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はじめに 

本市では，平成28年に将来のまちづくりの方向性などを定めた鈴鹿市総

合計画との整合・連動を図るため，教育振興基本計画を全面的に見直し，

少子化，高度情報化，グローバル化のさらなる進展に対応するための英語

教育やＩＣＴ教育，人の多様性を認めあう多文化共生教育や途切れのない支

援を目指した特別支援教育など重点的に推進してまいりました。 

そのような中，近年の社会状況では核家族や共働き等世帯，ひとり親世帯数の増加により，家族の

コミュニケーションや地域とのかかわりが希薄化し，一方で，人工知能（ＡＩ）や情報通信技術（ＩＣＴ）

等の発達により，ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）やsociety5.0時代への対応が求められています。こ

のように，人・もの・情報が複雑に絡み合う社会への転換が進み，子どもたちを取り巻く環境は大きく

変化するとともに，教育に対する課題やニーズも多様化しています。 

国は平成３０年に「第３期教育振興基本計画」を策定し，自立した人間として主体的な判断ができ，

多様な人々と協働しながら新たな価値を創造する人材を育成することで，一人一人が活躍し豊かで

安心して暮らせる社会の実現等を目指す取組を進めています。これに伴い，本市においても今年度か

らスタートする「鈴鹿市総合計画２０２３」の後期基本計画との整合性や，新学習指導要領への対応を

踏まえ，「鈴鹿市教育大綱」を改定するとともに，「鈴鹿市教育振興基本計画」を策定いたしました。 

本計画では，「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」の基本理念を

継承しつつ，子どもたちが予測困難なこれからの社会の変化に適応し，自ら学び，判断して行動し，未

来を切り開くための「生きる力」を培う教育を目指します。 

具体的な内容としましては，ＩＣＴ機器を活用した学習やプログラミング教育，小学校での英語教育，

福祉部局と連携した就学前からの途切れのない特別支援教育，お互いの多様性を認める人権教育，

学校施設の改修など，今後４年間で特に重点を置く16の取組を中心に施策を推進してまいります。 

今後も，地域と連携・協働しながら学校教育の質の向上と将来のまちづくりの担い手の育成を図り，

持続可能な活力あるすずかのまちづくりにつながる教育を一層進めてまいりますので，ご支援とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに，本計画の策定にあたりまして，多くのご意見やご提案をいただきました鈴鹿市教育振興基

本計画審議会委員の皆様をはじめ市民の皆様及び関係者の方々に心から感謝申し上げます。 

令和２年３月 
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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

2006（平成 18）年に教育基本法が改正され，国は同法に基づき教育振興に関

する施策の総合的・計画的な推進を図るため，計画期間を 2008（平成 20）年

度から 2012（平成 24）年度までとする教育振興基本計画を策定しました。 

本市においても，2010（平成 22）年度に国の教育振興基本計画及び第 5 次

鈴鹿市総合計画と連動した鈴鹿市教育振興基本計画（以下「基本計画」という。）

を策定し，2011（平成 23）年度から 2020（令和 2）年度までの 10年間を見据

えた教育のめざすべき方向を明示するとともに，2015（平成 27）年度までの 5

年間に取り組む施策を示し，各施策に取り組んできました。 

その後，国は 2013（平成 25）年度に第 2期教育振興基本計画を策定し，「社

会を生き抜く力の養成」など，2017（平成 29）年度までを計画期間とする教育

行政としての 4つの基本的方向性などを明確にしました。 

本市では，2016（平成 28）年 3 月に策定した将来のまちづくりの方向性な

どを定めた鈴鹿市総合計画 2023（以下「総合計画」という。）との整合と連動

を図るため，総合計画の策定と同時に基本計画を全面的に見直しました。 

その際，2014（平成 26）年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以

下「法」という。）が改正され，「地方公共団体の長は，その地域の実情に応じ，

教育，学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。」

と定められたことを受け，鈴鹿市教育大綱※（以下「教育大綱」という。）を新

たに策定しました。 

その後，国は 2018（平成 30）年度に第 3期教育振興基本計画※を定め，2030

（令和 12）年以降の社会を展望した教育施策の重点事項や，今後の基本的な 5

つの方針を明示しました。 

本市でも，2019（令和元）年度に 2020（令和 2）年度から 4年間を計画期間

とする総合計画後期基本計画が見直されることとの整合性や，学習指導要領※

の改訂など様々な制度改正及び社会情勢の変化を踏まえ，教育大綱及び基本計

画の改訂を行うこととしました。
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２ 計画の位置づけ 

本基本計画は，2016（平成 28）年度に策定した基本計画と同様に，学校教育

を中心とした教育に関する基本的な計画として策定し，教育基本法第 17 条第

2項に基づく本市の教育振興基本計画とします。 

３ 計画の期間 

計画期間は，総合計画の後期基本計画との整合を図るため，2020（令和 2）

年度から 2023（令和 5）年度までとします。 

４ 計画の内容 

本基本計画は，基本理念や基本目標などの施策の根本的な方針として，教育

大綱をおいています。教育大綱は，法により首長が定めることとなっており，

本市では，鈴鹿市教育振興基本計画審議会※からの答申を踏まえ，鈴鹿市総合

教育会議※（以下「総合教育会議」という。）で協議した上で見直しました。 

なお，教育大綱に掲げる施策の基本的方向は，総合計画後期基本計画との整

合と連動を図っています。 

また，教育大綱に掲げる施策の基本的方向ごとに成果指標を設定し，引き続

き施策を効果的かつ着実に実施するための点検及び評価を実施します。目標を

達成するための具体的な取組に関しては，施策の基本的方向ごとに基本事業を

位置づけ，各基本事業には，めざす姿，現状と課題，主な取組内容，指標を記

載することとしました。 

また，基本計画の改訂に向けて PTA，学校運営協議会委員，教員を対象に実

施した鈴鹿市教育振興基本計画策定のためのアンケート調査（以下「アンケー

ト調査」という。）の結果から，「満足度が（平均値より）低く，重要度が（平

均値より）高い項目」を中心に今後の 4年間において重点的に推進する取組を

示し，本市としての特色も表すこととしました。 
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 第２章 教育を取り巻く社会の現状と本市の主要な課題 

 

1 教育を取り巻く社会の現状  

（１）人口の減少と少子高齢化 

住民基本台帳人口に基づく将来推計人口では，本市の人口動向は長期的には減

少傾向にあり，2045（令和 27）年の人口は 171,939人になると推計されています。

これは，2014（平成 26）年の人口と比べ，約 29,000人減少する予測となります。 

また，本市の人口構造については，全国的な傾向と同様に少子高齢化の進展が

止まらず，2045（令和 27）年には 65 歳以上の老年人口は約 2 万人増加する一方

で，15 歳から 64 歳までの生産年齢人口※と 15 歳未満の年少人口は減少し続ける

と予測されています。このような，人口動態は，今後の本市の教育行政や教育環

境等においても様々な影響が及ぶと考えられます。今回の基本計画改訂では，ア

ンケート調査の項目に「学校規模適正化・適正配置」を追加しましたが，今後も

地域の人口動態等に応じた検討が求められます。 

 

（２）急激な社会の変化 

情報通信技術（ICT※）の一層の進展，交通手段の発達などによって，人や物，

情報などが国境を越えて活発に行き来するようになり，グローバル化※はますま

す進み，国際社会の動向が私たちに大きな影響を与える社会となりました。 

このような情報化や技術革新，グローバル化に伴って，小学校ではプログラミ

ング教育や外国語が導入されるなど，2020（令和 2）年度以降，小学校・中学校・

高等学校で順次，新学習指導要領※がスタートします。 

また，より積極的に ICT を活用した教育活動の実施に向け，教育 ICT 環境整備

の促進による学習の質的転換も求められています。 

さらに，東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会をはじめ，様々な国

際的な行事を契機とし，これまで以上に日本を訪れる外国人の増加が見込まれ，

国際交流やユニバーサル化の進展や，様々な立場の人への理解も一層の深まりが

期待されています。本市においても，国際的なモータースポーツ都市であり，も

のづくりのまちとして国内外からの来訪者は多く，人口に占める外国人の割合も

他地域に比べて高くなっています。また，人権感覚を育む人権教育・啓発につい
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ても，引き続き推進する必要があり，互いの価値観を尊重し，多くの人々と協働

していくためのコミュニケーション能力や協調性が，ますます必要とされます。 

このことは，アンケート調査の結果からも「パソコン等を活用した情報活用能

力の育成」，「学力保障のための日本語教育」，「障がいを持つ等の特別な支援を必

要とする子どもへの教育」などの項目で，今後の取組への期待が大きくなってい

ます。 

 

（３）地域社会，家庭の変容 

近年の産業構造の変化は，人々の生活様式の多様化へとつながり，家族のあり

方にも変化をもたらしました。核家族化が進むだけでなく，共働き等世帯数やひ

とり親世帯数は年々増加しており，家族のコミュニケーションの減少や子どもの

貧困問題が憂慮されています。 

また，人と人とのつながりが薄れ，地域コミュニティが衰退していく中，子育

ての悩みをどこにも相談できず，孤立感を募らせる保護者の存在や，児童虐待に

関する相談件数の増加なども深刻化しています。 

アンケート調査の結果でも「就学が困難な子どもや課題を抱える家庭への支援」

や「家庭学習の習慣化」などの項目では，引き続き重要性が高く認識されており，

学校だけでなく家庭や地域とともに取組を進める必要があります。 

本市では，2019（平成 31）年 3月に鈴鹿市地域づくり協議会条例を制定し，地

域の活性化及び地域の課題の解決に，地域住民が主体的に取り組む地域づくり協

議会による地域コミュニティの再生が進められています。 

今後は，小中学校と地域づくり協議会との協働による教育活動の充実や地域コ

ミュニティとの交流の広がりが一層期待され，家庭・地域・学校の相互の連携協

力が，重要となっています。 

 

２ 主要な課題 

前項に掲げた教育を取り巻く社会の現状を踏まえ，この計画の主要な課題とし

て，引き続き次の 3点を位置付けます。 

・社会を生き抜く力を備えた子どもの育成 

・地域とともにある学校づくりの推進 

・多様なニーズに対応できる教育環境の充実 
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第３章 鈴鹿市教育大綱 

 

1 めざす子どもの姿 

鈴鹿市は，豊かな美しい自然に恵まれ，先人が培ってきた伝統ある文化や匠

の技が受け継がれ，ものづくりのまちとして栄えてきました。地域の宝である

子どもの育成については，「青少年健全育成都市宣言（1997（平成 9）年 10月）

で，青少年が，自らの責任を自覚し，誇りと希望をもったやさしくたくましい

人間として成長することを市民総ぐるみで向き合っていくこととしています。 

また，国際的なモータースポーツのまちとして「モータースポーツ都市宣言

（2004（平成 16）年 12 月）」でも，自らの道を創造的に切り開くことのでき

る子どもたちを育てることとしています。 

このような子どもを育むため，これまで本市では全国に先駆けて，開かれた

学校づくりの一環として 2011（平成 23）年度からすべての公立小中学校をコ

ミュニティ･スクール※に指定し，「つなぎつながる鈴鹿の教育」の理念のもと，

家庭，地域，学校が一体となり，子どもの教育に取り組んできました。 

近年，社会ではグローバル化や ICT，人工知能（AI）の進展など世界全体が

飛躍的に変化しています。  

本市においても，将来的に訪れる生産年齢人口の減少や経済規模の縮小が予

想されています。このように社会が変化する中，Society5.0時代※の到来を見

据え，情報活用能力育成への期待は大きくなっています。 

そして，一人ひとりが生涯にわたって主体的に学び続け，これまで以上に便

利で快適な生活を生み出す力を備え，他者との関わりの中で「幸せ」や「豊か

さ」を追求し，社会の発展に貢献する人間を育成することが求められます。 

2018（平成 30）年 6月に閣議決定された国の第 3期教育振興基本計画では，

第 2期教育振興基本計画で示された「自立」「協働」「創造」の 3つの方向性を

継承し，自立した人間として，主体的に判断し，多様な人々と協働しながら新

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 
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たな価値を創造する人材の育成が必要であると示されています。 

また，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，子どもに

とっての 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）

を守ることと定められているように，子ども自身が，本来備えている自分の能

力を高め，主体的に豊かに生きる権利を保障する必要があります。 

本市では，子どもたちが「生きる力※」を身に付け，時代とともに変容する

社会の中でも自分に自信を持ち，社会で自立し，多様な人々とつながり生きて

いくことができるよう，未来への夢と志を持ち，仲間と共に生き生きとたくま

しく育つ教育を進めていきます。 

これらを踏まえ，「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。 

 

2 基本理念 

本市が 2016（平成 28）年 3月に策定した「鈴鹿市総合計画 2023」では，「み

んなで創り 育み 成長し みんなに愛され選ばれるまち すずか」を将来都市像

とし，まちづくりの柱の 1つに「子どもの未来を創り 豊かな文化を育むまち 

すずか」を掲げています。 

近年，子どもや教育を取り巻く環境の変化が大きい時代にあって，将来にわ

たり，人々が学び，働き，豊かに暮らしていくためには，次世代を担う子ども

たちを社会全体で，見守り育む環境づくりが必要です。 

今日，人々のライフスタイルや価値観が多様化し，人間関係や地域コミュニ

ティの希薄化・弱体化が指摘されています。しかし一方で，大規模災害を教訓

に地域の人と人との絆づくりが改めて見直されており，子どもたちが安全で，

安心して学校生活を送ることができる環境づくりは，ますます重要となってい

ます。本市では，すべての学校をコミュニティ・スクールに指定し，地域とと

もに，PTA※や多くの地域ボランティアの協力を得ながら，子どもの教育環境の

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 
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改善に取り組んできました。 

今後は，家庭，地域や様々な事業所・団体，さらには市内各地域づくり協議

会との連携・協力の一層の推進と，ふるさと鈴鹿の未来を担う子どもを育む，

より質の高い教育が求められます。 

また，子どもたち自身の考えや意見を取り入れたり，地域活動等への参加を 

促したりといった地域ネットワークのあり方も考えていく必要があります。 

そのため，これからの社会をたくましく生き抜く子どもを，社会全体で 

それぞれの役割を果たしながら育む教育をめざし，「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」を理念とします。 

 

3 基本目標 

＜3つの目標＞ 

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

定します。 

 

（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 

ICTによる知識・情報・技術をめぐる変化は加速度を増し，Society5.0時

代の到来やグローバル化が進む中，1つの出来事が広範囲かつ複雑に伝搬し，

社会の変化を正確に予測することは難しくなってきています。 

このような変化の大きい社会を生き抜くには，最先端の知識を身に付ける

ことにとどまらず，学びの基盤を固めることも重要とされています。そのた

め，これまでも大切にしてきた「生きる力」を育む教育を進めます。 

また，2020（令和 2）年度に小学校で，2021（令和 3）年度には中学校で

それぞれ全面実施される新学習指導要領では，「主体的・対話的で深い学び」

の視点から「どのように学ぶのか」を大切にした学習活動が求められていま

（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）家庭や地域ととも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 
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す。 

さらに同要領では，言語能力，情報活用能力，問題発見・解決能力を全て

の学習の基盤となる資質・能力と位置付けており，着実な能力育成も求めら

れています。この「主体的・対話的で深い学び」を通じて知識・技能の習得，

思考力・判断力・表現力の育成，学びに向かう力・人間性の涵養をめざして

おり，これらを実現する上では，ICTの活用が有効であるとされていること

から，ICTを効果的に活用した教育を行います。 

幼稚園においても，2018（平成 30）年度に施行された幼稚園教育要領に 

基づき小学校教育への円滑なつながりを見据えた教育を行います。 

 

（2）家庭や地域とともにある学校づくりを推進します 

人は，自分の置かれた環境や人々との出会いの中で多くのことを学びな 

がら育ちます。そのため，保護者や地域住民をはじめ子どもの教育に携わる

様々な団体や関係者等との連携・協力を進め，子どもたちを取り巻く多くの

人々が教育活動に参加することにより，子どもたちの学びや体験等の充実を

図ります。 

 また，各学校のめざす学校像の実現に向けては，それぞれの地域性を生か 

しながら，各学校運営協議会※での熟議を活発に行い，めざす姿や学校教育

と家庭教育の役割について共通理解を深めるなど，家庭，地域，学校が，そ

れぞれの役割と責任を果たしながら子どもの教育に携わる学校づくりに取

り組みます。 

一方，幼児教育の重要性への認識や，早期からの子どもの成長・発達への 

支援の必要性が高まっている中，小学校への就学に向けた就学前からの相 

談体制の充実を図り，福祉や医療等との連携を強化した途切れのない支援 

を行います。 

 

（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 

ICTや AIなどの技術革新や，人口減少等を見据えた地方創生，働き方改 

革への対応，少子化による子どもたちを取り巻く教育環境・養育環境の変 
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化など,常に変化する社会情勢や国・県の動向を注視しつつ，時代の変化や 

要請に応えられる安全で安心な教育環境を整備します。 

そのため，快適な学校施設整備に向けた学校施設の長寿命化や老朽施設 

の改修などについては，「鈴鹿市公共施設等総合管理計画※」に基づきながら 

計画的で，着実な対策を進めます。ICTの活用促進に向けては，安定した運 

用と情報セキュリティ※を確立し，教育の ICT化をより一層推進します。 

また，義務教育終了段階の子どもの姿を見据えた幼稚園・小学校・中学校 

の連携を促進するとともに一定の教育効果を得るために必要な，望ましい 

学習環境を確保する学校規模の適正化・適正配置のあり方についての検討を 

進めます。 

 さらに，教職員の働き方について様々な観点から見直しを進め，教職員の 

働く意欲の向上と子どもの教育の充実を図ります。 

 

4 施策の基本的方向 

＜7つの方向＞ 

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ます。 

7つの基本的方向の 1つめには，今日的な社会情勢を反映させた新たな教

育施策の柱として，21 世紀のグローバル化や知識基盤社会を生き抜く力の

育成の観点を掲げています。 

（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，家庭ととも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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2つめから 4つめは，新学習指導要領でも引き続き大切とされる「生きる

力」や，今後必要とされる資質・能力に関係した観点を掲げています。 

5つめは，様々な人との共生社会の実現をめざすとともに人権尊重の態度

や行動力を育成し，価値観の多様化や，変動する社会の中で自立する力を育

む観点となっています。 

さらに，このような 5 つの方向に示す子どもを育むために必要な環境と

して，6 つめに家庭や地域等との連携・協力の観点を掲げ，7 つめに学校施

設等や子どもたちを取り巻く教育環境の観点を示しています。 

 

（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 

 

グローバル化や ICTによる情報化の進展，価値観の多様化など社会の変化

に応じた教育活動を進めるとともに人々と協働し，主体的・能動的に学び続

け，郷土を愛し，積極的に社会に参画する子どもたちを育成します。 

  

世界との交流がますます盛んとなる 21 世紀においてグローバルな視点を

もち世界にはばたく子どもたちに必要なことは，まず，私たちが培ってきた

郷土の文化や歴史を背景としたアイデンティティ※を大切にすることです。 

本市は，海や山の豊かな自然に恵まれているほか，伝統産業としての伊勢

型紙や鈴鹿墨など，古くからものづくりの盛んな地域として栄えてきました。

鈴鹿で育つ子どもたちには，郷土の自然や文化に愛着や誇りを持ってほしい

と願っています。 

また本市は，現在ではモータースポーツに関わる多くの外国人関係者や観

光客が訪れるだけでなく，ものづくりの産業に従事する外国人が多数居住す

る外国人集住都市でもあり，グローバル化はこれまで以上に進んでいます。 

このような社会においては，多様な価値観や異なる文化・習慣を持つ人々

と協働して課題を解決し，持続可能な社会の形成に向けて，積極的に参画す

る姿勢や国際感覚の育成が必要です。そのために求められる力の 1 つとし

て，外国語を用いたコミュニケーション能力が挙げられ，様々な国の人々と
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意見を交換し，よりよい社会を創っていくためのコミュニケーション手段と

しての英語力を育成します。 

また，情報化やグローバル化といった社会的変化が目覚ましい時代におい

て子どもたちが主体的に学ぶ姿勢は，ますます重要とされています。そこで，

ICTを積極的に活用したわかる授業に取り組むとともに自ら課題を見つけ整

理や分析を行い，グループで課題を解決するなどの協働学習等による「主体

的・対話的で深い学び」を実現する授業改善を進め，子どもたちが生涯にわ

たって能動的に学び続けることができるための資質・能力を育みます。 

さらに，子どもたちにとっても身近な環境問題や防災への取組では，子ど

もたちが学んだことを地元や他の地域，ときには事業所など，社会に向けて

発信したり，地域に貢献したりすることなどにより，よりよい社会の形成に

積極的に関わる姿勢を培います。 

特に，選挙権年齢が満 18 歳となったことから，小中学生のときからまち

づくりや政治に参画する意識を持ち，自治や政治の仕組みを知り，与えられ

た権利と果たすべき義務を正しく理解し，社会や人のために自分の力を尽く

そうとする意識を高めていきます。 

 

（2）基礎・基本を身に付け，自ら表現する子ども 

 

社会で必要な言語能力，情報活用能力，問題発見・解決能力等の学習の基

盤となる資質・能力を培うため，時代に求められる学習内容や学習方法等の

改善に取り組み，夢に向かって自らの進路を切り拓いていくための基礎とな

る確かな学力を身に付けた子どもたちを育成します。 

 

子どもたちが自らの夢の実現に向けて進路を切り拓き，課題に直面した

ときに持てる力を総動員して主体的に解決するためには，確かな学力を身に

付けておかなければなりません。 

「全国学力・学習状況調査※」の結果では，本市の子どもたちは，習得し

た基礎的な知識や技能を活用する力に，依然として課題があることが明らか
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となっています。 

今後も引き続き「全国学力・学習状況調査」の分析を生かし，基礎的な知

識，技能の定着とともに，課題を解決するために必要な力を育成します。 

また，各教科等の特質を生かし，教科等横断的な視点から，言語能力，情

報活用能力，問題発見・解決能力を子どもたちに身に付ける授業づくりを進

めます。 

さらに，自分の考えや疑問などを持ち，相手に伝わるように工夫して表現

することなど，コミュニケーション力の育成につながる授業づくりを進めま

す。 

一方，将来の予測が困難な中，複雑で変化の大きい社会を生き抜いていく

ためには，自分と社会の関わりについて考え，積極的に社会に参画し，貢献

しようとする態度を培うことも必要です。 

そこで，地域の人々をはじめ多様な人々から学ぶ学習を取り入れたり，教

員の指導方法の改善を図ったりします。 

特に，市内にはこれまでも多くの外国人の子どもが住んでおり，外国人の

子どもの日本語教育や教科学習，就学支援などに取り組んできました。2019

（令和元）年 6 月 28 日「日本語教育の推進に関する法律」が施行されたこ

ともあり，これまで以上に外国人の子どもの学びを保障し，自己実現を図る

ための教育に取り組みます。 

 

（3）豊かな感性をもち，自律した子ども 

 

心を動かす体験などを取り入れた情操教育を推進し，豊かな感性を育むと

ともに正しい判断力を身に付け，一人ひとりが自律してよりよく生きる子ど

もたちを育成します。 

 

インターネットの普及や SNS※の発達によって，コミュニケーションの形

は大きく変化しました。私たちは，空間を越えて多くの人々と出会うことが

できるようになりましたが，その一方で，人間関係の希薄さが指摘され，イ
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ンターネット情報通信技術の進展や SNS を通じた交流による新たな問題が

発生しています。 

そのため，これまで以上に組織的な生徒指導体制を整え，家庭や児童相談

所等の様々な関係機関と緊密に連携し，子どもの実態や背景に応じながら，

問題行動の防止を図ります。 

また，AIやコンピュータがどれだけ発達したとしても，人間の持つ感性や

思いやりの心の大切さは変わることはなく，AI などの最先端技術への代替

が進められても，人間が担うことによる付加価値が大きいことに変わりはあ

りません。 

ICT環境の整備や情報科学の進展が目覚ましい中，多くの情報から取捨選

択し，真実を確かめ判断し行動できる情報リテラシー※や情報モラル※，道徳

心を持ち，世代を超えて互いに尊重し合える社会や，誰もが快適で活力に満

ちた質の高い生活を送ることができる社会に貢献する子どもを育成します。 

相手の立場を考え，理解し合い協調することは，豊かな人間関係を築く基

盤となります。正しい判断力や社会性を身に付け，一人ひとりが自律してよ

りよく生きようとすることは，誰もが安心して暮らせる社会の創造にもつな

がります。 

そのため，「特別の教科 道徳」を通じて，人間としての生き方を考え，主

体的な判断の下に行動し，自律した人間として，他者と共によりよく生きる

ための基盤となる道徳性を養います。 

また，これまでも子どもの発達段階に応じて，音楽や書道，演劇など様々

な文化・芸術等に触れる機会を大切にしてきており，今後も感受性の高い時

期に，子どもたちが心を動かす体験を重ねることで豊かな情操を育みます。 

さらに，地域の方々や多様な専門性を有する団体等との連携・協力も得な

がら，子どもたちの自己肯定感※を高め，自己実現を図ります。 

 

（4）健康への意識を高め，健やかな体をもつ子ども 
 

豊かな人生を送るため，運動に親しむ習慣を身に付けるとともに健康な体

づくりに必要な食に関する知識を養い，体力の向上や望ましい食生活を確立

できる子どもたちを育成します。 
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本市の子どもの体力や運動能力の低下は，依然として大きな課題となって

います。「全国体力・運動能力，運動習慣等調査※」の結果からは，子どもの

体力や運動能力の改善が，なかなか進んでいない現状があります。 

そこで，体育科や保健体育科の授業改善や休み時間等での外遊び，スポー

ツの専門家等との連携・協力，地域でのスポーツ活動等への参加促進などを

進め，子どもたちが体を動かすことを「楽しい」と感じ，運動遊びや運動・

スポーツに親しみを感じる取組を推進します。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，心身の健全な発達とスポーツライフの充実を

図ります。 

少子高齢化が進む中で，いつまでも健康で豊かな人生を送るための基礎と

なる体力づくりは，すべての活動の基盤と言えます。子どもたちが，生涯に

わたって自分に合った運動に親しみ,体を動かす態度を養い，健やかな体を

育みます。 

一方，食習慣や基本的な生活習慣の乱れなどの健康問題から，今後，生活

習慣病が憂慮される実態もうかがえ，様々な疾病等を予防し，健康長寿につ

いての知識や実践力を培います。また，健康の保持・増進に向けた体づくり

のもととなる食に対して，正しい知識を持ち，家庭，地域，学校が一体とな

って望ましい食習慣，食生活を確立することをめざします。 

さらに，学校・幼稚園では栄養バランスのとれた給食の意義を子どもたち

に伝えるとともに給食を活用した食育※に取り組みます。 

 

（5）命を尊重し，人の多様性を認め合える子ども 

 

一人ひとりを大切にし，お互いの違いや多様性を認め合うことができる人

権感覚を身に付け，差別やいじめを許さず，多様な人々と共に生きていく子

どもたちを育成するとともに一人ひとりの社会的ニーズに応じた教育や支

援に取り組みます。 
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日本の子どもは，自己肯定感が低いと言われて久しいところですが,本市

の子どもについても「全国学力・学習状況調査質問紙調査」の結果から，全

国平均よりやや低い値にとどまっています。 

子どもは，自分はかけがえのない大切な存在であると認められることで 

安心し，自分の能力を発揮することができます。その上で，自分だけでなく

他者も大切な存在であると認識することができ，障がいの有無や国籍，文化・

習慣の違いにかかわらず，一人ひとりの多様性を認め合うようになります。 

2016（平成 28）年 4月以降に施行された差別を解消するための 3つの法

律※の趣旨も踏まえながら，様々な人権問題についての学習を通じて，この

ような感性や意識を育み，人権が侵害されることに憤りを感じ，差別やい

じめを許さず多様な人々と共に生きていこうとする人権尊重の態度や行動

力を育成します。 

また，福祉・医療等の専門的な関係機関と連携しながら特別な支援を必

要とする子どもの教育的ニーズに応じた途切れのない支援や相談体制の充

実を図ります。 

さらに，いじめの問題については，「どこの学校でも，どの子どもにも起

こり得る問題であり，いじめは人間として絶対に許されない。」といった強

い信念のもと，未然防止・早期対応・早期解決・再発防止への取組を進め

ます。 

不登校※への対応も，大きな教育課題となっていることから，信頼できる

人間関係を構築し，明日も登校したいと思える魅力ある学校づくりを進め

ます。特に，2016（平成 28）年 12月 14日に「義務教育の段階における普

通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が成立したこともあ

り，不登校の子どもへの多様な支援については，今後もさらに進め，子ど

もの社会的自立に向け，柔軟な対応や支援に取り組みます。 

さらに，現代社会では，交通事故や身の回りで起こる犯罪などから自分を

守る必要性とともに地震・津波・豪雨など自然災害への備えが，一層求めら

れています。大人が子どもを守ることはもとより，一人ひとりの子どもたち

に，自分の命は自分で守る意識と行動力を身に付ける教育に取り組みます。 
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（6）学校，家庭とともに子どもを育む地域 

 

子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し，教育課題が多様化・複雑化す

る中で，家庭，地域，学校が連携して課題や目標を共有し，一体となって，

子どもたちの成長を支える教育環境づくりに取り組みます。 

 

子どもは，家庭，地域，学校での様々な体験や交流を通じて成長しており，

子どもの健全な育成のためには，家庭や地域の教育力の向上が不可欠です。 

2019（平成 31）年 1月には，中央教育審議会が「新しい時代の教育に向け

た持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に

関する総合的な方策について（答申）」を取りまとめ，学校及び教師が担う

業務の明確化・適正化を示すなど，家庭や地域と学校との連携・協働は，一

層重視されています。 

そこで，すべての小中学校が，保護者や地域住民と教育課題や目標などの

共通理解を深め，それぞれに責任と役割を主体的に果たす「協働型」のコミ

ュニティ・スクールとして，さらに進展させます。 

また，今後は，市内すべての地域に設立された地域づくり協議会との新た

なつながりも創り上げながら，コミュニティ・スクールによる地域とともに

ある学校づくりを進めます。 

さらに，本市では，これまでも子どもの発達や学びの連続性を保障するた

め，中学校区内での幼稚園・小学校・中学校が連携した教育活動を進めてき

ました。今後も，地域の特色を生かし，協力者等の様々な支援を得ながら義

務教育終了段階を見通した幼稚園から中学校までの校種間の緊密な連携を

進め，系統的な教育内容を創造するとともに 5歳児健診（集団適応健診）を

生かした早期からの支援に取り組みます。 
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（7）子どもが楽しく安心して学べる環境 

 

子どもたちが，安全で，安心して学ぶことができる支援や，快適な学校生

活を過ごすための施設整備を進めるとともに教職員の働き方を見直すなど，

教育環境の充実に取り組みます。 

 

子どもが楽しく安全で安心して学ぶことができる学習環境とは，子どもが

授業内容を理解し，学力が身に付いたと実感でき，友だちと共に生き生きと

学校生活を過ごせる状況であると考えます。 

子どもが，「わかる・できた」と実感できる授業を行うため，ICT環境の安

定した運用と情報セキュリティを確立し，教員が ICT機器を効果的に活用で

きる環境を整えます。また，整備された ICT環境の利用による業務の効率化

や見直し等を図るとともに教師の勤務のあり方について様々な観点から検

討し，働き方の改善を進めます。 

一方，学校・幼稚園施設の多くは老朽化が進んでおり，設備についても機

能の充実が求められています。そこで，公共施設全体の維持管理及び活用を

検討する中で，学校施設等の長寿命化改修等を計画的に行い，安全で快適な

学校生活を過ごすための施設整備を進めます。 

また，近年の社会情勢から，子どもの義務教育段階の学びが保障されるよ 

う，教育，福祉などの分野で連携しながら，子どもの就学を支援する対策を 

講じていきます。 

 さらに，我が国では少子化が進んでおり，本市においても 1.5人の現役世 

代が 1人の高齢世代を支えるかたちになると言われている 2045（令和 27 

）年には，15歳未満の年少人口が約 12,000人減少する見込みです。少子化 

が確実に進む中，2018（平成 30）年 3月に策定した「鈴鹿市学校規模適正 

化・適正配置に関する基本方針」に基づき，今後，適正な集団の中での教育 

を確保し，子どもたちにとって友だちと共に楽しく学べるより良い教育環 

境の整備と学校教育の充実について地域とともに検討を進めます。 
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 第 4 章 施策の取組 

1 施策の基本的方向別の成果指標と基本事業名一覧 

（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

◆成果指標

指標名 

全国学力・学習状況調査において，「課題の解決に向けて

自分で考え，自分から取り組んでいたと思う」と回答し

た児童生徒の割合 

指標設定理由 

課題の解決に向けて自分で考え，取り組む児童生徒が増

えることは，主体的に学び，発信することができる力の

育成につながるため。 

目標値 

令和5年度 
79.8% 

現状値 

令和元年度 
76.2% 

◆基本事業名

1-1 英語教育 30ページ 

1-2 ICTを活用した教育 31ページ 

1-3 郷土教育 32ページ 

1-4 環境教育 33ページ 

1-5 主権者教育※ 34ページ 

1-6 アクティブ・ラーニング※を導入した教育活動 35ページ 
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（2）基礎・基本を身に付け，自ら表現する子ども 

◆成果指標 

指標名 

全国学力・学習状況調査において，国語又は算数（数学）

いずれかの結果で，全国の平均正答率を上回る学校の

割合 

指標設定理由 

基礎的な学力とそれを活用する力を身に付けること

は，子どもたちが社会を切り拓く，生きる力の育成につ

ながるため。 

目標値 

令和5年度 
72.5% 

現状値 

令和元年度 
60.0% 

 ◆基本事業名 

2-1 キャリア教育※ 36ページ 

2-2 教科学習における授業改善 37ページ 

2-3 読書活動 38ページ 

2-4 外国人児童生徒などへの日本語教育 39ページ 

 

（3）豊かな感性をもち，自律した子ども 

◆成果指標 

指標名 
全国学力・学習状況調査において，「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 

指標設定理由 

将来の夢や希望（目標）を持つ児童生徒の割合が高まる

ことは，自己実現に向けて自律して生きる児童生徒の

育成につながるため。 

目標値 

令和5年度 
78.3% 

現状値 

令和元年度 
75.0% 

 ◆基本事業名 

3-1 道徳教育 40ページ 

3-2 情報モラル教育 41ページ 

3-3 文化・芸術活動 42ページ 

3-4 生徒指導 43ページ 
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 （4）健康への意識を高め，健やかな体をもつ子ども 

◆成果指標 

指標名 

全国体力・運動能力，運動習慣等調査において，小中

学校別，男女別の全32種目のうち，全国平均値を上回

る種目の割合 

指標設定理由 

子どもたちの活力の源である体力が向上することは，

子どもたちの意欲や気力といった精神面の充実や健

康維持につながるため。 

目標値 

令和5年度 
35.0% 

現状値 

平成30年度 
18.8% 

 ◆基本事業名 

4-1 体力・運動能力の向上 44ページ 

4-2 健康に関する教育 45ページ 

4-3 食育 46ページ 

4-4 学校給食の実施 47ページ 

 

（5）命を尊重し，人の多様性を認め合える子ども 

◆成果指標 

指標名 

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 

指標設定理由 

児童生徒が自分を認めてくれていると実感できるこ

とは，自己肯定感の高まりや他者を大切にする意識・

態度の形成にもつながるため。 

目標値 

令和5年度 
81.6% 

現状値 

令和元年度 
78.3% 

 ◆基本事業名 

5-1 人権教育 48ページ 

5-2 特別支援教育※ 50ページ 

5-3 多文化共生※教育 52ページ 

5-4 安全教育 53ページ 

5-5 不登校対策 55ページ 
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（6）学校，家庭とともに子どもを育む地域 

◆成果指標 

指標名 

校長を除く学校運営協議会委員などへのアンケートに

おいて，「地域と連携した取組が組織的に行えるように

なった」と回答した割合 

指標設定理由 

地域と連携した取組の広がりは，保護者や地域住民の

教育活動への参加を促進し，地域とともにある学校づ

くりの進展につながるため。 

目標値 

令和5年度 
46.5% 

現状値 

平成30年度 
24.3% 

 ◆基本事業名 

6-1 地域とともにある学校づくり 56ページ 

6-2 幼稚園・小学校・中学校の一貫した学びの充実 57ページ 

6-3 危機管理 58ページ 

 

（7）子どもが楽しく安心して学べる環境 

◆成果指標 

指標名 
学校施設の整備に満足している保護者・地域住民の 

割合 

指標設定理由 
学校施設の整備に対する満足度が高まることは，子ど

もたちの学習環境の向上を示すこととなるため。 

目標値 

令和5年度 
56.4% 

現状値 

平成30年度 
44.8% 

 ◆基本事業名 

7-1 人的環境の整備 59ページ 

7-2 施設等の環境整備 60ページ 

7-3 就学が困難な子どもへの支援 61ページ 

7-4 学校規模の適正化 62ページ 

7-5 教職員の人材育成 63ページ 
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2 施策の基本的方向，基本事業，主な取組の体系 

今後 4年間で特に重点を置く取組内容★ 

施策の基本的方向 基本事業 主な取組内容 

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 

①小中学校の系統的な 

英語教育の推進★ 

②外国語指導助手※の活用 

1-2 ICTを 

活用した教育 

①ICT活用による 

授業の質の向上★ 

②ICT活用の 

 支援体制づくり★ 

1-3 郷土教育 

①地域教材の開発 

②地域の関係者や 

文化施設等の活用 

1-4 環境教育 

①体験的な活動の推進 

②学校・幼稚園や地域の実 

態に応じた環境教育の 

推進 

1-5 主権者教育 

①社会の課題に対応した 

教育の推進 

②家庭・地域との連携 

③自治的な活動の活性化 

1-6  アクティブ・ 

ラーニングを 

導入した教育活動 

①主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた授業

展開★ 

②カリキュラム・ 

マネジメント※の実施 
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施策の基本的方向 基本事業 主な取組内容 

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 

①教育活動全体における 

計画的な取組★ 

②職場体験学習の実施 

③「すずか夢工房」等の 

実施 

2-2 教科学習における 

   授業改善 

①授業の改善 

②授業支援体制づくり 

③家庭学習の取組 

2-3 読書活動 

①図書館運営の 

支援体制づくり 

②学校図書館の活用促進 

③体系的な読書指導 

2-4 外国人児童生徒 

などへの日本語教育 

①特別の教育課程による 

日本語指導※の充実★ 

②日本語教育支援体制づく

りの充実 

③適応支援の充実 

3 豊かな感性をも

ち，自律した 

子ども 

3-1 道徳教育 

①学校教育活動全体を通じ

た道徳教育の推進★ 

②校内体制の構築 

③年間指導計画の改善 

3-2 情報モラル教育 

①授業における 

情報モラル教育の推進★ 

②情報モラル講座の実施 

③家庭への啓発の推進 

3-3 文化・芸術活動 
①芸術活動の推進 

②文化部活動の活性化 

3-4 生徒指導 

①組織的な生徒指導体制づ

くり 

②家庭・地域との連携 

③関係機関などとの連携 
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施策の基本的方向 基本事業 主な取組内容 

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 

①体力向上に向けた 

授業の改善★ 

②運動の日常化の取組 

③鈴鹿市運動部活動指針に

基づいた部活動 

4-2 健康に関する教育 

①疾病予防や生活習慣病 

対策の啓発 

②学校医や医療機関との 

連携の強化 

③外部指導者の活用 

4-3 食育 

①学校・幼稚園，家庭， 

地域の連携による食育の

推進 

②学校教育活動全体で取り

組む指導体制の充実 

③学校給食を活用した 

食育の推進 

4-4 学校給食の実施 

①安全・安心な給食の提供 

②調和のとれた食事に 

関する啓発 

③地産地消※の推進 
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施策の基本的方向 基本事業 主な取組内容 

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 

①学校・幼稚園における 

 人権教育の推進★ 

②鈴鹿市人権教育センター

の機能強化 

③いじめ防止の推進 

5-2 特別支援教育 

①途切れのない支援体制づ

くり★ 

②特別支援学校や関係機関

と連携した教育 

③通級指導教室※の効果的

な運用 

5-3 多文化共生教育 

①多文化共生に関わる授業

づくり 

②異文化を尊重しあう 

関係づくり 

③家庭，地域との連携 

④外国人児童生徒の就学 

支援 

5-4 安全教育 

①交通安全教育の推進 

②防犯教育の推進 

③防災教育の推進 

④家庭，地域および 

関係機関との連携 

5-5 不登校対策 

①学校支援体制づくり★ 

②魅力ある 

学校・学級づくり 

③適応指導教室※の運営 

④家庭・関係機関との連携 

  

26



 

施策の基本的方向 基本事業 主な取組内容 

6 学校，家庭 

とともに子ど

もを育む地域 

 

6-1 地域とともにある 

学校づくり 

①「協働型」コミュニティ・

スクールの推進 

②コミュニティ・スクール 

の浸透 

③地域と連携した教育活動

の推進 

6-2 幼稚園・小学校・中学

校の一貫した学びの

充実 

①中学校区における一貫し

た教育の推進体制づくり

★ 

②幼小中学校園相互の 

教職員の交流 

③小学校と保育所・幼稚園 

の連携 

6-3 危機管理 

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 

②危機管理マニュアルに 

基づいた安全対策の実施 

③通学路の安全確保 
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施策の基本的方向 基本事業 主な取組内容 

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 

①介助員などの 

適切な配置★ 

②加配教員※，講師の 

適切な配置 

③教職員の適切な配置 

7-2 施設等の環境整備 

①学校施設・設備の整備 

②トイレの洋式化の推進★ 

③ICT環境の更なる充実 

7-3 就学が困難な 

   子どもへの支援 

①就学援助・特別支援 

就学奨励費※制度の実施

★ 

7-4 学校規模の適正化 

①児童生徒数の推移の的確

な把握 

②小規模特認校制度の実施 

③通学区域の弾力化制度の

実施 

7-5 教職員の人材育成 

①研修講座・研修会の開催 

②校内・園内研修の支援 

③若手教員の育成 
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3 施策の基本的方向別の基本事業と主な取組内容 

 

基本事業の見方 

 

 基本事業  ＊基本事業番号と基本事業名を記載しています。 

【担当課】○○○○課 

＊主な担当課を記載しています。 

めざす姿 
＊この事業を推進することにより，計画期間が終了する 2023（令和

5）年度末までに達成する姿を記載しています。 

現状と課題 

 

＊この事業に関する現状，課題，背景などを記載しています。 

 

主な取組内容 

 

＊この事業で実施する主な取組内容を記載しています。 

＊今後 4年間で特に重点をおく取組には，取組内容に【重点】と 

 記載しています。 

 

指 標 

＊主に教育委員会などの活動内容（活動量）を示す活動指標（また  

 は成果指標）を記載しています。 

現状値（令和元年度）  

目標値（令和 5年度）  
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 基本事業 1-1 英語教育 

【担当課】教育指導課 

めざす姿 

子どもたちが，国際的な視野に立ち，豊かなコミュニケーション

能力と，異なる文化・習慣を持つ人々と共生するために必要な能力

や態度を身に付けています。 

現状と課題 

・グローバル化が加速する中で，コミュニケーション能力とその手

段としての語学力，とりわけ英語力を身に付けることが必要で

す。 

・学習指導要領※に基づく小学校・中学校の系統的な英語教育を実

施するために，小中連携を推進し，指導方法を工夫・改善してい

くことが必要です。 

主な取組内容 

①小中学校の系統的な英語教育の推進【重点】 

小学校においては，「聞くこと」「話すこと（やり取り・発表）」の

学習を中心に英語への興味・関心を高めるともに，身近で簡単な

事柄に関する語句や基本的な表現の定着を図ります。 

中学校においては，小学校での英語教育を踏まえ，各学年の発達

段階に応じた学習到達度目標を設定し，「聞くこと」「読むこと」

「話すこと（やり取り・発表）」「書くこと」の 4技能の力を総合

的に育成します。 

②外国語指導助手の活用 

児童生徒が，自分の考えや思いを英語で伝え合う対話的な学習 

を行うため，外国語指導助手の効果的な活用を図ります。 

指 標 

中学校の英語科の授業において，外国語指導助手を活用した話す・

書くなどのパフォーマンステスト※を実施した回数 

現状値（平成 30年度） 124回 

目標値（令和 5年度） 140回 
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 基本事業 1-2 ICT を活用した教育  

【担当課】教育指導課・教育政策課 

めざす姿 

急速に進展する情報化社会において，子どもたちが ICTを効果的

に活用するとともに，協働型・双方向型の学び※を通して，確かな

学力を身に付けています。 

現状と課題 

・令和元年度に，市内全ての小中学校において，教育用 PC の更新

を終え台数も増えました。また，普通教室等に大型提示装置等も

設置されたことから，これらを活用した授業づくりを推進してい

くことが必要です。 

・学校において，教員の ICT活用は少しずつ進んできているものの，

小学校でのプログラミング教育の推進や，ICT を活用して児童生

徒にわかりやすい授業づくりを通した協働的な学びを展開する

ため，指導の工夫改善が必要です。 

主な取組内容 

①ICT活用による授業の質の向上【重点】 

学習指導要領に即した学力の育成を図るため，教員の ICT活用ス

キルを高めます。また，ICTを積極的に活用した効果的な指導方

法の工夫改善を行い，協働型・双方向型の学びを推進します。さ

らに，プログラミング教育の充実に取り組みます。 

②ICT活用の支援体制づくり【重点】 

ICT 活用を一層推進するため，ICT 支援員を配置し，各小中学校

への ICT活用支援体制づくりに取り組みます。 

指 標 

授業で大型提示装置（プロジェクタ，電子黒板等）などの ICTを活

用した学校の割合（週 1回以上）【学校質問紙※】 

現状値（令和元年度） 70.0% 

目標値（令和 5年度） 100.0% 
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 基本事業 1-3 郷土教育 

【担当課】教育指導課 

めざす姿 

子どもたちが，郷土の文化や歴史を背景としたアイデンティティ

を持ち，郷土を愛し，地域のために貢献する態度を身に付けていま

す。 

現状と課題 

・本市では，小学校中学年用に作成した，社会科副読本「のびゆく

鈴鹿市」を活用し，郷土についての学習を行っています。この副

読本をさらに活用するとともに，地域の関係者の協力を得て，授

業づくりを進めることが必要です。 

・本市には，鈴鹿市考古博物館，鈴鹿市伝統産業会館，大黒屋光太

夫記念館，佐佐木信綱記念館，庄野宿資料館，前川定五郎資料室

などの地域の歴史や偉人，伝統産業に関する数々の文化施設等が

あり，貴重な資料が保存されています。これらを活用し，郷土の

伝統と文化に対する関心や理解を深め，それを尊重し，継承，発

展させる態度を育成する必要があります。また，それらを育んで

きた郷土への親しみや愛着の情を深め，文化の継承，発展，創造

に貢献し得る能力や態度を養うことが必要です。 

主な取組内容 

①地域教材の開発 

子どもたちが郷土への理解を深め，地域の伝統や産業を学ぶため 

に，地域教材を適時見直し，さらなる開発とその有効活用に取り

組みます。 

②地域の関係者や文化施設等の活用 

地域の良さや郷土の豊かな自然，歴史，文化を学ぶため，地域の

関係団体等と連携し，地域の関係者や文化施設等を活用した郷土

教育を推進します。 

指 標 

地域の人材を外部講師として招き，授業を行った学校の割合 

【学校質問紙ほか】 

現状値（令和元年度） 77.5% 

目標値（令和 5年度） 87.5% 
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 基本事業 1-4 環境教育  

  【担当課】教育指導課 

めざす姿 

子どもたちが，環境について関心を持ち，自らの問題ととらえて，

持続可能な社会の実現に向けて行動しようとする態度を身に付け

ています。 

現状と課題 

・地球温暖化や食品ロスなどの環境問題に対する理解を深め，主体

的に行動する実践的な態度を身に付けるための環境教育の推進

が必要です。 

・学校，幼稚園では，地域の実態に応じた取組を進めていますが，

多くの子どもたちが体験活動を行えるよう地域や家庭と連携し，

生活と結びついた環境教育の推進が必要です。 

主な取組内容 

①体験的な活動の推進 

地球温暖化の防止や自然環境保全，食品ロスなどの環境問題につ

いて理解するとともに，環境保全に配慮した主体的な行動ができ

る子どもを育成するため，体験的な活動を推進します。 

②学校・幼稚園や地域の実態に応じた環境教育の推進 

海岸・河川の清掃活動や，河川等の環境調査など，地域の実態に

応じた特色ある環境教育を推進します。 

指 標 

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 

現状値（令和元年度） 55.0% 

目標値（令和 5年度） 75.0% 
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 基本事業 1-5 主権者教育 

【担当課】教育指導課・教育支援課・子ども家庭支援課 

めざす姿 

子どもたちが，まちづくりや政治について関心を持ち，積極的に

社会に関わっていくことで，将来，地域社会の一員として貢献する

ために必要な能力や態度を身に付けています。 

現状と課題 

・選挙権年齢が満 18歳以上となり，2022（令和 4）年 4月には民法

の改正により成年年齢も 18 歳に引き下げられます。このような

ことを踏まえ，子どもたちに将来，社会の一員として活躍できる

素地を養い，社会参画の力を育むことが必要です。 

・学習指導要領に即した「主権者に関する教育」の資質・能力を育

成するため，関連する各教科等の学習を通じて，教科等横断的に

指導を行うことが必要です。 

・子ども議会や子ども会議など，身近な課題に目を向けたり，議会

や行政の仕組みを考えたりする体験を通して社会参画意識を培

っていくことが必要です。 

主な取組内容 

①社会の課題に対応した教育の推進 

本市の第 5 次子どもの健全育成推進基本計画※に基づき，子ども

議会などに取り組みます。また，教育活動全般において，本市の

社会科教育資料や「広報すずか」などを活用し，身近な社会問題

や，直面する課題に対応した教育を推進します。 

②家庭・地域との連携 

家庭や地域と連携し，地域活動への参加や参画に結びつく学習を 

展開します。 

③自治的な活動の活性化 

 協力して諸問題を解決しようとする力を育成するため，児童会や

生徒会を中心とした自発的で自治的な活動の活性化を図ります。 

指 標 

地域や社会で起こっている問題や出来事を学習の題材として取り

扱った学校の割合【学校質問紙ほか】 

現状値（令和元年度） 57.5% 

目標値（令和 5年度） 77.5% 
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基本事業 1-6 アクティブ･ラーニングを導入した教育活動 

【担当課】教育指導課 

めざす姿 
子どもたちが，課題の発見から解決にいたるまで，主体的・対話

的で，深く学ぶことのできる資質・能力を身に付けています。 

現状と課題 

・全国学力・学習状況調査結果の分析から，本市の児童生徒は活用

力に弱みがあることが明らかになっています。

・児童生徒の活用力を身に付けるために，他者と協働し，課題の発

見とその解決に向けて主体的・対話的で深い学び（アクティブ･

ラーニング）の実現に向けた授業展開を一層推進することが必要

です。 

主な取組内容 

①主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業展開【重点】

子どもたちの「主体的・対話的で深い学び」が実践できるよう，

言語活動を充実させる取組やグループ学習など，授業改善に取り

組みます。

②カリキュラム・マネジメントの実施

児童生徒の発達段階を考慮し，言語能力，情報活用能力，問題発

見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくこ

とができるよう，各教科等の特質を生かし，教科等横断的な視点

から教育課程の編成を図るなど，カリキュラム・マネジメントを

推進します。

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【学校質問紙ほか】

現状値（令和元年度） 90.0% 

目標値（令和 5年度） 100.0% 
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基本事業 2-1 キャリア教育 

【担当課】教育指導課 

めざす姿 

子どもたちが，自分の未来に夢や希望を持ち，社会に貢献しなが

ら自分らしく生きていくために，必要な能力や態度を身に付けてい

ます。 

現状と課題 

・全国学力・学習状況調査の結果によると，自分にはよいところが

あると答える本市の児童生徒の割合は全国平均よりやや低い状

況にあり，自尊感情※が高いとは言えません。また，失敗を恐れ

ず挑戦することにも弱みがあります。

・中学校の職場体験学習は，事前・事後学習なども工夫した効果的

な実践事例や事業所を学校間で共有して，よりよい体験の場とし

ていくとともに，受入先となる事業所の確保を図っていくことが

必要です。

・地域で活躍している，様々な分野の「達人」を招いて出前講座を

開催する「すずか夢工房」などの取組は，教育課程に位置づき，

生き方を学ぶ場となっています。今後も学校における地域の関係

者の協力を得た取組を一層積極的に進めていくことが必要です。 

主な取組内容 

①教育活動全体における計画的な取組【重点】

児童生徒が，学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しなが

ら，社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を

身に付けられるよう，特別活動を要としつつ教育活動全体を通じ

て，キャリア教育の充実を図ります。

②職場体験学習の実施

全中学校で 4日間程度を基本とした職場体験学習を実施します。

生徒による職業調べ，地域や小学校への成果発表など，系統的な

事前・事後学習を展開することで，生徒の職業観・勤労観を育む

とともに，主体的に進路を選択する態度を育成します。

また，受入先の事業所等に対し，取組についての情報発信を進め，

受入先の確保・拡充に努めます。

③「すずか夢工房」等の実施

各学校の実態に応じて，教育課程に位置づけた「すずか夢工房」

など，出前講座の取組を一層推進します。

指 標 

「すずか夢工房」を実施した学校の割合 

現状値（平成 30年度） 67.5% 

目標値（令和 5年度） 87.5% 
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 基本事業 2-2 教科学習における授業改善   

【担当課】教育指導課 

めざす姿 

子どもたちが，基礎的・基本的な知識・技能，思考力・判断力・

表現力，主体的に学習に取り組む態度など，確かな学力を身に付け

ています。 

現状と課題 

・2019（令和元）年度までの全国学力・学習状況調査の結果におい

て，本市の平均正答率は全国平均をほぼ下回る状況にあり，特に

記述式問題に課題が見られます。しかし，全国平均正答率との差

は年々縮まってきています。 

・各学校の授業において，「めあての提示」と「振り返り」を実施し

ている学校は増加しています。児童生徒が学ぶことに興味関心を

もつためには，めあてを効果的に提示することや「めあてに応じ

た振り返り」を実施することなど，その質の向上について，工夫

改善を図っていくことが必要です。 

・全国学力・学習状況調査の結果によると，本市の児童生徒の家庭

での学習時間は，全国平均に比べて短い状況にあります。学習内

容の定着を図る上で，家庭学習を定着させ，さらに家庭学習時間

を増やす取組が必要です。 

主な取組内容 

①授業の改善 

全国学力･学習状況調査結果の分析をもとに，学習指導要領で求

められている学力の定着をめざした,授業の工夫改善を推進して

いきます。また，子どもたちの実態や学習状況に応じた授業の研

究も推進します。 

②授業支援体制づくり 

一人ひとりの学習の定着状況に合わせた，きめ細かな指導を行う

ために，家庭・地域と連携し，学習ボランティアの活用を一層促

進していきます。また，若手教員の授業力の向上のために学力向

上支援員を派遣したり，理科教育の推進のために，実験指導など

について，専門的な知識を有する理科支援員を派遣したりしま

す。 

③家庭学習の取組 

家庭と連携し，家庭学習の定着に向けた取組を推進します。 

指 標 

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

ができていると思う子どもの割合【児童質問紙，生徒質問紙※】 

現状値（令和元年度） 70.0% 

目標値（令和 5年度） 75.8% 
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 基本事業 2-3 読書活動 

【担当課】教育指導課 

めざす姿 

読書活動を通して，子どもたちが，想像力や表現力を高めるとと

もに，語彙力や情報を活用する力，自主的に読書をする態度を身に

付けています。 

現状と課題 

・発達段階に応じた継続的な子どもの読書活動の推進をめざす「第

3 次鈴鹿市子ども読書活動推進計画」が，2020（令和 2）年 3 月

に策定されました。 

・子どもたちの豊かな読書活動を推進するため，小中学校に派遣さ

れる学校図書館巡回指導員※を，各学校が積極的に活用し，学校

図書館運営の活性化を図ることが必要です。 

・並行読書※や調べ学習など，授業において学校図書館を活用して

いますが，全ての教科等において，子どもたちの発達段階に応じ

た体系的な読書指導を一層推進することが必要です。 

・子どもたちが，学校の授業以外で読書をする時間は短く，読書離

れが懸念されることから，家庭と連携することで，子どもたちの

日常的な読書の推進を図ることが必要です。 

主な取組内容 

①図書館運営の支援体制づくり 

学校図書館巡回指導員の派遣を充実させ，学校図書館運営の支援

を行います。また，学校図書館ボランティアを有効に活用し，読

み聞かせなど，子どもたちが読書に親しめる取組を推進します。 

②学校図書館の活用促進 

授業等において，学校図書館の積極的，効果的な活用を図るとと

もに，学校図書館活用について教職員の研修を充実します。 

③体系的な読書指導 

多様な読書活動を行うため，国語科を中心に，全ての教科等にお

いて，子どもたちの発達段階に応じた体系的な読書指導を行いま

す。 

 また，子どもたちが読書に親しむための環境整備や家庭と連携し

た取組を進め，日常的な読書の推進を図ります。 

指 標 

「読書が好き」と回答した子どもの割合【児童質問紙，生徒質問紙】 

現状値（令和元年度） 68.6% 

目標値（令和 5年度） 74.4% 
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 基本事業 2-4 外国人児童生徒などへの日本語教育 

【担当課】教育支援課 

めざす姿 
外国人児童生徒などが，どの学校においても学ぶ喜びを感じ，学

力を高め，自己実現を図るための日本語能力を身に付けています。 

現状と課題 

・日本語教育支援システムに基づき，特別の教育課程による日本語

指導を実施していますが，日本語指導が必要な児童生徒は依然多

く在籍しています。 

・本市では，ブラジル，ペルーなど南米諸国の児童生徒が半数以上

を占め，スリランカ，インドネシアなどアジア諸国からの編入学

や市外からの転入学が増え，多国籍化・多言語化への対応が課題

となっています。 

・日常会話に支障はないものの，教科を学ぶ日本語能力が身につい

ていない外国人児童生徒などの学力保障や，進路保障をめざした

授業改善をさらに進めていくことが必要です。 

主な取組内容 

①特別の教育課程による日本語指導の充実【重点】 

日本語指導が必要な外国人児童生徒などに対して，特別の教育課

程による日本語指導を行うため，日本語指導者を各学校へ配置，

または派遣します。 

②日本語教育支援体制づくりの充実 

JSLバンドスケール※を活用した日本語能力の把握，特別の教育課

程による日本語指導などを全市的に推進します。また，日本語教

育担当者ネットワーク会議を開催し，日本語指導ガイドラインに

基づいた日本語指導の充実を図ります。 

③適応支援の充実 

外国人児童生徒などが在籍している学校へ，外国人教育指導助手

※の配置や外国人児童生徒支援員※などの派遣を行い，学校生活や

授業への適応支援を行います。 

指 標 

外国人児童生徒などが在籍している学校において日本語指導に係

る研修会を実施した学校の割合 

現状値（令和元年度） 66.7% 

目標値（令和 5年度） 100.0% 
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基本事業 3-1 道徳教育 

【担当課】教育指導課 

めざす姿 
子どもたちが，道徳的な判断力や心情，実践する意欲と態度を身

に付けています。 

現状と課題 

・「特別な教科 道徳」（以下道徳科）としての授業を実施するにあ

たり，学校全体で指導の重点や方針について，一層の共通理解を

図る必要があります。 

・家庭や地域と連携することにより，社会奉仕活動や自然体験活動

などを通して，地域全体で子どもたちの道徳性を育む体制づくり

が必要です。 

・小中学校では，道徳教育の全体計画を作成するとともに，道徳科

の年間指導計画を他の教育活動との関連を図り各学年で作成し

ています。この年間指導計画をもとに児童生徒が自分の生き方に

ついての考えを深めていく授業改善を進めていくことが必要で

す。 

主な取組内容 

①学校教育活動全体を通じた道徳教育の推進【重点】 

道徳教育を，道徳科の時間を要として学校教育活動全体を通じて

行います。道徳科では，道徳教育と関連を図りながら，道徳的諸

価値についての理解を基に，自己の生き方についての考えを深め

る指導方法の工夫・改善に取り組みます。 

②校内体制の構築 

学校全体で共通理解を図り，一体となって取り組むことができる

よう，道徳教育推進教師※を中心とした校内体制の構築を進めま

す。 

③年間指導計画の改善 

他の教育活動との関連を踏まえた体系的な年間指導計画の見直

しを進めます。 

指 標 

道徳科において児童生徒が自ら考え，話し合う指導をした学校の 

割合【学校質問紙】 

現状値（令和元年度） 87.5% 

目標値（令和 5年度） 100.0% 
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 基本事業 3-2 情報モラル教育 

【担当課】教育支援課・教育指導課 

めざす姿 
急速に進展する情報化社会の中で，子どもたちが情報モラルを身

につけ，情報機器を学習や生活に役立てています。 

現状と課題 

・学校では，ICTを活用する学習機会が増えています。 

・携帯電話やスマートフォンを所持する子どもたちが低年齢化し，

増加しています。また，SNS などのインターネット上のツールを

通じたコミュニケーションが盛んに行われています。 

・子どもたちが，インターネットを通じたトラブルや犯罪に巻き込

まれる事件や，誹謗中傷によるいじめなどが発生しています。 

・スマートフォンや携帯ゲーム機，SNS などの長時間使用により，

学力の低下や生活習慣の乱れが憂慮されています。 

・インターネットを安全に活用するためには，家庭のルール作りが

重要であり，保護者への効果的な啓発が必要です。 

主な取組内容 

①授業における情報モラル教育の推進【重点】 

インターネットの特性を理解し，発信される情報内容を読み解

き，その危険性や安全活用について理解する学習を進めます。 

②情報モラル講座の実施 

学校に講師を派遣するなど，携帯電話・スマートフォンを利用し

たインターネットの正しい使い方教室を実施します。 

③家庭への啓発の推進 

インターネット上のいじめ防止や家庭のルール作りの重要性を

啓発するチラシなどを作成し，児童生徒や保護者への啓発に取り

組みます。 

指 標 

携帯電話・インターネットの正しい使い方教室を行った学校数 

現状値（平成 30年度） 28校 

目標値（令和 5年度） 40校 
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 基本事業 3-3 文化･芸術活動   

【担当課】教育指導課 

めざす姿 
文化・芸術活動を通して，子どもたちが表現力や創造力を高める

とともに，豊かな感性や情操を身に付けています。 

現状と課題 

・子どもたちの豊かな感性や情操を育むため，美術作品展や科学作

品展，書写展，音楽会など，市全体での発表の場を設けてきまし

た。今後は，指導者や子どもたちに意義や目的を伝え，発表の場

を充実させるとともに，本物の文化・芸術に触れる機会を増やし

ていくことが必要です。 

・本市は，鈴鹿墨や伊勢型紙などの伝統的な工芸文化が受け継がれ

ている地域です。今後は，さらに地域の文化や，様々な分野の芸

術の良さを味わわせ，豊かな感性や情操を培っていくことが必要

です。 

主な取組内容 

①芸術活動の推進 

地域や関係団体と連携し，美術作品展や科学作品展，書写展，音

楽会など，子どもたちの芸術活動の発表の場を充実させていきま

す。また，「すずか夢工房」など本物の文化・芸術に触れる機会を

増やします。 

②文化部活動の活性化 

地域の行事への参加や作品展への出品など，文化部活動の活性化

を図る取組を推進し，多くの方々に周知していくよう取り組みま

す。また，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。 

指 標 

美術作品展，科学作品展，書写展の来場者数 

現状値（平成 30年度） 14,769人 

目標値（令和 5年度） 15,000人 
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 基本事業 3-4 生徒指導 

【担当課】教育支援課・子ども家庭支援課 

めざす姿 
子どもたちが自尊感情を高め，互いに認め合い，公共心や規範意

識，人間関係を築く力を身に付けています。 

現状と課題 

・生徒指導提要※に基づき，学校教育活動全体を通じ，児童生徒自

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

力を育成しています。 

・児童生徒の問題行動などは，友人関係や発達の課題，児童虐待な

ど児童生徒が抱える様々な要因が複雑に関係していることから，

問題の解決に向けては，市の福祉部局，警察や児童相談所などの

関係機関との一層緊密な連携が必要です。 

主な取組内容 

①組織的な生徒指導体制づくり 

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， 

教員の児童生徒理解と児童生徒との信頼関係に基づく組織的な

生徒指導体制を構築します。 

また，児童生徒の抱える悩みなどを早期に発見し，早期対応に心

がけ，深刻化しないように計画的に教育相談を行います。 

②家庭・地域との連携 

生徒指導上の諸課題を解決するための取組について，学校運営協 

議会で協議するなど，家庭や地域と連携した取組を進めます。 

③関係機関などとの連携 

学校だけでは対応が困難な児童生徒に対して，三重県の生徒指導

特別指導員※やスクールカウンセラー※，スクールソーシャルワー

カー※などを活用するとともに，警察や児童相談所などの関係機

関などと連携した取組を推進します。 

指 標 

学級での話し合いを生かして，今，努力すべきことを一人ひとりの

児童生徒が意思決定できるような指導を行った学校の割合 

【学校質問紙】 

現状値（令和元年度） 85.0% 

目標値（令和 5年度） 90.0% 
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 基本事業 4-1 体力・運動能力の向上 

【担当課】教育指導課 

めざす姿 

子どもたちが運動に関心を持ち，日常的に運動やスポーツに親し

むことで，心身ともに健康な状態にあります。また，それぞれの運

動が有する特性に応じて，基礎的な体力や知識を身に付けていま

す。 

現状と課題 

・全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果によると，本市の子

どもたちの体力は，全国の状況を下回っており，学校全体で体力

向上に一層取り組む必要があります。 

・幼児期から運動に関心・意欲を持たせるような取組を一層推進す

る必要があります。 

・中学校の運動部活動においては，生徒の心身の健全な成長に資す

るよう，適切な運営と効果的な指導が必要です。 

主な取組内容 

①体力向上に向けた授業の改善【重点】 

全国体力・運動能力，運動習慣等調査結果の分析をもとに，学校

全体で子どもたちの体力状況を把握し，改善に向けた体育科・保

健体育科の授業改善や体力向上に向けた学校行事等に取り組み

ます。 

②運動の日常化の取組 

鈴鹿市版幼児の体力向上実践プログラム「きらきらタイム※」の取

組を一層推進します。また，児童生徒が，休み時間などに外遊び

や運動に親しめるよう運動の日常化の取組を推進します。 

③鈴鹿市運動部活動指針に基づいた部活動 

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，運動部活動を適切に行います。 

指 標 

全国体力･運動能力，運動習慣等調査の体力測定を全学年・全種目

で実施した学校の割合 

現状値（令和元年度） 82.5% 

目標値（令和 5年度） 90.0% 
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 基本事業 4-2 健康に関する教育 

【担当課】学校教育課・教育指導課 

めざす姿 
子どもたちが，生涯にわたって健康で充実した生活を送るために

必要な知識や能力を身に付けています。 

現状と課題 

・性に関する問題行動や薬物乱用など，子どもたちの健康課題が多

様化している中，正しい知識を身に付け，自らの生き方について

考え，行動できるよう指導する必要があります。 

・保健体育科などの教科指導を中心に，学校の教育活動全体を通じ

た体系的な健康教育の充実が必要です。 

・市全体で肥満傾向の児童生徒は減少傾向にあるものの，子どもた

ちの生活習慣病や生活習慣病予備軍が増加しています。一方で，

痩身も課題となっており，肥満や痩身が子どもたちに及ぼす影響

は様々であり，子どものときから生涯にわたって健康な生活習慣

をつくることが大切です。 

主な取組内容 

①疾病予防や生活習慣病対策の啓発 

 小中学校における教科指導や保健だよりの発行などにより，子ど

 もたちや保護者に対して，引き続き疾病予防や生活習慣病対策の

 啓発に取り組みます。 

②学校医や医療機関との連携の強化 

 医師などの専門的見地からの助言を参考に，保護者や児童生徒 

などが直接参加できる健康相談会に取り組みます。 

③外部指導者の活用 

性に関する問題について，一層の理解を深め，その予防に資する

ために外部指導者を活用した健康教育出前講座を推進します。 

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】 

現状値（平成 30年度） 90.0% 

目標値（令和 5年度） 100.0% 
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 基本事業 4-3 食育 

【担当課】教育指導課 

めざす姿 
子どもたちが，食に関する正しい知識に基づいて自ら判断し，実

践していく能力などを身に付けています。 

現状と課題 

・本市の児童生徒の 80%以上は毎日朝食を食べていますが，学年が

上がるにつれて摂取率が下がる傾向があり，すべての子どもたち

が望ましい食習慣を身に付ける必要があります。 

・学校においては，各教科などと関連した食に関する年間指導計画

を作成し，栄養教諭と連携した授業などを行っています。今後も

家庭・地域と連携し，学校教育活動全体で取り組む食育の指導体

制の構築が必要です。 

・地域人材の活用や地産地消の観点を含め，地域の特色を生かした

食育の推進が必要です。 

・学校給食を「生きた教材」とした食に関する指導に取り組むこと

が必要です。 

主な取組内容 

①学校・幼稚園，家庭，地域の連携による食育の推進 

栄養教諭と食育担当者が中心となり，学校・幼稚園，家庭，地域

の連携による食育を推進します。 

②学校教育活動全体で取り組む指導体制の充実 

 望ましい食生活や食に関する子どもの実践力を育むため，家庭科 

をはじめとして，各教科，学校給食，特別活動などと関連させ，

学校教育活動全体で取り組む食育の指導体制の充実を図ります。 

③学校給食を活用した食育の推進 

食文化の伝承や地産地消の推進など，学校給食を「生きた教材」

として活用し，望ましい食生活などに対する子どもたちの関心と理

解を深めます。 

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） 

現状値（平成 30年度） 187.5時間 

目標値（令和 5年度） 210.0時間 
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 基本事業 4-4 学校給食の実施 

【担当課】教育総務課 

めざす姿 
安全・安心な学校給食の実施を通して，適切な栄養の摂取により

子どもたちの心身の健康の保持増進が図られています。 

現状と課題 

・小学校と幼稚園は，学校給食センターと自校調理校で，給食を調

理，提供しています。 

・中学校は，第二学校給食センターで，調理配送業務を民間委託に

より，給食を提供しています。 

・食物アレルギーのある子どもたちには，除去食※対応をしていま

すが，対象となる子どもたちの増加に伴い，食物アレルギーに関

連した誤食などの事故防止が課題です。 

・栄養教諭を中心とした食育や学級担任等による給食指導を行って

いますが，食に対する考え方や嗜好の変化もあり，食べ残しが課

題です。 

・「すずかの地産地消推進条例」に基づき，学校給食においても地産

地消を推進しています。 

主な取組内容 

①安全・安心な給食の提供 

献立検討委員会※を定期的に開催し，栄養バランスの良い，おいし

い給食を提供するとともに，調理員研修等を定期的に実施し，調

理技術や衛生管理意識の向上に努めます。 

また，食物アレルギーのある子どもたちへの除去食の実施や学校

における対応なども含めて，安全・安心な給食を提供します。 

②調和のとれた食事に関する啓発 

食育の授業や給食時の放送，食育通信などを利用し，給食に使用

する食材をはじめ，料理，栄養などについて啓発することで，子

どもたちの食への意識や知識を深めることに取り組みます。 

③地産地消の推進 

学校給食の献立に「すずか産」をはじめとした地元の食材を積極

的に取り入れ，地産地消の推進に取り組みます。 

指 標 

中学校給食における副食の食べ残し量の年間平均 

現状値（令和元年度） 7.2% 

目標値（令和 5年度） 6.2% 
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 基本事業 5-1 人権教育 

【担当課】教育支援課 

めざす姿 

子どもたちが，身の回りにある人権問題・いじめ問題に対する理

解と認識を深め，自分も他者も大切にし，互いの人権を守るための

実践行動ができる力を身に付けています。 

現状と課題 

・鈴鹿市人権教育基本方針※に基づき，実践や行動を通して差別をな

くそうとする児童生徒の育成に取り組んでいます。 

・いじめの未然防止や早期発見，早期対応に向けて，教職員の指導

力向上や様々な学習を通じて子どもの人権感覚を育むことが必要

です。また，いじめを許さない学校風土を築くとともにいじめの

問題発生時には，迅速な対応が求められています。 

・子どもたちの人権感覚を育むためには，家庭，地域，学校・幼稚

園と関係機関との連携が必要です。 

・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。 

主な取組内容 

①学校・幼稚園における人権教育の推進【重点】 

・学校，幼稚園では，子どもの実態をもとにした人権教育推進計画

※や人権教育カリキュラム※に基づき，教育活動全体を通した人権

教育を計画的・組織的に進めます。 

・中学校区では，人権教育カリキュラムに基づき，それぞれの地域

の人権課題に応じた総合的・系統的な人権教育の推進を図りま

す。 

・中学校区子ども人権フォーラム※を開催し，中学校区で子ども人

権ネットワークづくりを進めます。 

・人権教育の取組を，積極的に家庭・地域に発信します。 

・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。 

②鈴鹿市人権教育センターの機能強化 

・人権教育センターを要とした学校・幼稚園の人権教育推進に向け

て，人権教育センター職員による研修会等の充実や学校支援に取

り組みます。 

・障がいや国籍など，様々な背景をもつ子どもたちが，遊びや活動

を通じて交流できる居場所づくりに取り組みます。 
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③いじめ防止の推進 

・鈴鹿市いじめ防止基本方針※，学校いじめ防止基本方針※に基づ

き，未然防止や早期発見，いじめ事案発生時の組織的対応などの

積極的な支援を行います。 

・児童生徒が主体的に取り組むいじめ防止の取組を行います。 

・いじめを生まない集団づくりの取組や，教職員のいじめの問題へ

の指導力・実践力向上に関する研修を行います。 

指 標 

児童生徒が主体となったいじめ防止に向けた取組を実施した学校

の割合 

現状値（平成 30年度） 57.5% 

目標値（令和 5年度） 100.0% 
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基本事業 5-2 特別支援教育 

【担当課】教育指導課・子ども家庭支援課 

めざす姿 

子どもや保護者の教育的ニーズに沿った，早期からの途切れのな

い支援体制が構築され，子どもたちが自立し社会に参加する力を身

に付けています。 

現状と課題 

・特別な支援が必要な子どもたちについて，進学時や転学時，進級

時に「すずかっ子支援ファイル※」を活用した引継支援会議を実

施しています。円滑な引き継ぎを行うため，きめ細かな支援体制

の充実が必要です。 

・学校は関係機関と連携し，教職員一人ひとりが専門的な知見や指

導・助言を得て指導力の向上に努め，教育内容を充実させること

が必要です。 

・特別な支援が必要な子どもたちには，教員が個々に応じた適切な

対応を行う必要があります。本市では，特別支援学級に加えて通

級指導教室を設置し，子どもたち一人ひとりのニーズに応じた教

育を行っています。 

・特別支援教育コーディネーター※が中心となって，校内で保護者

を含めた支援会議を実施しています。今後も，特別支援教育コー

ディネーターを中心に，子どもや保護者等のニーズに応じた校内

支援体制の充実が必要です。 

主な取組内容 

①途切れのない支援体制づくり【重点】 

途切れのない支援を行うために，特別支援教育コーディネーター 

を中心に，5歳児健診（集団適応健診）後のフォロー等，学校・ 

幼稚園及び 2019（令和元）年 7月に開設された「すずっこスクエ 

ア」などと連携し，充実した引継体制の構築を図ります。 

また，「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」を含む「すず

かっ子支援ファイル」を作成するとともに，進学や転学時・進級

時の引継や，継続的な支援などにおいて活用を進めます。 

②特別支援学校や関係機関と連携した教育 

特別支援学校や関係機関と連携し，児童生徒の実態に応じた教育

課程の編成を進めます。また，通常の学級との交流・共同学習を

通して，共生社会の形成を進めます。 
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③通級指導教室の効果的な運用 

通級指導教室の効果的な運用を進めるとともに，学校の組織的な

取組の充実により，通常の学級における指導に生かされるよう連

携を図ります。 

指 標 

通常の学級に在籍する児童生徒で，個別の支援が必要な児童生徒

の「個別の教育支援計画」作成率【三重県調査】 

現状値（平成 30年度） 92.5% 

目標値（令和 5年度） 100.0% 

 

  

51



 

 基本事業 5-3 多文化共生教育 

【担当課】教育支援課 

めざす姿 
子どもたちが異なる文化や習慣を認め合い，安心して生活を送

り，社会を共に生きていく力を身に付けています。 

現状と課題 

・本市の小中学校の外国人児童生徒の割合は，県下でも高い状況で

あり，国籍は 20か国以上に及んでいます。 

・本市では，2011(平成 23)年 3月に鈴鹿市多文化共生推進指針※を

策定し，計画的かつ総合的に多文化共生の推進を図っています。 

・異なる文化や習慣を持つ児童生徒が多く在籍していることから， 

文化と価値観の多様性について理解し，共に生きていこうとする 

感性と態度の育成が必要です。 

・多国籍化，多言語化が進む中で，外国人児童生徒への就学支援，

多言語による情報提供や制度の周知などの対応が必要です。 

主な取組内容 

①多文化共生に関わる授業づくり 

 外国人の人権に関わる知的理解を深め，また多文化共生の人権感

覚を育てる授業づくりを進めます。また，多文化共生教育実践

EXPO※を開催し，学校の取組を交流します。 

②異文化を尊重しあう関係づくり 

「自分らしさ」を認め合う関係づくりや子どもたち一人ひとりの

自尊感情を高める異文化交流の取組を進めます。 

③家庭，地域との連携 

学校・幼稚園の多文化共生に関わる取組を積極的に発信し，家庭・

地域と連携した取組を進めます。 

④外国人児童生徒の就学支援 

・外国人児童生徒や保護者などが，学校制度などについて理解を深 

め，夢や目標を持って学校での学習に意欲的に取り組めるよう， 

就学ガイダンス※や進路ガイダンス※などを開催します。 

・来日間もない外国人児童生徒などの就学支援教室「コトノハ教室」

を活用し，就学や学校生活への適応支援を行います。 

指 標 

外国の人と友達になったり，外国のことについてもっと知ったりし

てみたいと回答した児童生徒の割合【児童・生徒質問紙】 

現状値（令和元年度） 65.6% 

目標値（令和 5年度） 70.0% 
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 基本事業 5-4 安全教育   

【担当課】教育支援課・教育指導課 

めざす姿 

子どもたちが，自分の命は自分で守る力と，学校・幼稚園，家庭

や地域の安全活動に自ら進んで参加・協力できる力を身に付けてい

ます。 

現状と課題 

・本市では，新名神高速道路の完成，中勢バイパスの延伸や市内の

幹線道路の整備が進む中で，通学路における交通量の増加がみら

れます。 

・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

計画を作成しています。 

・交通安全・防犯・防災・生活安全の 4 つの領域について，取組を

進めることが必要です。 

・家庭や学校・幼稚園だけでなく，地域全体で子どもたちを見守る

体制の拡充が必要です。 

主な取組内容 

①交通安全教育の推進 

子どもたちが交通事故の当事者とならないため，「交通安全教室」 

を関係部局や警察や関係団体と連携して行います。また，学校の 

交通安全担当者会を開催し，交通安全に関する研修に取り組みま 

す。 

②防犯教育の推進 

犯罪被害を回避する能力が子どもたちに身につくよう，参加・体 

験できる「防犯教室」や，教職員を対象とした「不審者侵入対応

訓練」を警察と連携して行います。 

③防災教育の推進 

全ての学校において，学校安全の中心となる教職員として学校防

災リーダーを位置づけ，組織的な学校安全体制を構築します。ま

た，児童生徒が防災に関する知識を深め，危険を予測し回避する

能力を身に付けることができるよう，防災教育を推進します。 

さらに毎年，「防災カルテ※」を見直し，保護者と学校・幼稚園が

災害時の避難先の情報を共有することで，防災意識を高めます。 
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④家庭，地域および関係機関との連携 

安全安心ボランティア※による登下校時の見守り活動や巡回活

動，保護者・地域と連携した防災学習や避難訓練などの実施によ

り，家庭，地域，関係機関と連携した取組を進めます。 

指 標 

防犯教室を開催した学校・幼稚園数 

現状値（令和元年度） 19校・園 

目標値（令和 5年度） 30校・園 
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 基本事業 5-5 不登校対策 

【担当課】教育支援課 

めざす姿 
子どもたち一人ひとりが，自分の居場所や存在感を実感し，安心

して意欲的に学ぶとともに，進路を主体的に決定しています。 

現状と課題 

・不登校児童生徒の減少が，引き続き重要な課題となっています。 

・学校において児童生徒や保護者に適切な支援ができるよう，校内

体制や校内適応指導教室を整備する必要があります。 

・不登校は，要因や背景が多様であり，学校だけでは解決が困難な

場合も多いことから，専門家や関係機関との連携が必要です。 

・不登校児童生徒の個々の状況に応じて，柔軟で多様な関わりが求

められています。 

主な取組内容 

①学校支援体制づくり【重点】 

不登校対策担当者会を開催するとともに，スクールライフサポー 

ター※や不登校対策教育支援員※，不登校対策アドバイザー※など

を学校に派遣し，学校における不登校対策を支援します。 

②魅力ある学校・学級づくり 

集団づくりや授業づくりの取組を通して，子どもたち一人ひとり

 が安心して意欲的に学ぶことができる学校・学級づくりを進めま

 す。 

③適応指導教室の運営 

「けやき教室」，「さつき教室」を運営し，不登校児童生徒に居場

所を提供し，学校復帰や進路保障，社会的な自立に向けた支援を

行います。 

④家庭・関係機関との連携 

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。 

指 標 

学校生活の中で，児童生徒一人ひとりのよい点や可能性を見つけ，

評価する（褒めるなど）取組を積極的に行った学校の割合 

【学校質問紙】 

現状値（令和元年度） 42.5% 

目標値（令和 5年度） 62.5% 
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 基本事業 6-1 地域とともにある学校づくり 

【担当課】教育支援課 

めざす姿 

子どもたちの豊かな成長を支えるために，学校運営協議会の取組

が充実し，保護者や地域住民の学校教育活動への参加が進み，家庭，

地域，学校が一体となった教育活動が行われています。 

現状と課題 

・すべての小中学校で鈴鹿型コミュニティ・スクール※を推進し，

「地域とともにある学校づくり」を進めています。 

・コミュニティ・スクールによる学校運営の推進にあたっては，学

校支援ボランティア※の減少や，保護者や地域への啓発について

課題があります。 

・学校の情報を積極的に発信し，教育活動への理解を深めるととも

に，多様な地域の方々の協力を得ていくことが必要です。 

・地域づくり協議会との連携や協働を進める必要があります。 

主な取組内容 

①「協働型」コミュニティ・スクールの推進 

学校運営協議会を中心に，家庭，地域，学校が子どもの教育課題 

を共有・協議し，めざす子ども像の実現に向けて，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

します。また，中学校区を単位とした取組を支援します。 

②コミュニティ・スクールの浸透 

 学校運営協議会委員や地域コーディネーター※などの共通認識を

深めるために，有識者による講演会や先進地域の取組に関する研

修会を実施します。 

③地域と連携した教育活動の推進 

日常の教育活動をはじめ，土曜日や放課後などにおいて，学校支

援ボランティアやゲストティーチャー※など，地域の方々の協力

を得た取り組みを広げます。 

指 標 

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 

現状値（平成 30年度） 15.3% 

目標値（令和 5年度） 19.3% 
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基本事業 6-2 幼稚園・小学校・中学校の一貫した学びの充実 

【担当課】教育指導課・子ども育成課 

めざす姿 

幼稚園入園から中学校卒業までの連続する育ちを踏まえた教育

活動を展開することで，子どもたちが豊かな心と確かな学力を身に

付けています。 

現状と課題 

・就学や進学に伴って，小 1プロブレム※，中 1ギャップ※などの課

題がみられます。各段階で滑らかな接続を図ることで，子どもた

ちが安心して学べる環境をつくることが必要です。 

・子どもたち一人ひとりの育ちに応じたきめ細かい教育を実現する

ために，幼稚園・小学校・中学校が連携し，一貫した学びのもと

で「生きる力」を培う取組を行う必要があります。 

主な取組内容 

①中学校区における一貫した教育の推進体制づくり【重点】 

幼稚園・小学校・中学校が連携を強化し，学力向上の取組や生活

指導上の教育課題及び方針等を共有するための体制づくりを推

進します。 

②幼小中学校園相互の教職員の交流 

 中学校区を基本とした校区の幼稚園・小学校・中学校において，

公開授業などの実施により，教職員の交流を図るとともに授業力

向上を推進します。 

③小学校と保育所・幼稚園の連携 

小学校と保育所・幼稚園との連携や交流を促進します。 

また，すべての幼稚園で「CLM※と個別の指導計画」，「きらきらタ

イム」の取組などを推進したり，保護者の子育て支援のため，地

域の親子を対象とした幼稚園の開放や，保護者参加型の保育参観

を行ったりすることで，小学校につながる活動を推進します。 

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【学校質問紙ほか】 

現状値（令和元年度） 25.0% 

目標値（令和 5年度） 50.0% 
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 基本事業 6-3 危機管理 

【担当課】教育支援課・教育指導課 

めざす姿 
学校・幼稚園の内外における子どもたちの安全確保に向けた取組

が進められ，子どもたちの安全性が確保されています。 

現状と課題 

・本市では，児童生徒の交通事故をはじめ不審者情報も多数寄せら

れていることから，自然災害への対応を含めて，子どもの安全確

保に向けて継続的に取り組む必要があります。 

・学校，幼稚園において学校安全計画などを策定・実施し，危険等

発生時対処要領※（危機管理マニュアル）に基づく危機管理が行

われています。 

・すべての学校で PTA や地域と連携したパトロール隊等を組織す

るなど，登下校を中心に，地域ぐるみで子どもの安全・安心対策

が行われています。 

・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ます。 

・鈴鹿市通学路交通安全プログラム※に基づき，通学路の安全確保

に向けた対策を進めています。 

主な取組内容 

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 

子どもの登下校時や放課後の安全確保のために青色回転灯パト

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

進めます。また，本市のメール配信システム「メルモニ」を活用

し，不審者情報を提供します。 

②危機管理マニュアルに基づいた安全対策の実施 

危機発生時に適切な行動・対応ができるよう，学校・幼稚園の実

情にあわせて，危機管理マニュアルの見直しを定期的に行いま

す。 

③通学路の安全確保 

子どもたちの登下校時の安全確保を図るために，道路管理者，警 

察などの関係機関と連携して，鈴鹿市通学路交通安全プログラム 

に基づく通学路の合同点検や，危険箇所の改善に取り組みます。 

指 標 

通学路安全マップを活用した取組を進めている小学校数 

現状値（平成 30年度） 13校 

目標値（令和 5年度） 30校 
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 基本事業 7-1 人的環境の整備 

【担当課】学校教育課 

めざす姿 

少人数教育※，特別支援教育，国際化対応などの加配教員や講師，

介助員などを小中学校に適切に配置し，子どもたちが安心して楽し

く学べる環境が整っています。 

現状と課題 

・習熟度別学習やチーム・ティーチングなど少人数教育の授業形態

の工夫により，子どもたちの学力向上や，個に応じたきめ細かな

指導を一層充実する必要があります。 

・特別支援学級への入級を希望する児童生徒や，通常の学級に在籍

する支援の必要な子どもたちが増加しており，特別支援教育が一

層重要となっています。 

・各校の実態に応じて，講師や介助員などの効果的な配置に努めて

いますが，さらに多様な教育課題に対応することが求められてい

ます。 

主な取組内容 

①介助員などの適切な配置【重点】 

介助や支援が必要な子どもたちが在籍する小中学校に，介助員や

支援員，看護師を配置します。 

②加配教員，講師の適切な配置 

少人数教育の実施をはじめ，特別支援教育コーディネーターの業

務の充実，小中学校の連携促進のための講師を小中学校へ配置し

ます。 

③教職員の適切な配置 

児童生徒に確かな学力を身に付けさせるため，指導力，年齢，男

女比および各校の諸課題などを考慮したバランスのとれた人的配

置を行います。 

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 

現状値（令和元年度） 4.6人 

目標値（令和 5年度） 4.2人 
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 基本事業 7-2 施設等の環境整備 

【担当課】教育総務課・教育政策課・学校教育課 

めざす姿 
安全で快適な学校施設・設備で，子どもたちや教職員が安心して

学校生活を送っています。 

現状と課題 

・本市の小中学校は，昭和 40年代から 50年代にかけて建築された

ものが多く，老朽化が進んでいます。また学校施設内の設備につ

いても，年月の経過により機能低下が進行している状況にあるこ

とから，施設や設備について改修の必要があります。 

・小中学校のトイレは，和式便器が多いことから，トイレの洋式化

を図る必要があります。 

・教育 ICT環境の安定した運用と情報セキュリティの確立が求めら

れます。また，システムの更新に伴う次期 ICT環境に向けた準備

も必要です。 

主な取組内容 

①学校の施設・設備の整備 

学校施設や設備の老朽化対策として，計画的な整備を進めます。

また，施設等を長期にわたり使用し続けるため，個別施設計画※を

策定し，長寿命化改修を進めます。 

②トイレの洋式化の推進【重点】 

小中学校のトイレを洋式便器を中心とした乾式トイレに改修し，

環境改善を図ります。 

③ICT環境の更なる充実 

情報活用能力の育成を図るため，教育 ICT環境を整備します。ま

た，各学校の情報発信力や教職員の情報リテラシーの向上に努

め，安定した運用体制と情報セキュリティを確立します。さらに，

教職員用コンピュータの配備を 1人当たり 1台とし，統合型校務

支援システムの運用を通じて，教職員の業務の軽減や効率化など

働き方の改善を図ります。 

指 標 

小中学校のトイレの洋式化率 

現状値（令和元年度） 31.0% 

目標値（令和 5年度） 46.0% 
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 基本事業 7-3 就学が困難な子どもへの支援 

【担当課】学校教育課 

めざす姿 

経済的理由などにより就学が困難な家庭に対し，就学援助費※や

特別支援教育就学奨励費※の支給が適切に行われることにより，対

象の児童生徒が円滑に就学しています。 

現状と課題 

・ひとり親世帯の増加，雇用状況の悪化などにより，就学援助の認

定件数は年々増加傾向にあります。 

・今後も，支援を必要とする保護者に向けて，関係する情報の広報

などに努める必要があります。 

主な取組内容 

①就学援助・特別支援就学奨励費制度の実施【重点】 

就学援助や特別支援教育就学奨励費制度を実施し，経済的理由に

より就学が困難な家庭の支援に取り組みます。 

指 標 

就学援助制度についての広報などによる周知回数 

現状値（平成 30年度） 6回 

目標値（令和 5年度） 7回 
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 基本事業 7-4 学校規模の適正化 

【担当課】教育政策課・学校教育課 

めざす姿 

児童生徒が集団の中で，多様な考えに触れ，認め合い，切磋琢磨

するために，一定規模の集団が確保され，適正な学校規模での教育

環境が整っています。 

現状と課題 

・適正な学校規模のあり方やその実現に向けた方策などをとりまと

めた「鈴鹿市学校規模適正化・適正配置に関する基本方針」を，

2018（平成 30）年 3月に策定しました。 

・少子化が進行する中，今後の児童生徒数の推移を的確に把握し，

複式学級の発生が予測される小規模校については，今後のあり方

について検討する必要があります。 

・施設面などで過密な教育環境となっている大規模校については，

過密化を解消するための対策が必要です。 

主な取組内容  

①児童生徒数の推移の的確な把握 

今後の児童生徒数の推移の的確な把握に努めるとともに，学校規

模の適正化を図る必要がある学校については，より良い手法の検

討を行います。 

②小規模特認校制度の実施 

2015（平成 27）年度から実施している合川小学校の小規模特認校

制度について，これまでの成果や今後に向けての課題を検証しま

す。 

③通学区域の弾力化制度の実施 

2016（平成 28）年度から実施している，白子中学校区，旭が丘小

学校区に在住する児童生徒を対象とした通学区域の弾力化制度に

ついて，過密化解消対策としてのこれまでの効果や，今後に向け

ての課題を検証します。 

指 標 

学校規模の適正化を検討した学校数の割合 

現状値（令和元年度） 100.0% 

目標値（令和 5年度） 100.0% 
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基本事業 7-5 教職員の人材育成 

【担当課】教育指導課・学校教育課・教育支援課 

めざす姿 

教職員が教職経験年数等に応じたそれぞれのライフステージ※で求めら

れる資質能力に応じて，高度な専門知識，実践的指導力，人間力を高める

ための研修を通して指導力が向上しています。 

現状と課題 

・教職員が各ライフステージで求められる資質能力として示された指標に

基づき，専門性を身に付けるとともに，今日的な教育課題について研究

を深め，職務に生かすため，常に学び続ける研修の機会が必要です。 

・特色ある学校・幼稚園づくりのため，それぞれの実態に沿ったより効果

的な校内・園内研修となるよう工夫する必要があります。

・今後，若年層の教職員増加に対応し，若手教員の授業力・学級経営力な

どの基礎的・基本的な力量を向上させる必要があります。

・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。

主な取組内容 

①研修講座・研修会の開催

教職生活全体を通じて学び続ける意欲と探求心を持ち，専門性を

より高められるよう，教職員のライフステージや職務に応じた研修講

座，保育所・幼稚園の合同研修会などを開設します。

また，人権教育や特別支援教育などの担当者を対象とした研修会を充実

します。

②校内・園内研修の支援

学校・幼稚園における研修を推進するために，指導主事※を積極的に派

遣し，校内・園内研修体制を一層充実します。

③若手教員の育成

豊かな教職経験を有する学力向上支援員による若手教員への指導・助言

を進めるとともに，学校全体で若手教員の育成を推進します。

④教職員への支援

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。

指 標 

研修講座を受講した教員の満足度の割合 

現状値（平成 30年度） 64.3% 

目標値（令和 5年度） 80.0% 
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 第 5章 計画の効果的な推進のために 

1 進行管理 

本基本計画を効果的に推進し，継続的な改善を図るために，進行管理におい

ては，PDCAサイクルによる考え方を基本とし，計画⇒実行⇒確認⇒改善のサイ

クルを繰り返しながら，事業の振り返りや見直しを図り，より実効性が担保で

きるようにします。 

具体的には，法第26条に基づき，教育委員会での意見聴取や審議，また教育

に関し学識経験を有する外部有識者の知見の活用を図り，達成すべき目標値へ

向けた各種取組の進捗状況を毎年点検し，必要に応じ見直し・改善を行います。 

なお，急速に変化する社会の中で，教育が対応するべき不測の状況が生じた

場合は，適時適切に検討し，迅速に対応することとします。 

PDCAサイクル 
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2 関係機関との連携・協力 

子どもを取り巻く課題及び環境は多様かつ複合的になっており，関係する市

長部局とともに，全市的に取り組みます。  

また，子どもたちを育成するためには，社会全体で子どもの成長と自立を支

えていく必要があります。本基本計画の推進にあたり，家庭，地域，学校はも

とより，多様な関係機関，ボランティアの方々などと連携・協力していきます。 

さらに，総合教育会議において，教育政策の方向性を共有し，より効果的に

施策の展開を図ることにより，総合教育会議を活用した教育委員会の活性化を

めざします。 

3 計画の周知 

本計画の推進のためには，家庭，地域，学校などに，本計画を広く知っても

らう必要があります。そのため，ホームページやフェイスブックを始め，鈴鹿

市教育委員会だより「遥か」や広報すずかなどの媒体を利用しながら，本基本

計画や取組状況等について周知していきます。 

また，各基本事業の着実な推進にあたり，市民，関係機関，各種団体との連

携・協力を促進し，教育行政へのニーズの把握や反映に努めていきます。 
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資料編 
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用語解説（50音順） 

■アイデンティティ

  自分が自分であること，さらにはそうした自分が，他者や社会から認められ

ているという感覚のこと。日本語では「自我同一性」「自己同一性」と呼ばれ

たり，「存在証明」とも訳される。 

■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。 

■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児童生徒の安全確保に取り組む学校

支援ボランティア。 

■生きる力

  知（確かな学力）・徳（豊かな心）・体（健やかな体）のバランスのとれた力。 

■外国語指導助手

外国語を母語とし，外国語（英語）の授業を補助する外国人の指導助手。 

■外国人教育指導助手

外国人児童生徒の在籍数が多い学校に配置し，外国人児童生徒や保護者の通

訳・翻訳業務にあたる。 

■外国人児童生徒支援員

  教育委員会事務局から学校へ派遣し，外国人児童生徒や保護者の通訳・翻訳

業務にあたる。 
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■学習指導要領 

  全国どこの学校でも一定の水準が保てるよう，学校教育法施行規則に基づ 

き，文部科学省が定めている教育課程（カリキュラム）の基準。 

 

■学校いじめ防止基本方針 

  いじめの防止などについて，学校の実態等に応じて，基本的な方向性や取 

 組の内容などを示した基本方針。 

 

■学校運営協議会 

  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。 

 

■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。 

 

■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。 

 

■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図書館司書，図書館司書補，

司書教諭の資格等をもつ指導員。 

 

■加配教員 

  法令に基づいて算定される学校の教員定数に上乗せして配置される教員。 

 

■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。 

 

■危険等発生時対処要領 

  学校・幼稚園において，災害発生時などの対応について，教職員の役割など

 を明確にし，学校・幼稚園における危機発生時の体制を確立するための要領。 
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■キャリア教育 

  学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら，社会的・職業的自立に 

向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けさせる教育。特別活動を要とし 

つつ各教科等の特質に応じて行う。 

 

■教育大綱 

  地方公共団体の長が，教育基本法第 17条第 1項に規定する国の基本的な方 

針（教育振興基本計画）を参酌し，地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第 1条の 3に定められた地域の実情に応じて策定する当該地方公共団体の教 

育等の振興に関する総合的な施策の大綱。 

 

■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。 

 

■きらきらタイム 

  鈴鹿市版幼児の体力向上実践プログラムの名称。 

 

■グローバル化  

  政治・経済，文化など様々な側面において，従来の国家・地域の垣根を越 

え，地球規模で資本や情報など様々なやり取りが行われる現象。 

 

■ゲストティーチャー 

  専門的な知識や技能などを有する外部講師，保護者や地域の方。 

 

■子ども人権フォーラム 

  中学校区の人権教育の推進を目的とし，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。 

 

■個別施設計画 

鈴鹿市公共施設等総合管理計画の個別施設ごとの計画として，公共建築物の

長寿命化改修など計画的に行い，老朽化対策や運営管理の適正化を図る計画。 

 

■コミュニティ・スクール 

  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
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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。 

 

■献立検討委員会 

  学校給食の充実・発展とその円滑な運営を図ることを目的に組織された「鈴

鹿市学校給食協会」における専門委員会の一つ。各学校・幼稚園から提出され

る給食への感想・意見や，調理員からの調理上の意見などをもとに献立の原案

を協議し，献立を検討する。 

 

 

■差別を解消するための 3つの法律 

 2016（平成 28）年に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」，「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の

推進に関する法律」，「部落差別の解消の推進に関する法律」の 3つの法律。 

 

■自己肯定感 

  自らの価値や存在意義を肯定できる感情。 

 

■自尊感情 

  心理学用語のセルフエスティーム（Self-esteem）の日本語訳。自分自身を

かけがえのない存在として認め，欠点も含めて持ち味として自分自身を大切

にする気持ちを指す。「自己肯定感」とほぼ同じ意味合いで用いられる。 

 

■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
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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。 

■児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）

  子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約。1989（平成

元）年の第 44回国連総会において採択され，1990（平成 2）年に発効，日本は

1994（平成 6）年に批准。 

■就学援助費

  経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し，学用

品費・学校給食費など，就学に必要な経費の一部を援助する費用のこと。 

■就学ガイダンス

  小学校へ入学を予定している外国人園児等と保護者を対象とした，小学校

生活についての説明会。 

■主権者教育

  社会的自立と社会参画の力を育む教育。 

■小 1プロブレム

  小学校１年生などの教室において，学習に集中できない，教員の話が聞けず 

に授業が成立しないなどの現象。 

■少人数教育

  法令で定める基準よりも 1学級の児童生徒数を少なく学級編制を行ったり，

特定の授業において学級をいくつかに分けて指導したり，複数の教員が同時

に指導したりすること。いずれも教員一人に対する児童生徒数が減り，児童生

徒一人ひとりの実態が把握しやすくなり，きめ細かな指導が可能となる。 

■情報セキュリティ

情報の機密性（情報へのアクセスを認められた人だけが，その情報にアク

セスできる状態の確保），完全性（情報が破壊，改ざん又は消去されていない

状態の確保），可用性（情報へのアクセスを認められた人が，必要時に中断す

ることなく，情報にアクセスできる状態の確保）を維持すること。 

■情報モラル

  情報社会において，適正な活動を行うための基になる考え方と態度。 
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■情報リテラシー 

  自らの目的を達するために適切に情報を活用することができる基礎的な知

識や技能。情報の探索や取得，評価や分析，整理や編集，作成や発信などを行

う能力の総体。 

 

■除去食 

  アレルギー症状を引き起こす特定原材料（原因食物）を調理段階で取り除い

 て提供する給食。 

 

■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。 

 

■新学習指導要領 

小学校で 2020（令和 2）年度，中学校で 2021（令和 3）年度から全面実施 

されることとなる学校教育法施行規則に基づき，文部科学省が定めている教 

育課程（カリキュラム）の基準。 

 

■人権教育カリキュラム 

  学校の教育活動の中で，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。 

 

■人権教育推進計画 

  学校の人権教育目標を達成するための重点的な方策や推進体制などを取り

 まとめた計画。 

 

■進路ガイダンス 

  高校進学をめざす外国人児童生徒と保護者を対象とした説明会。 

 

■スクールカウンセラー 

  カウンセリングや臨床心理学の専門的な理論・技術を身につけた専門家。 

 

■スクールソーシャルワーカー 

  教育分野に関する知識に加えて，社会福祉などの専門的な知識や技術を用

いて，関係機関などとのネットワークを活用し，問題を抱える児童生徒の支援

を行う専門家。 
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■スクールライフサポーター

  小学校の不登校や不登校傾向を示す児童に対して，登校や学校生活の支援

を行う支援員。 

■鈴鹿型コミュニティ・スクール

①すべての公立小中学校で実施している。②学校の実態や地域の特色など

の多様性を大切にしている。③「学び」と「安全・安心」の 2つのネットワー

クづくりを基盤としている。の 3点を特徴としている。

■鈴鹿市いじめ防止基本方針

  本市のいじめ防止などについて，総合的かつ効果的にいじめ対策を推進す

るために取りまとめた基本方針（2014（平成 26）年 9月策定）。 

■鈴鹿市運動部活動指針

  鈴鹿市として，部活動の意義や指導者のあり方,安全上の配慮や体罰の禁止， 

熱中症への対応などについて示した指針。 

■鈴鹿市教育振興基本計画審議会

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1条の 3第 1項の規定により

市長が定める大綱の審議等をつかさどる市長の附属機関。 

■鈴鹿市公共施設等総合管理計画

  鈴鹿市が，公共施設等の現状や課題を把握し，長期的な視点をもって総合的 

かつ計画的な管理を推進するために 2015（平成 27）年 12月に策定した計画。 

■鈴鹿市人権教育基本方針

 本市の人権問題の解決に向けて，主体的に人権を尊重しようとする態度や行

動力を持つ子どもの育成をめざして取りまとめた人権教育の基本方針 

（2003（平成 15）年 4月策定）。 

■鈴鹿市総合教育会議

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 条の 4 に定められた市長と

教育委員会が，円滑な連携を図り教育行政を推進するための会議。 

■鈴鹿市多文化共生推進指針

多文化共生の社会づくりの実現に向けて本市の基本的な考え方や関連する
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施策の方向性について，様々な課題，特性や意見などを体系的にまとめた指針 

（2011（平成 23）年 3月策定）。 

■鈴鹿市通学路交通安全プログラム

  本市の関係機関が連携して，通学路の安全対策を図るための基本方針や年

間活動計画などを定めたプログラム（2015（平成 27）年 3月策定）。 

■すずかっ子支援ファイル

  特別支援を必要とする子どもたちの生涯にわたる継続的な支援のために，

就学前からの生育状況，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綴じてあるファイル。 

■生産年齢人口

  生産活動の中心となる 15歳以上 65歳未満の人口。 

■生徒指導提要

  小学校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（2010（平成 22）年 3月文部科学省発行）。 

■生徒指導特別指導員

  三重県教育委員会が任用している生徒指導や非行防止などに関する専門的

知識や経験をもった指導員。 

■全国学力・学習状況調査

  文部科学省が 2007（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。対象は小学校 6年生と中学校 3年生，教科は国語と算数・数学（年度に

より，理科，英語が追加）からなる。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実施。 

■全国体力・運動能力，運動習慣等調査

  文部科学省が 2008（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も実施。 
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■第 5次子どもの健全育成推進基本計画 

  鈴鹿市青少年対策推進連絡調整会議が 2019（令和元）年度末に策定し， 

2020（令和 2）年度から 2023（令和 5）年度を計画期間とする青少年（0歳 

から 18歳）の健全育成をめざすための基本目標や取組などを示した計画。 

 

■第 3期教育振興基本計画 

  教育基本法（2006（平成 18）年法律第 120 号）に示された理念の実現と，

我が国の教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため，同法第 

17条第 1項に基づき政府として策定する計画。 

第 3 期（2018（平成 30）年度～2022（令和 4）年度）教育振興基本計画は，

2018（平成 30）年 6月 15日付けで閣議決定。 

 

■多文化共生 

  国籍や民族などの異なる人々が，互いの文化的な違いを認め合い，対等な関

 係を築こうとしながら，地域社会の構成員として共に生きていくこと。 

 

■多文化共生教育実践 EXPO 

  多文化共生教育の現状や課題を，実践発表や交流を通して明らかにし，学校

 における多文化共生教育を進展・充実させるための研修会。 

 

■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保護者や地域の方。 

 

■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。 

 

■地産地消 

  地域でとれた農林水産物を，その地域で消費すること。 

 

■知識基盤社会 

  新しい知識・情報・技術が，政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域

での活動の基盤として，飛躍的に重要性を増す社会。 
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■中 1ギャップ

  小学校を卒業して中学校に進学した際に出会う生活や社会環境の変化に適

応できずに心身の健全性を損なう現象。 

■通級指導教室

  通常の学級に在籍している障がいのある児童生徒に対して，一部の授業に

ついて，当該児童生徒の障がいに応じた特別の指導を行う場。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。 

■適応指導教室

  教育委員会が設置・運営する不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立に向

けた指導・支援を行う教室（けやき教室，さつき教室）。 

■道徳教育推進教師

  校長の方針の下に，道徳教育の推進を主に担当する教師。 

■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。 

■特別支援教育コーディネーター

  各学校における特別支援教育の推進のため，主に校内委員会・校内研修の企

画・運営，関係機関・学校との連絡・調整，また保護者からの相談窓口などの

役割を担う者。 

■特別支援教育就学奨励費

  障がいのある子どもたちが小中学校の特別支援学級などで学ぶ際に，保護

者が負担する教育関係経費について，家庭の経済状況等に応じ，国や地方公共

団体が補助する費用。 

■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に対して，一部の授業について，当該児童生徒

の日本語習得の状態に応じた日本語指導を行う教育形態。 
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■パフォーマンステスト 

  英語の知識量を測定するのではく，英語を用いて実際に話したり，書いたり

 する実践的技能がどの程度身についているのかを測定するために実施するテ

 スト。 

 

■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。 

 

■不登校対策アドバイザー 

不登校対策について，小中学校や，スクールライフサポーター，不登校対策

教育支援員等に指導助言を行うアドバイザー。 

 

■不登校対策教育支援員 

中学校の不登校や不登校傾向を示す生徒に対して，学習支援や教育相談を行

う支援員。 

 

■並行読書 

  指導のねらいをよりよく実現するために，学習中に教材文以外の本や文章

 を情報として取り入れ，学習内容と関連づけながら読み取っていく学習。 

 

■防災カルテ 

  保護者，学校・園（教職員）が情報を共有し，災害時に安全に避難行動を成

 し遂げ，速やかに子どもたちを保護者に引き渡すことができるよう，災害時に

 おける子どもたちの避難場所や，保護者の連絡先などを記したもの。 

 

 
■ライフステージ 

  教職の経験年数に応じて，新規採用職員を「教職着任時」とし，それ以降の

教諭・指導教諭・主幹教諭について「第 1ステージ（基礎生成期）」「第 2ステ
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ージ（伸長期）」「第 3ステージ（充実期）」「第 4ステージ（発展期）」，管理職

について「校長」「教頭」とする職務の段階。 

■CLM

  Check List in Mieの略。子どもの気になる行動などを観察し，個別の指導

計画を作成するためのチェックリスト。三重県立小児心療センターあすなろ

学園が開発。 

■ICT

  Information and Communication Technology の略。情報・通信に関する技

術の総称。 

■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。 

■PTA

  Parent-Teacher Associationの略。学校（学校教育法第 1条に規定される 

学校で，大学を除く）に在籍する幼児，児童，生徒若しくは学生の保護者及び 

当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体。 

■SNS

  Social Networking Service の略。インターネットを介して人間関係を構

築できるスマホ・パソコン用の Webサービスの総称。 

■Society5.0時代

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させ

 たシステムにより，経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会

（Society）。 

  狩猟社会（Society 1.0），農耕社会（Society 2.0），工業社会（Society 3.

0），情報社会（Society 4.0）に続く新たな社会を指すもので，第 5期科学技

術基本計画において我が国がめざすべき未来社会の姿として初めて提唱。 
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鈴鹿市教育振興基本計画 審議会委員 

氏名 団体，役職等 

会長 須曽野 仁志 三重大学大学院 教育学研究科 教授 

副会長 瀬戸 美奈子 三重大学教育学部 教授 

委員 井村 久美子 ㈱イムラアスリートアカデミー 

委員 松尾 健 鈴鹿市 PTA連合会 顧問 

委員 秋葉 美香 市民公募委員 
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令和元年 10月 2日 

鈴鹿市長  末松 則子  様   

鈴鹿市教育振興基本計画審議会 

会長   須曽野 仁志  

教育施策に係る大綱について（答申） 

  令和元年 8 月 26 日付け鈴総政第 687 号にて諮問のありました教育施策に係る大綱

について，本審議会で慎重に審議を重ね，別添のとおり「鈴鹿市教育大綱（案）」を取

りまとめましたので答申します。  

 なお，次期「鈴鹿市教育振興基本計画」に盛り込まれる諸施策については，当審議会

の答申を踏まえ推進されることを期待します。 
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鈴鹿市教育振興基本計画策定のための 

アンケート調査結果報告

令 和 元 年 ８ 月 

鈴鹿市教育委員会 
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第１章 調査の概要 

  １ 調査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９７

  ２ 調査の設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９７

  ３ 回答数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９７

  ４ アンケート回答方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９７

  ５ 調査表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８

第２章 調査結果の概要 

  １ 回答者属性について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００

  ２ 教育活動について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００

（１）教育活動における教育全般の満足度・重要度について・・・・・・１００

（２）教育活動における各分野の現在の満足度について・・・・・・・・１００

（３）教育活動における各分野の今後の重要度について・・・・・・・・１０１

（４）満足度・重要度評価のグラフ化について・・・・・・・・・・・・１０１

  ３ 子どもに身に付けさせたい能力・態度について・・・・・・・・・・・１０１ 
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第１章 調査の概要 

１ 調査の目的 

この調査は，現在の鈴鹿市教育振興基本計画における施策の課題を検証し，また， 

国の第 3 期教育振興基本計画を踏まえ新しい計画の策定を行うため，教育に対する関 

係者のお考えや御意見をいただき，計画策定にあたって貴重な資料とするとともに， 

2015（平成 27 ）年度に実施した調査との比較を行い，今後の教育施策推進に役立てて

いくために実施いたしました。 

２ 調査の設計 

（１）調査対象者と対象者数

※PTA 役員等については，役員でない方の回答も可。

※PTA と学校運営協議会委員を兼務している方は，PTA の立場で回答。

（２）調査時期 2019（令和元）年 5月 24日（金）～6月 17日（月）

（３）対象者数 1,920人

３ 回答数（率） 1,165人（60.7％） 

４ アンケート回答方法 

（１）インターネット版

回答数（率） 820人（70.4％）

（２）マークシート版

回答数（率） 345人（29.6％）

対  象 人 数 

① 各市立学校の PTA役員等 各学校 15人【600人】 

② 各市立幼稚園の PTA役員等 各幼稚園 2人【22人】 

③ 学校運営協議会委員（PTA役員及び教職員を除く） 全員【376人】 

④ 各市立学校の正規教諭 全員【890人】 

⑤ 各市立幼稚園の正規教諭 全員【32人】 
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第２章 調査結果の概要 

１ 回答者属性について（P.103） 

 『問１ あなたのお立場について』の設問に対しては，2015（平成 27）年度調査

（以降「H27調査」）と 2019（令和元）年度（以降「R1調査」）を比較すると，保護

者の割合が減少し，小中学校教諭の割合が増加しています。これは，設計段階にお

いて「各市立学校の正規教諭」の対象者を H27調査では「半数」としていたところ，

R1調査では「全員」としたことによるものです。 

また，回答方法については，H27調査では，全て紙媒体で実施し，R1調査では，紙

媒体によるマークシート版とインターネット版を選択し，紙媒体が約 30％，インタ

ーネットが約 70％の回答率となっています。なお，インターネット回答が増加した

ことにより，R1調査の調査結果全般において「未回答」の割合が減少しています。 

２ 教育活動について 

（１）教育活動における教育全般の満足度・重要度について（P.104・105）

 問２『教育活動の満足度・重要度について』の①『これまでの鈴鹿市の活動の満足

度』の設問に対して，「満足度指数」を用いて評価を行いました。満足度指数は H27

調査の「0.48」から「0.42」へ下がる結果となりました。また，立場別では全体的に

満足度指数が下がっていますが，中学校教諭のみ大幅に上がる結果となりました。 

 次に，②『市政全般における教育の重要度について』の設問に対して，「重要度指

数」を用いて評価を行い，重要度指数は，H27調査の「1.76」から R1調査の「1.74」

へ下がる結果となりました。 

（２）教育活動における各分野の現在の満足度について（P.106～P.108）

満足度では，「アレルギーや感染症等の衛生管理」，「家庭や地域と連携した「あい

さつ運動」等の健全育成活動」の満足度が高い結果となりました。この２項目につい

ては，H27 調査や回答者の立場別の満足度評価においても高い結果となっています。 

一方，「学校施設の整備」，「公立幼稚園の統廃合」については，H27 調査に引き続

き満足度が低い結果となりました。また，立場別では，保護者の「国際感覚の育成に

向けた外国語教育」や「学力の向上」などが満足度の低い結果となりました。 

P.108の満足度指数の変化についてでは，H27調査に比べ「パソコン等を活用した

情報活用能力の育成」や「少人数による教育」の満足度指数の下げ幅が大きくなって

います。 
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（３）教育活動における各分野の今後の重要度について（P.109～P.111）

 重要度では，「いじめのない学校づくり」が最も重要度が高く，「災害発生時や防

犯・不審者等への危機管理」や「登下校の安全の確保」が続いています。また，回答

者の立場別では，幼稚園教諭を除く全ての立場で，「いじめのない学校づくり」が最

上位となっています。 

 一方，重要度が低い項目としては，「公立幼稚園の統廃合」，「伝統文化や郷土に関

する教育」という結果となりました。 

（４）満足度及び重要度指数のグラフ化について（P.112・113）

 満足度評価を横軸に，重要度評価を縦軸にとって，回答結果をプロットしたグラフ

を P.113に記載しました。 

 このグラフは，5 分野・34 項目の教育活動の満足度評価と重要度評価のそれぞれ

の平均値によって 4つのグループに分けたものです。グラフ左上に位置する項目「Ａ 

満足度が（平均値より）低く，重要度が（平均値より）高い項目」については，教育

活動の必要性が十分認識され，Ａグループの以下の 10項目については，特に取組の

推進や改善に対するニーズが高く，従来の取組方向について，さらに改善を検討す

る必要があると考えられます。 

・学校施設の整備

・障がいを持つ等の特別な支援を必要とする子どもへの教育

・学力の向上

・就学が困難な子どもや課題を抱える家庭への支援

・パソコン等を活用した情報活用能力の育成

・不登校児童生徒を生まない学校づくり

・規範意識等を育む道徳教育

・家庭学習の習慣化

・働くことの意義，楽しさ，厳しさ等について学ぶ教育

・学力保障のための日本語教育

３ 子どもに身に付けさせたい能力・態度について（P.114） 

  今後，鈴鹿市の子どもたちに身に付けさせたい能力・態度については，７項目のう

ち「４ 自分の大切さとともに他の人の大切さを認め，人権尊重のために行動する

力」が重要であるとした回答が H27 調査に引き続き一番多く，次に「３ 自分を律
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することや，生命の尊重，感動する心などの豊かな人間性」が続きました。 

  なお，「６ 幅広い知識と柔らかい考え方で，新しい価値・物を創り出すことので

きる力」については，H27調査からの重要度指数の上がり幅が最も大きくなる結果と

なりました。 
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第３章 調査結果 

１ 回答者属性について 

問１－１ あなたのお立場について 

問１－２ あなたのお子様について 

（問１－１ 補足）保護者の子の状況 

H27 

回答者

数(人) 

H27 

構成比

(％) 

R1 

回答者

数(人) 

R1 

構成比 

(％) 

保護者 499 40.6 314 27.0 

学校運営協議会 258 21.0 199 17.1 

幼稚園教諭 34 2.8 28 2.4 

小学校教諭 281 22.8 414 35.5 

中学校教諭 129 10.5 202 17.3 

未回答 29 2.4 8 0.7 

合計 1230 100.0 1165 100.0 

H27 

回答者

数(人) 

H27 

構成比

(％) 

R1 

回答者

数(人) 

R1 

構成比 

(％) 

小学校就学前の幼児 53 4.3 81 7.0 

小学校に就学中 393 32.0 298 25.6 

中学校に就学中 253 20.6 183 15.7 

対象となる子どもは

養育していない 
478 38.9 594 51.0 

未回答 53 4.3 9 0.8 

合計 1230 100.0 1165 100.0 

H27 

回答者

数(人) 

H27 

構成比

(％) 

R1 

回答者

数(人) 

R1 

構成比 

(％) 

小学校就学前の幼児 14 2.8 8 2.5 

小学校に就学中 309 61.9 185 58.9 

中学校に就学中 174 34.9 119 37.9 

未回答 2 0.4 2 0.6 

合計 499 100.0 314 100.0 

2.8% 2.5%

61.9% 58.9%

34.9% 37.9%

0.4% 0.6%
0%

20%

40%

60%

80%

H27

構成比
R1

構成比

保護者の子の状況

小学校就学前の幼児 小学校に就学中

中学校に就学中 未回答

40.6%

27.0%

21.0% 17.1%

2.8% 2.4%

22.8%

35.5%

10.5%

17.3%

2.4% 0.7%

0%

20%

40%

60%

H27

構成比

R1

構成比

お立場

保護者 学校運営協議会 幼稚園教諭

小学校教諭 中学校教諭 未回答

4.3% 7.0%

32.0%
25.6%

20.6%
15.7%

38.9%

51.0%

4.3%
0.8%

0%

20%

40%

60%

H27

構成比

R1

構成比

子の状況

小学校就学前の幼児

小学校に就学中

中学校に就学中

対象となる子どもは養育していない

未回答
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２ 教育活動について 

（１）教育活動における教育全般の満足度・重要度について

①『これまでの鈴鹿市の教育活動について』

  教育活動における教育全般の満足度について 

H27 R1 

回答者数(人) 構成比(％) 回答者数(人) 構成比(％) 

満足 51 4.1 54 4.6 

概ね満足 440 35.8 465 39.9 

どちらともいえない 464 37.7 420 36.1 

やや不満 158 12.8 188 16.1 

不満 28 2.3 37 3.2 

未回答 89 7.2 1 0.1 

合計 1230 100.0 1165 100.0 

満足度指数 0.48 0.42 

①-１『これまでの鈴鹿市の教育活動について』（立場別）【満足度指数】

これまでの鈴鹿市の教育活動 

について（立場別）【満足度指数】 

H27 R1 

保護者 0.79 0.70 

学校運営協議会 0.49 0.47 

幼稚園教諭 0.92 0.85 

小学校教諭 0.15 0.08 

中学校教諭 -0.12 0.50 

4.1% 4.6%

35.8%
39.9%37.7% 36.1%

12.8%
16.1%

2.3% 3.2%
7.2%

0.1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

H27

構成比
R1

構成比

教育活動における教育全般の満足度について（全体）

満足 概ね満足 どちらともいえない やや不満 不満 未回答

満足度指数＝ 「満足」×２＋「概ね満足」×１＋「やや不満」×（－１）＋「不満」×（－２） 

全回答数－未回答数－「どちらともいえない」 

0.79 

0.49 

0.92 

0.15 

-0.12

0.70 

0.47 

0.85 

0.08 

0.50 

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

これまでの鈴鹿市の教育活動について（立場別）

【満足度指数】

H27 R1
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②『市政全般における教育の重要度について』

市政全般における教育の重要度について 

H27 R1 

回答者数(人) 構成比(％) 回答者数(人) 構成比(％) 

重要 677 55.0 772 66.3 

やや重要 198 16.1 252 21.6 

どちらともいえない 87 7.1 115 9.9 

さほど重要でない 3 0.2 4 0.3 

重要でない 2 0.2 1 0.1 

未回答 263 21.4 21 1.8 

合計 1230 100.0 1165 100.0 

重要度指数 1.76 1.74 

②-１『市政全般における教育の重要度について』（立場別）【重要度指数】

市政全般における教育の重要度に 

ついて（立場別）【重要度指数】 

H27 R1 

保護者 1.69 1.68 

学校運営協議会 1.81 1.75 

幼稚園教諭 1.89 2.00 

小学校教諭 1.84 1.79 

中学校教諭 1.76 1.65 

55.0%

66.3%

16.1%
21.6%

7.1% 9.9%

0.2% 0.3%0.2% 0.1%

21.4%

1.8%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

H27 構成比 R1 構成比

市政全般における教育の重要度について（全体）

重要 やや重要 どちらともいえない

さほど重要でない 重要でない 未回答

重要度指数＝ 
「重要」×２＋「やや重要」×１＋「さほど重要でない」×（－１）＋「重要でない」×（－２） 

全回答数－未回答数－「どちらともいえない」 

1.69 
1.81 1.89 1.84 1.76 1.68 1.75 
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市政全般における教育の重要度について（立場別）

【重要度指数】

H27 R1
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（２）教育活動における各分野の現在の満足度について

①満足度割合の状況について

12.5%

17.3%

13.8%

10.2%

13.3%

7.5%

4.3%

9.4%

6.8%

6.9%
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5.8%
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8.1%

3.0%
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4.9%

4.0%
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3.6%

3.8%

3.0%

7.3%

3.7%

2.9%

3.3%

5.3%

47.7%

44.9%

50.5%

42.1%

45.0%

33.9%

39.6%

38.7%

47.8%

26.6%

40.1%

41.9%

42.8%

43.0%

31.1%

38.8%

35.2%

38.3%

42.8%

25.8%

31.7%

34.9%

33.2%

36.0%

32.6%

32.4%

23.6%

28.1%

30.7%

26.4%

19.1%

12.3%

22.6%

19.7%

35.0%

30.5%

28.8%

41.0%

33.0%

50.6%

47.3%

40.4%

33.0%

56.2%

38.8%

32.0%

37.9%
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50.3%

40.7%
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40.3%

31.8%

59.3%

45.4%

44.1%

44.9%

40.3%

46.5%

39.3%

56.4%

47.6%

43.2%

38.5%

55.9%

68.7%

43.1%

21.7%

3.3%

5.4%

5.2%

5.2%

5.8%

6.4%

6.7%

7.9%

9.4%

6.9%

9.8%

11.8%

10.6%

11.1%

10.0%

10.6%

10.6%

12.4%

13.2%

9.4%

13.2%

12.2%

13.3%

15.2%

12.5%

16.1%

11.1%

16.2%

18.5%

16.2%

11.8%

8.6%

21.3%

26.0%

10.6%

8.8%

6.5%

9.4%

26.5%

アレルギーや感染症等の衛生管理

家庭や地域と連携した「あいさつ運動」等の健全育成活動

学校や幼稚園からの情報発信

コミュニティ・スクールをはじめとした保護者や地域住民の学校教育活…

給食や地元食材等を活用した食に関する教育

伝統文化や郷土に関する教育

心や体の健康に関する教育

研修等による教職員の資質向上

防災，防犯，交通安全に関する安全教育

幼稚園における教育

教育に関する相談体制

読書を推進する活動

人権を大切にする教育

災害発生時や防犯・不審者等への危機管理

幼稚園・小中学校の校種間連携による教育

いじめのない学校づくり

国籍や民族等の文化的違いを認め合う多文化共生の教育

体力の向上

登下校の安全の確保

環境問題や男女共同参画等の新たな課題に対応した教育

不登校児童生徒を生まない学校づくり

規範意識等を育む道徳教育

働くことの意義，楽しさ，厳しさ等について学ぶ教育

障がいを持つ等の特別な支援を必要とする子どもへの教育

学力保障のための日本語教育

家庭学習の習慣化

就学が困難な子どもや課題を抱える家庭への支援

国際感覚の育成に向けた外国語教育

学力の向上

少人数による教育

学校規模適正化・適正配置に関する取組

公立幼稚園の統廃合

パソコン等を活用した情報活用能力の育成

学校施設の整備

教育活動の満足度（全体） 満足度指数順

満足 概ね満足 どちらともいえない やや不満 不満 未回答
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②立場による満足度指数の違いについて

■満足度指数の高い上位３項目

立場 年 1 2 3 

保護者 

R1 
家庭や地域と連携した「あい

さつ運動」等の健全育成活動 

幼稚園・小中学校の校種間連携によ

る教育 

給食や地元食材等を活用した食に関

する教育 

H27 
給食や地元食材等を活用した

食に関する教育 

家庭や地域と連携した「あいさつ運

動」等の健全育成活動 
アレルギーや感染症等の衛生管理

学校運営 

協議会 

R1 
アレルギーや感染症等の衛生

管理

給食や地元食材等を活用した食に関

する教育 

家庭や地域と連携した「あいさつ運

動」等の健全育成活動 

H27 
アレルギーや感染症等の衛生

管理

家庭や地域と連携した「あいさつ運

動」等の健全育成活動 
登下校の安全の確保 

幼稚園教諭 

R1 
家庭や地域と連携した「あい

さつ運動」等の健全育成活動 
学校や幼稚園からの情報発信 

給食や地元食材等を活用した食に関

する教育 

H27 学校や幼稚園からの情報発信 
家庭や地域と連携した「あいさつ運

動」等の健全育成活動 
体力の向上 

小学校教諭 

R1 学校や幼稚園からの情報発信 アレルギーや感染症等の衛生管理
家庭や地域と連携した「あいさつ運

動」等の健全育成活動 

H27 
アレルギーや感染症等の衛生

管理
学校や幼稚園からの情報発信 

給食や地元食材等を活用した食に関

する教育 

中学校教諭 

R1 
アレルギーや感染症等の衛生

管理
学校や幼稚園からの情報発信 

家庭や地域と連携した「あいさつ運

動」等の健全育成活動 

H27 
家庭や地域と連携した「あい

さつ運動」等の健全育成活動 
学校や幼稚園からの情報発信 体力の向上 

■満足度指数の低い上位３項目

立場 年 1 2 3 

保護者 

R1 
国際感覚の育成に向けた外国

語教育 
学力の向上 

パソコン等を活用した情報活用能力

の育成 

H27 公立幼稚園の統廃合 国際感覚の育成に向けた外国語教育 学校施設の整備 

学校運営 

協議会 

R1 公立幼稚園の統廃合 学校施設の整備 
パソコン等を活用した情報活用能力

の育成 

H27 公立幼稚園の統廃合 学校施設の整備 国際感覚の育成に向けた外国語教育 

幼稚園教諭 

R1 学校施設の整備 公立幼稚園の統廃合 
パソコン等を活用した情報活用能力

の育成 

H27 学校施設の整備 公立幼稚園の統廃合 
パソコン等を活用した情報活用能力

の育成 

小学校教諭 

R1 学校施設の整備 
パソコン等を活用した情報活用能力

の育成 
少人数による教育 

H27 学校施設の整備 公立幼稚園の統廃合 
パソコン等を活用した情報活用能力

の育成 

中学校教諭 

R1 学校施設の整備 
学校規模適正化・適正配置に関する

取組 
家庭学習の習慣化 

H27 学校施設の整備 
パソコン等を活用した情報活用能力

の育成 
家庭学習の習慣化 
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③満足度指数の変化について（※平成 27年度と令和元年度実施した調査との比較） 

№ 項目 
満足度指数 

H27 順位 R1 順位 差 

33 公立幼稚園の統廃合 -0.36 32 -0.11  32 0.25  

9 国際感覚の育成に向けた外国語教育 0.18 30 0.24  28 0.06  

21 
コミュニティ・スクール※2 をはじめとした保護者や地域住

民の学校教育活動への参加 
0.88 7 0.94  4 0.06  

30 幼稚園・小中学校の校種間連携による教育 0.58 24 0.63  15 0.05  

11 幼稚園における教育 0.64 22 0.69  10 0.05  

22 家庭や地域と連携した「あいさつ運動」等の健全育成活動 1.03 2 1.05  2 0.02  

20 学校や幼稚園からの情報発信 1.00 3 1.00  3 0.00  

25 アレルギーや感染症等の衛生管理 1.05 1 1.05  1 0.00  

16 伝統文化や郷土に関する教育 0.88 6 0.84  6 -0.04  

19 給食や地元食材等を活用した食に関する教育 0.98 4 0.93  5 -0.05  

2 働くことの意義，楽しさ，厳しさ等について学ぶ教育 0.51 26 0.46  23 -0.05  

1 学力の向上 0.23 29 0.17  29 -0.06  

28 研修等による教職員の資質向上 0.80 13 0.73  8 -0.07  

18 心や体の健康に関する教育 0.83 9 0.75  7 -0.08  

17 体力の向上 0.69 17 0.59  18 -0.10  

10 環境問題や男女共同参画等の新たな課題に対応した教育 0.60 23 0.50  20 -0.10  

3 読書を推進する活動 0.77 14 0.66  12 -0.11  

7 防災，防犯，交通安全に関する安全教育 0.82 11 0.70  9 -0.12  

14 いじめのない学校づくり 0.76 15 0.62  16 -0.14  

5 国籍や民族等の文化的違いを認め合う多文化共生※1の教育 0.76 16 0.62  17 -0.14  

26 教育に関する相談体制 0.83 10 0.68  11 -0.15  

12 人権を大切にする教育 0.82 12 0.64  13 -0.18  

15 不登校児童生徒を生まない学校づくり 0.66 20 0.48  21 -0.18  

31 就学が困難な子どもや課題を抱える家庭への支援 0.43 27 0.24  27 -0.19  

13 規範意識等を育む道徳教育 0.66 19 0.46  22 -0.20  

23 家庭学習の習慣化 0.53 25 0.31  26 -0.22  

27 災害発生時や防犯・不審者等への危機管理 0.89 5 0.63  14 -0.26  

8 学力保障のための日本語教育 0.66 21 0.40  25 -0.26  

32 学校施設の整備 -0.36 33 -0.62  34 -0.26  

6 障がいを持つ等の特別な支援を必要とする子どもへの教育 0.68 18 0.41  24 -0.27  

24 登下校の安全の確保 0.87 8 0.56  19 -0.31  

4 パソコン等を活用した情報活用能力の育成 0.17 31 -0.18  33 -0.35  

29 少人数による教育 0.40 28 0.05  30 -0.35  

       

34 学校規模適正化・適正配置   -0.07  31 － 
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（３）教育活動における各分野の今後の重要度について

①重要度割合の状況について
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54.1%

いじめのない学校づくり

災害発生時や防犯・不審者等への危機管理

登下校の安全の確保

防災，防犯，交通安全に関する安全教育

人権を大切にする教育

障がいを持つ等の特別な支援を必要とする子どもへの教育

不登校児童生徒を生まない学校づくり

学校施設の整備

アレルギーや感染症等の衛生管理

規範意識等を育む道徳教育

就学が困難な子どもや課題を抱える家庭への支援

学力の向上

教育に関する相談体制

家庭学習の習慣化

働くことの意義，楽しさ，厳しさ等について学ぶ教育

研修等による教職員の資質向上

心や体の健康に関する教育

学力保障のための日本語教育

パソコン等を活用した情報活用能力の育成

国籍や民族等の文化的違いを認め合う多文化共生の教育

少人数による教育

体力の向上

学校や幼稚園からの情報発信

国際感覚の育成に向けた外国語教育

幼稚園における教育

学校規模適正化・適正配置に関する取組

読書を推進する活動

家庭や地域と連携した「あいさつ運動」等の健全育成活動

環境問題や男女共同参画等の新たな課題に対応した教育

幼稚園・小中学校の校種間連携による教育

コミュニティ・スクールをはじめとした保護者や地域住民の…

給食や地元食材等を活用した食に関する教育

伝統文化や郷土に関する教育

公立幼稚園の統廃合

教育活動の重要度（全体） 重要度指数順

重要 やや重要 どちらともいえない さほど重要でない 重要でない 未回答
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②立場による重要度指数の違いについて

■重要度指数の高い上位３項目

立場 年 1 2 3 

保護者 

R1 いじめのない学校づくり 災害発生時や防犯・不審者等への危機管理 
防災，防犯，交通安全に関する安全教

育 

H27 いじめのない学校づくり 登下校の安全の確保 
災害発生時や防犯・不審者等への危機

管理 

学校運営 

協議会 

R1 いじめのない学校づくり 登下校の安全の確保 
災害発生時や防犯・不審者等への危機

管理 

H27 いじめのない学校づくり 登下校の安全の確保 学力の向上 

幼稚園教諭 
R1 幼稚園における教育 いじめのない学校づくり 

幼稚園・小中学校の校種間連携による

教育 

H27 人権を大切にする教育 規範意識等を育む道徳教育 幼稚園における教育 

小学校教諭 
R1 いじめのない学校づくり 学校施設の整備 

障がいを持つ等の特別な支援を必要と

する子どもへの教育 

H27 いじめのない学校づくり 人権を大切にする教育 学校施設の整備 

中学校教諭 
R1 いじめのない学校づくり 学校施設の整備 

災害発生時や防犯・不審者等への危機

管理 

H27 いじめのない学校づくり 学校施設の整備 人権を大切にする教育 

■重要度指数の低い上位３項目

立場 年 1 2 3 

保護者 
R1 公立幼稚園の統廃合 

コミュニティ・スクールをはじめとした保

護者や地域住民の学校教育活動への参加 
伝統文化や郷土に関する教育 

H27 公立幼稚園の統廃合 幼稚園における教育 伝統文化や郷土に関する教育 

学校運営 

協議会 

R1 公立幼稚園の統廃合 幼稚園における教育 伝統文化や郷土に関する教育 

H27 公立幼稚園の統廃合 
環境問題や男女共同参画等の新たな課題に

対応した教育 
幼稚園における教育 

幼稚園教諭 

R1 公立幼稚園の統廃合 
コミュニティ・スクールをはじめとした保

護者や地域住民の学校教育活動への参加 
伝統文化や郷土に関する教育 

H27 
パソコン等を活用した情報活用

能力の育成 

環境問題や男女共同参画等の新たな課題に

対応した教育 
伝統文化や郷土に関する教育 

小学校教諭 
R1 公立幼稚園の統廃合 伝統文化や郷土に関する教育 

給食や地元食材等を活用した食に関す

る教育 

H27 公立幼稚園の統廃合 伝統文化や郷土に関する教育 国際感覚の育成に向けた外国語教育 

中学校教諭 

R1 
給食や地元食材等を活用した食

に関する教育 

コミュニティ・スクールをはじめとした保

護者や地域住民の学校教育活動への参加 
公立幼稚園の統廃合 

H27 
給食や地元食材等を活用した食

に関する教育 
公立幼稚園の統廃合 

コミュニティ・スクールをはじめとし

た保護者や地域住民の学校教育活動へ

の参加
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③重要度指数の変化について（※平成 27年度と令和元年度実施した調査との比較）

№ 項目 
重要度指数 

H27 順位 R1 順位 差 

11 幼稚園における教育 1.35 29 1.50 25 0.15 

4 パソコン等を活用した情報活用能力の育成 1.42 26 1.56 19 0.14 

10 環境問題や男女共同参画等の新たな課題に対応した教育 1.31 32 1.44 29 0.13 

5 国籍や民族等の文化的違いを認め合う多文化共生※1の教育 1.45 23 1.55 20 0.10 

25 アレルギーや感染症等の衛生管理 1.55 15 1.64 9 0.09 

7 防災，防犯，交通安全に関する安全教育 1.61 7 1.70 4 0.09 

32 学校施設の整備 1.59 10 1.67 8 0.08 

6 障がいを持つ等の特別な支援を必要とする子どもへの教育 1.60 9 1.68 6 0.08 

27 災害発生時や防犯・不審者等への危機管理 1.67 4 1.74 2 0.07 

33 公立幼稚園の統廃合 1.15 33 1.22 34 0.07 

9 国際感覚の育成に向けた外国語教育 1.45 24 1.51 24 0.06 

31 就学が困難な子どもや課題を抱える家庭への支援 1.55 12 1.61 11 0.06 

18 心や体の健康に関する教育 1.52 18 1.58 17 0.06 

26 教育に関する相談体制 1.54 15 1.60 13 0.06 

8 学力保障のための日本語教育 1.52 20 1.57 18 0.05 

14 いじめのない学校づくり 1.77 1 1.82 1 0.05 

2 働くことの意義，楽しさ，厳しさ等について学ぶ教育 1.55 12 1.59 15 0.04 

28 研修等による教職員の資質向上 1.56 12 1.59 16 0.03 

29 少人数による教育 1.52 19 1.55 21 0.03 

20 学校や幼稚園からの情報発信 1.49 22 1.51 23 0.02 

15 不登校児童生徒を生まない学校づくり 1.66 5 1.68 7 0.02 

13 規範意識等を育む道徳教育 1.61 8 1.62 10 0.01 

16 伝統文化や郷土に関する教育 1.31 31 1.32 33 0.01 

30 幼稚園・小中学校の校種間連携による教育 1.39 27 1.40 30 0.01 

24 登下校の安全の確保 1.71 2 1.72 3 0.01 

23 家庭学習の習慣化 1.59 10 1.59 14 0.00 

12 人権を大切にする教育 1.68 3 1.68 5 0.00 

22 家庭や地域と連携した「あいさつ運動」等の健全育成活動 1.45 24 1.45 28 0.00 

19 給食や地元食材等を活用した食に関する教育 1.35 29 1.34 32 -0.01

21 
コミュニティ・スクール※2 をはじめとした保護者や地域住

民の学校教育活動への参加 
1.36 28 1.35 31 -0.01

3 読書を推進する活動 1.50 21 1.48 27 -0.02

17 体力の向上 1.54 15 1.52 22 -0.02

1 学力の向上 1.64 6 1.61 12 -0.03

34 学校規模適正化・適正配置 1.49 26 － 
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（４）満足度及び重要度指数のグラフ化について

 満足度及び重要度における指数に基づき，縦軸を重要度指数，横軸を満足度指数とした散布

図を作成しました。桃色の線は，満足度及び重要度評価得点について，それぞれの平均値（満

足度指数平均値：0.51，重要度指数平均値：1.56）を示し，この散布図の基準としています。

なお，基準により分類された４つの範囲において，「A 満足度が低く，重要度が高い項目」

（図，左上部分）に分類される項目は，より重視して取組を必要とする部分であると考えるこ

とができます。 

Ａ 満足度が低く， 重要度が高い項目 

項目 

Ａ 満足度が低く，

重要度が高い項目 

学校施設の整備 

障がいを持つ等の特別な支援を必要とする子どもへの教育 

学力の向上 

就学が困難な子どもや課題を抱える家庭への支援 

パソコン等を活用した情報活用能力の育成 

不登校児童生徒を生まない学校づくり 

規範意識等を育む道徳教育 

家庭学習の習慣化 

働くことの意義，楽しさ，厳しさ等について学ぶ教育 

学力保障のための日本語教育 

重
要
度
指
数

満足度指数

満足度指数と重要度指数の分布

Ａ 満足度が低く， 

重要度が高い項目 

Ｂ 満足度が高く， 

重要度が高い項目 

Ｄ 満足度が高く， 

重要度が低い項目 

Ｃ 満足度が低く， 

重要度が低い項目 

平均値 

0.51 

平均値 

1.56 
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学力の向上

働くことの意義，楽しさ，厳しさ等

について学ぶ教育

読書を推進する活動

パソコン等を活用した

情報活用能力の育成

国籍や民族等の文化的違いを

認め合う多文化共生の教育

障がいを持つ等の特別な支援を

必要とする子どもへの教育

防災，防犯，交通安全に関する安全教育

学力保障のための日本語教育

国際感覚の育成に向けた外国語教育

環境問題や男女共同参画等の

新たな課題に対応した教育

幼稚園における教育

人権を大切にする教育

規範意識等を育む道徳教育

いじめのない学校づくり

不登校児童生徒を生まない学校づくり

伝統文化や郷土に関する教育

体力の向上

心や体の健康に関する教育

給食や地元食材等を活用した

食に関する教育

学校や幼稚園からの情報発信

コミュニティ・スクールをはじめと

した保護者や地域住民の学校教育活

動への参加

家庭や地域と連携した「あいさつ

運動」等の健全育成活動

家庭学習の習慣化

登下校の安全の確保

アレルギーや感染症等の衛生管理

教育に関する相談体制

災害発生時や防犯・不審者等への危機管理

研修等による教職員の資質向上

少人数による教育

幼稚園・小中学校の校

種間連携による教育

就学が困難な子どもや課題を抱える家庭への支援

学校施設の整備

公立幼稚園の統廃合

学校規模適正化・適正配置
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-0.70 -0.20 0.30 0.80 1.30

満足度指数と重要度指数 分布図

Ｂ 満足度が高く，重要度が高い項目

Ｄ 満足度が高く，重要度が低い項目Ｃ 満足度が低く， 重要度が低い項目 

Ａ 満足度が低く， 重要度が高い項目 
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81.0%

77.6%

70.1%

59.3%

57.4%

54.7%

32.9%

15.3%

18.8%

25.6%

33.7%

36.1%

37.3%

50.2%

2.8%

3.1%

3.1%

6.0%

5.6%

6.5%

13.9%

自分の大切さとともに他の人の大切さを認め，人権尊重のために行動する力

自分を律することや，生命の尊重，感動する心などの豊かな人間性

基礎的な知識・技能を習得し，それらを活用して意欲的に学ぶ確かな学力

幅広い知識と柔らかい考え方で，新しい価値・物を創り出すことのできる力

運動に親しみ体力を高め，健康的に生活する力

世界中の人々と協力して活動するための異文化理解やコミュニケーション能力

国や郷土鈴鹿の伝統と文化を理解し，継承・発展させる力

R1 子どもに身に付けさせたい能力・態度について

【重要度指数順】

重要 やや重要 どちらともいえない さほど重要でない 重要でない 未回答

３ 子どもに身に付けさせたい能力・態度について 

 次の各項目に掲げる子どもの能力や態度について，今後，鈴鹿市の子どもたちに身に付けて

ほしいと思う程度について「重要」「やや重要」「どちらともいえない」「さほど重要でない」

「重要でない」の５段階評価で回答いただきました。 

No 質問項目 

1 基礎的な知識・技能を習得し，それらを活用して意欲的に学ぶ確かな学力 

2 運動に親しみ体力を高め，健康的に生活する力 

3 自分を律することや，生命の尊重，感動する心などの豊かな人間性 

4 自分の大切さとともに他の人の大切さを認め，人権尊重のために行動する力 

5 国や郷土鈴鹿の伝統と文化を理解し，継承・発展させる力 

6 幅広い知識と柔らかい考え方で，新しい価値・物を創り出すことのできる力 

7 世界中の人々と協力して活動するための異文化理解やコミュニケーション能力 

■子どもに身に付けさせたい能力・態度について

R1 調査結果 構成比(％) H27 R1 

No 重要 やや重要 
どちらとも 

いえない 

さほど重

要でない 

重要でな

い 
未回答 

重要度 

指数 

重要度 

指数 

1 70.1 25.6 3.1 0.4 0.0 0.8 1.77 1.72 

2 57.4 36.1 5.6 0.3 0.1 0.5 1.60 1.60 

3 77.6 18.8 3.1 0.2 0.0 0.3 1.82 1.80 

4 81.0 15.3 2.8 0.3 0.0 0.6 1.85 1.83 

5 32.9 50.2 13.9 2.0 0.3 0.7 1.33 1.33 

6 59.3 33.7 6.0 0.3 0.0 0.6 1.57 1.63 

7 54.7 37.3 6.5 0.5 0.1 0.9 1.52 1.58 
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