
鈴鹿市教育振興基本計画（案）に係る意見公募における意見・対応一覧表

1 3
総合計画２０２３との整合・連動の図に、他の関連計画とのつながりも描くべきではな
いか。

教育が関連する分野は多様であり，関連する計画も多岐に及んでいることもあり，「総
合計画2023との整合・連動」の図では，総合計画2023と本基本計画との関係にとど
めることとしておりますので御理解ください。

原案のとおり

2 5
「（３）地域社会、家庭の変容」の部分に、コミュニティスクール、学校運営協議会に
ついての記述がないが、４段落目もしくは５段落目に、学校運営協議会の取り組みを追
記したほうが良いのではないか。

本市では，平成23年4月1日に市内全小中学校をコミュニティ・スクールに指定し，各
学校の教育課題の改善等に保護者や地域住民の参画を得る学校運営協議会を設置してい
ます。学校運営協議会を中核とするコミュニティ・スクールなど教育課題の改善等に役
割を果たす仕組み等については，基本的な方向性「（６）学校，家庭とともに子どもを
育む地域」や，基本事業「６－１地域とともにある学校づくり」で示しています。
「（３）地域社会，家庭の変容」では，近年の教育を取り巻く情勢変化等について記載
しておりますので御理解ください。

原案のとおり

3 5

２ 主要な課題
２番目の「開かれた学校づくりの推進」とあるが、
８ページ　基本目標の（２）にあるように、『家庭や地域と共にある学校づくりを推
進』と、なっている。
これまでの開かれた学校というように、学校側からの上から目線ではなく、今後は家庭
や地域と一緒にという考えであれば、主要な課題や計画内についても『家庭や地域と共
にある学校づくりを推進』に統一するべきではないか。

統一した表現とします。
「２ 主要な課題」の２番目を「地域とともに
ある学校づくりの推進」と修正します。

4 7

子どもの権利条約（「児童の権利に関する条約」）
・説明文の上から２行目に「子どもの権利条約」という記載がありますが、この文だけ
では理解しにくいので、次のような修正をお願いします。
①  案   この記載文の前に説明文を付ける。（用語解説にあるように）
例えば、国連で採択され、わが国でも批准された、子どもの権利条約「児童の権利に関
する条約」・・・とする。
② ①と併記して、鈴鹿市まちづくり基本条例第 6 条にある「子どもの権利」追記。

※「鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（案）」では、「児童の権利に関する条約」と
明記している。整合性が必要。

「子どもの権利条約」は，通称として一般的に使用されていますが，正式名称である
「児童の権利に関する条約」を用い，通称を付記することとします。あわせて，用語解
説の見出しも変更します。
まちづくり基本条例第６条に明記されている子どもの権利については，教育大綱にも明
記されておりますので御理解ください。

7ページの該当箇所について「1989（平成
元）年に国連総会で採択され，日本が1994
（平成6）年に批准した「児童の権利に関する
条約（子どもの権利条約」には，」と修正しま
す。

5 7

生きる権利
・国連が定める「子どもの権利条約」に掲げられる「生きる権利」は、すべての子ども
の命が守られることであり、鈴鹿市教育委員会の意味する「生きる権利」は、“もって
生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受
け、友達と遊んだりすること”を意味する「育つ権利」及び、“自由  に意見を表した
り、団体を作ったりできること”を意味する「参加する権利」で ある。修正をお願い
します。

児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）に示された４つの権利（生きる権利，育
つ権利，守られる権利，参加する権利）が尊重されて，
全ての子どもたちが，人権を保障される中，安全で安心して学び，生活し，等しく幸せ
を享受することができることを目指して教育活動に取り組んで参りますので御理解くだ
さい。

原案のとおり

6 7

基本理念「鈴鹿を愛し・・」
鈴鹿を愛するか否かは子どもたちが選択することであり、子どもの権利条約を明記する
のであれば、この文言は子どもの主体性を尊重していません。

子どもたちが，郷土鈴鹿への愛着や誇りを抱くことができる教育に取り組んで参ります
ので御理解ください。

原案のとおり

■意見募集期間　令和元年１2月24日（火）から令和2年1月27日（月）まで
■意見提出者数：11人
■意見件数：54件

対応No. ページ 御意見の内容 御意見に対する考え方
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対応No. ページ 御意見の内容 御意見に対する考え方

7 8
 「（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」の部分に、「探究
学習、地域課題解決型学習」についても記述しておくべきと考える。

「探求学習，地域課題解決型学習」などの学習方法は，これからの教育に求められる学
習方法の一つと考えていますが，個々の学習方法等については，学校や子どもの実態に
応じながら具体的な学習活動に反映して参りたいと考えていますので御理解ください。

原案のとおり

8 9
 「（２）家庭や地域とともにある学校づくりを推進します」の３段落目に、「放課後
の学校を子どもたちの居場所と考える」という方針を記述するべきではないか。

「放課後の学校を子どもたちの居場所と考える」という方針については，学校管理や学
校施設の利活用のあり方など様々な課題を解決する必要もあり，現段階で方針として示
すことは困難と考えていますので御理解ください。

原案のとおり

9 11
「（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」の３段落目、「グ
ローバル化はこれまで以上に進んでいます。」の部分について、「県内の自治体におい
ても多文化共生の状況が進んでいます。」のほうが良いのではないか。

グローバル化の進展に向けて，県内の各自治体では多文化共生の考え方は広がっている
ものの自治体により，外国人住民の割合や外国人住民数の増加率に差があるなど地域差
もあると考えていますので御理解ください。

原案のとおり

10 15

 「（４）健康への意識を高め、健やかな身体を持つ子ども」の２段落目、「また、鈴
鹿市運動部活動指針に基づき適正な活動を通じて、学習や生活とのバランスを取り、心
身の健全な発達とスポーツライフの充実を図ります。」としたほうが良いのではない
か。

鈴鹿市運動部活動方針に基づく活動時間や休養日の設定等による適正な部活動の運営
は，心身の健全な発達とスポーツライフの充実に寄与することが目的と考えております
ので御理解ください。

原案のとおり

11 15
同じく４段落目、「様々な疾病等を予防し」となっているが、「様々な疾病等の予防
と」としたほうが良いのではないか。

健康長寿は，様々な疾病等を予防することとの関係性が大きいと考えます。様々な疾病
等の予防について考えることを通じて，健康増進や健康長寿に向けた知識及び実践力を
培っていきたいと考えていますので御理解ください。

原案のとおり

12 16
「（５）命を尊重し、人の多様性を認め合える子ども」の「さらに、いじめの問題につ
いては～」の部分について、「さらにいじめの問題については、基本的人権と子どもの
権利の尊重の視点から、」としてはどうか。

基本的人権や子どもの権利の尊重の視点は，いじめの問題にとどまらず教育全体に関わ
る重要な視点と考えて取り組んで参りますので御理解ください。

原案のとおり

13 18

「（７）子どもが楽しく安心して学べる環境」の、３段落目「一方、学校幼稚園施設の
多くは～」、４段落目「また、近年の社会情勢から～」、５段落目「さらに、我が国で
は～」について、「４段落目→　５段落目→　３段落目」としたほうが意味合いとして
読みやすくなるのではないか。

貴重な御意見として承ります。 原案のとおり

14
27
55

文の中で、「ともに」がひらがなになっているが、「共に」に統一しなくてもよいの
か。又は全て「ともに」にするのか。

表記を統一します。
名詞や動詞につく場合は「ともに」とし，人に
つく場合は「共に」とします。

15
29
～
62

基本事業それぞれの最下部に、「関連計画」を記述してはどうか。

教育が関連する分野は多様であり，各基本事業でも関連する計画は多岐に及ぶこともあ
り，本基本計画では総合計画2023と本基本計画との整合・連動について図示しており
ます。なお，各基本事業の取組に当たっては，関連する計画等も参考として参りますの
で御理解ください。

原案のとおり

16 30
「１－１　英語教育」について、主な取組内容に、「英語学習につまづきを持つ子への
対応」も記述するべきではないか。

子どもの学習内容へのつまずきは英語学習にとどまらず，すべての学習活動の中で対応
していく必要があると考え，取り組んで参りますますので御理解ください。

原案のとおり

17 31
「１－２　ＩＣＴを活用した教育」について、現状と課題に「学校での指導体制にあ
たっての人材確保」の視点を入れておくべきではないか。

ＩＣＴを活用した教育の実施に向け，ＩＣＴ支援員の配置等を行い，取り組んで参りま
すので御理解ください。

原案のとおり

2



対応No. ページ 御意見の内容 御意見に対する考え方

18 32

現状ではこの内容に沿って教育が進んでも，進学によって市内に帰る生徒が少なく，都
会で就職する人が多いのが現実。
歴史から整理をし，体系的に鈴鹿市の過去を見えるようにして，郷土に自信の持てるよ
うな施策が必要。
例えば，鈴鹿神戸城を復元し，当時の貴重な歴史的遺物が散逸しているのを集めること
も必要。（明治の廃城で城内の品が失われた。）※市内の実力者，有力者などに分配さ
れている。

貴重な御意見として承ります。
今後の施策の参考とさせていただきます。

原案のとおり

19 32
「１－３　郷土教育」について、現状と課題に「モータースポーツへの関心」の内容を
記述してはどうか。

鈴鹿市には，モータースポーツにとどまらず多種多様な文化・伝統が育まれていること
から，独自に小学校社会科副読本「のびゆく鈴鹿市」を作成し，郷土教育の一環として
活用した学習を行っています。「のびゆく鈴鹿市」では，「モータースポーツ都市宣
言」についても取り上げておりますので御理解ください。

原案のとおり

20 33
「１－４　環境教育」について、現状と課題の部分で「地球温暖化や食品ロス～」とあ
るが、「気候変動や食品ロス～」とするべきではないか。現在は、「気候変動」で表現
されることが多いはず。

「地球温暖化や食品ロスなど」といった身近で具体的な社会問題を取り上げ学習する考
えを示しています。鈴鹿市総合計画2023後期基本計画の単位施策1312「エネルギー
資源の有効利用の促進」でも，地球温暖化防止を推進することとされており，地球温暖
化を取り上げながら環境問題についての学習に取り組んで参りますので御理解くださ
い。

原案のとおり

21 34
「１－５　主権者教育」について、現状と課題の３つ目の点で「行政の仕組み」とある
が、「議会や行政の仕組み」とすべき。行政は執行機関であり、なにをするかを決める
議決機関としての議会の役割も教育に組み入れるべきと考える。

議会の仕組みについて追記します。
基本事業「１－５主権者教育」の現状と課題の
３点目の文中において「議会や行政の仕組みを
考えたりする体験を通して」と修正します。

22 35
「１－６　アクティブラーニングを導入した教育活動」の主な取組内容の②カリキュラ
ムマネジメントの実施に、「地域人材を活用した探究・地域課題解決型学習を推進しま
す。」も追記するほうが良いのではないか。

カリキュラム・マネジメントは，教科等横断的な視点で教育内容等を組み立てる手法で
あって，各学校ではカリキュラム・マネジメントの手法を用いて教育の質の向上を図っ
ていくこととしています。地域人材の活用は，各学校の実態や教育活動に応じて取り組
んで参りますので御理解ください。

原案のとおり

23 36
「２－１　キャリア教育」の現状と課題の部分に、文部科学省が進めようとしている
キャリアパスポートの記述がないが、その点の考えはどうなっているのか？

キャリアパスポートについては，すでに令和元年度校長会で説明しており，令和２年２
月にはキャリア教育担当者会議を開催し，具体的な今後の取組について周知することと
しておりますので御理解ください。

原案のとおり

24 37
③家庭学習の取組
生徒も参加した宿題のあり方検討の取組み

生徒自身が，それぞれの課題に応じて主体的に取り組む家庭学習は，各学校で取り組ま
れているところです。家庭学習は，学力向上に大切な側面と考えており，各学校で学習
内容や学習進度など担当教員が，生徒の実態や学習計画等に応じて提示しています。家
庭学習の習慣化には，家庭の協力をさらに得ていく必要があると考えておりますので御
理解ください。

原案のとおり

25 38
「２－３　読書活動」の主な取組内容②について、放課後も活用する方向性が記述され
ているほうが良いのではないか。

各小中学校では，図書委員会等の活動により各小中学校の実態に応じて放課後の図書館
の利用を行っています。今後も，各小中学校の実態に応じて放課後や長期休業中の活用
を図って参りますので御理解ください。

原案のとおり

26 41
「３－２　情報モラル教育」の現状と課題の部分に、「インターネット上にはフェイク
ニュースや、様々なリスクのある画像などが氾濫しています。」を追記すべきではない
か。

主な取組内容①の「授業における情報モラル教育の推進」で，情報内容を読み解く力に
ついて学習することを示しています。また，②の「情報モラル講座の実施」では，イン
ターネットの正しい使い方について取り扱って参りますので御理解ください。

原案のとおり
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対応No. ページ 御意見の内容 御意見に対する考え方

27 42
「３－３　文化・芸術活動」の現状と課題に、「・楽器などの道具確保の課題がありま
す。」と「・学校における指導者の確保の課題があります。」を追記したほうがいいの
ではないか。

楽器については，計画的に予算を配当しています。また，指導者については，学校の要
望を聞きながら教員を配置して参りますので御理解ください。

原案のとおり

28 42
主な取組内容の「②文化部活動の活性化」について、運動部活動と同様に「適正な活動
を通じて、学習や生活とのバランスを取り、心身の健全な発達と活動の充実を図りま
す。」と記述したほうがいいのではないか。

文化部の活動にも適用する「鈴鹿市運動部活動指針」に基づき，適切に活動することに
ついて追記します。

基本事業「３－３文化・芸術活動」の主な取組
内容「②文化部活動の活性化」に，「文化部の
活動にも適用する鈴鹿市運動部活動指針に基づ
き，指導内容や方法についての工夫・改善，体
罰の根絶など，文化部活動を適正に行いま
す。」と追記します。

29 44 指標　目標値（令和５年度）　90.0％　→　100％
学校規模や学校が目指す改善種目等の違いなど，学校の実態に応じた取組も考慮し，目
標値を設定しておりますので御理解ください。

原案のとおり

30 45
「４－２　健康に関する教育」の現状と課題で、肥満は問題になっているが、「過度の
痩身願望などによる影響」も追記したほうがいいのではないか。

肥満や痩身が課題となっており，子どもたちに様々な影響を及ぼしていることを記載し
ておりますので御理解ください。

原案のとおり

31 47
「４－４　学校給食の実施」の主な取組内容の①で、「おいしい給食」という表現があ
るが、「子どもたちにとっておいしい給食」と、子どもが主体であることを明記する形
が良いのではないか。

学校給食を提供する対象が子どもであることは，明らかと考えていますので御理解くだ
さい。

原案のとおり

32 48

基本計画 5-1 人権教育
・１２月議会において、中西議員の質問を受けて、「子どもの権利」に関する学習を、
小中学校で総合学習の時間（人権教育）を利用して学ぶことが決まったと思います。
このことを受けて、「子どもの権利について学ぶ事業」を基本計画を追加することが必
要です。

※基本計画には、鈴鹿市総合計画 2023 の実行計画番号を明記してください。

子ども権利条約について学ぶ機会を設けていくことを追記します。また，本基本計画で
は，「鈴鹿市総合計画2023」との整合と連動を図ることとし，「鈴鹿市総合計画
2023」の単位施策と7つの基本的方向を一致させ取り組んでいくこととしておりま
す。なお，各基本事業の取組に当たっては，「鈴鹿市総合計画2023実行計画書」でも
公表して参りますので御理解ください。

基本事業５－１「人権教育」の現状と課題の欄
に「社会では，児童虐待の増加や子どもが被害
者となる事件等が依然として憂慮される一方
で，子どもたちが主体的，積極的に社会の担い
手として様々な活動に参加する力の育成が期待
されています。」と追記します。
また，主な取組内容の欄の「①学校・幼稚園に
おける人権教育の推進」の中で5つ目として
「学校では，子どもの権利条約について学習す
る機会を位置づけます。」と追記します。

33 51
「５－３　多文化共生教育」の現状と課題に、「外国につながりのある子どもたちの鈴
鹿社会への適応」の視点があるほうがいいのではないか。

外国人児童生徒の就学支援や，すべての子どもたちに多文化共生教育を行っていくこと
が，鈴鹿市で共に生きていくことにつながると考えておりますので御理解ください。

原案のとおり

34 52
「５－４　安全教育」の主な取組内容の③防災教育の推進で「地域社会との連携」の視
点が抜けているのではないか。

主な取組内容「④家庭，地域および関係機関との連携」の中で，保護者や地域と連携し
た防災学習等の実施を示しておりますので御理解ください。

原案のとおり

35 54
「５－５　不登校対策」について、学校と家庭という関係での視点はあるが、フリース
クールなどをはじめとした第三の居場所の視点も必要ではないか。

様々な関係機関等との連携を図りながら，柔軟で多様な対応を行っていく考えを明記し
ます。

基本事業「５－５不登校対策」の主な取組内容
「④家庭，地域および関係機関との連携」にお
いて，「不登校の要因や背景に応じて，子ども
家庭支援課など様々な関係機関と連携し，柔軟
で多様な対応を行います。」に修正します。
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対応No. ページ 御意見の内容 御意見に対する考え方

36 55

「６－１　地域とともにある学校づくり」の主な取組内容の①「協働型」コミュニ
ティ・スクールの推進があり、その最下段に「中学校区を単位とした取組を支援しま
す。」とあるが、鈴鹿市の現状について、地域づくりなどの動きは小学校区が基本と
なっており、さらに、小学校が分断される形で中学校区とつながっている地区もあり、
中学校区を単位とすることは、鈴鹿市の地域政策と重ならない部分が出てくるのではな
いか。単位はあくまで小学校区であるべきではないか。このように進めるのであれば、
教育委員会は小学校区を基礎単位として、中学校の区割りを再編するべきである。

コミュニティ・スクールは学校単位で指定しており，各学校に学校運営協議会を設置
し，各学校の教育課題の改善等，学校運営の充実に寄与する仕組みとして位置付けてお
ります。地域づくり協議会との連携につきましても，学校ごとに連携を行っており，中
学校では校区の複数の地域づくり協議会と連携しております。
中学校区を単位とした取組は，子どもたちの途切れのない支援をはじめ，学校教育活動
の充実には中学校区の学校間の連携が大切なことから，学校運営協議会においても中学
校区の連携を深めていこうとするものです。
中学校の区割りなどの再編については，保護者や地域との検討を重ね，慎重に進めてい
く課題と考えておりますので御理解ください。

原案のとおり

37 55

「コミュニティ・スクール」と「学校運営協議会」の使い方が判りにくい。
どう違うのか分からない。
＜参考資料＞の資料編にも用語解説があるが同様。
　　　２ページ：学校運営協議会とは任命された人だけか？コミュニティ・スクールと
は別？
　　　３ページと４ページ：「協働型コミュニティ・スクール」と「コミュニティ・ス
クール」の二項目があるが、「コミュニティ・スクール」は元々協働型のはず、敢えて
協働型とする必要はないのではないでしょうか？

「コミュニティ・スクール」は，保護者や地域住民等の声を学校運営に反映させ，地域
とともに子どもの教育に取り組んでいくための仕組みです。「コミュニティ・スクー
ル」には，「学校運営協議会」を設置することとされています。
「学校運営協議会」は，教育委員会が任命する委員により構成され，学校の教育課題や
運営等について協議する機関です。
また，「協働型のコミュニティ・スクール」とは，鈴鹿市が目指す「コミュニティ・ス
クール」の発展モデルです。鈴鹿市では，支援型から連携型へ，そして協働型への発展
を目指しています。
「協働型のコミュニティ・スクール」では，家庭・地域・学校が，教育課題等の共通理
解を深め，課題改善等にそれぞれが責任と役割を主体的に果たす姿を意図しています。

用語解説の「コミュニティ・スクール」の記述
を，「保護者や地域住民等の声を学校運営に反
映させ，学校と保護者や地域住民等が力を合わ
せて学校の運営に取り組む「地域とともにある
学校づくり」を進めるための仕組み。
「コミュニティ・スクール」には，「学校運営
協議会」を設置することとされている。
鈴鹿市では，「支援型から連携型へ，そして協
働型へ」といった発展モデルを定め，家庭・地
域・学校が，教育課題等の共通理解を深め，課
題改善等にそれぞれが責任と役割を主体的に果
たす「協働型のコミュニティ・スクール」を目
指している。」と修正します。
また，用語解説の「学校運営協議会」の記述
を，「教育委員会が任命する委員により構成さ
れ，学校の教育課題や運営等について協議する
機関」と修正します。
なお，用語解説の「『協働型』のコミュニ
ティ・スクール」については，削除します。

38 55

「めざす姿」について
２９ページでは、「めざす姿」について＜２０２３年度までに達成する姿＞を記載とあ
ります。
一方５５ページの「めざす姿」には＜子供たちの・・・・・（省略）・・・・教育活動
が行われています＞と記載されています。
「めざす姿」とは目標であり、それがすでに「・・・行われています」では、言葉じり
としておかしいのではないでしょうか？
「行います」とか「取り組んでいきます」とかに表現でないと意味合いの関連性がなく
なります。
基本事業の他の内容も同様の記述のようですが、混乱を招く分かりにくい表現ではない
でしょうか？

「めざす姿」では，2023年度の目標を定めて，その達成する姿や状態を現在形で表現
しておりますので御理解ください。

原案のとおり

39 56

「６－２　幼稚園・小学校・中学校の一貫した学びの充実」についても、６－１の指摘
と同じで、主な取組内容の①と②にそれぞれ「中学校区」が基本とされ、①は【重点】
とされているが、中学校区は広域であり、多様な地域文化や状況があるはずで、抜本的
に考え方を整理すべきである。中学校は小学校区での教育推進を取りまとめてコーディ
ネートする存在と考えるほうが妥当ではないか。

子どもたちの学校教育活動の充実には，幼稚園・小学校・中学校の円滑な接続や教育方
針等について共有し，中学校卒業時点を目標とした継続的な教育活動が大切なことか
ら，幼稚園・小学校・中学校の連携を進めていくものです。各幼稚園・小学校での地域
の実態や特色を生かしながら連携を深めていく考えであって，中学校としては中学校区
の学校園の中核としての役割を果たしていきたいと考えておりますので御理解くださ
い。

原案のとおり
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40 59
緊急対策として，学校のトイレ全ての改修をせず，各校数か所に絞って改修。
指標　目標値（令和５年度）46.0％　→　50％以上

各学校の現状や建築年度及び今後の長寿命化計画等の方針に応じて計画的に進めて参り
ますので御理解ください。

原案のとおり

41 60
「７－３　就学が困難な子どもへの支援」について、外国につながりのある子どもへの
就学支援の視点を、現状と課題、取組内容のそれぞれに反映するほうが良いのではない
か。

外国人児童生徒の就学支援については，基本事業５－３「多文化共生教育」の中で示し
ておりますので御理解ください。

原案のとおり

42 62
・主体的な取り組み
　子どもたちが健全に，学校で学ぶためには，教職員が生きがいを持って取り組める環
境を構築する。

基本事業7-5「教職員の人材育成」の中で，教職員が生きがいをもって取り組むことが
できる働き方改革を進めるとともに教職員の相談対応や支援を行っていくことについて
明記します。

基本事業「７－５教職員の人材育成」での現状
と課題の欄に「教職員が，やりがいや働きがい
を感じ，生き生きと子どもの教育に向き合うこ
とができるよう様々な対応を講じていくことが
必要です。」と追記します。
また，主な取組内容の欄に「④教職員への支
援」を加え，「教職員が，ワーク・ライフ・バ
ランスを実現し，子どもの教育に生きがいを感
じ，主体的・創造的・発展的な教育活動に取り
組めるよう相談体制や支援体制を充実しま
す。」と追記します。

43 62
「７－５　教職員の人材育成」の現状と課題で、「研修時間の確保と、研修による負担
軽減」という視点も記述したほうがいいのではないか。

研修の機会の必要性や，効果的な校内・園内研修の工夫を行っていく考えを示しており
ますので御理解ください。

原案のとおり

44 63

進行管理
・年度ごとの評価と進行管理は、今後も各事業ごとに実行計画マネジメントシートを
使って実施されると思います。そのため、年度ごとの評価は「外部有識者」だけでな
く、「実行計画マネジメントシートを有効活用して推進していく」ことを追加して明確
にしていただきたいです。

本基本計画の評価及び進行管理は，全ての基本事業について毎年度，取組内容や目標数
値の進捗状況を把握するとともに重点事業を設定し，外部有識者や教育委員の評価を得
て取り組んで参りますので御理解ください。

原案のとおり

45 64
「３　計画の周知」について、「学校運営協議会や各学校ＰＴＡへの説明機会の確保」
という観点も取り入れるほうがいいのではないか。

家庭，地域，学校などに広く知っていただく必要性を示しており，今後も学校運営協議
会などを通じ本基本計画や取組状況等について周知して参りますので御理解ください。

原案のとおり

46 －

計画そのものについては立派な計画であり，是非，実現，実践していただきたいことば
かりです。この計画に対し具体的に実践される現場では相当の努力が必要です。
これを支援するための予算，人材等あらゆる手段を総動員し実践していただきたいと思
います。

貴重な御意見として承ります。
今後の施策の参考とさせていただきます。

原案のとおり

47 －

教育振興基本計画（案）は，完璧だと思われます。内容が多岐多様にわたっている為，
先生方の負担が多いのではないかと思われます。故に基本計画の遂行にあたっては，専
門のスタッフが，必要かと思われます。＜例　先生の増員，教職員のＯＢ，一般ボラン
ティア＞

貴重な御意見として承ります。
今後の施策の参考とさせていただきます。

原案のとおり

48 －
全体的な印象ですが，確かに１つ１つはとても大切なことばかりですが，項目が多く感
じます。もう少し項目を減らし達成度をあげていく方がいいと思います。あまり多いと
どれも中途半端になるような気がします。

貴重な御意見として承ります。
今後の施策の参考とさせていただきます。

原案のとおり
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49 －
学校教育活動で足りない費用を，PTAの財源で，多くまかなっている。PTAの負担を
減らすためにも，教育予算を増額してほしい。

貴重な御意見として承ります。
今後の施策の参考とさせていただきます。

原案のとおり

50 －
運動会で使用するテントにかかる費用が，PTAの財源を圧迫している。近年の温暖化
による熱中症対策として，必需品であるテントを学校へ支給してほしい。

貴重な御意見として承ります。
今後の施策の参考とさせていただきます。

原案のとおり

51 -

＊以下、そもそも論です。

子どもたちの声（相談）を聴く事業がありません。
・いじめや不登校などが課題となる中で、子どもの声（相談）を聴く事業がありませ
ん。独立した「子どもの権利相談室（仮称）」の設置が急務です。

子どもの声を聴くことについては，各基本事業の取組状況を把握する中で，毎年度，児
童生徒へのアンケート調査を実施して参ります。また，子ども議会，子ども会議，中学
校区子ども人権フォーラムなど，様々な児童生徒の参加する機会等を通じて，子どもの
声を聴いて参ります。さらに，計画的な教育相談の実施や，スクールカウンセラー，ス
クールソーシャルワーカー，スクールライフサポーター，不登校対策支援員などの活用
とともに子ども家庭支援課等，様々な相談機関との連携を引き続き図って参りますので
御理解ください。

原案のとおり

52 -

子どもたちの声を聴いた計画なのでしょうか。
・子どもたちの「育つ権利」を保障する「教育振興基本計画」において、子どもたちの
声は反映されているのでしょうか。子どもの権利を明記するのであれば、子どもたちの
声を聴くことが大前提です。
※鈴鹿市まちづくり基本条例：第 6 条「子どもの権利」に、まちづくりに「参加する
権利」が明記されています。

基本事業の指標の現状値及び目標値に，児童生徒へのアンケート調査の結果も反映して
います。また，今後も子ども議会，子ども会議，中学校区人権フォーラムなど様々な児
童生徒の参加する機会等を通じて，子どもの声を聴いて参りますので御理解ください。

原案のとおり

53 -

持続可能な開発目標との整合性（SDGs）が明記が必要です。

持続可能な開発目標（SDGs）では，持続可能な開発のための教育（ESD）が求められ
ており，全ての学習者が，持続可能な開発を促進するために必要な必要な知識及び技能
の習得が求められていると考えます。本基本計画では，様々な学習課題に対して新学習
指導要領に沿って「主体的・対話的で深い学び」を実践するとともにカリキュラム・マ
ネジメントを進めることで質の高い教育に取り組んでいく考えを示しており，このこと
は，持続可能な開発のための教育につながると考えておりますので御理解ください。

原案のとおり

54 - 鈴鹿市教育委員会は、子どもの権利条約の研修会が必要です。
貴重な御意見として承ります。
今後の施策の参考とさせていただきます。

原案のとおり
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