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令和元年１０月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和元年１０月２３日（水）午前１０時から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席 教育長（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（山本浩），教育委員会事務局参事（木村元彦），参事兼教育総務課長（山

中敏孝），教育政策課長（竹下直哉），参事兼学校教育課長（梅本秀明），教育指導課

長（堀之内宏行），教育支援課長（神原由明），参事兼子ども育成課長（坂本悦子），

書記（鈴木明），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

(1)平成３０年度教育委員会活動の点検・評価報告書について      （教育総務課） 

(2)就学等に関する規則の一部改正について             （教育指導課） 

(3)学校運営協議会委員の任命について               （教育支援課） 

 

６ 報告事項 

(1)鈴鹿市教育振興基本計画（素案）について            （教育総務課） 

(2)平成３１年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査結果について （教育指導課） 

(3)令和２年度 幼稚園児募集結果について            （子ども育成課） 

 

７ その他 

(1)１１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，ただ今から令和元年１０月教育

委員会定例会を開催します。本日の議事録署名委員は，福嶋委員にお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１９２４号「平成３０年度教育委員会活

動の点検・評価報告書について」をお諮りします。 

 

（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２６条第１項の規定に基づく平成３０年度教育委員会活動の点検・評価報
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告書について，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，議案第１９２４号「平成３０年度教育委員会活動の

点検・評価報告書」について，説明申し上げます。別冊の「平成３０年度教育委員会

活動の点検・評価報告書（案）」を御覧ください。教育委員会活動の点検・評価につ

きましては，報告書（案）１ページに記述のとおり，地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２６条第１項の規定に基づき，教育委員会の活動状況について自らが

点検及び評価を行い，その報告書を作成するとともに，これを市議会に提出し，併せ

て，市民へ公表することが義務付けられております。なお，この点検・評価報告書（案）

の内容につきましては，これまで，６月教育委員会定例会において，担当課の評価を

お示しし，その後，教育委員の皆様及び教育長に加筆・修正していただきました。そ

の上で，再度，担当所属で見直し，８月には，本点検評価の協議のため，第１回教育

委員会懇談会を開催し，御意見をいただいた上で仮確定をさせていただきましたこ

とから，議案をもって内容の説明に代えさせていただきたいと思います。その後，外

部の学識経験者の評価としまして，三重大学の須曽野教授及び瀬戸教授に懇談会終

了後の８月から９月にかけて，御意見をいただきました。いただきました御意見につ

きましては，３２ページ以降に掲載しております。両氏の御意見を一部紹介いたしま

すと，須曽野教授の御意見では，３２ページからの各基本事業に対する御意見をはじ

め，４５ページの「おわりに」におきまして，児童生徒用学習コンピュータ（情報タ

ブレットも含む），教職員用コンピュータ，そして Wi-Fiなど校内ネットワークの整

備は，喫緊の課題です。令和２年度からプログラミング学習が必修となるので，その

ための学習環境の充実は重要です。デジタルネイティブと言える児童生徒が，全教科

や領域等の学習で，効果的，効率的，そして，魅力的に楽しく学べるように，教育予

算の確保や教職員研修の充実をお願いしたいとの御意見を頂戴しております。続き

まして，４７ページからの瀬戸教授の御意見でございますが，「３ 英語教育の課題」

において，「小学校で外国語活動が始まると，小学校段階で児童の英語に関する能力

に差が生じていくことが想定される。中学校入学段階ですでに英語につまづいてい

る生徒に対してどのようなサポートをしていくか，この点については地域の人材を

活用した放課後の学習サポートなどの取組も含めて対策を考えていくことを望む。」

との御意見を頂戴しております。そしてこの度，一次評価から学識経験者の評価まで

の過程を踏まえまして，最終案を報告書としてまとめましたので，議案として提出さ

せていただきました。次に，今後の予定でございますが，本日，本議案について御承

認をいただきましたら，法の趣旨に基づき，市議会１２月定例議会の開会日に，本点

検・評価報告書の冊子を市議会へ提出いたします。また，市民への公表については，

市議会への提出後，総務課の情報コーナーや教育総務課窓口で閲覧できるように冊

子を設置するとともに，教育委員会のホームページに掲載する予定でございます。加

えて，点検評価報告書を公表した旨を，「広報すずか」の１２月５日号に掲載するな

どして周知を図ってまいります。以上でございます。よろしく御審議賜りますようお

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

 

（福嶋委員）毎年市議会に提出していますが，市議会の方では，これについて何か質問

は出ているのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）昨年度，議員さんから特に点検評価の内容に関する御質問はい

ただいておりません。 

 

（山中委員）外部評価について，高い評価をいただいているものもあり，読ませてもら

いました。かなり要望されることも多いので，教育委員会事務局として取り組まなけ

ればならないことも多いのだと思います。アクティブ・ラーニングの継続や英語教育

などを具体的にやっていかなくてはいかないところが出てくると思いました。また，

誤字について，３５ページの「２－１ キャリア教育」の３行目で，「将来の夢や希

望を持つことは個々個人の」の「個々個人」はこれでよいのでしょうか。少しひっか

かりました。それと，「２－２ 教科学習における授業改善」から上へ２行目の部分

の，「時間での活用が定着しる点」は，「している点」ではないでしょうか。 

 

（教育長）山中委員から二つ意見をいただいています。外部評価に対しての様々なやっ

ていかなければいけないことと，表記の点で二点御指摘をいただきました。 

 

（下古谷委員）私も同じように「してほしい」という文言がずっと続いており，「望む」

というところは課題として受け止めていかなければいけないと思います。また，誤字

について，３３ページの真ん中から少し下のところで，「教育委員会としてできるこ

とをについて」の「を」はおかしいというところが一点。それと，全ては拾いきれて

いないと思いますが，４３ページのところの「６－３ 就学前の保育・教育の体制づ

くり」の最後の「継続してほしい」のところは，「。」が抜けていると思います。それ

と一番最後のページの「各学校に提供してことも検討してほしい」は，「提供してい

くこと」だと思います。またチェックしていただければと思います。 

 

（吉澤委員）「４ 健康への意識を高め，健やかな体をもつ子ども」のところで，生活習

慣病の対策にはすごく重点を置いてやってもらっていると思いますが，ＩＣＴ活用

が進んでいる現在では，やはり児童や生徒の視力が低下していくことが危惧されて

いますので，目に関する健康的な配慮というのも強化していってもらいたいと思い

ます。 

 

（教育長）一旦，このあたりで御質問に対して事務局から回答をさせていただきます。 

 

（参事兼教育総務課長）誤字等につきましては，改めて精査させていただき，議会へ提

出前には修正させていただきます。視力に関することにつきましては，パソコン等を
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よく使う時代になってきておりますので，修正等を盛り込むことができないか検討

させていただきたいと思います。 

 

（教育長）これは養護教諭のところになりますでしょうか。 

 

（参事兼学校教育課長）視力のことに関しまして，たしかに全体的な課題になってきて

いることは間違いないと思います。それにつきましても御意見いただいたことを参

考にしながら，検討していきたいと考えています。 

 

（教育長）あと，アクティブ・ラーニングや英語のことに関しては，新しい教育という

ことで，教育委員会がしっかり取り組んでいきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）各現場の管理職や先生方は，これにどのように関わり，受け止めて，どう

やっていくのかということについて，教えてください。 

 

（参事兼学校教育課長）学校では，年度当初に学校の経営方針というのを明らかにしマ

ネジメントしていくのですが，その中で必ず一番の根本になるこういった点検・評価

も含めまして，それを念頭に置きながら学校運営方針を立ててほしいということを，

校長会などでも伝えています。 

 

（福嶋委員）そうすると，校長先生は第一重要項目として受け止めていただいて，学校

の方針等に浸透していくということでよろしいですね。 

 

（教育長）鈴鹿市の大きな教育課題だということを伝えながら，各学校の課題と照らし

合わせながら，これを念頭に置いて学校経営を行うということになります。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮り

します。議案第１９２４号「平成３０年度教育委員会活動の点検・評価報告書につい

て」を,少し修正は加えますが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）先ほどの御意見について，軽微な字句の修正を行い，議案第１９２４号を承

認いたします。 

 

（教育長）それでは次に，議案第１９２５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。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（参事兼教育総務課長）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。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは議案第１９２５号の「就学等に関する規則の一部

改正」について，御説明申し上げます。小学校学習指導要領の改訂に伴いまして，平

成３１年３月２９日付けで，文部科学省から「小学校，中学校，高等学校及び特別支

援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」の通知が出

されました。その通知と三重県教育委員会から示された様式の参考例に基づきまし

て，本市公立小学校の児童指導要録における「指導に関する記録」の様式を改定した

いと考えております。「指導に関する記録」は，学校における教育活動に関し，児童

の学習状況を評価するものでございます。１年間の指導の過程とその結果を要約し

て記述することで，次年度の適切な指導に資するための資料となります。現行様式か

らの主な変更点は，３点ございます。１点目は，道徳を除く各教科の学習の記録にお

ける評価の観点を，全て同一の３観点で統一したことです。７ページの現行様式では，

教科の特性に応じて各観点を設定しておりましたが，４ページの新様式におきまし

ては，道徳以外の全教科におきまして，「知識・技能」，「思考・判断・表現」，「主体

的に学習に取り組む態度」の３観点で記載しております。新学習指導要領では，これ

からの時代を生きる子ども達に必要な力を３つの柱で整理しております。具体的に

申し上げますと，１「実際の社会や生活で生きていく知識及び技能」，２「未知の状

況にも対応できる思考力・判断力・表現力」，３「学んだことを人生や社会に生かそ

うとする学びに向かう力・人間性」の３つでございます。これら３つの育成すべき資

質・能力に基づき，各教科等における「目標」・「内容」も３つの柱で再整理されてお

り，それが，今回，道徳を除く教科に共通する３観点に反映されております。新観点

に基づく各教科における具体的な評価規準や評価方法につきましては，１１月頃に

国から公表される予定となっております。本市におきましても，それを受けまして，

４月からの学習評価が適正に実施されるよう，学校現場への支援を進めてまいりま

す。２点目は外国語科の開始に伴う，数値評価の実施です。現行の学習指導要領にお

きましては，小学校における英語教育の教育課程上の位置づけは，「教科」ではなく

「外国語活動」として実施しておりますので，学習評価にあたりましては，文章記述

にて児童の学習の様子を記載しております。来年度からは小学校学習指導要領の全

面実施に伴いまして，５・６年生におきましては英語が教科化され外国語科として位

置付けられますことから，他教科と同様に３観点に基づく数値評価を行ってまいり

ます。最後に３点目でございますが，「総合的な学習の時間の記録」並びに「特別活

動の記録」における観点の記載の有無についてでございます。現行様式におきまして

は，事前に評価観点を記載しておりますが，新様式におきましては，空欄としており

ます。空欄とする趣旨といたしまして，本来これらの教育活動に関する評価観点は，

学習活動の特質並びに学校が創意工夫を生かすということから，学校の設置者では

なく，各学校が適切に観点を定めるものと示されております。そのため，今回の改定

におきましては空欄といたします。本様式は，本日の定例会で御承認いただきました

ら，公立小学校において，令和２年度から使用したいと考えております。説明は以上
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でございます。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。 

 

（山中委員）総合的な学習の時間の観点について，空欄になり各校の判断になったとい

うことで，各校の特色がここに表れてくると思います。その書き方について，今まで

はＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄとなっていますが，この書き方等について，教育委員会事務局から

何か各学校へ指示などはないのでしょうか。各学校の判断に任せるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）基本的には各学校の判断によるものでございますが，これまでの総合

的な学習の時間の評価と，今回の評価の観点につきまして，大きく変更することもご

ざいませんので，そのことについても各学校へお知らせをさせていただきたいと思

っています。 

 

（福嶋委員）三観点に統一をしたということですが，以前の方がより具体的に書かれて

いて教師としては書きやすい気がしますが，このようにした方がより良いというこ

となのでしょうか。 

 

（教育指導課長）全国的な流れで，この観点で引き継いでいきましょうという内容です

ので，教員がこの内容をしっかりと理解した上で，引継ぎがしっかりできるような記

入の仕方ということで，意思統一はされていくものだと感じております。 

 

（福嶋委員）このようなイメージで，このような観点でしてくださいというマニュアル

のような説明が最初は付いていると理解しやすいと思います。 

 

（教育指導課長）１１月頃に国からの説明事項がございますので，その時に合わせて学

校にお知らせをさせていただこうと思います。 

 

（吉澤委員）以前のものは表裏になっているようで，１枚の用紙に表と裏と印刷されて

います。今回は表裏がないので，１ページずつ作られるということでしょうか。 

 

（教育指導課長）今回につきましても裏面にあります行動の記録や総合所見につきまし

ては現行のものと同一のものとなっております。表裏の両面刷りがどうかというと

ころにつきましては，学校で保管するものにつきましては，両面刷りで保管されるよ

うになっております。一部片面で印刷するようなところもありますが，それについて

特に定めてはおりません。これまで通り表裏というかたちでは紙ベースで示してい

きたいと思っています。 

 

（下古谷委員）この第３号様式について，大きく変わっていると思ったのが，右下の「特

別活動の記録」の「クラブ活動」で，１，２，３年生でこれまでは斜線が入っていた
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のが，新しいものでは，１，２，３年生でクラブ活動が入ってくるということでよろ

しいでしょうか。 

 

（教育指導課長）新しい学習指導要領では，主として４学年以上の同校の児童をもって

組織するクラブと示されていますので，斜線が入っていないことについて，国，県へ

再度確認させていただきます。 

 

（教育長）県に確認をして，そこで指摘があれば斜線を入れるということですね。 

 

（下古谷委員）裏側の総合所見のところで，各学年の書くところが狭くなったのは，大

きな理由があるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）このレイアウトにつきましては，様式に合わせてもう少し幅を広げて

というかたちで考えております。 

 

（福嶋委員）先生が変わられたときにこの書類は結構効力を発揮するのかと思いますが，

先生方は新しい学年や生徒を担当するときに，かなり重視して御覧になっているの

でしょうか。 

 

（教育指導課長）学年間のスムーズな移行につきましては，どの学校も非常に慎重にや

っていることでございますので，もちろんこれもしっかりと見させてもらいながら，

引継ぎをしています。 

 

（福嶋委員）そうすると引継ぎ時によく活用されるということなのでしょうか。普段か

らも活用されるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）総合的な所見も含めて，日頃から必要に応じてしっかりと見させてい

ただいている資料になります。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮り

します。議案第１９２５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，一部県教委への問い合わせはありますが，議案

第１９２５号を原案のとおり承認いたします。 

 

（教育長）それでは次に，議案第１９２６号「学校運営協議会委員の任命について」を

お諮りします。 
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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４７条の６第２項の規定に基づき，学校運営協議会委員の任命を行うにつ

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。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは議案第１９２６号「学校運営協議会委員の任命」

につきまして，説明申し上げます。１０ページを御覧ください。天名小学校長から学

校運営協議会委員の追加として北田誠治様の推薦がございました。北田様につきま

しては，長年，学校体育施設開放運営委員会の委員として，また地域のスポーツ少年

団の指導者として活動をされてきました。さらにまちづくり協議会の青少年部会の

委員としても取組を進められています。加えて学校行事や地域行事にボランティア

として参加されているようです。この度は北田様から学校や地域の課題がある中で，

より一層学校や子どもたちの現状を知り，支援できることに取り組みたいとの申し

出があり，校長としても適任と推薦をしたものでございます。天名小学校学校運営協

議会委員は，これまで校長を含めて１０名でございましたが，北田様を加えると１１

名になります。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）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）それでは，御意見もないようですので，お諮りします。 

 

（教育長）議案第１９２６号「学校運営協議会委員の任命について」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１９２６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。「鈴鹿市教育振興基本計画（素案）につい

て」をお願いいたします。 

 

（参事兼教育総務課長）それでは，私からは報告事項の１番目，「鈴鹿市教育振興基本計

画（素案）」につきまして，御説明申し上げます。別冊の「鈴鹿市教育振興基本計画

（素案）」を御覧ください。教育振興基本計画は，教育基本法第１７条第２項により，

「地方公共団体は，地域の実状に応じ，教育の振興のための施策に関する基本的な計

画を定めるよう努めなければならない。」と規定されております。現行の鈴鹿市教育

振興基本計画は，平成２７年度末に第２次の計画として策定したものでございます。
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本年度で計画期間が終了することから，教育委員会各課合わせて，進めてまいりまし

た改訂作業がまとまりましたので，この度素案としてお示しをさせていだだきます。

本市の教育振興基本計画の特徴としましては，鈴鹿市教育大綱を章立てして，鈴鹿市

教育振興基本計画（素案）における，基本理念や基本目標などの施策の根本的な方針

として，基本計画と一体としております。今回の素案につきましても，引き続き基本

計画の中に鈴鹿市教育大綱をおいております。今回お示しさせていただく教育振興

基本計画（素案）は，色分けして記載しております。鈴鹿市教育大綱（案）部分を除

きまして，現在の計画との見直し箇所を分かりやすく御覧いただけるように，現在の

計画は黒字表記，見直し箇所は赤字表記，削除箇所は見え消しして，記述しておりま

す。それでは，素案の１ページ，第１章の「計画にあたって」から説明させていただ

きます。こちらは，計画策定の趣旨，位置付け，期間，内容につきまして記載してお

ります。計画策定の趣旨としましては，現在，全庁的に見直し，改訂作業を進めてい

ます「鈴鹿市総合計画２０２３」の後期基本計画との整合性や，学習指導要領の改訂

など様々な制度改正および社会情勢の変化を踏まえるため，改訂を行うこととしま

した。計画期間につきましては，令和２年度から５年度までの４年間としています。

計画の内容としましては，教育大綱に掲げる施策の基本的方向と「鈴鹿市総合計画２

０２３」の後期計画との連動も引き続き，図っており，それぞれの施策の基本的方向

に成果指標を設定し，施策を効果的かつ着実に実施するための検証改善サイクルの

実現をめざします。また，目標を達成するための具体的な取組に関しましては，７つ

の施策の基本的方向ごとに基本事業をおき，その中で，めざす姿を示すとともに，現

状と課題の分析，主な取組内容，指標を記載しています。加えて，令和２年度からの

４年間において重点的に推進する１６の取組を示しております。４ページでは，「鈴

鹿市総合計画２０２３」との整合・連動をイラストでお示ししております。こちらの

「鈴鹿市総合計画２０２３」の基本計画にあたる部分に鈴鹿市教育振興基本計画を

整合させていきたいと考えています。次に５ページからの第２章としまして，「教育

を取り巻く社会の現状と本市の主要な課題について」記載しております。将来の人口

推計など新しい数値に置き換えを行い，次年度からの新学習指導要領のスタートを

記述するなどの修正を行っております。また，主要な課題につきましては，社会を生

き抜く力を備えた子どもの育成，開かれた学校づくりの推進，多様なニーズに対応で

きる教育環境の充実と，引き続き３課題を位置づけしています。次に教育大綱（案）

につきましては８ページから２０ページでございます。資料の訂正で申し訳ござい

ませんが，８ページ上の鈴鹿市教育大綱(案)の左に第３章の記載が抜けております

ので，追記の訂正となります。この教育大綱は，「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律」により，市長が定めることと規定されており，また，市長，教育長及び教

育委員の皆様からなる総合教育会議で協議することと規定されております。１０月

８日の総合教育会議で委員の皆さまに協議いただき，その結果を反映させていただ

いたものを基本計画（素案）の中に入れさせていただいております。８ページの「１ 

めざす子どもの姿」につきましては，「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」を育むことをめざします。９ページから１０ページの

「２ 基本理念」につきましては，「鈴鹿を愛し，子どもの学びと安全安心を支え，
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絆で育む鈴鹿の教育」を理念とします。また，めざす子どもの姿を実現させるため，

基本理念のもと，「３ 基本目標」としまして１番目に，「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番目に「家庭や地域と共にある学校づくりを推進

します」，３番目に「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」の３

つの目標を設定しました。これらの基本目標を具現化していくために，７つの基本的

方向を設定しています。１２ページを御覧ください。１点目は，「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点目は「基礎・基本を身に付け，自ら

表現する子ども」，３点目は「豊かな感性をもち，自律した子ども」，４点目は「健康

への意識を高め，健やかな体をもつ子ども」，５点目は「命を尊重し，人の多様性を

認め合える子ども」，６点目は「学校とともに子どもを育む地域」，７点目は「子ども

が楽しく安心して学べる環境」でございます。こちらの基本的方向性も含めまして，

緑で枠囲いしましたタイトルにつきましては，教育大綱の変更は行っておらず，説明

の文章を追記，修正させていただいています。次に，第４章「施策の取組」としまし

て２１ページから２５ページを御覧ください。ここでは，「（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」から「（７）子どもが楽しく安心して学べる

環境」まで７つの施策の基本的方向の成果指標と基本事業名を掲載しております。そ

して，２５ページから３１ページまでの施策の基本的方向，基本事業，主な取組内容

の体系におきましては，今後４年間で特に重点を置く取組内容をゴシック体で表記

し，後ろに星印を記載しております。この重点を置く取組につきましては，鈴鹿市教

育振興基本計画の見直しにあたり，事前に行いましたアンケート調査の結果におき

まして，「満足度が低く，重要度が高い項目」に該当しました事業を中心に選定させ

ていただいております。次に，３２ページから６７ページまでは，７つの施策の基本

的方向別の３１の基本事業と，その主な取組内容，指標などを記載しております。次

に，６８ページから６９ページ，「第５章 計画の効果的な推進のために」では，本

計画の進行管理などについて記載しています。なお，今後の予定でございますが，庁

内での協議，市議会への説明を経た上で，１２月から１月にかけてパブリックコメン

トを行い，その結果により必要に応じて修正を加えました最終（案）を教育委員会定

例会におきまして，御承認いただきたいと考えております。以上で報告とさせていた

だきます。 

 

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

 

（福嶋委員）目標値の設定について，例えば２３ページの成果指標のところで，現状値

が１５．６％で，目標値が３５．０％という低い数値から中くらいの目標値を持って

いっているところと，極端になりますが，６６ページになると現状値１００％なのを

目標値１００％となっています。そのように現状値と目標値の設定が，いろいろバリ

エーションがあります。全体的な目標値の設定基準というのは，各項目で任せていて

バラバラになっていたり，例えば１００％でもそれを維持するのが大変なので１０

０％になっているなど，様々な理由があると思いますが，その辺りはどのようにされ

ているのでしょうか。 
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（参事兼教育総務課長）目標値の設定につきましては，成果指標，活動指標などいろい

ろな考え方がございまして，例えば２３ページの現状値１５．６％に対して，目標値

３５．０％の示し方ですが，こちらは前回からこの指標にさせていただいております

が，この３２種目のうち，全国平均値を上回る種目というのが，前回は半分として目

標値を設定しています。重要な指標ではありますが，体力の向上のため，授業日数を

増やしたりする中で，極端に数値を上げるということは困難なことも想定されます

ので，目指すべき目標として若干下げたかたちでの修正を図らせていただきました。

また，６６ページの学校規模の適正化を検討した学校数の割合ということで，こちら

の指標については，学校規模適正化に関する指標の考え方について，担当課で検討さ

せていただいていますが，現在のところ，なかなか明確でわかりやすい指標に結び付

けにくいところがございまして，活動指標ということになるかもしれませんが，１０

０％ということで示させていただいております。この指標の設定基準につきまして

は，人員配置や予算の中で，現実的なところということで総合計画の指標と同じよう

に，各課で定めております。全体的に見ると統一感のない指標も見られるかもしれま

せんが，わかりやすい指標を鑑みながら作成させていただきましたので，御理解をい

ただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）そうすると，現状値も低くて目標値も低いのは難易度が高いということに

なるのですね。そうすると，６６ページの現状値も目標値も１００％というのであれ

ば，目標，指標を変えるなど普通はあるのかなと思いますが，それも設定が難しかっ

たということなのですね。 

 

（参事兼教育総務課長）この指標に関しましては，教育委員会事務局内でも議論があり

まして，この指標でどうなのかということを今でも思案しながらお示しさせていた

だいていることもございまして，委員の意見も踏まえながら新たな考え方で検討で

きることがあれば，再度見直しを含めて考えさせていただきたいと思います。 

 

（教育政策課長）学校規模適正化のところについて，お話させていただきます。毎年度

文部科学省で学校規模適正化に関する検討状況の調査というのがございます。その

中で，毎年本市小中学校４０校について，すべて検討していると回答しています。４

０分の４０で１００ということで，記載をさせていただいておりますし，これは文部

科学省の方から毎年度きちんと検討しているかという調査報告がありますので，そ

こを指標とさせていただきました。そして，毎年引き続き検討していくということで

設定をさせていただきました。 

 

（福嶋委員）毎年やっているということで，量という観点からだと思うのですが，例え

ば，質的に協議した結果や，よく討論されたというような観点から変えるということ

はできなくて，あくまで回数というのが指標と考えた方が良いのでしょうか。 
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（教育政策課長）回数ということではなく，検討校の校数ということで御理解いただき

たいと思います。ですので，４０回ということでなく，４０校全ての学校を検討して

いるということです。毎年度２０年推計の見直しをして，各学校どうなんだというこ

とを把握しています。その中で，例えば丁寧な説明をしなければならない天栄中学校

区や鈴峰中学校区についての議論というのは，それとは別にしていくものだろうと

思っています。それはあくまでも現状の状況の説明に回っている状況であり，学校を

どうこうするということを目標にするということは難しいのではないかと思ってい

ます。 

 

（下古谷委員）５ページの「人口の減少と少子高齢化」のところで，修正していただい

た中に，「17,939人」とありますが，これは何年度の人口なのかがここからは読み取

れません。２０４０年なのか，２０２３年なのか。年度が消えているのではないかと

思います。二点目が，２３ページ第４章の「（５）命を尊重し，人の多様性を認め合

える子ども」のところで，指標が全国学力・学習状況調査から生徒アンケートに変わ

っています。これは，全国学力・学習状況調査の項目がなくなったから，生徒アンケ

ートに切り替わったのでしょうか。 

 

（参事兼教育総務課長）改めて確認し，記載させていただきます。 

 

（教育支援課長）２３ページの指標のところについては，今回「学校での生徒アンケー

トにおいて「クラスの仲間は，わたしのよいところやがんばりを認めてくれる」と回

答した生徒の割合」に変更させていただきました。この生徒アンケートについては，

全ての中学校で実施しています鳴門教育大学との連携での生徒アンケートを活用す

るということで，これに変えさせていただきました。これまでは，自分にはよいとこ

ろがあるという指標のところについて検討したところ，子どもたちが自分自身のこ

とを主観で判断するということで，指標を持ってきましたが，今後は主観というより

周りの仲間やそういった学校のクラスや周りの人から認めてくれているということ

の実感であったり，そういった手応えが感じられるという指標にした方が，人権教育

や多文化共生，不登校といったところを図るうえで，より適しているのではないかと

いうことで，変えさせていただきました。 

 

（下古谷委員）自分ではなく，周辺からということですね。次のページの２４ページの

（６）のところで，「学校とともに」というところが，「学校，家庭とともに」だと思

います。あと，アンケート調査のところで，満足度の低いものを選んだということに

ついては，なるほどと思いました。また３５ページの現状と課題のところに「地球温

暖化や食品ロスなど」と食品ロスというのが突然出てきているのですが，これは何か

特別意味があるのでしょうか。今後鈴鹿市として食品ロスも授業として扱っていく

などの何か意図があって入れているものなのでしょうか。世界的に見ると，マイクロ

プラスチックの方が今は環境問題ではないのかと，自分としては思っていました。あ

と違和感を感じたのが，主な取組内容のところで，「チャレンジ・エコスクール」と
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いうのを消して，「体験的な活動」と変えていますが，そこの文末は「チャレンジ・

エコスクールの取組を推進します。」となっていて，消したものを推進しますという

のは少し違和感を感じました。そして，最後の指標のところでは，「チャレンジ・エ

コスクールに取り組んだ学校の割合」というのが消されて，「環境教育に関する体験

活動を全学年で行っている学校の割合」となっています。あと，４０ページの主な取

組内容の②のところで，「理科室の整備」というのが消されています。理科室の整備

だから消されたのでしょうか。それと，４６ページの指標のところで，「美術作品展，

科学作品展，書写展の来場者数」となっており，今までもそうだったと思いますが，

本来は子どもたちがどう表現していくかなので，生徒数などの方が良いのではない

でしょうか。いろいろ調査できる項目，できない項目というのがあると思いますので，

また考えていただければと思います。それと，あと４７ページの指標が赤字で変わっ

ていまして，「意思決定できるような指導を行った割合」とあり，これは生徒一人ひ

とりではなく，学校の割合ということでしょうか。指導を行った学校の割合であれば，

目標値は１００％にならないかなと思います。また。５１ページの「４－４ 学校給

食の実施」の指標のところで，「中学校給食における副食の食べ残し量の年間平均」

とありますが，これは小学校は入らないのでしょうか。中学校だけになっているのが，

少し気になりました。また，５６ページのところの指標が「学校・幼稚園の防犯教室

の開催回数」とあり，１９回から３０回というのはわかるのですが，これは１校あた

りでよろしいのでしょうか。それとも学校・幼稚園全体で３０回でしょうか。１校で

は少し多いので，全体だとは思うのですが。それと，５７ページの指標のところで，

「取組を積極的に行った割合」というのは，学校の割合だと思います。また６２ペー

ジの指標で，「通学路安全マップを活用した取組を進めている小学校の割合」とあり

ますが，幼稚園は入らないのでしょうか。次に６５ページの指標の「就学援助制度に

ついての広報などによる周知回数」の現状値が６回，目標値が７回とありますが，基

本は年６回というのが続いていくのでしょうか。１回の差ですので，途中経過がどの

ようになるのでしょうか。学校規模適正化のところは，先ほど説明いただきましたの

で，納得しました。あと，６７ページの指標「研修講座を受講した教員の満足度の割

合」のところで，この「満足度」というのを取ってしまうと問題でしょうか。実際に

研修を受けた教員の割合の方が良いのではないかと思いました。 

 

（教育長）たくさん御意見いただきましたので，最初の方からいきたいと思います。ま

ず，教育総務課からお願いいたします。 

 

（参事兼教育総務課長）２４ページの指標の「（６）学校とともに」というところですが，

「家庭とともに」と入りまして，明らかな誤りでございます。訂正させていただきま

す。 

 

（教育指導課長）３５ページの環境教育の食品ロスについて，御指摘のとおりマイクロ

プラスチックのことも世界的に話題にはなっていますが，食品ロスの法律も定めら

れて，極力食品ロスを減らすように努めるようということも示されており，ここに加
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えさせていただき，是非食品ロスの取組が進んでいくような取組をこれから進めて

いきたいという思いで入れさせていただきました。主な取組内容において，チャレン

ジ・エコスクールということが入っていることについては，このチャレンジ・エコス

クールというのも体験的な活動の一つではございますが，表記については委員がお

っしゃるように違和感がございますので，検討させていただきたいと思います。次に

４０ページ，「理科室の整備や実験指導などについて」のところで，理科室の整備に

ついては，理科支援員という方を配備いただいて，ここ数年で整備が進んでいるので

すが，主にこの整備というより実験指導ということを強調したいと思っていること

から，ここを削除させていただきましたが，もちろん整備も含めてお願いをさせても

らっているところです。重きは実験指導というところを中心に行っていきたいとい

うところから，こうさせてもらいました。 

 

（教育長）抜いた方が良いということなのでしょうか。 

 

（教育指導課長）教育指導課としては，抜いたほうが良いという判断です。理科室の整

備というのは本来は学校，教員がすべきことであり，理科支援員を配備して整備とい

うのは不適切ではないかということで，見直しをさせていただきました。 

 

（教育長）４６ページについてはいかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）「美術展，科学作品展，書写展の来場者数」という指標につきましては，

保護者や地域の方々を含めたかたちで考えております。子どもたちの作品等を発表

する場を設けて，自分たちが一生懸命取り組んだという感性や情操を身に付けさた

い，ただそれを地域の方々や保護者にも理解していただきたいという思い，いろいろ

な方々の来場者数で測りたいという思いで，児童生徒のみならずということでつけ

ております。 

 

（教育支援課長）４７ページの指標のところで，委員がおっしゃられたとおり，「学校の」

というのが抜けていると思いますので，「学校の」を入れさせていただきます。そし

て，目標値を１００％にというところは，教育支援課で御指摘のとおり１００％を満

たせるのではないかという議論をかなりしたのですけれども，なぜ１００％にしな

かったかと言いますと，同じ内容の子どもの意識調査との差と思っています。ほとん

ど教員の方の調査は１００％に近いです。４段階のうちのトップボックスと３番目

のボックスですと，学校の評価はほぼ１００％になっていますが，子どもたちの同じ

内容を見ていくと，だいたい１５％から２０％くらいの差があります。どうしてもそ

のような子どもたちの結果を見たときに，１００％と言い切れない学校も出るので

はないかということで，９０％という目標にさせていただきました。 

 

（参事兼教育総務課長）５１ページの学校給食における指標について，中学校給食だけ

でなく，小学校給食もございますが，確実な食べ残しのデータが確認できる施設につ
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きましては，委託しております第二学校給食センターでいろいろな数値を把握して

いるところですので，小学校の数値の把握につきましては，今後の課題とさせていた

だくことで，こちらの指標につきましては中学校に限定して記載させていただいた

ところです。 

 

（教育支援課長）５６ページの指標についてですが，学校・幼稚園１校当たりとして，

市内全体で各校１回の３０回の目標とさせていただきました。続いて５７ページの

指標につきましても，割合の前に学校が抜けていますので，「学校の割合」と修正を

させていただきます。次に６２ページの指標で，幼稚園はということだったのですが，

通学路の安全マップ作りについては，小学校の社会科の授業を利用しながら取り組

んでいる経緯があり，現状が１３校であることから，小学校３０校ということで設定

をさせていただきました。 

 

（参事兼学校教育課長）６５ページの指標の「就学援助制度についての広報などによる

周知回数」につきましては，現状６回ということで，目標値を７回としています。６

回が精一杯ということではありませんが，来年，再来年にかけてあと１回増やしたい

という思いで，７回とさせていただきました。 

 

（教育指導課長）６７ページの指標「研修講座を受講した教員の満足度の割合」という

ことで，「満足度」を取ってはどうかということだったのですが，研修講座につきま

してはほぼ各先生方１００％近い出席率であり，先生方のニーズや意欲を引き出す

ような，こちら側の研修内容を改善していく必要もあるということから，先生方が満

足のいく研修講座にしたいという思いで，満足度の割合を入れさせてもらっていま

す。 

 

（教育長）これで一通り事務局側からの回答がありましたが，これに関してさらに御意

見，御質問などがございましたらよろしくお願いいたします。 

 

（下古谷委員）今，いろいろ説明をしていただきまして，集められる指標，集められな

い指標というのが当然あると思います。きちんと対応したかたちで，理由がございま

したので，これで良いと思います。あと最後に一点，先ほどの点検・評価と同じよう

に最終的には誤字，脱字や，「一人ひとり」というのが一人が漢字で，ひとりがひら

がなという部分や，漢字のものがあったりしますので，最終的にはチェックをかけて

いただければと思います。 

 

（参事兼教育総務課長）そのあたりの確認が不十分なところがございましたので，きち

んと確認させていただいた上で，庁内の会議等に諮っていきたいと思います。 

 

（山中委員）感想として，全体的に読ませてもらって，結構前向きに，よりわかりやす

くなっているのではと感じました。また，質問ですが，６７ページの「主な取組内容」
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の中で，「校内・園内研修体制を一層充実し」とありますが，一層充実する何か手立

てなどはあるのでしょうか。あれば聞かせていただきたいと思います。あと，５７ペ

ージの「不登校対策」の適応指導教室の運営の中で，「学校復帰や進路保障」という

言葉は入っており，すばらしいことだと思います。進路保障という言葉の概念，意味

合いというのは，狭義にも広義にも捉えられますので，ここで言う進路保障とは教育

委員会として，どのように捉えているのでしょうか。その辺りの解釈を教えていただ

きたいと思います。もう一点は５２ページの「主な取組内容」の「①学校・幼稚園に

おける人権教育の推進」の中で，下から２行目，「中学校区で子ども人権ネットワー

クづくりを進めます。」とありますが，これもすごく大変な取組だと思います。これ

も目途等があっての新しいことだと思うのですが，その辺の展望等があれば教えて

いただきたいと思います。それから鈴鹿市人権教育センターの機能強化というのが

赤字で入っていますので，その辺りももう少し具体的に機能強化とはどのようなこ

となのかお聞かせいただければと思います。 

 

（教育長）それでは，より一層高まった表現についてはいかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）６７ページの１点目の内容でございますが，「研修体制を一層充実し」

というところで，もちろん研修講座等も含めて新しい学習指導要領が来年度，再来年

度から全面実施されるに伴って，新しい学習指導要領に則した授業改善等を含めて

各学校で研修が充実していくように指導主事を派遣して，そのような取組を一層進

めてまいりたいという思いから，この「より一層」という言葉で強調させていただき

ました。 

 

（教育支援課長）「進路保障」につきましては，高校，専門学校への進路，そして就職も

含めた方向に向けて，特に欠席日数の多い子どもたちに関して，こういった適応指導

教室において進路情報を的確に提供し，保護者，生徒への不安をできるだけなくして，

最終的に中学校卒業後の方向性について支援をしていきたいということで，「進路保

障」と書かせていただきました。また，「中学校区で子ども人権ネットワークづくり」

につきましては，中学校区におけるいじめや人権課題における話し合いを小中学校

で行う取組を行っておりますので，そういったところを中心に校区の中で，特に小学

校６年生と中学校とのつながりを強めていきたいと考えております。また，そういっ

た中で人権教育センターの方で，中学校の子どもたちに集まっていただいています，

人権に関する取組を進めてもらっている子どもたちが，各学校へ戻っていったとき

の人権を広めていく取組を子どもたちと進めていきたいと思っています。人権教育

センターとしましては，平成２９年度から３０年度により一層研修会を増やしたり，

研修内容を検討し，若手教員にあった研修であったり，ベテラン教員への内容であっ

たり，いろいろな内容をしっかり精査して取り組んでまいりました。今後もそういっ

た人権に関わる課題において，年代別のような方に来ていただいて，充実した取組が

できるような研修内容にしていきたいと思います。 
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（教育長）事務局側から回答させていただきましたが，山中委員いかがでしょうか。 

 

（山中委員）理解できました，ありがとうございます。 

 

（教育委員会事務局参事）先ほどの進路保障のことにつきまして，中学校や義務教育段

階を終えた子，不登校の子も含めて，すべての子どもたちがどのような第一歩を進め

だすのかということは，近年では早い段階から療育相談を始めたり，保護者との面談

を重ねる，また全日制，定時制，通信制など多様な進路形態が広がってきていますの

で，そうした進路先等の情報提供を担当教員や担当がこまめに保護者や子どもと対

応する中で，その子たちの自立に向けた方策を考えているのが現状だと思っていま

す。ただ，人権教育センターの機能強化につきましても，人権教育の研究発表等が当

たっているときには，これまで以上に人権教育センターの職員等に事前の授業づく

りの指導アンケートであったり，職員の校内研修に参加していただく機会なども近

年増えてきているのではないかという感想を持っているところでございます。少し

補足させていただきました。 

 

（下古谷委員）この「進路保障」という言葉ですが，中学校を卒業して高校にいきます，

あるいは就職をしますといういろいろな選択の中で，進路保障ということは１０

０％どこかに行くことを教育委員会として保証しますという意味ではなくて，こう

いう道もあります，このようなことをしたらどうですかということを支援をしてい

くということが，「進路保障」という言葉ということでよろしいでしょうか。 

 

（教育委員会事務局参事）全員が何らかの一歩を踏み出すという道を選定していくとい

うことについての最大限の支援をし，中には一時帰国であったり，もう少し時間をか

けてという子が出る場合もありますが，卒業後についても保護者からの相談があれ

ば，過年度であってものっていくというような体制で進めていきたいと考えていま

す。 

 

（福嶋委員）３４ページ「郷土教育」のところで，市内にある施設をあげていただいて

いるのですが，鈴鹿市にある大きな施設として考古博物館がここで抜けていて，郷土

の文化，景色を学ぶ大きな施設ですので，それも加えていただければと思います。も

う一つは，５６ページの防犯教室の開催回数というのは，これは質と量で言うと，量

の問題というか，回数を高めようということをしようとされているのだと思います。

これは割と努力をしていただければ，よりもっと簡単に上がるのではないかと思い

ます。この目標値の数値になったのは，なぜでしょうか。それとは反対のことで，６

７ページで教員の満足度というのがあったのですが，これは量と質では質を追求す

るという観点になっているということで，指標がよりランクアップしたような感じ

であると思います。私たちが期待するのは，さらにランクアップしていただいて，数

よりも質を上げてほしいと思っています。満足度というのを加えていただいた方が

ありがたかったという感想を持っています。 
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（教育長）まず３４ページの考古博物館についてはいかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）鈴鹿市には本当に素晴らしい考古博物館がございます。郷土教育にも

もちろん必要不可欠な施設だと思いますので，このことにつきましては，再度確認を

させていただき，加えさせていただく方向で考えさせていただきます。 

 

（教育長）それでは，指標の設定の仕方について，質の向上を目指していただくという

ことについて非常に賛同いただいているわけですけれども，その中にあって，５６ペ

ージの指標を設定した理由について，お願いします。 

 

（教育支援課長）３０回という目標値については，防犯教室の開催とさせていただきま

して，近年子どもたちの登下校における防犯，不審者から身を守るための取組が非常

に重要視されています。そういった中で，現実的に中学校からの要望というのはなく

て，ほとんどが幼稚園，小学校で，教育支援課の担当者が年間を通して行くと考えた

時に，幼稚園と小学校でやる時に合わせて実施をする中で，３０回であれば全ての幼

稚園，小学校で実施することができ，３０回とさせていただきました。 

 

（福嶋委員）これはすごく良い指標だということがわかります。 

 

（教育長）少し理解がしにくいかもしれません。 

 

（福嶋委員）頑張った回数というのがよりわかれば，見ている人も納得できるかと思い

ます。 

 

（教育長）３０回というと，全ての小学校で１回という回数になります。 

 

（教育支援課長）今，御指摘いただいた内容について検討し，修正させていただきたい

と思います。 

 

（福嶋委員）中学校は入れなくてもよいのであれば，「小学校・幼稚園の防犯教室の開催

回数」というのでもよいのでないかと思います。学校の先生方も指標が大きすぎると

大変なので，ある程度削っていってもよいところは削っていっても良いと思います。 

 

（吉澤委員）６３ページの「基本事業７－２の施設等の環境整備」について，主な取組

内容に「トイレの洋式化の促進」というのがありますが，これは全てにおいて洋式化

されるのではなくて，和式でしゃがむということによって，足の筋肉がすごく鍛えら

れるという利点がありますので，一つくらいは和式も残していっていただきたいと

思いますが，いかがでしょうか。 
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（参事兼教育総務課長）こちらにつきましては，今の社会生活の中で，児童が和式を使

う機会が非常に少ないということで，洋式化への多くの要望をいただいているとこ

ろです。今後，財政当局との整合を図りながら負担のない限りで進めていく予定です

が，委員のおっしゃられた通り，過去の議会の委員会等においても全ての和式を洋式

化するのではなく，少しは残しておくべきという御意見をいただいているところか

ら，洋式化率を高めていくということについては，進めていく必要があると思います

が，１００％ということではなくて，何らかのかたちで残していく方向で考えていき

たいと思います。 

 

（吉澤委員）４９ページの「基本事業４－３ 食育」の「・学校給食を「生きた食材と

した食に関する指導に取り組む必要があります。」というところで，市報には一番最

後のページに学校給食の人気メニューのレシピというのを紹介いただいているので，

家庭でこのレシピを使って作ることもできますし，給食について親子の会話も持て

るということで，とても良い試みだと思いますので，続けてもらいたいと思います。 

 

（教育長）たくさんの良い意見を頂戴しまして，ありがとうございました。それではし

っかりと反映させていただきたいと思います。それでは，報告事項の２番目，「平成

３１年度（令和元年度）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２番目，「平成３１年度全国学力・学習

状況調査結果」について，御報告申し上げます。別冊となっております水色表紙の「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について，説明

させていただきます。１ページを御覧ください。１の「調査の目的」についてですが，

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。２の「調査の対象等」につきましては，調査実施人数は小学校３０校で，

小学６年生１，７１８人，中学校は教科により人数が異なり，１０校で，中学３年生

１，７１８人から１，７２０人でございます。３の「調査日時・内容」でございます

が，調査方式は，今年度も悉皆調査で，平成３１年４月１８日に行われました。教科

に関する調査の対象教科は，国語，算数・数学，英語でございます。昨年度までは，

国語，算数・数学につきましては，主として「知識」に関するＡ問題と，主として「活

用」に関するＢ問題に分かれておりましたが，今年度は，「知識」と「活用」に関す

る問題が一体的に問われ，記述式の問題が一定の割合で出題されております。続きま

して，２ページ，４の「調査結果の概要」について説明いたします。一昨年度から，

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ており

ます。その理由としましては，「小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「序列化や過度な競争を招かない

ため」となっております。鈴鹿市・三重県・全国の平均正答率は表１，表２のように
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なっております。表のとおり小学校国語におきまして，調査開始以降，初めて全国平

均を上回りました。それ以外の教科におきましては，全国平均を下回っております。

次に，「（２）経年変化」につきましては，３ページと４ページに小学校，中学校それ

ぞれの結果を表３・表４及び図１・図２でまとめております。また，４ページ，図３

には，昨年度のＢ問題と今年度の鈴鹿市と全国の平均正答率の差を掲載しておりま

す。今年度の調査結果を昨年度までの区分に当てはめると，国語，算数・数学につき

ましては，全ての問題が「活用」に関する問題の要素を含んでいるため，昨年度の結

果と比較する際には，Ｂ問題の結果を示しております。本市の学力調査の結果につい

て，小学校では，全国平均を上回った国語のほか，算数においても，調査開始以来，

国との差を最も縮めており，改善傾向にあると考えております。一方，中学校では，

国語，数学ともに昨年度のＢ問題の結果より，国との差を縮めることができたものの，

依然として全国平均との差があります。また，初めての調査となった英語においても，

全国平均を３ポイント下回る結果となっております。次に５ページの図４を御覧く

ださい。「記述式問題における鈴鹿市と全国の無解答率の差の経年変化」についてで

すが，小学校では，国語・算数ともに全国との差が縮まってきております。続いて，

６ページの図５及び表７を御覧ください。中学校では，国語において，昨年度より全

国との差が縮まりました。英語においては，全国より無解答率が少ないという結果に

なりました。次に，７ページの「全国の平均正答率を上回った教科数の割合の経年変

化」でございますが，図６から，年々，上回る教科数が増加してきており，伸び率も

高くなっていることがわかります。続きまして，８ページからは，各教科の調査結果

になります。平成２７年度から３１年度の５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「領域等」と「問題形式」に分けてあります。「問題形式」

について説明いたします。「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，問題を読んで必要な情報を取

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。ここからは，全国平均

を上回った小学校国語につきましては成果を，それ以外の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。まず，小学校国語について，表８をグラフにした，

図７を御覧ください。「書くこと」「読むこと」については，全国平均値を０．５ポイ

ント越えております。全体としては全国平均を上回ったものの，「話すこと・聞くこ

と」，「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」に関しましては，全国平均値を

下回っております。９ページです。小学校算数についてですが，全体的に改善傾向に

ありますが，「量と測定」の領域において，全国との差が大きく開いております。次

に中学校です。１０ページの国語ですが，「書くこと」，「伝統的な言語文化と国語の

特質に関する事項」の領域について，３年連続下降傾向にあり，全国平均値との差が

大きく開きつつあります。１１ページですが，中学校数学につきましては，「図形」，

「関数」，「資料の活用」の３つの領域で昨年度より改善が見られたものの，「数と式」

は全国平均値を大きく下回る結果となりました。１２ページです。中学校英語におき

ましては，全ての領域について，全国平均値を下回りました。次に１３ページの「各

教科に関する質問紙調査の結果」について説明いたします。本稿の見方の３つ目のア
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スタリスクにありますように，本市の課題について，数値を四角で囲み，表してござ

います。肯定的回答の割合が７０％未満であるか，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は課題が大きいとみなしております。また，質

問によっては，実態把握にとどめ，課題としては取り上げていない項目もございます。

小学校国語についての課題ですが，児童質問紙では，「国語の勉強が好きと回答した

割合」，及び，「自分の考えを話したり書いたりするときに話や文章の組立てを工夫す

ること」，「文章や資料を読むときに必要な語や文を見つけたり，文章や段落どうしの

関係を考えたりしながら読むこと」に課題が見られました。学校質問紙では，前年度

までに「補充的な学習の指導を行うこと」，「発展的な学習の指導を行うこと」，「書く

習慣を付ける授業を行うこと」に課題が見られます。１５ページの小学校算数におき

ましては，特に課題となる項目はございませんでした。１７ページの中学校国語につ

きましては，生徒質問紙において，小学校国語の児童質問紙と同じ項目に課題が見ら

れました。１９ページです。中学校数学についての課題ですが，生徒質問紙では，「数

学の勉強が好きと回答した割合」，「説明する問題で最後まで解答を書こうと努力す

ること」，学校質問紙では，前年度までに，「補充的な学習の指導を行うこと」，「発展

的な学習の指導を行うこと」，「実生活における事象との関連を図った授業を行うこ

と」，「計算問題などの反復練習をする授業を行うこと」に課題が見られます。最後に

中学校英語です。２１ページになります。生徒質問紙，学校質問紙の両方から，「授

業において即興で自分の考えや気持ちなどを英語で伝え合うこと」，「スピーチやプ

レゼンテーションなどまとまった内容を英語で発表する活動を行うこと」，「聞いた

り読んだりしたことについて，その内容を英語で書いてまとめたり自分の考えを英

語で書いたりする活動を行うこと」に課題があることがわかりました。各教科に関す

る質問紙調査の結果については以上です。今後は，分析したことを，各校の授業改善

の取組に活かせるよう，校長会等で示して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。別冊の黄色表紙の「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７

０％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併せて，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，本市の課題について概要を報告させていただ

きます。１ページを御覧ください。まず，カテゴリー１の「学びの質」における「（１）

の「学習状況・指導方法」」ですが，小中学校ともに，「課題に対しての取組」，「学習

規律の維持の徹底」に課題が見られます。次に，３ページの「（２）言語活動」を御
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覧ください。ここでも，小中で共通して，「話し合う活動を通じて，自分の考えを深

めたり，広げたりすること」，「自分の考えがうまく伝わるよう，工夫して発表するこ

と」に課題が見られます。来年度から小学校で全面実施となる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，授業改善に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，一人ひとりの教員が意識して取り組むよう，今後も周知・啓発をしていきた

いと考えています。次に，５ページを御覧ください。「（３）探究的な学習」におきま

しては，小中ともに，「総合的な学習の時間で，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をすること」，「道徳において児童生徒自らが自分自身の

問題として捉え，考え，話し合うような指導の工夫をすること」が課題となっていま

す。また，中学校においては，「学級活動の授業を通して，意思決定を意識した指導

を行うこと」にも課題が見られました。次に，７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」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，８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，「家で，自分で計

画を立てて勉強をすること」，「平日の家庭学習の時間」が課題となっています。また，

学校質問紙にある「家庭学習の課題の与え方について，教職員で共通理解を図るこ

と」，「児童生徒に家庭での学習方法等を具体例を挙げながら教えること」について

は，小学校はすべての学校で実施されているものの，中学校では課題となっています。

これまでも家庭学習の充実については機会がある度に説明をしてきましたが，今回

の結果から，引き続き，児童生徒が計画を立てて，自主的に学習に取り組めるよう，

「家庭学習の手引き」等の作成や，発達段階に応じた家庭学習時間の設定などの取組

が各学校に求められます。また，今後も家庭と連携しながら，家庭学習習慣の定着を

図っていくことが必要です。次に，１０ページ，「３ 教員の取組・研修」を御覧く

ださい。小学校では，教育課程の趣旨について，「家庭や地域との共有をはかること」，

「校外の授業研究の場に定期的・継続的に参加すること」に課題があり，中学校では，

「指導計画の作成」，「教育課程表の作成」，「ＰＤＣＡサイクルの確立」，「人的・物的

資源等の活用」など，いわゆるカリキュラム・マネジメントに関わる項目に課題が見

られます。新学習指導要領でも，カリキュラム・マネジメントの充実について記載さ

れており，今後取り組むべき課題であると考えております。また，小中学校共通の課

題として，１１ページ５１番から５３番，１３ページ６５番，６６番の「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。次に，１４ページ，「４ 学

校生活」を御覧ください。学校生活の指導に関する質問については，小中ともに肯定

的回答が１００％となっており，特に課題となる項目はありませんでした。次に，１

５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，「毎日，同じくらいの時刻に寝ること」すなわち，規則正しい生活習慣に

課題が見られます。次に，１６ページ，「６ 家族・地域・社会との関わり」におき
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ましては，小中学校ともに，「地域のことを調べたり，地域の人と関わったりしたと

いう認識の差」，「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」，「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。

次に１９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「自分にはよいところがあると思うこと」に課題があり，中学校では「将来の夢

や希望を持つこと」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，今年度も，３校の小学校で，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」の実施を予定しております。

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うことで，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との大切さを感じ取って

くれると思います。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２１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，善悪が分かっていても，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。いじめなど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

とが必要であると考えます。以上で「鈴鹿市の質問紙調査結果概要」についての説明

を終わります。今後は，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，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３１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）学力を上げるということについて，無解答率を下支えするということが大

切だと思いますが，無解答というのはどういう方が多いのでしょうか。 

 

（教育指導課長）概ね現場を見てきたところ，現場で聞いてきたところによると，解答

に対する意欲がなくなっている子どもが多いというのが一点。それから解答する時

間が足りなかった子ども，それから問題について理解ができなかった子どもという

状況があると聞いています。 

 

（福嶋委員）そうすると，外国籍の方もこの中に多く入っているということなのでしょ

うか。 

 

（教育指導課長）外国籍の児童生徒にももちろん実施しておりますので，この数値にも

反映しております。 
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（福嶋委員）この無解答の中で，半分くらいなのか，大体で結構ですので教えてくださ

い。 

 

（教育指導課長）特に外国籍の子どもについて，区分した調査は行っておりませんので，

御理解いただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）どうにかそのあたりを底上げしないといけないということだと，そこを分

析して対策を取らないといけないのかと思います。勉強される方はどんどんやって

いけるのですが，下半分の方たちをどうにか努力をしていきたいなと思っています

ので，よろしくお願いいたします。 

 

（吉澤委員）黄色表紙の１６ページの２５番や２６番の質問で，全国の平均値より上回

っているということは，外国人が多い鈴鹿市ですので，いろいろと御苦労もあるとお

もいますけれども，これからグローバル化していく社会においてはとても子どもた

ちは大切なことを学んでいるのかなと思って，少し嬉しく思いました。他民族と仲良

くするということは，大事なことだと思います。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の３番目，「令和２年度 幼

稚園児募集結果について」をお願いいたします。 

 

（参事兼子ども育成課長）それでは，私からは，報告事項の３番目「令和２年度幼稚園

児募集結果」につきまして，説明申し上げます。資料１ページを御覧ください。９月

１日から開始しました令和２年度の園児募集の結果でございますが，まず，休園，開

園を判断するために，９月２０日に集計した結果とその後に１０月８日に集計した

結果を記載してございます。まず，９月２０日時点の結果でございますが，椿が２人

となっております。今年度「鈴鹿市立幼稚園の休園及び廃園基準」の改定において，

令和元年５月１日現在，既に園児数が１５人未満である栄幼稚園と椿幼稚園の基準

については，入園希望者が７人未満の場合は開園しないこととしているため，令和２

年度については，椿幼稚園は開園しないことといたします。なお，定員を超えて申込

みがされた園は，ございませんでしたので抽選会は実施しておりません。次に，１０

月８日時点の方を御覧ください。９月２０日以降に申込み及びキャンセルされた方

と，休園になる園に申し込まれた方の希望する進路を反映した人数となっています。

その結果，４歳児の合計は，１６５人であり，昨年度比５２人の減少となっており，

５歳児の合計は，２２９人で，昨年度比２９人の減少となっております。学級数につ

きましては，合計２０学級となり，このまま申込者数に増減がなければ，今年度より

２学級減となる見込みでございます。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。 

 

（下古谷委員）１０月から無償化されましたが，目で見えるかたちでの影響というのは
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出てきているのでしょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）１０月から幼児教育，保育の無償化が実施されていますが，

今のところ数値として表れていないという認識です。当初の予想としては，私立幼稚

園の３歳児の申込みが増えるのではないかということで，予想をしていたのですが，

現時点での数字が分かっていない状況ですので，詳細については不明です。ただ，私

立幼稚園の３歳児の問い合わせが多いということは聞いております。 

 

（福嶋委員）４歳児が５２人の減少で，５歳児が２９人の減少ということですが，この

数値というのはどのように解釈したらよいのでしょうか。自然減少でということな

のか，違う理由があるのでしょうか。 

 

（参事兼子ども育成課長）昨年度と比べて合計８１人の減となっております。少なから

ず無償化の影響があるのではとは考えているのですが，市内の子どもの推計からも

４歳，５歳児とも来年度大幅に減少するという傾向が出ておりますので，その自然減

少も一つの要因であると考えております。双方が関係し合って，今回の数字となって

いるのではないかと考えています。 

 

（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。 

 

（教育長）｢１１月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

（参事兼教育総務課長）１１月定例会でございますが，令和元年１１月１２日（火）午

後２時２５分から創徳中学校２階会議室において，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,１１月教育委員会定例会を令和元年１１月１２日

（火）午後２時２５分から,創徳中学校２階会議室において開催することにいたしま

す。 

 

（教育長）以上をもちまして令和元年１０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。 
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１０月教育委員会定例会終了 午前１１時５８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 


