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会議開催記録 
会議名 平成 30年度 第１回 菊川市総合教育会議 

日 時 平成 30年 10月 24日（水）13：30～14：35 

場 所 菊川市役所小笠支所 会議棟 

出席者 太田順一市長 石原潔教育長 

松下彰教育委員 赤堀加世子教育委員 岡本直彦教育委員 

事務局（総務部及び教育文化部職員）13名 

欠席者 笹瀬昌子教育委員 

内 容 １ 開会 

（１）市長挨拶 

（２）教育長挨拶 

２ 協議事項 

（１）菊川市教育大綱における重点施策の取組状況について 資料１ 

（２）全国学力・学習状況調査の結果について 資料２ 

３ 閉会 

会議要旨  

１ 開 会 

・互礼 

（１）市長挨拶（太田市長） 

皆さんこんにちは。今日は30年度第１回目の菊川市総合教育会議ということで、御出席いた

だきましてありがとうございます。今、年に２回の開催と言うことで、今年は１回と言うこと

で少し行政の動きについて御報告させていただいて、教育行政の方でよろしくお願いしたいと

思います。 

昨年もお話しましたけれども、第２次総合計画がスタートしまして一年半が経過したところ

であります。第１次総合計画は、平成19年から10年間、第２次総合計画が昨年から９ヵ年と言

うことで、５つの基本目標と、28の政策を掲げてスタートして一年半が経ちました。お蔭様で、

全てではないですけど、ほぼ全ての事業が計画どおり進められておりまして、教育委員の皆さ

んにも色々と御協力いただいておりますことを、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

こうした中で、本年度も恒例となっております「まちづくり懇談会」がスタートいたしまし

た。一昨日、嶺田地区で第１回のまちづくり懇談会が皮切りに行われまして、11会場で、私、

教育長とか副市長とか幹部職員が出まして、市民の皆さんの色々な意見を伺いながら皆さんと

一緒にまちづくりをして行こうという試みでございます。昨年は、第２次総合計画が出来まし

てから初年度でしたので、将来的に重要な子育て支援についてのテーマを掲げてまちづくり懇

談会に望んだわけでありますが、今回は、二つ目の基本目標であります健康で元気に暮らせる

まちづくり、これは、福祉とか介護とかあるいは社会教育とかそういった医療とか、こういっ

た福祉的なものについて、健康づくりについてのテーマのお話をさせていただいております。

私の方からは30分ほどこのテーマについてお話をさせていただいて、今回は、病院側として村

田院長にも出席していただきまして、15分ほど今の菊川病院のあり方、将来的にどんな課題が

あるか、その取組について話をさせていただいたところであります。非常に市民の皆さんも、
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特に高齢者あるいは人口減少に対して、非常に皆さんそれぞれ地域の方、先般、嶺田でありま

したけれども、これからどういって地域で福祉を充実させていくのかとか、あるいは医療に対

してこれから団塊の世代が迎えたときには、菊川病院がどのような対応をされるのか、非常に

積極的な御意見なり御提言をいただきました。大変参考になりまして、今後とも幹部職員と、

また教育委員会、病院と協議をしながら住み易い健康で安心して暮らせる地域づくりの一つの

テーマとして考えて行きたいと思っております。 

本日は、総合教育会議でございますが、平成28年度に策定いたしました菊川市教育大綱につ

いて、大綱における重点施策の取り組みに関して御説明をさせていただきます。また、全国学

力・学習状況調査の報告もさせていただきますので、皆様の忌憚の無いご発言をお願い申し上

げて挨拶に代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（２）教育長挨拶（石原教育長） 

あらためまして、こんにちは。教育委員の皆さんには午前中には横地小学校、そしてそれが

終わったら中央公民館で定例の教育委員会ご苦労様でした。そして、市長に置かれましては、

総合教育会議ありがとうございます。一つお礼を、実はＩＣＴ、耐震、そして幼稚園、ずーっ

と計画的に進めていただきまして本当にありがとうございました。増してや、いま話題のエア

コンも来年度中にはという事で、先日お伺いをしました。本当にありがとうございます。市長

自身が、教育に対して大変御理解をしていただいているために、本当に子どもたちは色々な部

分で楽しく授業が、勉強が出来ているわけですが、今日、ちょっと報告させていただくのです

が、なかなか見える学力が、今まで28年まではずっと伸びてきたんですが、29、30と若干下が

ってきましたので、責任者としても少し責任を感じていますが、また、今日、お話の中で色々

と出てきますが、頑張って行きたいと思っているところです。 

さて、少し話は変わりますが、過日の台風で私たち教育委員会は、特に大きくまさかあんな

に長く停電が続くとは思いませんでした。その停電の結果によって、給食センターの停止、そ

してトイレの水が上がらなかったこと、今までの考え方より若干災害に対しての考え方をもう

一回見直さなくてはいけないのではないかと言うことも定例教育委員会の中で少し話させて

いただきました。また、本庁の執行部とも連携を取りながらこれからの災害についても、学校、

地域、そして執行部との連携等も考えていかなくてはいけないとこの様に思っております。 

さて、本日の総合教育会議ですが、今、市長からお話がありましたように、第２次総合計画

に則って、菊川市の教育方針の重点施策、そして学力についてお話を進めて行きたいと思って

おります。どうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。 

 

２ 協議事項 

（１）菊川市教育大綱における重点施策の取組状況について 

事務局： 今年度の菊川市教育大綱における重点施策の取り組み状況について、資料１に沿って

説明させていただきます。 

本年度教育委員会では、菊川市教育大綱及び第二次総合計画の重点施策の中から、各

課２つの事業、合計10の事業になりますが、重点事業に位置づけまして、それぞれの事

業につきまして達成目標を掲げ進捗管理を行っているところでございます。 
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９月末全体の進捗状況としましては、全ての事業におきまして、計画どおりあるいは

計画以上に進んでいるという状況となっています。 

まず番号の１番です。教育大綱重点施策は２-⑥学校施設の適正な維持管理・耐震化・

長寿命化となります。担当課は教育総務課です。事業内容は、学校施設の耐震化の推進

でございます。取組内容としましては、小笠北小学校南校舎及び内田小学校校舎の耐震

補強・設備改修工事を実施し、安全な教育環境の維持を図ると共に、加茂小学校の児童

数増に伴う増築棟実施設計を実施し普通教室の確保に努めるという内容です。達成目標

としましては、平成30年10月末までに耐震補強工事を完成しますというものです。達成

状況ですが、目標、実績とも95パーセントとなっております。進捗状況としましては、

２つの工事を５月に発注しまして、夏休みを中心に工事を進めまして、２学期の始業に

支障をきたすことなく９月末に完成をしております。95パーセントとなっている要因で

ございますが、右側の課題・今後の取り組みに書いてありますように、先ずは備品購入

それと国庫補助事業ということで実績報告が残っており、進捗率を95としております。

ここに記載しておりませんが、この事業の今後の進め方としましては、耐震補強事業に

つきましては、耐震力がやや劣る学校が５つございます。南小、東小、六郷小、加茂小、

菊川西学校、この５校でございますが、こちらにつきましても担当の方で作成しており

ます学校施設整備計画に沿って耐震工事を進めてまいります。また、加茂小学校の校舎

増築につきましては、現在、整備計画案を策定しているところでございますが、案が纏

まり次第、市長及び教育委員の皆様のところへ御説明をしたいとこんな風に考えている

ところでございます。 

つづきまして２番、教育大綱の重点施策は２－⑦安全で安心して教育が受けられる環

境づくりでございます。担当課は教育総務課です。事業内容は、小学校無線LAN整備の推

進でございます。取組内容でございますが、全小中学校に導入しましたタブレット端末

等の活用を向上させるため、本年度は、菊川地区の６つの小学校に無線LAN機器の整備を

行うものでございます。達成目標は、30年12月末までに整備工事を完成するというもの

です。達成状況でございますが、目標61に対し実績は95。進捗状況ですが７月６日から

11月30日を工期として６月末に工事を発注しました。主に夏休み期間に工事を行い、９

月28日に完成し、10月４日に完成検査を受検しております。今後の取り組みですが、こ

の工事によりまして市内全ての小中学校の整備が終わったわけでございますが、加茂小

学校の新築校舎、南校舎につきましては、来年建築を行いますので、引き続き増築校舎

のLAN整備を行う必要があると、また、こちらには書いてございませんが、今後は整備さ

れましたＩＣＴ環境を有効的に活用するよう、更に、研修・授業改良こういったものに

取り組んでまいります。 

３つ目は、２-②ＩＣＴ環境等を活かした魅力ある授業づくりでございます。担当課は

学校教育課となります。事業内容でございますが、ＩＣＴ環境を生かした魅力ある授業

づくりで、取組内容は、子どもの学力向上を目指し、ＩＣＴ活用実践研究指定や「きく

がわ21世紀型授業」を推進いたします。達成目標ですが、こちらは、毎年児童生徒に行

っておりますアンケートの結果で、「ＩＣＴを活用すると授業がわかりやすい」と答える

児童・生徒の割合を小学校95％、中学校90％以上にするというものです。昨年、29年度
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の実績としましては、小学校92.8％、中学校95.6％となっています。達成状況は、目標、

実績共に60パーセントでございます。進捗状況でございますが、研修会や学校訪問で「き

くがわ21世紀型授業」を呼びかけ、各学校ではＩＣＴ機器を効果的に活用し、新学習指

導要領を意識した授業改善に取り組んでいるところでございます。また、11月９日菊川

東中学校、11月28日は内田小学校でＩＣＴ指定研究発表会を開催しますので、現在、そ

の準備を進めているところでございます。今後の取り組みですが、ＩＣＴ推進委員会、

また研修推進委員会で、新学習指導要領での教科指導におけるＩＣＴ活用についてさら

に研究を進め、より効果的な活用で学力向上を目指します。また、児童生徒へのアンケ

ートによりまして、活用の成果ですとか課題、こういったものを確認するなかで次年度

に活かして行きたいと、このように考えているところでございます。 

続いて４番でございますが、教育大綱の２-①になります。一人ひとりが生きる教育の

推進。担当は学校教育課です。取組内容でございますが、外国人への就学支援の充実や、

特別支援教育のための学級学校支援員の配置により、多様なニーズに応じた支援を行い

ますというものです。達成目標こちらもアンケートで、「学校が楽しい」と答える児童・

生徒の割合を小学校93％、中学校90％以上にするというものです。29年度の実績は、小

学校92.8％、中学校88.4％でございます。達成状況は、目標・実績とも50％となってお

ります。進捗状況ですが、今年度４月１日現在、「虹の架け橋」では、外国人児童生徒15

人が在籍しております。さらに編入の外国人ですが、学校や「虹の架け橋」等の関係機

関と連絡調整をしながら就学に関していま丁寧に対応しているところでございます。「虹

の架け橋」前期修了生は８人となっています。また、各学校に配置している外国人支援

員の研修会を持ちまして、情報共有ですとか効果的な指導・支援の仕方について研修を

行っているところでございます。課題としましては、今後も外国人の転入出が予想され

ます。近年、特別支援を要する児童生徒の転入も多く、「虹の架け橋」の支援の手が不足

する状況があるなど、日本語支援の在り方が今後の課題であると考えております。また、

学校においては、外国人をはじめ多様なニーズに応じて厚い支援を引き続き行い、一人

ひとりが個性を発揮し安心して学校生活を送れるように努めてまいりたいと考えており

ます。 

つづきまして５番ですが、教育大綱の１-③教育・保育サービスの充実でございます。

担当課は、幼児教育課になります。事業内容は、待機児童解消への取り組みで、取り組

み内容としましては、保育所等の認定こども園化、また小規模保育事業などの地域型保

育事業を推進し、保育認定子どもの受入れ枠を拡大することを目指しております。達成

目標としましては、平成31年３月末までに菊川市内におきまして、これは初めてとなり

ますが小規模保育事業を開設することとしております。達成状況は、目標・実績とも40％

でございます。進捗状況でございますが、小規模保育事業につきまして、市内に開設し

ていただけないかということを市内法人９法人、市外法人２法人、株式会社３社へ依頼

をしました。その結果、３法人と２社からは、前向きと言いますか条件が整えば実施し

ても良いという旨の回答をいただいているところでございます。これを受けまして、旧

内田保育園で小規模保育所を開設するため、12月の補正予算へ改修にかかる工事費を計

上する予定となっております。このほかとしましては、保育士確保に向けまして、県内
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の大学等を訪問し求人情報の提供等を行いました。今後の取り組みでございますが、小

規模の実施に前向きな回答をいただいた市外法人と、今後は、旧内田保育園での開設に

向けた協議を進めてまいります。また、その準備のための修繕工事ですとか、賃貸借契

約、設置認可等、そういった事務を進めていく予定となっております。 

番号の６番ですが、重点施策は１-③教育・保育サービスの充実です。こちらの担当も

幼児教育課となります。事業の内容でございますが、小笠地域公立幼稚園の再編でござ

います。取り組み内容としましては、小笠地域の公立幼稚園３園について、31年度から

順次、私立幼保連携型認定こども園として再編できるよう準備します。達成目標として

は、31年３月末までに県からひがしこども園、みなみこども園の認可を受けることとし

ております。達成状況は、目標・実績とも40％です。進捗状況ですが、再編協議会は、

計画どおり開催しております。また、保護者・地元住民説明会は、計画どおり６月に開

催し、さらに、小笠南地区につきましては、保護者を対象とした臨時説明会を９月15日

に開いております。続きましてその下に書いてあります工事関係ですが、法人が発注す

る工事、市が発注する工事、両方とも計画どおり進んでおります。また、南幼稚園に設

置を予定しておりました調整池の工事につきましても、９月に完了しております。今後

の取り組みですが、まず一点目は、再編協議会を開催し、最終的に協定書を締結するこ

と。続いて、財産の譲与ですとか公文書・備品等の整理に加えまして、幼稚園等の引っ

越し、こういった作業に遅れが出ないよう進捗管理を徹底して行いたいと考えておりま

す。また、担当の方の事務としましては、公立幼稚園の財産処分、また認定こども園の

認可申請手続きに漏れの無いように進めてまいりたいと考えております。現在、こうい

った事務を進めておりますが、課題としましては、新しい園の保育教諭の人員確保と園

運営の支援が必要だと、そういうところが課題となっております。 

続きまして７番目です。３-④鑑賞機会の提供、こちら社会教育課の担当になります。

事業内容は、文化会館アエルの特定天井改修工事及び改修計画の検討でございます。取

組内容としましては、大・小ホール吊天井の落下防止対策工事を計画的に実施するとと

もに、修繕又は改修が必要な設備を選定し、整備計画、これは長期計画になりますが、

この検討を進めるものでございます。達成目標としましては、工事につきましては、３

月末までに完了すること、それと併せて設備改修計画を作成することとなっています。

達成状況は、目標・実績とも35％です。進捗状況でございますが、来館者への周知・予

約の制限としましては、昨年より指定管理者を通じまして、利用申し込みに対しこの工

事に伴い施設が使用できないことを継続的に説明しております。また、指定管理者との

月例報告会の中で、利用者からの要望等があればその報告会の中で定期的に情報を把握

しているというところでございます。発注・管理としましては、９月に工事の入札を行

いまして、市内の落合組が工事を行うことが決定しました。また、設計管理の関係も8

月21日の入札を行ない、ＤＡＩ一級建築士設計事務所が行うこととなっております。今

後の取り組みですが、小ホールは12月4日から1月31日まで、大ホールは1月18日から3月

31日まで貸出を休止して工事を進める予定です。工事に遅延がないよう進捗管理を図る

とともに、安全対策を講じ、また、工事終了後に貸出休止に伴います管理運営費の補償

を指定管理者の方に行う予定でございます。もう一点、設備改修計画の作成でございま
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すが、将来的にも生涯学習及び文化芸術の拠点として、市民がいつでも利用できる施設

でありつづけるよう年次計画を立てまして、設備改修計画をいま作成、これは更新にな

りますが、しているところでございます。こちらも今後計画案が策定出来ましたら、説

明をさせていただきたいと考えております。 

８点目は、３-⑦誰もがスポーツに触れ合う機会の創出でございます。担当は、社会教

育課です。事業内容ですが、小中学校のプール施設の市民開放の検討でございます。取

組内容としましては、プールの一般市民への開放に向けまして、当該校の選定や開放時

期・日数、貸出ルール、機材、経費等、プール開放に必要な調査・研究を進め、来年度

の開放の検討を行います。達成目標としましては、10月末までに、必要な資料を作成し、

翌年度開放に向けた検討を進めるものです。達成状況としては、目標・実績とも60％で

す。進捗状況ですが、先進事例、実施状況や実施要領、こういった情報収集を行い、実

施方法の検討や実施要領の作成を行ったところでございます。夏休み期間中での開放を

検討したところ、最大利用できる日数は16日程度となっております。また、コインロッ

カーや更衣室、監視員の休憩室の設置を検討しているところでございます。課題としま

しては、利用方法を検討するなかで、夏休みの利用実施日が16日となり、非常にコスト

が掛かってしまうと言うところが課題と考えております。今後は、費用対効果等を踏ま

え、プール開放の実施が可能かどうか更に深く検討していきたいと考えております。 

９つ目は、３-⑪子どもの読書活動の推進でございます。担当課は、図書館です。子ど

もの読書活動の推進ということで、取組内容としましては、良い読書環境を子どもに提

供するため、児童書を幅広く揃えるとともに、親子読書の集いやこども図書館の開催な

ど、あらゆる機会を捉えて、積極的な児童サービスを展開します。達成目標としまして

は、児童書の年間貸出冊数の目標を196,000冊以上にするというものです。昨年の実績と

しては、年間195,533冊となっております。達成状況ですが、目標50に対しまして、実績

は54ということで、若干貸出数が昨年に比べ伸びているところです。進捗状況ですが、

子どもを対象としたイベント等を開催し、９月末時点で児童書の個人貸出冊数は、

105,953冊となり、昨年を２割増となっています。今後の取り組みですが、10月20日、も

う既に開催しておりますが、公益信託西川金一・ゆり子図書助成基金と共催の講演会を

中央公民館で開催したところです。これ以外でも各種おはなし会等子ども向けの行事を

開催し、児童書の貸出冊数の増加につなげていくことを計画しております。また、新し

いイベントについても計画をしていきたいと考えております。課題としましては、図書

館が所蔵しております児童書ですが、20年以上利用しているものが多く傷みも激しいこ

とから買い替える必要があるということ、また、新学習指導要領に沿った、例えば英語

教育に関する資料もこういったものも不足しているということが課題として捉えている

ところでございます。 

最後になりますが、教育大綱の重点施策３-⑫読書環境の整備、担当は図書館です。事

業内容は、地域資料等の収集とデジタル化でございます。取組内容ですが、地域に関わ

る歴史的・文化的な価値のある資料を幅広く収集し、市民にご利用いただくとともに、

図書館で所蔵している貴重な資料を適正に管理するため、データベースの作成とデジタ

ル化を進めるというものです。達成目標としましては、今年度デジタル化を年間140件以
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上実施するというものです。昨年は、136件のデジタル化が終了しております。達成状況

は、目標・実績とも40％です。進捗状況でございますが、昭和51年版の小笠町誌の写真

原本216点を台帳に登録し、そのうち10件をデジタル化したところでございます。また、

後藤粛堂家文書資料、この後藤粛堂さんは、棚草に住居を構えた方で、銅鐸の研究家と

して有名な方でございますが、こちらの資料につきまして、実物を精査、照合し、解読

作業を始めているところでございます。今後の取り組みとしましては、優先度の高いも

のをデジタルスキャンしていく、また、古文書の解読等につきましては、外部の有識者

等に依頼していくことを検討すること。課題としましては、図書館協議会の委員の方か

ら、各家庭で保存されている様な貴重な資料、こういったものが散逸する前に収集でき

る体制を整えてほしいとこんな意見をいただいたところでございます。 

以上、10の重点施策の半年経った現在の取組状況でございました。説明は、以上とな

ります。 

 

【質疑応答】 

教育委員： 番号５番の待機児童解消について、来年度４月に開園予定の内田保育園を改修して

どのくらいの解消率になるのでしょうか。 

 

事務局 ： 小規模保育事業につきましては、定員が19人以下というものが定義されております。 

      年齢でいきますと、０歳、１歳、２歳児の子どもを預かるようになりますけれども、

この子どもを19人以下ということで、いま、最大値ベット数ですとか、全体の人数に

つきましては少し協議中でございますので、実際には19人以下で設定するというよう

になろうかと思います。 

 

教育委員： 大綱の資料１の見方を不勉強で申し訳ないですが教えてください。 

      この教育大綱は、平成29年からスタートして37年ということで９年間の第２次総合

計画の中の教育大綱になると思うのですが、真ん中に書いてある達成状況のところパ

ーセントのところですね、例えば１番のところの95ということは、今年度、平成30年

度にはもう95パーセント実績で達成できたということですか。 

 

事務局： こちらは、取組内容に書いてあります今年度の事業の進捗率を表しておりますので、

例えば小学校の耐震化といった大きな枠で捉えた進捗率ではございません。あくまでも、

今年度の予算の中で行う事業に対しての達成スケジュールを立てまして、目標値に対し

て実績のパーセントが書いてあるという様に御理解いただければと思います。 

 

教育委員： 取組内容が北小学校うんぬんと書いてあるここの項目の達成状況は、95パーセント

実績として達成されたという理解ですか。小笠北小以外にも２－⑥の項目というのは、

まだいろいろある訳ですね。 

 

事務局： はい。そういうことです。 



8 

教育委員： 外国人支援のところですね、４番のところの虹の架け橋、外国籍の利用生徒が何十

人かいらっしゃるのですが、私も一度虹の架け橋にお邪魔したことがあるのですが、

なかなかどういう形で日本語の支援あるいは学力の支援を積み上げていくのは、なか

なか難しい問題があろうかと、ここの資料ですと、日本語支援のあり方が今後の課題

であるという形で終わっているのですね、今後の課題であることは分かるのですが、

具体的にどういう形で学校教育課とすれば手を打っていくのか教えていただきたい。 

      ２点目、ＩＣＴ環境のところの菊川21世紀型の事業を可能であれば教えていただき

たい。20世紀型の授業と21世紀型の授業は何処が違うのか、そこが分かるような資料

がありましたら教えていただきたいと思います。 

      ３点目、９番目の子どもの読書活動の推進のところ、図書館の方で新学習指導要領

に沿った英語教育に関する資料が若干不足しているという文言があります。不足して

いるのであれば、どういう形で今後、英語教育に関する資料を充足していくお考えな

のかを教えていただきたい。 

 

事務局： 虹の架け橋からお答えさせていただきます。近年なんですけれども、特別支援を要す

る児童・生徒というのが外国籍の方にも沢山入っていることが見られます。聴力が弱い

とか、落ち着きが無いという風なことが見られることがありますので、そこは迅速に見

極めをして、次の特別支援的な支援を行っていくということが、今後の支援のあり方の

課題かなあという風に思います。今としては、虹の架け橋とは、月に１回面談を行って

おりますので、その児童・生徒の情報と言うのはこちらの方に入ってきておりますので、

それをまた特別支援の担当に繋げ、特定支援のところに繋げということで、スムーズに

日本の学校に就学できるようにっていう風に、手続を取っております。 

     菊川21世紀授業についてですが、改めて授業改善という名前で行っているのですけれ

ども、改めて形に直したというものであります。21世紀授業の中には、ＩＣＴを活用す

るということで、今まではメインでＩＣＴ活用する場面を区切っていたのですけれども、

これからは、授業の中でどこでも活用してほしいということで、ＩＣＴの活用を入れて

いったっていうのが菊川21世紀型授業になります。 

 

教育委員： ＩＣＴの活用を入れたことが、21世紀型の授業なんですか。私の捉えとは違って、

これよりももっと大事なところは対話だと受け止めているのですけれどもそういう理

解では拙いのでしょうか。学校教育課長の方の説明というか、多分、ここの話になる

と思うのですが、後で結構です、学力・学習状況調査の時でも結構ですけれども。 

 

事務局： では、次の資料の中でさせていただきます。 

 

事務局： 英語教育に関する資料の不足の方を図書館の方でどの様に対応しているかという件で

すが、学校の方と連携を取っていくつもりでおりますが、いま図書館で考えております

のは、多読用資料というのが英語の資料でございまして、何かというと、辞書を使わず

に絵本の段階から英語の単語がどんどん増えていく様な感じの資料を、研究しながら予
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算要望を兼ねて揃えて行きたいと考えています。 

 

教育委員： 子ども図書館という言葉が出てくるのですが、これはどういう内容のものを考えら

れているのか、もう既にやられているのか、お願いします。 

 

事務局： 平成28年度から行っているのですが、図書館の休日の閉館日に子どもさんが図書館に

来ていただいて、遊んで賑やかな図書館を一日楽しもうというものです。今年度は菊川

文庫で行いまして、小笠図書館と会場を交互に行っているのですが、ワークショップで

すとか、読み聞かせとか、琴の演奏を聴いてもらうですとか、折り紙とか様々なものを

一日楽しんでもらうようなイベントになっています。 

 

教育委員：これは、広報には載ったのですか。 

 

事務局： 広報にも載せています。 

 

教育委員： ８番の項目について質問させていただきます。小中学校のプール施設の解放の検討

とありますけれども、これは、今年度は検討に対してどうするかっていうところだと

思いますけど、実際、検討されている途中で聞くのはあれですけど、実現に向かうの

か、それともやっぱ無理だから駄目ってなりそうなのか、今の状況で、もっと言うと、

早ければどの位で実現、実現するとなったらいつ位に実現するものなのか、というち

ょっと先の見通しを教えていただきたいと思います。 

 

事務局： 小・中学校のプールの解放ということで、学校施設の開放になりますので、今年度で

すね、それを一般の貸出する場合にはどうゆうようにすれば貸し出しできるかっていう

ことで検討の方をさせていただいているところでございます。それで、まあ、こちらに

も書いてありますように、学校施設でありますので、学校授業でありますとか、学校の

活動に支障のないような形の中での開放になりますので、まあ、そういった中で言いま

すと、いま考えているのが夏休みの期間にということで、最大で16日間は貸し出しが可

能ではないかということで検討したところではございますが、ただ、色々なプールでの

活動になりますので、安全性が重視されますので、そういった管理ですね、監視員の配

置でありますとか、あと、一般の方達が入りますので、更衣室でありますとか、簡易の

ロッカーでありますとか、こういったのもリースになりますので、費用的に高額になる

ことも確認できましたので、それがいま事務の課題となりまして、そういった中で、今

後、貸出のほうができるかどうか検討しているところでありまして、具体的には、当初

は、最初の目的としましては、来年度から開ける様な状況ができたら開きたいというこ

とでありましたが、今のところはそういった課題もあるものですから、具体的に実際に

じゃあ来年度、再来年度、開催できるかどうかというのは、まだ検討中でありまして、

具体的には決まっていないとそんな状況でございます。 
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教育委員： 今この８番のことで、いま現在こう利用したいと希望している方って、市民ていら

っしゃるんですか。こうしてお金をかけることに対して。 

 

事務局： 具体的にアンケートを取っていないものですから、その点については、わからないと

ころでありますので、今後、そういった面もですね、例えばまあそういったのはアンケ

ートで取ってみるとか、そういったのも今後検討していくべきではないかと考えていま

す。 

     只まあ、市民アンケート等にはですね、公共のプールが欲しいとかですね、そういっ

た要望もいただいておりますので、そういったのも踏まえながら今後考えていきたいと

思っているところでございます。 

 

事務局： ちょっと補足をさせていただきます。実はこのプール開放は、大きく２つの目標があ

ります。一つは、行革の側面から、公共施設の有効利用、やはりあの皆さん知っていま

すけれども、西中学校のプール、六郷小学校のプールが新しくなりました。何か活用で

きないか、こんな声の中から、例えばそのプールを使って市民還元できないか、そうい

った有効利用の面が一つ。それともう一つが、社会教育課長が進めていますスポーツの

振興といいますか、誰でも気軽にスポーツができる、そういったまちづくりこういった

ものがありまして進めている訳なんですが、やはり、こちらにも書いてありますが、コ

ストとか、利用期間が非常に短かったりで効果的には非常に少ないかなってところがあ

りまして、担当も私も非常にそこを悩んでいるところでありまして、実は市長の方にも

中間報告するなかで、その点を再検討するよう指示をいただきましたので、いまやって

るところでございます。方法を変えることも自分の方ではあるのかな、例えば、プール

じゃなくても他の公共施設を有効活用する方法も沢山ありますし、例えば水泳であれば、

隣の市町に公共のプールがありますので、そういうところを利用してもらうに補助を出

してやるとか、これはあくまでもあの私のあれですけれども、いろんな側面で考えなが

ら結論を出していきたいなとこんな風に思っています。 

 

教育委員： 私自身、個人的に屋内と屋外では、水着になってやるっていうことが、利用者が学

校の施設でいるかなってちょっと疑問に思う点がありますので、子ども相手だと滑り

台とか遊具が欲しくなるかなって思いますから、これはあれかなと思いまして質問さ

せていただきました。 

 

事務局： 貴重な御意見ありがとうございました。 

 

教育委員： 自分の方も質問をしようとした根拠ですけれども、例えば公共施設であればテニス

コートを開放というか一般にも使わせてもらったりとかいうのはとても良いと思うの

ですけれども、娘がいるのですけれども、娘がいる立場からするとプールっていうの

にこう、とてもスポーツという意味では健康的で良いと思うのですけれども、怪しい

輩が入ってきたらとか、それがこうちゃんと健康的に使われるのかどうかその辺心配
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になる親は出てくるんだろうなっていうのがあって、あんまりこう早く早く進めても

らってしまうよりは、そういうところの管理とか対策をとった上でやってくだされば

安心かなというところで質問させていただきました。 

 

 

（２）全国学力・学習状況調査の結果について 

事務局 ： 資料２を御覧ください。１頁目は、学力調査の個表、結果の概要です。 

      毎年行われている国語及び算数・数学に加えて平成30年度は理科の調査が行われま

した。およそ３年に１回のペースで理科の調査が入っている状況です。上の表を御覧

いただくとお分かりのとおり、中学校の国語Ｂ、それから中学校の理科で平均を上回

っている状況ですが、ほかのものについては同じ又は若干低いという傾向となりまし

た。去年と比較しますと、小学校全体としては上向き、中学校全体としては若干低下

という結果でした。 

      （２）番は、それぞれの学習の分野に分けて結果をまとめたものです。これを見ま

すと、小学校の算数のＢ問題がなかなか苦戦をしていたという結果がでました。中学

校については、数学のＡ問題は苦戦したけれどもＢ問題で力を発揮していると結果が

あります。以下については、小･中とも物質・物理分野で若干課題が見つかりました。 

      （３）番の左上には、これまで菊川市が学校に対してどの様な授業改善を進めてほ

しいかということを施策として進めてきた菊川市の取組が書かれています。各学校で

は、それぞれ細かい分析をしているのですけれども、市全体としては、いま、先程申

し上げた中学校のＢ問題で少し成果が出始めているという様なところを見ると、後で

触れます菊川市の21世紀型授業で目指すところの所謂「先生は教える。子どもは教わ

る。」という授業これがまあ僕が考える古い授業20世紀型授業だと思うのですが、これ

から脱却をして、子どもたち同士が話し合ったり思考錯誤した結果獲得したような学

力については、Ｂ問題の一部で成果が出始めているのではないかという捉えをしてお

ります。 

      大きな２番は、学力調査と共に、質問紙調査と申しまして子どもの家庭生活や学習

状況についてアンケートの調査が行われております。この結果を見ますと、小学校段

階から中学校段階、いわゆる思春期に突入して発達段階で、段々自分の肯定感という

のは下がる傾向があるのですが、本市の場合には、小学校段階ではあまり自己肯定感

は高くないけれども、中学に行くと目標を持ったり、自分のことが好きになったり、

そういう風になって向上が見られるという点で良いなあと考えております。 

      地域の行事に参加するという項目は、この調査が始まって以来ずっと菊川市は全国

や県を遥かに上回る様なそういう傾向があります。もう一つですが、下から３番目、

話し合いで自分の考えを広げたり深めたりしているというこの項目も、非常に始めた

頃よりも徐々に上がってきているプラスの傾向にある結果です。この辺りが、市が進

めようとしている授業改善の成果ではないかなあと考えているところです。ただ、下

二つ、理科の勉強が好きとか、算数・数学が好きとかという教科に関する興味・関心

については、逆に中学校になると下がっているという課題が浮き彫りになりました。
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学問そのものの魅力を上手に伝えながら、子どもたちが楽しく意欲的に学習するよう

な授業改善が必要かと考えます。 

      大きな３番です。これは、質問紙調査の結果と学力調査の結果をクロスで集計をし

たものです。左上下の二つについては、地域の人と関わった学習をよくしたかどうか

という回答と、テストの結果の相関関係を示したものです。上も下も、小学校も中学

校もいずれも地域と関わった学習を良くやったと答えた子ほど点数が取れているとい

う傾向があるのが分かります。学力向上に、地域との関わりだとか地域連携だとか地

域の人材活用だとか、そういったことが一定の効果があるのではないかなあというの

がここから読み取れます。 

      右上、家で宿題をしているほどテストの結果が良いのですが、一番右側、家で宿題

を全くしていない子が非常に良く出来ているのですが、これは恐らく質問の仕方が、

家で学校の勉強をしているかどうかと聞いているものですから、恐らく児童クラブで

あるとか、放課後であるとか、ほかの場所で効率よく勉強している子は、これをして

いないと回答しているという事が考えられます。基本的には、よく勉強している子の

方が、テストの結果は良いはずでございます。右下、繰り返しになりますが、生徒の

間で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ま

すかという質問については、明らかな相関関係があって、やっぱりよく話し合いを進

めている子ほど点数も取れると、そういうことがこれによって分かります。 

      今後ですけれども、最後の４番にいくつかこれからの施策、これまでも進めてきた

ところではございますが、ＩＣＴの活用については、今まではＩＣＴを使って楽しく

魅力的な授業をといって導入をしてきたのですけれども、今後更に話し合いを深める

ためにどうやってＩＣＴを使うのか、それから話し合いの時間を十分に確保するため

に、どうやってその日に解決したい問題をいち早く子どもたちに提示できるのか、そ

ういった事に研究の主眼が移っているかと思います。それについては、最後の菊川21

世紀型授業、先程も触れましたが、従来の授業の考え方は、上から下に流れていくよ

うに先生が教えていく授業ですが、私たちが、今、目指そうとしている授業は、その

授業の中で授業の終わりに子ども達がどうなっていて欲しいかというゴールを見据え

て逆算的に授業をプランニングするというそういう考え方です。そのためには、いち

早く子どもたちに興味・関心を引く課題がＩＣＴを使いながら素早く提示ができる、

十分に時間を掛けて友達と対話し試行錯誤する、それに最後に身に付いたかどうかを

教師も子どもも振り返る時間がしっかり確保されている。そういった授業スタイルを

菊川型授業として提案をして、学校の授業改善に活かしてもらっているところです。 

 

教育委員： 確認ですが、資料の３ページ目のクロス集計の比較グラフのこの目盛りは正答率と

いうことですね。 

 

事務局 ： 縦は正答率です。 

教育委員： 今の説明で、家で学校の宿題をしていますかと子ども達に聞いて、放課後児童クラ

ブで宿題をやっちゃうから家ではやらないよという事で全くしていないという所に丸
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を付けたということで、そこが一番正答率が高いということが分かりました。ならば、

この質問の仕方を、これはあの国で質問の項目はこういう風に書いてあるのですか。 

 

事務局 ： 国で決まっています。 

 

教育委員： そうするとやっぱり、ここの資料を集計する時に、保護者とか我々に説明の時に、

そういうことでという何かただし書きみたいなこうあればすっと入ってくるのですよ

ね。ただ、無いと一寸違和感を感じた。それから、いま説明の中で、私も従来型の教

師が教え、子どもが授業を受けるという、まあ上からとういのから脱却して、本当に

子ども達が授業を受けて「分かったできたもっと学びたい」それをやっぱりこれから

授業の中で作っていくのが基本的には一番大事かなあと、その「分かったできたもっ

と学びたい」というものが、小学校の時代にきちっとできれば、中学高校へ行っても

「勉強しなさい」とかって言わなくても、自主的に自分でもっと学びたいという格好

で伸びていくのですよね。だから、非常に21世紀型授業というのは、私は素晴らしい

考え方だなあと思います。ただ一つ、ちょっと難しいだろうなあと思うのは、これが、

いま課長さんの御説明された内容を現場の先生方がどれぐらいこれを受け止めて、各

授業の中で実践をしていくか、これは、非常に難しいだろうなあと思います。それは、

どちらかというと、従来型の教師が教え、子どもがこれを覚えていきなさいよという

授業のほうが楽なんですよね、だからあえてそれをこういう形の、もちろん効果的な

ＩＣＴが無くてもやろうと思ったらできると思うのです、ただこれをスムーズに効果

的に時間的な問題も考えると、ＩＣＴを入れた方が良い効果的になるということで、

私もそう思うのです。ただこれを、県教委や校長先生からこういう形でこれから授業

を、研修主任さんでも良いですけど、やりましょうといった時に、現場の先生方がこ

れはすばらしいことだけれども、実際には時間が掛かるのかなあという感じが私はす

るのです。やって良かったな、子どもらの顔色も変わったなという風な事が、教師が

見えてくるまでには、そうとう教師自身も研修を積み訓練をしていかないと、なかな

かこの「分かったできたもっと学びたい」という様にはいかないのですよね。だから、

そこらは大変ですけれども、ぜひ教育委員会が中心で頑張っていただいて、いわゆる

菊川の教育はこうゆう風に変わったという格好で発信できるように課長さん頑張って

いただければとよろしくお願いいたします。 

 

教育長： 実は、いまひとつの資料として全国の学力を出したのですが、どうしてもこれを中心

に考えていくと、今みたいな問題になるわけですよね。なぜかと言いますと、六年生と

三年生の数学・算数・国語・理科だけを見ていくと、我々がいま考えているのは書いて

ある様に、先程20世紀型事業というのは、先生は教える、子どもは教わるは我々の時代

でして、ところが今は、自分から主体的により考えていくと、そしてその中で対話的な

ものを考えて進めるというそれを上手く進める授業が楽しいという時にＩＣＴを使うっ

ていう風にここに書いてあるとおりですよ。そうしますと、それが即学力調査に繋がる

かというと非常に難しいと思うのです。もしもそうならば、学力を上げるだけならば、
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もっと違うだけの事があるのかなっていう事で、今度研修に行く訳ですが、ですので私

がいつも言うのは、ここに一喜一憂するのはしかたのないんだけれども、これを見てい

かに分析をして、どうゆう風に進めたら良いのかっていうことを、明確に見える化をし

て進めようということで進めているわけです。それがこの21世紀型授業という形で出て

いると思うのです。ですので、あと何年か進める中で、私は子どもが年を重ねて行った

時に、それが花が咲いてくれば良いのかなということも若干期待をしていきたいという

風には思っています。 

 

教育委員： 今日も横地小を午前中見てきました。そうしたら、一年生から六年生全て画面を使

ってＩＣＴの教育をされていて、去年よりもというのは変ですけれども、一年で変わ

るのか分からないですけれども、凄く先生が自由に使っていて、多分、先生が黒板だ

けでやっていると、たぶん丁寧に書く小学校の先生が多いので、生徒が暇する時間が

もっと多かったのですけれども、それがこう凄く授業の質が高くてギュッと短時間に

上手くまとめられる授業をしていて、子どもが凄く集中できるんだろうなと、それっ

て点数に繋がってほしいんですけれども、生徒が本当に前を向いて、やっぱ暇になる

と横にしゃべっちゃったりとか無駄なことが増えると思うのですけれども、そう言う

事が凄く減ってきて、やっぱＩＣＴの効果は高いなというのを実感しています。ただ

こういう結果と結びつけるもの大事かもしれないですけれども、結びつかないからや

めたということにならないように、効果は凄く見て感じられているところであります。

まあ、今月、内田小学校と菊川東中でもありますので、また見て研究したいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

教育委員： 市長さんは、この資料を御覧になってどう言うご感想を持ちますか。 

 

市長： この表を見れば、もう少し頑張ってもらいたいというのが率直ですよね。これ見て「お

っ、良く頑張ってる」とは、なかなか市長として、まあ色々な環境があるにしても、これ

を見てどう思うかと言えば、まあそういうことです。 

まあ、いろいろな教育があるものですから、これだけで評価するというのは酷だと思い

ます。いま、委員さんの言われるとおり「この表をみてどう思う」と言われれば、「もう少

し頑張ってください」。他の面でＩＣＴ教育とか社会教育とかいろいろあるものですから、

総合的に菊川の、特に義務教育の６年、３年、そこら辺がとにかく将来的に成長して行っ

てくれれば良いと思います。ただ、基本的にこれも一つのデータなものですから、これを

やっぱり無視することはできないと思うものですから、そこら辺は是非頼みますね。 

 

３ 閉会 

以上 

 


