の教科書は，教育基本法に定め

る教育の目的・目標等，学校教育法に定める義務教育の目標及び学習指導要領に定め

る教科の目標を達成するために，学習指導要領に示す各学年の内容項目を網羅した適

切な内容になっております。また，生徒が多様な感じ方や考え方に接する中で考えを

深め判断し表現する力を育むことができるよう，自らの考えを基に話し合ったり書い

たりする言語活動の充実を図ったり，問題解決的な学習や道徳的行為に関する体験的

な学習を取り入れるなどの工夫がされております。併せて，カラーユニバーサルデザ

インに配慮した編集がされており見やすくなっているとともに，再生紙や植物油イン

キを使用する等環境に配慮されたものになっております。各社とも紙面が大きく，文

字の大きさ，字間・行間が適切となっております。また，全体的に落ち着いた色使い

がされております。調査結果をもとに総合的に判断をし，教科書発行者８社の中から，

平成３１年度から鈴鹿市・亀山市の両市の中学校で使用する教科書について，より適

切であり，優れていると判断した教科書発行者をＡグループ，それ以外の教科書発行

者をＢグループとして調査報告書が作成されております。Ａグループには２社，Ｂグ

ループには６社の教科書についての調査結果がまとめられております。調査員会での

協議の結果，Ａグループは，「日本文教出版：中学道徳 あすを生きる」と「学研教育

みらい：中学生の道徳 明日への扉」となりました。Ｂグループは，「教育出版」，「光

村図書」，「学校図書」，「東京書籍」，「廣済堂あかつき」，「日本教科書」となりました。

詳細につきましては，調査報告書に記載させていただきましたので，ここでは，Ａグ

ループ２社の特徴的な内容等について説明させていただきます。来年度から中学校で

使用する道徳科の教科書を，Ａグループの２社の中から，「日本文教出版：中学道徳あ

すを生きる」を推薦いたします。推薦理由の１点目は，いじめ問題を重点的に扱って

いるところです。それぞれの学年の目次からわかるように，特に集中的に考えられる

ようにユニット化が図られ『「いじめ」と向き合う』というユニットが１年生で３か所，

２年生で２か所，３年生で１か所と，いじめが起きやすいとされる時期を選んで考え

られております。実際に教科書を見ていただきたいと思います。机上に置かせていた

だきました「日本文教出版」の２年生の教科書の３０ページを御覧ください。学習の

見通しを示す扉となるページ，そして，直接的教材である左の３１ページに，「５月の

風」かな，「５月の風に」か，というのがありますが，これが直接的教材になっており

ます。また，間接的教材「リスペクトアザーズ」という教材があり，題材があります

が，これが間接的教材，さらには，「いじめ」防止につながる知識やスキルを紹介する

プラットホームを用意をして，生徒が見通しをもって，多面的・多角的に「いじめ」

について考え，総合的に「いじめ」を未然防止できるようになっており，いじめ問題

について集中的に学習ができるような構成となっております。２点目は，心を揺さぶ

られたり葛藤させられたりする教材が多いことです。いじめ問題はもとより，今を生

きる人たちの，また時代を超えて伝えていきたい先人たちのさまざまな生き方を取り

上げ，生徒一人ひとりが人間として誇りある生き方を考えたくなるような教材を多数

取り上げております。特に，３年生の６ページには「銀メダルから得たもの」という

三重県出身のレスリング選手である吉田沙保里さんを取り上げまして，輝かしい偉業
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の裏で，何度も苦難に見舞われてきたその姿から，苦難を乗り越える力について考え

ることができるように設定されております。３点目は，別冊のノートが付属している

ことです。道徳の時間は，ワークシートやノートを使った授業が行われてきました。

教科書の１教材が１ページで構成されておりまして，多様な話し合いに対応できるよ

うに，罫線やマス目がなく，自由に書き込めるようになっております。また，各学年

とも最後の方にノートが挟み込んでありますので，そのノートを取り出していただく

と，分かると思います。ノートの最後の方には自由に使えるページもありまして，教

科書以外の教材を扱う場合にも利用しやすくなっております。記入したものは，評価

の参考資料にすることもできると考えております。また，保護者の立場で考えた場合

に，自分の子供がどのような考えをもっているのか，家庭でこのノートを見たら分か

る利点があるということについて，保護者の意見も取り入れた結果となっております。

教員の年齢構成もこれからは，５０代が少なくなりまして，２０代が多くなっていく

傾向にあります。したがって，経験豊富な教師だけを想定するだけではなく，教材準

備に時間をかけなくてはうまく進まない経験の浅い教員のことも想定し，ノートが付

いているこの教科書が利用しやすいのではないかという意見が多かったとのことです。

４点目は，目次を含めて各教材のデザインやイラスト，写真などが非常によくまとめ

られていて見やすいことです。２年生の１０２ページにある，「夜のくだもの屋」は，

地域の人のさりげない思いやりを描いた物語の雰囲気にあった暖かな挿絵が用意され

ております。また，１年生の教科書では，１１４ページとか１１６ページにあります

ように躍動感のあるレイアウト構成を取り入れまして，文章と写真の両面から内容を

充実させている教材も多くあります。５点目ですけれども，生徒も指導する教員も各

教材で考えていく課題をはっきりと意識することができ，授業を構成しやすいつくり

になっていることです。各教材とも，題材名の上に主題名がありまして，「この教材で

何を考えるのか」が明記されております。導入発問としても使えるようになっており

ます。また，題材名の下には登場人物が紹介されておりまして，教材の内容把握を助

けて，議論する時間を確保しやすくなっております。教材の最後には発問例がありま

す。さらに「問題解決的な学習」や「体験的な学習」に適した教材には，１年生の６

０ページにあるように，参考例として「学習の進め方」が設定されておりまして，授

業の展開をイメージしやすくなっております。最後に，日本文教出版の教科書はどの

ページを開いても，何の教材なのかはページ数の横に，下の方になんですけども，教

材名が記入されておりますので，一目瞭然であること，そして，２年生４６ページの

プラットホームでは，男女共同参画社会のためにという人権課題への取り組みの紹介

の中で，三重県の男女共同参画センター・フレンテみえが紹介されていることも調査

員会で話題になったということでした。次にＡグループの「学研教育みらい：中学生

の道徳 明日への扉」について説明いたします。この教科書の特色の１点目は，「いの

ちの教育」が重点項目として全学年で取り上げられていることです。全学年に渡って

学習指導要領の内容項目「生命の尊さ」の教材を３点用意して，自分の命及び自分の

命と関わり合う他者の命，それらを支える様々な命の尊さについて思いを寄せ，さら

に，他の関係する教材を用意することで「生命の尊さ」を多面的，多角的に考える授

業が展開できるようになっております。２年生の教科書の，７ページの教材分類の「か
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けがえのない生命の尊重」のところで３教材を取り上げております。特にその中で９

２ページの「ブラックジャック ふたりの黒い医者」では，手塚治虫さんの漫画を取

り扱うという斬新な手法も取り入れています。２点目は，生徒が問題意識を引き出す

紙面になっているということです。あえて，主題名を表示せず，生徒が自ら問題意識

を持って，主体的で対話的な授業を展開できるように考えられています。あくまでも

教材と出会って，それをきっかけとして他者との対話に導くためのレイアウトになっ

ております。３点目は，教材のあとに，クローズアップ，クローズアッププラスとい

う特設ページが設定されていることです。２年生の４ページ，５ページの目次を見て

いただきますと，どの教材にも設定されておりまして，生きる上での考え方の選択肢

を増やして，視野を広げて多様な学びの展開を可能にしているところです。また，学

年に一つ「深めよう」という特設ページも設定され，道徳的行為に関する体験的な学

習が体験できるようになっています。しかし，日本文教出版と学研教育みらいと比較

した場合，次のような点で日本文教出版の方が優れていると思いました。１点目とし

て，学研教育みらいも，挿絵や写真，地図等の視覚的な資料が大きく掲載されており

まして生徒が興味・関心をもったり，学習への期待が深まったりするよう工夫されて

います。しかし，日本文教出版と比較すると，挿絵や写真の選択や配置・大きさの点

で，日本文教出版の方が優れているという印象を持ちました。一つ３年生の教材を比

較させていただきたいと思います。日本文教出版の４０ページ，３年生の教材の４０

ページ，学研教育みらいは１２６ページを開いてください。４０ページと１２６ペー

ジです。両方の教科書に，「卒業文集最後の二行」という教材が取り上げられています

ので，比べてみました。日本文教出版の方は，大きな挿絵が５つあり，ポイントとな

る状況を補完する形で配置されております。学研教育みらいの場合は，小さめの挿絵

が３つで，教室内の様子は文字から読み取る必要があります。日本文教出版の４０ペ

ージ６行目と学研教育みらいの１２６ページ４行目を見ていただくとわかるように，

日本文教出版では中学生には難しすぎる言葉は，注釈を入れるよりも別の言葉で書き

変える工夫がされております。次に同じ３年生の教科書の中で，有名な教材２つを比

較してみたいと思います。日本文教出版は３２ページ，学研教育みらいは８０ページ

に同じく定番教材の「一冊のノート」があります。日本文教出版は３２ページ，学研

教育みらいは８０ページになっております。日本文教出版は１時間で読んで話し合え

る教材ということを意識して原文の良さを残しながら教材をぎりぎりまで切り詰めて

ありまして，学研教育みらいの７ページ構成に対して，日本文教出版は５ページ構成

となっております。さらに，日本文教出版では登場人物を示して内容把握を助け，議

論する時間を確保しやすくなっています。文章を読むのが苦手な生徒や外国籍児童の

多い，鈴鹿市，亀山市では，このような配慮がされている日本文教出版の方がよいの

ではないかということが，調査委員会としての意見でした。２点目としましては，教

科書の大きさです。学研教育みらいはＡ４版で紙面の縦横が大きく，その分，写真や

挿絵が大きく見やすくなっていますが，Ｂ５版の日本文教出版の方が生徒には持ちや

すく扱いやすいと考えております。日本文教出版はＢ５版で紙面は小さいですが，十

分生徒が読みやすいように配慮がされています。また，持ち運びもしやすいと考えま

す。以上のことから，全般的に日本文教出版の内容が充実していると考えまして，Ａ
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グループから「日本文教出版：中学道徳 あすを生きる」を推薦いたします。「特別の

教科 道徳」についての説明は，以上でございます。続いて，平成３１年度使用小学校

教科用図書についてです。ここからは,簡単に説明をさせていただきます。小中学校で

使用する教科書は，原則として４年ごとに採択することになっております。現在使用

している小学校用の教科書は，前回，平成２６年度に採択が行われましたので，今年

度は，教科書の内容は変わっておりませんが，小学校用教科書の採択替えができる年

になります。しかし，小学校では，２０２０年度から新しい学習指導要領の完全実施

に合わせまして，全ての教科書が新しくなりますことから，来年度には小学校全教科

の教科書を新たに採択することになります。平成３１年度に小学校で使用する教科書

は，前回の平成２６年度に調査研究をした内容と変わっておらず，また，この間に新

たに検定に合格した教科書もないことから，文部科学省及び三重県教育委員会の通知

によりまして，採択する際には各教科の調査員会を設けずに，平成２６年度に調査研

究をした内容をもとに，採択ができることになっております。鈴鹿市，亀山市とも現

在小学校で使用している教科書で不都合はなく，平成３１年度に使用する教科書は，

「特別の教科 道徳」以外の全ての教科で，前回，平成２６年度に採択された教科書

を継続して使用することについて，先月開催された採択協議会で確認されたところで

ございます。机上に配付をさせていただきました「平成２７年度使用の小学校教科用

図書 選定調査報告書」から，教育委員会に推薦する教科書を読み上げさせていただき

ます。国語：光村図書出版「国語」，書写：東京書籍「新しい書写」，社会：日本文教

出版「小学社会」，地図：帝国書院「楽しく学ぶ小学生の地図帳」，算数：東京書籍「新

しい算数」，理科：新興出版社啓林館「わくわく理科」，生活：新興出版社啓林館「わ

くわくせいかつ，いきいきせいかつ」，音楽：教育芸術社「小学生の音楽」，図画工作：

日本文教出版「図画工作」，家庭：開隆堂出版「小学校 わたしたちの家庭科」，保健：

東京書籍「新しい保健」以上，９教科１１種目につきまして，平成３１年度に使用す

る小学校用の教科書用図書を推薦いたします。なお，小学校「特別の教科 道徳」は，

昨年度採択された教科書を今年度と来年度の２年間使用することが決まっております。

小学校各教科の教科用図書，そして，中学校「特別の教科 道徳」の採択につきまし

て，よろしく御審議いただきますようにお願いいたします。説明は以上でございます。 

 

（教育長）では，ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思いま

す。 

 

（福嶋委員）色々と教えていただいて，ありがとうございました。今回の道徳の単元が全

部で３５に分かれていますが，実際はどういうふうに学校のほうで教えていかれるの

でしょうか。一つの単元を一つの授業で行う，消化してっていうことなんでしょうか。 

 

（教育指導課長）各学校では道徳の全体計画と年間指導計画を立てます。その計画に基づ

いて，内容項目を網羅する形で，年間３５時間あつかうことになります。 

 

（福嶋委員）そうすると，一つの授業の中で一つの単元をやっていくということですか。 
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（教育指導課長）そうなります。 

 

（福嶋委員）そうすると，最初にこの一つのところを読んで，それについて皆で議論し合

うということも一つの授業になるわけですね。 

 

（教育指導課長）はい，そうです。 

 

（福嶋委員）それは生徒にとってはきつくないか，それともゆったりした授業で，できる

のか，そのあたりはどうなんでしょう。 

 

（教育指導課長）どの教科書もそうですが，特に日本文教出版は１時間で，授業を終えら

れるようにコンパクトに，内容が工夫されております。内容的には非常に中身が濃くな

っておりますので，１時間で終わるのがきつい場合もありますが，教育教材研究をしっ

かりすることで，対応できると考えております。 

 

（福嶋委員）はい，ありがとうございます。 

 

（教育長）ほか，いかがでしょうか。 

 

（下古谷委員）福嶋委員と基本的には繋がるんですけど，やはり３５回の授業があって，

こういう道徳の授業というのは，子どもたちが議論し合うのが，大事な一つの項目にな

るんじゃないかなと思いますので，何となく詰まっている様なイメージを受けるんです

けど，そのへんどうでしょう。 

 

（教育指導課長）十分考え議論する道徳の授業を展開するには，中学校の５０分の授業で

は厳しい場合もあるかわかりませんけども，年間３５時間以上に道徳の時間があります

ので，例えば一つの教材を２時間分かけて，扱うこともできます。特に重点的に扱いた

い教材については，そういった工夫もできるようになっております。 

 

（下古谷委員）そうですか，ありがとうございます。 

 

（吉澤委員）こういった道徳の授業が増えるっていうことを，子どもたちは事前に知って

るんでしょうか。 

 

（教育指導課長）今年度保護者向けに，学習指導要領が変わることに伴って「特別の教科 

道徳」として教科化されることや，小学校英語が３年生から始まりますというような

案内文書を出しております。そういったところを家庭で話をしていくと，生徒も児童

も新しく道徳が教科になるということを，分かってもらえるのではないかと考えてお

ります。 
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（吉澤委員）生徒の反応とか，意見は全然聞いてないんでしょうか。 

 

（教育指導課長）直接生徒や児童から教科化になることについては，意見や声を聞いたこ

とはございません。 

 

（吉澤委員）ありがとうございます。 

 

（教育長）教科書の採択についての御意見などはいかがでしょうか。 

 

（福嶋委員）先程，色々説明していただいたように，この採択された日本文教出版の本は，

割とハンディで全体的にも絵がしっくりいっていて，それはやっぱりいいなあという

ふうには実際に思いました。この教科書の大きさ等なんですが，子どもたちが持ち運

びをするのにかなり段々と重くなってきている傾向があって，持ち運びするのに大変

かなと思っていて，そういう面でもハンディで，意外とノートを外すともっとコンパ

クトになるしそのへんでは利用しやすいかなとも思いましたし，このノートっていう

のがほかの所では全然付いてなくて，これが外すことができて，そして書き込むこと

ができるという面では，ほかの会社が，発想をしていなかった面で，やはり優れてい

るなというふうには感じました。 

 

（教育長）ありがとうございます。ほかに御意見はございますか。 

 

（山中委員）先程から各委員さんから意見が出されているわけなんですけれども，１単元

1教材で，これだけのものがあるということで，本当にきちっとやっていくならば，ど

の教材にも同じだけの力を注いでいくと，本当にもう大変なことになると思います。や

はり各学校によって目指すべき学校目標もあり，大切にしていくものもあり，それが道

徳の年間教育目標の中にも生かされていると，私は思っています。それによってその後

の教材そのものも濃淡付けると言いますか，そういった裁量の余地というか，そういっ

たものもやっぱり認めていっていただきたいなというふうに思うことと，それからこの

２つ，Ａ選定されたものの中で，先程説明していただきました，日本文教出版の３５ペ

ージの「一冊のノート」ですか，８０ページのほうですね。これ２つを見比べただけで

もですね，まあ国語であるならば，原作そのままがすごくこう重視され，尊重されるべ

きであるところだというふうに，自分は思うんです。それを教科書であるからといって

削除したりとか，そういったことはなるべく避けるべきだとは思います。ですが，これ

はあくまで道徳の教材ですので，目指すべきものは何かということで，この家族への敬

愛という流れの中で，それもまた１単元の中で進めていくということを考えるならば，

この日本文教出版の様に，なるべく詰めて短くしながら，生徒への負担も軽減させてい

くという部分では，賛成します。それからもう一点は，若い先生方が非常に増えている

という学校の現状ですね。そういった部分では，こういった道徳ノートであるとか，そ

ういった細かいところで，若い先生方の負担を少しでも軽減してあげることができると
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良いと思います。会議の中で私もこう言わせていただいたんですけど，ベテランの先生

になればなるほど，自分の味を出して行きたいところ，目指すべきもの，こうして行き

たい，という思いというのが強くあるわけで，間口が狭められれば狭められるほど，や

りにくさも出てきます。でもやはり今の学校現場の現状を考えるならば，まず中学校で

初めて道徳が教科扱いになって導入される段階であるならば，やはりこの一見方向性が

明確にされたもの，で，進め方もユニット化されながら進めやすいものという意味では，

この日本文教出版のほうがより適しているのかなあと，思います。Ｂ選定された教科書

も見させていただきましたけども，やはりちょっとなと首傾げる様な，はっきり言いま

して，教材もあった中で，このＡ選定されたものは結構精選されて，内容的にも充実し

たものではないのかなというふうには自分は思いました。ちょっととりとめもなく言っ

てしまって申し訳ないんですけども，そういう意味で日本文教出版が，妥当なのかなと

いうふうに思います。以上です。 

 

（教育長）ありがとうございました。限られた時間の中で充実した指導ができるようにと

いうところで御意見をいただきました。ほかいかがでしょうか。 

 

（下古谷委員）私もこのノートが付いているということでですね，教える側の先生も指導

しやすいでしょうし，学ぶ側の生徒さんにしても，いいのかなあというふうなところが

あって，非常に良い教科書だなと思うんですが，ただ，このノートが付いているという

ことは，その２つが分かれてしまったときに，家に忘れてくるとかそういう単純な心配

が少し懸念されます。そういうことは多分中学生ぐらいになると大丈夫だとは思います

が，あと１点ですね，大きさ的にはたしかにこちらのほうがＡ４版で，こちらがＢ５版

という形で，小さくてコンパクトだと思うんですが，実際持ってみると若干Ａ４版のほ

うが軽いのかなというような気がします。ですので，全体的な重量としては実際はこち

らのほうが重たくなってしまうのかなというような気がしたところが心配です。もし，

分かればでいいんですけれども，日本文教出版さんだと，逆にデメリットとしてはどう

いうものが挙げられるのか，教えていただきたいと思います。 

 

（教育指導課長）調査委員会の報告書を見ていただいても，特に，黒丸が付いているよう

なデメリットというのは記載されておりませんので，全体的に使いやすい教科書という

ことはわかるのですけども，委員がおっしゃったように，ノートと教科書が２つに分か

れてしまいますので，使いたいときになくなってしまったりすると，逆に使い辛いが出

てくると思いますが，ノートについては，学校で保管しておくという工夫もできますの

で，一学期が終わった時点で自宅へ持ち帰って，保護者の方にも見ていただくことがで

きると思います。内容的には，調査委員の部長の話を聞かせていただきますと，日本文

教出版の教科書は車で例えるなら，フル装備だというふうに言われていました。色んな

ことが盛り込まれていて，使いやすい教科書だということでしたので，オプションを付

けるよりもフル装備にして，若い教員も使いやすい教科書というふうな報告がなされて

おりましたので，そういった点で，特に大きなデメリットというのはないというふうに

考えております。 
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(下古谷委員)ありがとうございます。 

 

(福嶋委員)最後に，先程ちょっと申し上げたように，重くなってるのはやっぱり問題だと

いうふうに思っていて，この紙質を使うことが発色もいいし，丈夫だからっていう面も

あるとは思うんですが，最近一般的な本では，すごく軽い紙っていうのもあると思うん

です。それでなお発色も良くて丈夫なっていうのがあれば，なお何か子どもたちにとっ

てもありがたいなというふうに思ってるので，お願いをしたいとは思っています。また，

これ全部先生が消化していかなければならないと思うと，先生自身が心のゆとりがなく

なってしまうんじゃないかなあと思うことがあります。全部を必ずしも消化しなくても

よくて，ある程度学校側とか先生方の裁量に任せていただいて，よりその量よりも質を

取るというか，そういう感じの指導を，していただければありがたいなと，いうふうに

思いました。 

 

(教育長)ありがとうございます。教科書のことから指導に至るまで，沢山御意見をいただ

きました。ほかはよろしいでしょうか。それでは御意見も出し尽くしていただいたと思

いますので，お諮りしたいと思います。議案第１８７６号『平成３1年度使用 中学校用 

 

(教育指導課長)教育長，すみません。途中で申し訳ないです。 

 

(教育長)はい。 

 

(教育指導課長)大変申し訳ないのですが，議案の２ページに一覧，中学校と小学校図書，

推薦図書挙げさせてもらってありますけど，理科と生活で誤字がありまして，理科の新

興出版の新という字が，新しいという新というのが正しくなっております。この振とい

うのは間違いです。大変申し訳ございませんでした。訂正の程，よろしくお願いします。 

 

(教育長)申し訳ありませんでした。そうすると，今特別の教科の道徳のことについて，沢

山御意見をいただいたわけですけども，それ以外の小学校教科用図書については，御意

見は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，改めてお諮りいたしま

す。議案第１８７６号『平成３１年度使用 中学校用「特別の教科 道徳」教科用図書及

び平成３１年度使用 小学校教科用図書の採択について』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)それでは，御異議がないようですので，議案第１８７６号を原案のとおり承認い

たします。次に議案第１８７７号「平成３０年度 鈴鹿市教育費第１号 補正予算案につ

いて」をお諮りいたします。 
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（書記）議案を朗読 

 

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

法律第２９条の規定に基づき，市長から意見を求められた平成３０年度鈴鹿市教育費第

１号補正予算案について，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。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，改めてまして，御説明申し上げます。資料は４ページ

をお開けください。議案第１８７７号「平成３０年度 鈴鹿市教育費第１号 補正予算案

について」でございますが，この補正予算案につきましては関係課が分かれますことか

ら，それぞれの課から御説明申し上げます。まず，教育総務課所管分についての御説明

でございますが，教育費補正額内訳の項でいいますところの２つ目ですね，小学校費に

ついてでございますが，小学校費，学校管理費，施設管理費，維持修繕費としまして，

７，２８８万２千円の増額をお願いするものでございます。続きまして，項，その下で，

中学校費の補正額でございますが，中学校費，学校管理費，施設管理費，維持修繕費とし

まして，７２５万８千円の増額でございます。なお，こちらにつきましては，財源内訳

は，全額一般財源でございます。それぞれの補正理由でございますが，本年６月１８日

に発生しました大阪府北部地域における地震により，高槻市の公立小学校のブロック塀

が倒壊し，児童が亡くなるという痛ましい事故を期に，本市では，公立小・中学校のブロ

ック塀の緊急点検を実施いたしました。その結果，１７校の小学校で２９箇所，２校の

中学校で７箇所，旧神戸中学校跡地で３箇所，合計３９箇所のブロック塀について，安

全性が確認できかねるとの点検結果に至りましたことから，児童・生徒の安全を確保す

るために，安全が確認できなかったブロック塀等を撤去し，必要な箇所にはネットフェ

ンス等を設置することとしまして，そのための経費を計上するものでございます。教育

総務課分としては以上でございます。 

 

(学校教育課長)それでは私のほうからは，補正内訳の中の項，教育総務費，目，事務教育

費の中の「就学事業費／就学事務費」の２７万３千円につきまして御説明申し上げます。

今回の補正につきましては，総合住民情報システムの学籍就学システムと就学援助シス

テムに関する元号変更の改修に伴うものでございます。政府が新元号の公表を，平成３

１年４月１日を想定していると発表したため，総合住民情報システムの変更に伴う事前

準備が必要となりましたため，２７万３千円の増額をしていくところでございます。以

上でございます。 

 

(教育指導課長) 教育指導課からは，教育費補正額内訳の中の教育総務費，教育振興費の

学校図書館巡回指導費，１０３万６千円についてです。この１０３万６千円は，学校図

書館教育推進のための読書アドバイザーを１０月から嘱託職員として雇用するための賃

金として予算を計上しております。今年度は，昨年度まで実施してきました委託による

「学校図書館の巡回指導業務」の入札が，予算額が少なかったために不調に終わりまし

て，現在学校図書館教育への支援ができていない状況となっております。そこで，１０

月からアドバイザー1名を嘱託職員として雇用しまして，教育指導課に籍を置きながら，
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各小中学校を巡回して学校図書館教育の推進の役割を担ってもらう方の雇用というふう

に考えておりまして，補正予算に計上いたしました。続いてその下の，幼児教育推進事

業費の１５万円についてでございます。教育振興費のこの１５万円につきましては，幼

稚園から小学校への円滑な接続のあり方や，幼児期の思考力育成に有効な指導方法につ

いて研究するための予算となっております。県の委託を受けて実施するものでございま

して，１５万円全額は，県支出金でございます。内訳としましては，大学講師を招聘する

ための報償費であるとか，先進的な取組をしている園を視察するための旅費を計上して

おります。委託をする幼稚園は，椿幼稚園を考えております。以上でございます。 

 

(教育支援課長)教育支援課からは，教育総務費，教育振興費の不登校対策推進事業費，経

常的経費分２７万６千円の増額についてでございます。この増額につきましては，先程

教育総務課から説明がありました，ブロック塀の点検調査に係る内容とまったく同じで

ございます。この経費に対応する箇所につきましては，適応指導教室さつき教室のブロ

ック塀修繕に係る費用でございます。以上でございます。 

 

(地域協働課長)引き続き，私からは地域協働課所管分につきまして，説明申し上げます。

社会教育費，社会教育総務費の補正内容でございますが，まず，摘要欄のふれあいセン

ター/維持修繕費３５０万円の増額をお願いするものでございます。ふれあいセンターの

空調機の故障により，至急，空調機の更新をするための経費を計上させていただきまし

た。次に，公民館費の摘要欄管理運営費，維持修繕費４９万８千円の増額をお願いする

ものでございます。こちらにおきましては，ブロック塀に関するもので，地域協働課が

所管いたします，すべての施設を確認いたしました結果，公民館におきましては，加佐

登公民館と久間田公民館の２施設のコンクリートブロックの改修が必要となりましたこ

とから予算を計上させていただいたものでございます。続きまして，適用欄，施設整備

費/牧田公民館３，３１４万２千円の増額をお願いするものでございます。当初，予定し

ておりました用地買収にかかる，県の事業認定手続きや，地権者との調整が，スムーズ

に進みましたことから，土地造成費用等を計上させていただきました。最後に，摘要欄

の訴訟費，９０万円の増額について，説明いたします。平成２９年３月に，長太公民館で

発行いたしました「那古の浦歴史紀行」について，その内容の一部を削除するよう求め

る訴えが，津地方裁判所に提訴されました。この訴訟対応を行うため，弁護士費用９０

万円を，予算計上させていただいております。以上が，地域協働課所管分でございます。

よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

(文化財課長)それでは私からは，引き続き文化スポーツ部文化財課所管分について，御説

明申し上げます。まず，歳入につきましては，その他の財源を２５０万円増額するもの

でございます。内訳といたしましては，財団法人自治総合センターからの一般コミュニ

ティ助成金でございます。次に，歳出につきましては，社会教育費の文化財保護費にお

いて指定文化財修復補助金２５０万円，資料館等維持修繕費 １，９５５万８千円を増額

するものでございます。指定文化財修復補助金は，財団法人自治総合センターからの一

般コミュニティ助成金を活用した白子の山中町自治会が所有する勝速日神社祭礼用山車
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の修復に対する補助金でございます。また，資料館等維持修繕費は，佐佐木信綱記念館

におけるコンクリートブロック塀，アスベスト調査費と撤去及び代替設備設置に係る工

事請負費，並びに庄野宿資料館におけるコンクリートブロック塀撤去と代替設備設置に

係る工事請負費でございます。内訳でございますが，佐佐木信綱記念館が，１，６５９万

７千円，庄野宿資料館が，２９６万１千円でございます。以上で，文化財課所管に係る補

正予算の説明を終わらせて頂きます。よろしく御審議いただきますようお願いいたしま

す。 

 

(教育長)では，ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

(福嶋委員)本年度は圧倒的にブロック塀に関する補修，修繕費が多かったんですが，例年

のこの時期の補正予算案と比べると，例年はこういうのがあったんだけど，今年はちょ

っとないよ，とかいうそういう傾向っていうのか，あったら教えていただきたいと思い

ます。まあ全般で結構なんですけど。 

 

(教育次長)例年と比べて福嶋委員がおっしゃったように，今回は大阪の北部地震を受け

たブロック塀のことが特出されております。それ以外につきましては，９月補正自体が

あまり計上されていない年度もございました。去年と比べての比較とか例年通りの比較

っていうのは，中々取りにくいといったような状況でございます。 

 

(福嶋委員)はい，ありがとうございます。 

 

(山中委員)ちょっと聞き漏らして申し訳ないです。訴訟費の９０万円ですが，長太の削除

となって，どの部分の何の削除かちょっとよく分からなかったんですが。 

 

(地域協働課長)すいません，ちょっと説明が足りなかったのかもわかりませんけども，長

太の公民館が３０年を記念しまして，公民館の色々な講座の中で勉強したことをまとめ

た「那古の浦歴史紀行」という冊子がございます。これの記載内容について，一部事実と

異なるから削除してくれというようなことで，訴訟をいただいた案件になっております。

以上でございます。 

 

(教育長)よろしいでしょうか。 

 

(福嶋委員) 先程の件で，よろしいでしょうか。それは何というか，お互い話し合いで解

決できるような，そういうようなことではなくて，裁判沙汰になるような深刻なことに

なったんでしょうか。 

 

(地域協働課長)もちろんその前段で話し合いもありましたし，あと，調停の申し立て等も

あった中で，中々和解ということはできずに，今回相手方のほうが津の裁判所のほうへ

訴えを起こされたという案件になります。 
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(下古谷委員)先程から大阪の地震でということで，ブロック塀に係る費用というのが結

構な額，補正いただいており，基本的には市の持ち出しということになろうかと思いま

すけど，これは多分日本全国で同じような対策をされているので，何か国の補助金をっ

ていうふうな要請みたいなことはできないんでしょうか。 

 

(参事兼教育総務課長)今御説明しましたとおり，今回補正予算案全額市の一般財源にな

ります。地震が発生した当時は，私共も報道を通じてブロック塀の撤去については国の

ほうでも一考するというような報道もありましたが，現時点におきましては，特に文部

科学省のほうから，そういう補助をする旨についての通知，連絡は，ございませんので，

市として直接すべて対応していくという判断に至っています。 

 

(参事兼教育総務課長)先程福嶋委員から，前年度の９月，補正についての御質問がありま

したが，ちなみに前年度の金額だけのベースでの比較になりますが，前年度この８月の，

教育委員会で補正の予算を提示しましたが,７７２万１千円，本年度補正額１億４,１９

７万３千円です。うち，県，国と，その他の財源があるのが５９０万７千円ですので，一

般財源は１８１万４千円ということで，先程次長からも説明がありましたが，うちは大

きな補正はあげておりません。 

 

(教育長)はい，ありがとうございました。御意見いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは，御意見ないようですので，お諮りします。議案第１８７７号「平成３０年度 

鈴鹿市教育費第１号 補正予算案について」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１８７７号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，報告事項に移ります。「教育ＩＣＴ環境整備に関する進捗状況について」を 

お願いいたします。 

 

(教育政策課長)それでは，私からは報告事項の１番目「教育ＩＣＴ環境整備に関する進捗

状況」につきまして，説明申し上げます。別に配付した資料，２ページを御覧ください。

現在の進捗状況でございます。教育ＩＣＴ環境整備の進捗状況に関しましては，コンサ

ル事業者の支援を受けながら，昨年度策定しました鈴鹿市教育ＩＣＴ環境整備方針の再

整理を行っています。鈴鹿市の教育ＩＣＴ環境の目指すべき方向性と整備の必要性，妥

当性を強化した整備方針として再整理しているところでございます。教育情報セキュリ

ティ基本方針につきましては，平成２９年度に文部科学省から，インターネットへの情

報漏えいを防ぎ，児童生徒の情報を守るための対策について「教育情報セキュリティポ

リシーに関するガイドライン」が示されましたが，本市でも情報セキュリティ対策は大

きな課題であり喫緊の要対応事項となっています。教育ＩＣＴ環境を整備するに当たり，
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物理的，技術的，人的なセキュリティ対策も含め，統一したルールとして，鈴鹿市教育情

報セキュリティポリシーを策定する必要がございます。今回，セキュリティポリシーの

中でもセキュリティ確保のための基本的なルールとなる基本方針を策定いたしました。

それでは，３ページを御覧ください。２教育ＩＣＴ環境整備方針についてでございます。 

教育ＩＣＴ環境を整備する目的は，校務の効率化と授業の質の向上を実現し，鈴鹿市立

小中学校における教育全体の質の向上に寄与することにあり，具体的には次の３つの観

点を目標に持ち，校務の効率化と授業の質の向上を実現していきます。１つ目の観点は，

ＩＣＴを利用した更なる教育の充実・高度化に対応すること。２つ目は，校務に係る業

務をＩＣＴによって効率化し，教職員を校務及び授業そのものに集中できるようにする

こと。３つ目は，次期教育ＩＣＴ環境に資するＩＣＴ基盤を整備することです。これら，

３つの観点から，それぞれ，基本的な整備方針を定めました。１つ目は，学習用ＩＣＴ機

器の導入，２つ目は，校務の情報化，３つ目は，教育情報ネットワークの基盤構築としま

した。整備の優先順位の考え方としては，校務，学習を含めた全ての業務のセキュリテ

ィ対策は喫緊の要対応事項であるため，文部科学省のガイドラインに沿った教育情報ネ

ットワークの基盤構築を最優先事項とします。次に，校務を効率化し，教職員の多忙感

を軽減し，教職員の本来業務に集中するための時間を創出する必要があります。そのた

めには基盤構築後，速やかに校務用パソコンの教職員１人１台配備と校務のシステム化

を実施します。校務の効率化により創出した時間や教職員のＩＣＴスキルを活用して，

学習の質の向上を行います。このため学習用ＩＣＴ機器の導入を優先順位の３番目とし

ます。学習系に関するあるべき姿の方向性ですが，資料の４ページを御覧ください。文

部科学省から公表された『「２０２０年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」最終ま

とめ』では，普通教室のＩＣＴ環境整備のステップが示されました。新学習指導要領の

学習を実現させるために必要なＩＣＴ環境とされているＳｔａｇｅ３の実現を将来的な

あるべき姿とし実現させていく予定でございます。しかし，本市の現在の学習用ＩＣＴ

環境はモデル校においても，Ｓｔａｇｅ１を達成できておりません。そのため，先程も

申し上げましたが，将来的には，各学校において，Ｓｔａｇｅ３の実現を目指していき

ますが，まずは，全ての学校でＳｔａｇｅ１の実現を目指します。５ページを御覧くだ

さい。鈴鹿市教育情報セキュリティポリシーについて説明します。統一されたルールを

策定し，共通理解のもと全教職員でセキュリティの確保に努めていくことが必要です。

そのためのルールとして，鈴鹿市教育情報セキュリティポリシーを策定します。６ペー

ジを御覧ください。セキュリティポリシーの体系は，統一的かつ基本的な方針である基

本方針，基本方針に基づきすべての情報資産に共通のセキュリティ対策を実施する上で

の統一的な対策基準，そして基本方針や対策基準に基づいた，各学校別の具体的な実施

手順が必要になります。本市の教育情報セキュリティポリシーのうち，情報セキュリテ

ィ基本方針を策定いたしました。お手元に別冊資料としまして基本方針を配布させてい

ただいております。今後は，この情報セキュリティ基本方針を基に，情報セキュリティ

対策基準を策定の上，実施手順（例）を提示する予定です。実施手順（例）を基に各校の

実情に合わせて実施手順を策定し，セキュリティの確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 
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（教育長）それでは，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）Ｓｔａｇｅ１の実現に向けて予算化されてくわけですけど，Ｓｔａｇｅ１を

達成するのに，これ予算てどれくらいかかるんでしょうか。いったいいくら。 

 

（教育政策課長）現在はベンダーの元に，一緒にＲＦＩという情報提供依頼をかけており

まして，まだちょっとそれの精査のほうができておりませんので，数字がちょっと今の

ところはちょっと見込まれてないんですが，ただ,かなりの高額の投資になると見込まれ

ております。 

 

（福嶋委員）私もさっきこれを見せていただいた時に，その予算，お金の財源の保証とい

うか，計画にうまく合っていくのかなあということを危惧したんですけど，例えば庁内

と市の予算だけで，ひょっとしたら無理なことが生じてくるかも分からないなと思って

おりまして，例えばこういうものを作っている企業さんのほうで，何かこう援助しても

らうとか，何かいいアイディアはないのかなと思っています。ずっと以前に，視察に行

った時に，そういう企業さんで何かうまいこと援助してもらう，そういう手順を利用し

ている，利用して使ってるところがあるっていうのを聞いたことがあって，本来の道で

はなくって，第２の道というか，そういうのも少し考えていったらどうかなと思います。

そういう教育予算に対して，ご自分のところの機具を使ってもらって，こういうふうに

使ってうまく行ってるんですというのを逆に何かいい宣伝になるように使ってもらうこ

とを条件で，獲得する道を思索するのものもひとつの手順，道ではないのかなと思いま

す。 

 

（教育政策課長）今回の学校のＩＣＴ環境整備に関しまして，文部科学省のほうでは，地

方財政措置ということで，５年間各年度単年度で１８０５億円の交付税措置をされてい

ると，いうふうに説明をされております。しかしながら，交付税措置ということでござ

いますので，市の一般財源として受け入れた後の，配分については各市の裁量というふ

うになっておりますので，そのへんについては，総合教育会議のほうで，市長等の市長

部局に，教育委員さんから，なるべくそちらに配分するようにということで，お力添え

をいただければ，ありがたいのかなと思っております。それから先程メーカーさんから

そういう何かこう，寄付とか支援とかいう方法はないかということを仰っていただいた

のですが，残念ながらそのＩＣＴ環境の整備については，鈴鹿市が遅れております。そ

ういう企業さんが寄付とかする場合には先行ケースあるいはモデルケースとして，先に

やって広めていきたい時に多く使われる手法だと思うんですが，そういう状況では今鈴

鹿市がないっていうことから，非常に厳しい状況であると思っております。県内の状況

で申し上げますと，鈴鹿市の先程申し上げました工業用コンピューターの整備率という

のは，全国で１７３１位というのが，２８年度の２９年３月１日現在の調査結果で出て

おりますので，これを何とか，県内のある程度の数字まで持っていきたいというふうに

考えております。 



17 

 

（下古谷委員）そうすると，あまりお金のことは言いたくないんですけど，Ｓｔａｇｅ１

のところに到達するのに，結構お金がかかるということで，今目標としているＳｔａｇ

ｅ３までというと，先生１人１台というふうなところまで，更にパソコンなんかも増や

していこうとすると，もっと費用がかかってくるということで，やはりその，財源の確

保というのが非常に重要になるんだろうなと思います。やはりそこがまず確約といいま

しょうか，何かこうないと，難しいのかなというのがまず１点。それとあと，基本方針の

中で，観点の中で２番目のとこで，本来の校務そのものに教職員が集中できるようにと，

いうのがあって多分１人１台パソコンを持つようになって，セキュリティ上とか色んな

ことをこうしていくことになるとですね，むしろ校務が増えてしまうというようなこと

が少し懸念されてしまいますので，やはり校務負担を前提にしたやり方というのをぜひ

考えていっていただけるとありがたいな，と思います。 

 

（教育次長）下古谷委員，ありがとうございます。教育ＩＣＴの整備につきましては，鈴

鹿市の政策課題の喫緊の課題と認識しているところです。そのために鈴鹿市の２０２３

の実行計画にもしっかり位置付けさせていただいています。先程中々国の補助が，これ

がなく，そのために例えば民間の活力を模索して，今はやりのクラウドファウンディン

グとか，ＳＩＢとか色々ありますけれども，そういうところもこれから可能性は薄いか

もわかりませんが，調査，研究しながら，財源の確保に努めていきたいなと，このように

思っております。 

 

（教育政策課長）金額的なところはちょっと出せる状況にないので申し上げられないん

ですが，大方の目安として，Ｓｔａｇｅ１，Ｓｔａｇｅ３というところで，どういうこと

をしなければいけないか，というところの説明だけ少しさせていただきたいと思います。

大型提示装置，これは従来電子黒板といっておったんですが，電子黒板機能というより

も拡大で表示をするということがまずは必要だというふうに文部科学省のほうも変えて

きまして，これをＳｔａｇｅ１を満たすために必要な台数というのが，普通教室に各１

台，特別教室６室に各１台ということで，鈴鹿市全部で９３７台の大型提示装置が必要

になります。それから実物投影機こちらは小学校のみとなるんですけれども，基本的な

考えとしまして，それが５９８台。そして学習系の指導者用の端末，コンピューターで

ございますけれども，これが１，１８３台，それから学習者用，子どもたちのパソコンな

んですが，これが現在モデル校といわれる中で，一番低いのが合川小学校，１台あたり

４.６人で使用しています。ですので，鈴鹿市全体ですと，一台あたり１４．６人という

ことで，１台を１５人が見ているという感じはちょっと好ましくないので，それを５.２

人というところまで持って来るとすると，３，２００台必要です。それから，それとは別

に，校務系，先生方の校務のための端末として必要なのが，教員１人１台とすると１,０

６１台。それから普通教室の無線ラン環境というものも必要になってきますので，例え

ば，極端な話ですけど，無線ＬＡＮ環境で１校あたりいくらかかかる×４０校分は少な

くとも必要になる，いうようなことになってきます。端末数が多いですので，その掛け

算で１台あたりの端末の価格によって，正直億単位の価格になってくると思われます。
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Ｓｔａｇｅ３を最終的に目指す形としましては，基本的にはその大型提示装置やら実物

投影機といわれるものは変わりません。子どもたちの端末が文部科学省の目指す姿とし

ては，３クラスに１クラス分ということですので，逆に言うと，１台で３人というふう

に考えますと，学習者用のコンピューターが約５,５９０台必要です。１０万円の端末を

買うと５億５千万必要になってきますし，それから，これだけの端末を入れますとそれ

を管理するためのシステムというのも入れないと，単にばら撒いただけではセキュリテ

ィというのは担保できませんので，そのセキュリティを備えるための仕組みというのに

も，結構な費用がかかると思われます。 

 

（下古谷委員）すごい金額になってくるんですけど，仮にこういう，１人１台，今言われ

たパソコンの台数にしろ，プロジェクターの様なものが整備されたとしても，その後の

ランニングコストっていうのが，ソフトをアップデートするだけでも結構な金額になっ

てくるのかなあ，というような気がします。ということでこれから色々ちょっと先を見

据えた予算を組んでいただかないといけないのかなあという気がしてきました。それと，

今その大きく投影するプロジェクターか何かお考えだと思うんですけれども，というの

は，やっぱり最近だと短焦点のプロジェクターになってきているかと思います。黒板の

上にちょっとこうくっつけるような形だと。そうすると結構な費用になるなと思います。

普通にこう，机の上に置いて，投影するだけのものに比べると。やっぱり予算がどんど

ん跳ね上がっていく気がしまして，ぜひ，予算の確保を，お願いしたいと思います。 

 

（教育長）ありがとうございます。 

 

（教育政策課長）ありがとうございます。私ども考えておりますのは，やはり短焦点のプ

ロジェクターで，かつですね，電子黒板機能も持っていないと，やはり単に拡大するだ

けでは，子どもたちの授業の展開としてもやりにくいだろうということがありますので，

その機能をということを念頭に，今情報提供依頼をかけているところでございます。す

でにモデル校で電子黒板を入れている学校あるんですが，導入が早かったというか，か

なり前に導入しておりますので，その規格が古くなっています。今の端末ですとＨＤＭ

Ｉという規格になっています。 

 

（下古谷委員）もう，挿すだけでいいやつですね。 

 

（教育政策課長）はい。音声とかそういうものが全部できるものではないので，使い辛い

という現場の声も頂戴しておりますので，そういうことも考えながら，現場の使いやす

い，そして授業をすぐに始めることができるような形で導入したいというふうに，今の

ところ考えております。 

 

（教育長）本市はスタートも遅れておりますし，制度も遅れているし，喫緊の課題だとい

うふうに捉えております。スタートが遅れた分，やはり充実したものにしたいという思

いがあるんですけど，そうするとやはりお金もかさんでくるというところで，今一生懸
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命精査してもらってます。何とかこう，本当に現実的に，予算の確保に向けてですね，頑

張ってまいりたいというふうに思っております。 

 

（福嶋委員）さっきもお話が出たように，電子機器っていうのはほんとに日進月歩で，い

つ老朽化するかわからないってことがあって，予算の関係と，今導入すると，しばらく

は大丈夫というふうな，そういう，目配りが非常に難しくて，そこのところもぜひよろ

しくお願いします。 

 

（教育長）そうですね，また応援もしてください。 

 

（福嶋委員）はい。 

 

（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。報告事項の

２番目｢平成３０年度 全国学力・学習状況調査 教科に関する調査結果について｣をお願

いします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の２番目，「平成３０年度全国学力・学習

状況調査 教科に関する調査結果について」，報告申し上げます。報告事項の１ページを

御覧ください。４月１７日に，小学校６年生と中学校３年生の全児童生徒を対象に実施

されました全国学力・学習状況調査結果が，７月３１日に国から公表されましたので，

教科に関する調査結果の概要について説明いたします。表の２番目のところになります

が，調査結果は，鈴鹿市・三重県・全国の平均正答率と本市と全国との差をまとめた表と

なっております。見ていただいたとおり，小学校・中学校とも全ての教科において，全国

平均を下回っております。全国の平均を上回ることを目標にして，今まで取り組んでき

ましたので，目標を達成できなかったことにつきましては，重く受け止めております。

しかし，本市の学力調査の結果は，ゆるやかではございますけれども，年々改善傾向に

あります。小学校では，国語Ｂを除く５教科中４教科で，昨年度と比べて全国との差を

縮めることができました。中でも，国語Ａ，算数Ａ，理科は平成１９年度の学力調査開始

以来，全国との差が最も縮まっております。一方，中学校では，国語Ａ・国語Ｂと数学Ｂ

で昨年度と比較して差が開いてしまいましたけれども，数学Ａと理科では，小学校同様，

学力調査開始以来，全国との差を最も縮めております。ゆるやかな改善傾向が続いてい

る１つの要因といたしまして，各学校での授業改善の取組であるとか，家庭と連携した

生活習慣や学習習慣を改善する取組が進んできた結果であると捉えております。今年の

公表時期は，例年より１ヶ月早くなりました。各学校では，夏季休業中に分析を行いま

して，自校の弱みや強みを把握した上で，２学期から直ちに課題克服に向けた取組を進

めていくことになります。教育委員会事務局といたしましては，今後，児童生徒質問紙

であるとか学校質問紙の調査結果も含めて，詳細な分析を行ってまいります。また，今

月２４日に開催されます校長会では，２学期以降の具体的な取組についても説明をさせ

ていただくとともに，引き続いて，学校現場を支援していきたいと考えております。調

査結果の報告については以上でございます。 
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（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（吉澤委員）国語，算数，数学のところがＡとＢに分かれてまして，Ｂは主として「活用」

に関する問題というふうになってますけれども，例えばどういう問題なんでしょうか。 

 

（教育指導課長）Ｂ問題といいますのは，知識を活用して実生活の中でそれを使えるかど

うか，というのを，問うような問題になっております。例えば今年の算数ですと，折り紙

が１枚ありまして，その折り紙を何分割かして輪飾りを作るという問題があります。輪

飾りは，チェーンですけれども，子どもたちはよく輪飾りを作りますもので，その輪飾

りを何メートルか作るのに必要な折り紙の枚数がどれだけ必要になるのかということを

立式して考え，記述で答える問題になっております。そういったところが活用の問題，

Ｂ問題となります。 

 

（吉澤委員）ありがとうございました。 

 

（教育長）ほかはいかがでしょうか。 

 

（下古谷委員）特に小学校のほうは非常に成果が出てきて，ちょっと国語のＢにつきまし

てはちょっと広がってというのは残念ですけれども，やっぱりこれまでスタディチェッ

クとか色々なことを先生方が努力されて，そして，生活スタイルなんかも変えることで，

少しずつこう上昇してきているかなあと，いうことがよくわかるんですけども，ちょっ

と残念なことに中学校のほうが，国語Ａ，Ｂ，数学Ｂにおいては，昨年度よりもぐっと差

が広がってしまった。何かこの原因というのは，わかるようなことはございますか。 

 

(教育指導課長)具体的な分析，詳細な分析はこれからしていきます。どのような課題があ

ったのかについては，また今後報告させていただきたいと思いますが，例えば国語Ｂは

マイナス１.２からマイナス４.２ということで，３ポイント下がっております。これは

全国的に見ましても，昨年度から全国の平均正答率も１０ポイントぐらい下がってるん

です。難しい問題だったんだろうなと思います。鈴鹿の子どもたちがその問題に，十分

対応できなかったというのも，一つ要因として考えられます。あとの教科につきまして

も，改善を図るために鳴門教育大学とも連携しまして，わかりやすい授業作りについて，

日々研究を重ねているところですけれども，何故下がってしまったかという分析につい

ては，今後していきたいと考えています。 

 

(下古谷委員)ありがとうございます。 

 

(福嶋委員)こうやって教育委員会のほうでも熱心に取り組んでいただいていて，色々努

力をされて，少しずつ上がってるなという感じではあります。こういった皆さんの熱意

と，学校現場と一丸となってやっていこうという気運が現場のほうにあるのか，あるい
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は少し温度差があるとか，そういうあたりはいかがでしょうか。 

 

(教育指導課長)学力調査を活用して，正面から向き合って，どこが弱いのかということを

校内研修に取り入れて，学校全体で課題に向けた取り組みを進めている学校は何校かあ

ります。全国の平均正答率を超えた教科というのは市全体で年々，数が増えてきており

ますので，学力調査をしっかり活用して課題改善に向けた取り組みをしている学校は多

いと思っております。しかし，まだ足りないところは私たちも重点的な取り組み等をし

っかりと伝えていかなければいけないと思います。 

 

(福嶋委員)学校単位で多少伸びが結構あった学校と，そうでもなかった学校というのは

極度に差があるんですか。 

 

(教育指導課長)学校の状況の詳細はここでは申し上げられないのですけれども，学校に

よっては昨年度と比較してかなり伸びた学校もございます。ただ，地域性もありますの

で，苦戦している学校もあるということは事実でございます。 

 

(福嶋委員)伸びた学校では，こういう努力をされたとかそういうのを公表していただい

て，ほかの学校も活用するというか，参考にするとか，色々努力していただければとは

思います。 

 

(教育長)はい，もうおっしゃるとおりでありがとうございます。先生方，各学校とも学力

向上に向かう気運というのは高まってきているというふうに感じております。まだ成果

にはちょっと結び付いていないところが，残念ではありますけれども，色んな手立てを

指導課のほうで立てていただいて，進めていこうと思っておりますので，また引き続き

御審議のほど，お願いしたいと思います。色々貴重な御意見をありがとうございました。

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。｢９月教育委員会定例会

の開催について｣をお願いします。 

 

(教育指導課長)すみません，教育長。先程の学力調査の資料の中に，また１つ間違いがご

ざいましたので，訂正させていただきたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

 

(教育長)はい。 

 

(教育指導課長)１調査についての（４）の調査内容というところを御覧ください。イのと

ころで，国語Ｂ，算数Ａ，数学Ｂというふうになっておりますけれども，主として「活

用」ですので，算数Ａが間違っており，Ｂになります。 

 

（教育長）算数Ｂですね。イが算数Ｂですね。 

 

（教育指導課長）算数Ｂになります。申し訳ございませんでした。 
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（教育長）沢山間違えがございまして，申し訳ありません。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，平成３０年９月定例会でございますが，平成３０年９

月２５日火曜日午後４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,９月教育委員会定例会を平成３０年９月２５日火曜

日午後４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。以上をもちまして

平成３０年８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。なお，

休憩を挟んで懇談会を開催いたしますので，委員の皆様は引き続きよろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 

 

 

 

８月教育委員会定例会終了 午前１０時２７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 福嶋 礼子 

 


