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令和２年 12月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 令和２年 12月 22日（火）午後２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（亀井正俊），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），参事兼教育政策課長（竹下直哉），学校教育課長（磯部仁），教育指導課長

（堀之内宏行），書記（鈴木明），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）令和３年度教職員人事異動基本方針について         （学校教育課） 

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

 

６ 報告事項 

（１）令和３年度鈴鹿市立幼稚園の入園式及び鈴鹿市立小中学校の入学式について 

（教育指導課） 

 

７ その他 

（１）令和３年１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２年 12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，下古谷委員にお願いいたします。

それでは，議事に入ります。議案第 1976号「令和３年度教職員人事異動基本方針につ

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 21 条第３号の規定に関する教職員人事異動基本方針を定めるについて，教

育委員会の議決を得るため，この議案を提出いたします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは議案第 1976号，令和３年度教職員人事異動基本方

針につきまして，説明させていただきます。資料の２ページを御覧ください。昨年度
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と大きな変更点はございません。読み上げまして，説明とさせていただきます。令和

３年度教職員人事異動基本方針（案）。県の人事異動基本方針をふまえ，教職員の人事

異動を積極的に推進し，鈴鹿市の教育の振興と刷新を図る。令和３年度教職員人事異

動基本方針（三重県教育委員会）。令和２年３月に策定された「三重県教育ビジョン～

子どもたちが豊かな未来を創っていくために～」では，「子どもの未来の礎となる『確

かな学力・豊かな心・健やかな身体』の育成」，「個性を生かし他者と協働して未来を

創造する力の育成」などを掲げ，様々な施策を展開しているところである。このため，

各学校では，これらの施策を着実に推進し，本県の教育水準を向上させ，県民の公教

育に対する信頼を高めていかなければならない。また，家庭や地域と連携・協力して

魅力ある学校づくりに取り組むとともに，今後も，質の高い学校経営を目指して継続

的な改善を一層推進する必要がある。こうした中で，教職員一人ひとりが，やりがい

を高め，その能力を十分に発揮し，使命感と情熱を持って，児童生徒の目線に立った

教育の実践に取り組めるよう，次の基本方針に基づき，積極的，計画的な人事異動を

行う。１ それぞれの学校の経営方針に資するため，教職員の適正配置に努める。２ 

校長の意見を尊重する。３ 教職員の年齢・教科・勤続年数等を考慮し，学校運営組

織の充実に努め，あわせて気風の刷新を図る。鈴鹿市内人事異動基本原則。(１）人事

異動については，学校又は個人にとって著しく公平を欠くことのないようにする。（２）

人事異動にあたっては，原則として現任校勤務３年以上の者を対象とする。（３）現任

校での勤務年数は，原則として８年を限度とする。（４）近親者（血族３親等，姻族２

親等）の同一校勤務は，できる限りこれを避ける。（５）往復人事異動（Ａ校，Ｂ校）

は，できる限りこれを避ける。（６）特別な条件を伴う人事異動については，検討する。

上記の内容は，市立幼稚園教員にも準用するが，幼稚園のみ（２）（３）を以下のとお

りとする。（２）人事異動にあたっては，現任園での勤務年数の最低ラインを定めない。

（３）現任園での勤務年数は，原則として６年を限度とする。 

 

（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。 

 

（吉澤委員）鈴鹿市内人事異動基本原則のところで，（２）と（３）について，幼稚園は

準用しないとありますが，これはどうしてでしょうか。 

 

（学校教育課長）基本的に三重県の方で決まっているものをベースとして作っていまし

て，そちらで幼稚園は特に最近の人事異動の様子や園児数などを考えていく中に，ど

うしても異動に関して，３年固定というところなどが非常に難しくなってきているの

で，１年で異動ということも総合的に考えさせていただき，このような形とさせてい

ただいております。 

 

（福嶋委員）基本方針に「１ それぞれの学校の経営方針に資するため，教職員の適正

配置に努める。」とありますが，鈴鹿市内の中で，特に特色がある経営方針を持ってい

る学校というのはたくさんあるのでしょうか。 
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（学校教育課長）それぞれの学校で，非常に特色を出していただいておりまして，地域

と密接につながっていたり，また，近くに大きな企業があって，そこと密接につなが

っていることを大事にしている学校や特別支援教育を中心に取り組んでいる学校など，

それぞれの学校で特色を出した教育を展開していただいているところです。 

 

（福嶋委員）では，かなり特色がある学校は多いということでしょうか。 

 

（教育長）その通りです。教育の基本的な方針は，教育振興基本計画に基づきながら，

それぞれの地域性や先生の願いというところで特色を出していただいています。 

 

（教育委員会事務局参事）それぞれの学校で特色があり，これまで散見する中では，外

国語，これは英語ですが，中学校の英語科の教員が，校区の小学校への乗り入れ授業

を行ったり，小学校と様々な交流を行ったりといったことが行われております。この

時には，学校の授業時数が，学習指導要領で定められている授業時数を満たしたうえ

で行われているもので，中学校としては，そのための教員配置を考えてもおります。

同様に，校区の小中学校で国語や数学で小学校との乗り入れ授業を実施することとし

た教員の配置を要望され，学力の向上につなげようとする取組もございました。また，

教育課程外ではありますが，部活動の観点からも学校の特色を考えた上で必要とされ

る専門的な指導が可能な教員の配置を望まれるといったことも学校運営に特色を持た

せようとしての一つと思っております。 

 

（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 1976 号「令和３年度教職員人事異動基本方針について」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 1976 号を原案のとおり承認いたします。

それでは，次に議案第 1977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 

 

（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 1977号の「就学等に関する規則の一部改正」

について，説明申し上げます。中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
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の通知とともに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，来年度

から本市公立中学校の生徒指導要録の様式を改正したいと考えております。主な改正

点ですが，６ページを御覧ください。「指導に関する記録」は，学校における教育活動

に関し，生徒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，２点ございます。１点目は，「特別な教科 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。

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，新様式におきま

しては，「特別な教科 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。新しい学

習指導要領では，これからの時代を生きる子どもたちに必要な力を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働く知識及び

技能」，「２ 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，「特別な教科 道徳」を除く各教科に共通する

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，４月からの学習評価が適正に実施されるよう，各中学校への

支援を進めているところでございます。２点目でございますが，「総合的な学習の時間

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，各学校が自ら定めた

評価の観点を定めるものとされております。そのため，今回の改訂におきましては空

欄といたしました。なお，８ページにあります第７号様式の「中学校生徒指導要録抄

本」につきましても，今回の「中学校生徒指導要録」の改正に合わせ，改めたいと考

えております。以上のことから，第４号様式の１，第４号様式の２及び第７号様式を

改正したいと考えております。これらの様式につきまして，本日の定例会で御承認い

ただきましたら，公立中学校において，令和３年度から使用したいと考えております。 

 

（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）特別の教科道徳は記述式になった訳ですが，この記述式というのはガイド

ラインなどがあるのか，それとも各担任の表現に任せられるのか，その辺はどうなの

でしょうか。 

 

（教育指導課長）三重県教育委員会からもある程度の基準は示されております。それに

基づきまして，各教師が各学年に応じて，子どもたちの成長に合わせた個人内評価と

して文章で端的に記述するという形で進めておりますので，各学校においてはそれぞ

れ意思統一をしていただいております。 
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（吉澤委員）６ページの「指導に関する記録」ですが，今までの細かい項目での評価か

ら，大きく３つの観点からの評価に変わっています。言葉もとても抽象的で評価する

にはとても難しいと思いますが，先生におかれましては大変苦労してみえるところや，

日ごろ創意工夫してみえるところがあれば，教えていただきたいと思います。また，

家庭での協力というのはとても大切だと思いますので，この評価内容の変更というの

を御家庭にも連絡してみえるのかどうかをお聞きしたいと思います。 

 

（教育指導課長）新しい学習指導要領への改訂に伴う評価の観点につきましては，各学

校の方が保護者等にも事前に通知をしていただくことになっております。あわせて評

価の観点につきましては，指導主事が各学校の校内研修に赴き，具体的な評価規準等

についても国立教育政策研究所から参考となる資料をいただいておりますので，そう

いったものを参考に各先生方にも周知，又は理解をしていただくような研修も行って

おります。４月から導入するには，まだ先生方も不安な面もございますが，その辺は

できる限り不安を取り除くように努めているところでございます。 

 

（下古谷委員）６ページ，先ほどの２点目の大きな変更のところで，「総合的な学習の時

間の記録」については各学校が定めた観点ということで，学校としては統一がされて

いるということでよろしいでしょうか。 

 

（教育指導課長）学校におきましては，その観点及び評価規準につきましても意思統一

をしていただいた上で，評価をしていただくようにお願いしております。 

 

（下古谷委員）先生によって変わってしまうと，不公平なところが出るかと思いました

が，学校として統一されていれば良いと思います。それともう１点，６ページの上の

方で教科の欄が空白になっているところがあります。これは何か特別な教科があった

場合に追記をして評価をするということでよろしいでしょうか。 

 

（教育指導課長）現在のところは空欄になっておりますが，国及び県の参考様式に合わ

せて入れさせていただいています。特に追加するようなことも聞いておりません。 

 

（下古谷委員）13ページの旧様式のところで，「各教科の学習の記録」の中に「必修教科」

と「選択教科」が右左に並んでいますが，新様式では，「必修教科」のみになっていま

す。これはよろしいのでしょうか。 

 

（教育指導課長）13ページにつきましては，指導要録抄本ということで，子どもたちの

学習状況を転出や進学する時に付けるものでございました。従来は指導要録の写しを

渡すところなのですが，この抄本についても渡すことができるものとなっておりまし

た。この 13ページの様式につきましては，これまで改定をせず，かなり前の様式でご

ざいまして，選択教科が実施されていた頃の様式となっています。改定していなかっ
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たことに併せて，今回きちんと改定させていただこうと思い提案させていただきまし

た。 

 

（下古谷委員）そうすると，８ページの新しい７号様式では，教科の前に「必修」という

言葉が入っていますが，この「必修」というのはなく，「教科」だけではいけないので

しょうか。 

 

（教育指導課長）８ページに「必修教科」という欄がございますが，もう一度確認をさ

せていただきます。 

 

（下古谷委員）8ページや 13ページで抄本の方では，一番右上の「学校名 卒業年月日」

のところで，卒業の日については「３月 31日」と入っていますが，指導要録の方では

何月何日と書くようになっています。これが３月 31 日というのが変わることがない

というのであれば，指導要録の方もそのまま記入していても良いかと思います。ある

いは変わるのであれば抄本の方も空白の方が良いのかと思いますが，いかがでしょう

か。 

 

（教育指導課長）指導要録につきましては，本来校長が卒業を認定した日ということで，

３月 31 日が適当な日と定められていますが，転出する場合もありますので表記につ

きましては空欄にしております。抄本は卒業後に渡すものであり期日が記入してあっ

ても特に問題はありません。 

 

（教育長）そうすると，県の教育委員会に確認をさせていただいて，必修教科のところ

について必要がないということであれば削除ということでよろしいでしょうか。 

 

（下古谷委員）はい，どうしても必要ということであれば残していくというのは当然だ

と思いますが，特に必修，選択というのがないのであれば，教科だけで良い気がしま

す。 

 

（福嶋委員）抽象的な３観点からの評価というのは，先生方も戸惑うだろうなという印

象を受けています。これはあくまで学校が保管していて，その子に対する評価という

のを学校側で残しておくというものなのでしょうか。通常，御家庭で見る通知表との

連携というのはどのようになっているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）３観点につきましては，通知表においても同じような表記にしており

ます。通知表はこの３観点で表記しつつ，それに加えて国語の知識・技能はどういう

ところで，どのように評価したかという詳細につきましては，それぞれ各学校が保護

者，又は子ども宛てにはっきりとわかりやすいものを別に提示しているということで

す。通知表につきましても同じような３観点で市内の全部の学校が通知を出している

ところでございます。 
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（福嶋委員）保護者の方も自分の子どものどこが弱いのかということが分かる方が良い

と思いますので，その点は各学校側も少し工夫をしていただかないと，このままだと

わかりにくいと思います。 

 

（教育指導課長）各学校につきましても通知表は３観点で表記しておりますが，子ども

や保護者に対して２学期に学習した単元のどの部分で評価したかといったことをきち

んと提示していただいています。 

 

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

します。議案第 1977 号「就学等に関する規則の一部改正について」を,原案のとおり

承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第 1977 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。「令和３年度鈴鹿市立幼稚園の入園式及び鈴鹿市立

小中学校の入学式について」をお願いいたします。 

 

（教育指導課長）それでは，報告事項の１番目，「令和３年度鈴鹿市立幼稚園の入園式及

び鈴鹿市立小中学校の入学式」について，御報告申し上げます。資料の１ページを御

覧ください。幼稚園の入園式の期日につきましては，令和３年４月８日（木）午前 10

時，会場は各幼稚園となっております。小学校の入学式の期日は，令和３年４月７日

（水）午前 10時 30分，会場は各小学校となっております。中学校の入学式の期日は，

令和３年４月７日（水）午後１時 30分，会場は各中学校となっております。なお，開

式時刻につきましては，一部の幼稚園・小中学校で変更となる場合もございます。 

 

（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。 

 

（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。｢令和３年１

月教育委員会定例会の開催について｣をお願いいたします。 

 

（参事兼教育総務課長）１月定例会でございますが，令和３年１月 19日（火）午後２時

から教育委員会室において，開催したいと存じます。 

 

（教育長）ただ今の提案に，御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議ないようですので,１月教育委員会定例会を令和３年１月 19 日（火）
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午後２時から，教育委員会室において開催することにいたします。 

 

（教育長）以上をもちまして令和２年 12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。 

 

 

 

12月教育委員会定例会終了 午後２時 26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 下古谷 博司 

 


