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午後２時０１分開会 

○川村委員長 ただいまから平成２６年第９回定例教育委員会を開きます。 

 会議を始める前に、教育委員並びに事務局職員にお伝えします。我孫子市教

育委員会会議規則第１８条の規定により、会議で発言する場合は挙手をし、私

が指名してから発言をお願いします。また、会議を円滑に進めるため、発言は

一問一答でお願いします。 

 

会議録署名委員指名 

○川村委員長 日程第１、我孫子市教育委員会会議規則第３１条の規定により

会議録署名委員を指名します。豊島委員にお願いします。 

 

議案第１号 

○川村委員長 これより議案の審査を行います。 

議案第１号、我孫子市就学援助要綱の一部を改正する告示の制定について、

事務局から説明をお願いします。 

○丸学校教育課長 議案第１号、我孫子市就学援助要綱の一部を改正する告示

の制定について、御説明いたします。 

 経済的な理由により就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、就学

に必要な経費を援助しておりますけれども、この就学援助費は資料の２ページ

にあるとおり、援助する費目、支給の対象者、支給額などを要綱で定めている

ところでございます。このうち支給額は、これまでも国庫補助の基準額改正に

対応した金額や社会情勢の変化に応じた金額を支給していますので、今回の改

正により、現在の支給額の実態と要綱の整合を図るとともに、今後予測される

消費税の増税など社会情勢の変化に柔軟に対応できるように、費目ごとの就学

援助の支給額は毎年度教育長が定める、このように改正をするものでございま
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す。 

また、支給対象者のうち８番の児童・生徒会費と９番のＰＴＡ会費は、現

在要保護者に対しても支給しておりますので、実態に合わせて要保護の別表２

に「要保護」を追加して記載するものでございます。 

なお、今回の要綱改正は支給実態に合わせた条文整備というものが目的で

ございまして、対象者を制限したり、支給額を減額するという趣旨ではござい

ません。 

今後も情勢に応じて支給内容を精査したいと考えておりますけれども、現

在も就学援助制度は支給額を含めてホームページに掲載しております。また毎

年、年度初めには、小中学校の全児童・生徒に対しお知らせの文書を作成して

配布するなど周知することに努めております。これが資料の６ページと７ペー

ジになります。６ページ、７ページを保護者にお渡ししているということです。

引き続き要綱改正による影響が生じることがないよう、制度の十分な周知を図

ってまいります。 

説明は以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 以上で説明が終わりました。我孫子市就学援助要綱の一部を改

正する告示の制定について、質疑はありますか。 

○北嶋委員 今回、改正によって、より我孫子の子供たちに早く、合ったもの

が支給できるということで、それはよいなと思います。ところで、他市町村は

どうなっているのでしょうか。 

○丸学校教育課長 他市町村の状況を見た中で、今回要綱改正という形でやっ

ております。同じような形でございます。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○豊島委員 改正前の２ページ、３ページ、４ページに関しての支給額のとこ

ろを別表第２のほうに持っていったということですが、８番目と９番目は要保
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護が加わったということですね。そのほかには、例えば１の新入学児童・生徒

学用品だと毎年度国が定める基準額、これも別表２で「毎年度国が定める基準

額」で同じなのですけれども、別表２で従来のものとかわったところというの

は、要保護云々という８番目と９番目だけでしょうか。比べて見ているのです

けれども、そこだけと判断していいのでしょうか。 

○丸学校教育課長 今、豊島委員がおっしゃったところでの変更でございます。 

○豊島委員 私はこれに賛成ですけれども、説明の中で「実態に即してより柔

軟に」というふうなコメントがあったと思うのですけれども、どこがそういう

ふうに言えるのですか。 

○丸学校教育課長 昨年度消費税増税というのがあって、また来年度そういっ

たことが予想されていますから、それを毎年こうやって変えるところを柔軟に

変えるために、毎年度教育長が定めるという形で３条の２項のところに位置づ

けて、より実態に合うような形で今回の要綱改正をしているというところです。 

○豊島委員 おっしゃっていることはわかります。わかっているのですけれど

も、文言が余り変わらないので、そういう点では別表２のところに一括したと

いうことで、要保護云々という８番、９番のところは少し変わったということ

ですね。 

○丸学校教育課長 先ほど申し上げましたけれども、支給実態に合わせた条文

整備というのが目的だったものですから、そこに重点を置いて整理したという

ところです。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 質疑ないものと認めます。質疑を打ち切ります。 

 

○川村委員長 議案第１号、我孫子市就学援助要綱の一部を改正する告示の制
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定について、原案に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川村委員長 挙手全員と認めます。よって議案第１号は可決されました。 

 

議案第２号 

○川村委員長 議案第２号、我孫子市教育委員会臨時的任用職員取扱要綱の一

部を改正する告示の制定について、事務局から説明をお願いします。 

○丸学校教育課長 議案第２号、我孫子市教育委員会臨時的任用職員取扱要綱

の一部を改正する告示の制定について、お願いいたします。 

 提案理由は、臨時的任用職員の賃金の改定により、改正を行うものでござい

ます。机上に「第２号議案資料」と右上に書いてある資料があるかと思います。

千葉県の最低賃金が改正されまして、従来の７７７円から２１円引き上げられ

て、平成２６年１０月１日から７９８円となるものでございます。この改定に

伴い、我孫子市教育委員会臨時的任用職員取扱要綱の一部改正を行いまして、

安全管理員さんの時給を７８０円から８００円に引き上げようとするものでご

ざいます。 

説明は以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 以上で説明が終わりました。我孫子市教育委員会臨時的任用職

員取扱要綱の一部を改正する告示の制定について、何か質疑はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 質疑ないものと認めます。質疑を打ち切ります。 

 

○川村委員長 議案第２号、我孫子市教育委員会臨時的任用職員取扱要綱の一

部を改正する告示の制定について、原案に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
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○川村委員長 挙手全員と認めます。よって議案第２号は可決されました。 

 

議案第３号及び議案第４号 

○川村委員長 議案第３号、我孫子市小中一貫教育推進委員会設置要綱の一部

を改正する告示の制定について、議案第４号、我孫子市小中一貫教育推進委員

会委員の委嘱について、以上２議案は指導課所管の関連議案ですので、一括審

議いたします。なお、表決につきましては議案ごとに行います。２議案につい

て事務局から説明をお願いします。 

○榊原指導課長 資料は１０ページからになります。 

まず、我孫子市小中一貫教育推進委員会設置要綱でございますけれども、

昨年の１０月１日にこの要綱を制定させていただきました。この推進をする中

で、学校現場の理解、そして学校の職員がより推進に取り組んでいただくため

にも、特に教頭職の役割というものの重要性が挙げられてきました。それをも

ちまして、以前、教頭職というものはございませんでしたけれども、改正とい

う形で、そこの第３条（５）にありますように、「我孫子市小中学校教頭会に

属する者」を追加させていただきたいと考えました。 

また、以前は７号に「指導課長」とありましたけれども、指導課長につき

ましては事務局に入れるという形で進めさせていただけたらと考えております。 

続きまして、１２ページからの推進委員会の委員の委嘱についてでござい

ます。 

この推進委員の皆さんは、昨年１０月１日から１年間の任期で委嘱を行い

ました。その任期満了に伴いまして、この１０月１日から２７年９月３０日ま

でという形で、１３ページにあります表の１０名の方を委員として委嘱をお願

いしたいと考えるところでございます。 

御審議のほど、よろしくお願いします。 
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○川村委員長 以上で説明が終わりました。議案第３号及び議案第４号につい

て、一括して質疑を許します。質疑はありますか。 

○北嶋委員 まず議案第３号ですけれども、これに関してはよくなったと思い

ます。私たちが会議を見ていて、指導課長は事務局であるべきだなと意見のや

りとりを見て感じましたので、これは改正していただいてよい。それから教頭

先生というのは、小中一貫でとても重要な位置にいらっしゃいますよね。なの

で、この方が入ってくださったことはとてもよいなと思います。それは感想で

す。 

議案第４号について質問ですが、今回、中学校の先生がかわっていらっし

ゃる。今までの久寺家中の校長先生が布佐中に、湖北小の校長先生が一小に、

また主任の先生も二小から湖北中にということでかわっていますけれども、か

えた理由というのは特にありますか。 

○榊原指導課長 お答えします。まず校長に関してですけれども、やはりモデ

ル地区の布佐中区から１名お願いしたいという形で校長会に依頼をかけました。

やはり推進のリーダーとなる布佐中学校の石井先生にはぜひ入っていただきた

いという形で、こちらからもお願いをした次第です。また、一小の太田先生に

つきましては、モデル地区が布佐中区ですけれども、今後全市的にこの小中一

貫を進めるに当たって、現在校長会の副会長を務めていらっしゃいます太田校

長先生に全市的な役割を担っていただきたいと考えましてお願いをしました。 

 また、教頭会と教務主任につきましても、それぞれ教頭会、教務主任会に趣

旨を説明して依頼をしまして、御推薦をいただいた次第です。 

○北嶋委員 ありがとうございます。全市で進めることですので、モデル地区

も重要ですけれども、それをサイドから中に入って見ていて、果たして自分の

学区で進めるときにはどうしようかという視点で、前は久寺家中学校の先生が

入っていらしたのですけれども、今の説明で石井先生に関してはわかりました。 
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また、第一小学校の校長先生に関しては、校長会でのお役目並びに白山中、

久寺家中学校に近いということで、そちらにも今後の会議の進行ぐあいを生か

すということで理解すればよろしいですね。ありがとうございます。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○豊島委員 １１ページの第３条第２項のところです。これは２５年の第６号

の一部ですので、これはいいんですが、今の改正前と改正後のこれだけを比較

していると、ちょっとわかりにくいんですよね。第３条２項の（５）が従来の

号を略してしまって、こちらのほうに書いてしまうと、何がどうかわったのか

ということがわからないのと、（７）の指導課長のところが改正後のところは

略となってしまうとちょっとわからないので、説明ではわかりましたけれども、

表の書き方としてはちょっと不親切かなと思うのですけれども、このやり方は

普通なのですか。 

○榊原指導課長 お答えします。通常このような形で提案をさせていただいて

おります。ただ、おっしゃることも十分理解いたしますので、そこら辺は今後、

表記の仕方については工夫していこうと考えております。 

○倉部教育長 補足ということで、議案につきましては市のほうの法務と調整

をとらせていただいていますので、その法務の指導によって、こういう書き方

になっていると思っております。これは教育委員会だけではなしに、ほかの担

当課が出す議案も全て同じです。 

今回、３号、４号を委員長にお願いして一緒にというのは、実は４号のほ

うに選出区分の１号から７号ということで、まさしくそれを書いたものが並列

してございますので、これがなければ、例えば審議によってわからない場合に

は、別紙で１号から７号までこういう区分の中でやっていますという資料をお

出しすることが多いのですけれども、今回はこの２つをあわせてという議案に

なっていますので、それでちょっと御理解いただければという御提案をさせて
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いただいたと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○豊島委員 今の教育長の後半のほうの説明が十分理解できなかったのですけ

れども、どことの兼ね合わせでわかるということですか。 

○倉部教育長 １３ページの選出区分をごらんいただきたいのですけれども、

第１号委員から第７号委員ということで、これが（１）から（７）の説明にな

ります。１１ページの議案第３号の中については、変わったところしか表示を

しないというのが通常のルールになっておりますので、省略されていて変わっ

たところだけの表記になっていますけれども、次の委員候補ということで、今

回は非常に丁寧な表現の仕方をさせていただきました。選出区分と氏名と所属、

備考の中に新任なのか再任なのかということで、これで比較が全部できるよう

な、その以降の議案もそうなのですけれども、統一性を図らせていただいてい

ますので、今回につきましては、この両方をごらんいただいて内容を確認でき

るということになっておりますので、御説明がおくれて後づけで申しわけない

のですが、そういう形で御理解いただければと思っております。 

○川村委員長 休憩します。 

午後２時１８分休憩 

 

午後２時１９分再開 

○川村委員長 再開します。 

 ほかに質疑はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 質疑ないものと認めます。質疑を打ち切ります。 

 

○川村委員長 議案第３号、我孫子市小中一貫教育推進委員会設置要綱の一部

を改正する告示の制定について、原案に賛成の委員は挙手願います。 
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（賛成者挙手） 

○川村委員長 挙手全員と認めます。よって議案第３号は可決されました。 

 

○川村委員長 議案第４号、我孫子市小中一貫教育推進委員会委員の委嘱につ

いて、原案に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川村委員長 挙手全員と認めます。よって議案第４号は可決されました。 

 

議案第５号 

○川村委員長 議案第５号、我孫子市教育支援委員会委員の委嘱について、事

務局から説明をお願いします。 

○榊原指導課長 議案第５号、我孫子市教育支援委員会委員の任期満了に伴い

まして、１５ページにあります１４名の方を委員として任命、委嘱をお願いす

るところでございます。 

委嘱期間としましては、１０月１日から２８年９月３０日までの２年間と

いうことでございます。 

よろしく御審議のほどお願いします。 

○川村委員長 以上で説明が終わりました。我孫子市教育支援委員会委員の委

嘱について、質疑はありますか。 

○豊島委員 前にも伺ったのだと思いますけれども、２年前ですので私はいな

かったのですが、この委嘱は全部再任なんですけれども、その再任のアッパー

リミットみたいなものはあるんですか。 

○榊原指導課長 お答えします。特に限定というのは設けておりません。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



10 

○川村委員長 質疑ないものと認めます。質疑を打ち切ります。 

 

○川村委員長 議案第５号、我孫子市教育支援委員会委員の委嘱について、原

案に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川村委員長 挙手全員と認めます。よって議案第５号は可決されました。 

 

議案第６号 

○川村委員長 議案第６号、我孫子市民体育館及び有料公園施設等指定管理者

選考委員会委員の委嘱について、事務局から説明をお願いします。 

○西沢文化・スポーツ課長 議案第６号について御説明いたします。１６ペー

ジになります。 

議案第６号、我孫子市民体育館及び有料公園施設等指定管理者選考委員会

委員の委嘱について。提案理由としましては、我孫子市民体育館及び有料公園

施設等指定管理者選考委員会委員の任期が１０月２日で満了となるため、選考

委員会要綱第３条及び第４条の規定に基づき委嘱するものです。委嘱期間は平

成２６年１０月３日から平成２９年１０月２日の３カ年になります。委嘱人数

は６名となりますが、施設使用者の代表としてソフトテニス連盟、バドミント

ン連盟からお２人、学識経験者として中央学院大学と川村学園女子大学の先生

がお２人、市の職員が２人の計６人です。バドミントン連盟の鴨木さんが新任、

あとの５人については再任となります。 

以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 以上で説明が終わりました。我孫子市民体育館及び有料公園施

設等指定管理者選考委員会委員の委嘱について、質疑はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○川村委員長 質疑ないものと認めます。質疑を打ち切ります。 

 

○川村委員長 議案第６号、我孫子市民体育館及び有料公園施設等指定管理者

選考委員会委員の委嘱について、原案に賛成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川村委員長 挙手全員と認めます。よって議案第６号は可決されました。 

 

諸  報  告 

○川村委員長 日程第３、諸報告を議題とします。事前に配付された事務報告、

事務進行予定資料等に補足する説明や追加する事項はありますか。 

○大島少年センター長 いじめに関してですが、いじめ防止推進条例及びいじ

め防止基本方針のパブリックコメントを９月１１日より行っております。昨日

までの段階ですが、特に意見というものはいただいておりません。なお、パブ

コメは１０月１０日までとなっております。 

以上です。 

○川村委員長 ほかに事務報告等はありますか。以上で諸報告は終わりました。 

諸報告に対する質疑の前に、９月２４日に行われました千葉県市町村教育

委員会教育委員研修会に我々が出席してまいりましたので、皆さんに御報告を

申し上げます。 

○長谷川委員 ９月２４日に平成２６年度教育委員研修会に参加してまいりま

した。午前中の全体会では、「教師の指導力を高め、子供の真の学力を向上さ

せるために教育委員会は何をするべきか」というのをテーマに山武市、松戸市、

神崎町の教育長にお話をいただきました。内容について簡単に御紹介します。 

山武市では、指導力を高めるための研修などのほか、子供の学力向上のた

めに学習の習慣づけを家庭とともに図ろうということで、「苗半作の教育」と
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いうのをキャッチコピーにした幼少期からの学年別学習の手引きを作成、配布

しているということでした。 

松戸市は、小学校が４４校、中学校が２０校、市立高校が１校という大き

な市であり、大きいがゆえに地域によって特色があるという現状のようです。

また、文科省の教育課程特例制度の指定を受けているそうで、松戸独自の言語

活用科という教科があり、論理的規範的思考力やコミュニケーション能力を身

につけ、グローバル化する社会で活躍できる子供というのを目指す将来像に置

いて小中連携で取り組んでいるということです。 

神崎町では、千葉県一小さな町ということで、小学校が２校、中学校が１

校のほか、保育園が２カ所あり、連携づくりをしているそうです。小規模の町

での問題点や厳しい現状もあるということですが、どういう子供に育ってほし

いですかという質問に対しまして、「町に自信を持ち、誇りを持つ子供に育っ

てほしい」というお考えをお話しされていました。 

午前の部のまとめのほうで、教育委員会は何をするべきかについて４点挙

げられまして、１つ目に、公立学校の設立者である自学を深めていく地域の特

色を見きわめた教育をする。２つ目に、学習習慣・学力調査の結果からも問題

点は把握できているはずなので、その対処をする。３つ目に、どのような子供

を求めるのか、より明確なビジョンが必要であり、保護者との連携も必要であ

る。４つ目に、地域との連携も必要であるというお話でまとめられていました。 

午後は分科会が行われまして、「道徳性を高める教育について」というお

話を聞いてきました。県が作成した道徳教材のＤＶＤを見せていただいたほか、

柏市、八街市の実践発表がありました。柏市は主に教職員の研修についてのお

話で、道徳授業の先生側、学校側の指導力を高める体制づくりをお話していた

だきました。八街市のほうでは、生徒と行っている東日本大震災の災害ボラン

ティアの活動を紹介していただきました。時間が限られていたために、余り長
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くお話していただくことはできなかったのですけれども、分科会の最後に千葉

県教育委員の京谷さんに、ほんの少しお話をしていただき、「スポーツを通し

て道徳教育、児童・生徒が中心であり、目で見る、体で感じる、耳で聞く、心

に響くものが道徳教育」という言葉がとてもわかりやすかったかなと思います。 

また、千葉県が作成した教材のＤＶＤに京谷さん御本人がモデルとなった

「青春のホイール」というものがあるそうなので、機会があれば私も見たいな

と思っております。以上です。 

○川村委員長 これより諸報告に対する質疑の時間とします。 

まず初めに、事務報告について質疑はありますか。 

○北嶋委員 ４ページの指導課の表の一番上ですけれども、言語活動の充実に

関する研修会ということで、教職員の方が２７名参加されているそうです。後

の表を見ますと受講対象者が見えてくるのですけれども、どういう方がお受け

になったかお聞かせください。 

○榊原指導課長 お答えします。各学校の教育課程の中心を担っています教務

主任及び学力向上推進委員を中心とした構成になっております。 

○豊島委員 今と同じところなのですけれども、内容のところに「言語活動の

充実を目指した授業のあり方」、その下のところに「全国学力・学習状況調査

の結果を活用した、学力向上への取組の紹介」とあってわかりやすいのですけ

れども、そこでの内容というのは具体的にはどういうことなのでしょうか。 

○榊原指導課長 お答えします。２点あるかと思いますけれども、まず言語活

動の充実につきましては、小学校もそうですけれども、特に中学校においては

書くことが重要だと。特にその中でも視写、あとは、実際に子供たちに、こう

いうノートがいいんだということを見本として示すということが具体的には挙

げられました。また、自分で学んだことを言葉で振り返り整理させる、そうい

う活動も非常に重要になってくるという指導を受けました。 
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２点目の全国学力・学習状況調査につきましては、まず結果をどのように

活用していくかということを教職員に認識させる、教師の意識改革が重要であ

るということ。もう一つは、結果により子供の実態をより知ることによって学

力低位層をどう上げていくか、そこに力を注いでいくことが重要であるという

ような指導を受けました。 

以上です。 

○豊島委員 ありがとうございます。よくわかりました。例えば書くこと、そ

れから言葉で振り返ることが内容を理解させる云々ということを、ここで改め

て議論したというか会議をしたということは、我孫子の言語活動の充実に関す

る云々というところでは従来ちょっと弱いというふうに考えていいのですか。

その点が弱かったということですか。 

○榊原指導課長 お答えします。今、御存じのように、言語活動の充実という

形で、言語によって思考し表現するという能力を重視した教育に取り組むよう

にということで文科省からも多くの指示が出ているかと思うのですけれども、

我孫子の子供だけ特化してという形ではございません。やはり全国的にそうい

う力を重視して子供たちを育成していく、学力を向上させていくという必要が、

これからの世の中で求められているというところでございますので、本市とし

ましても、そこを受けまして、言語活動の充実をどのように図っていくかとい

う取り組みについては、現在も行っておりますし、今後も研修を深めていこう

と考えております。 

○豊島委員 ありがとうございます。もう１回だけお願いします。そういうこ

とだと思います。全国学力・学習状況調査の結果を活用して云々ということと

の組み合わせなのですけれども、教師の意識とか学力の低位層のアップという

ことと、書くこととか言葉によってのことというのは、先生方がやっているこ

とはわかっています。わかっているのだけれども、あえてそのことをもう１回
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ここで話し合う、文科省云々は別として。やはりそういうことがこれからより

重要だと、学力を上げていく上でも重要だというふうな認識があってのことで

すか。 

○榊原指導課長 おっしゃるとおりです。今後、今年度も実施された全国学

力・学習状況調査の結果も御報告申し上げますけれども、その中で現在非常に

成果を上げている学校の聞き取りを行っています。その成果を上げている学校

においても、やはり言語活動、例えば短作文の取り組みを毎日続ける、音読の

取り組みを朝活動に必ず取り入れるというような形で非常に実績を上げている

学校がございますので、そういったすぐれた取り組みを市内の小中学校に広め

ていくという形で現在考えております。 

○豊島委員 ありがとうございました。ぜひ我々も頑張っていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。Ａもさることながら、Ｂのほうを上げていくため

の方途が必要になるので、そんなことを今申し上げた次第です。 

○北嶋委員 関連ですけれども、言葉、話をするということはすごく重要で、

自分の考えを言葉にあらわして相手に伝えるということは、学力はもちろんの

こと、人間関係においても今すごく必要だということが言われています。それ

と同時に、先生方が子供たちに思いとか指導を伝えるときの言葉のバリエーシ

ョン、言語活動力をいっぱいつけていただきたいので、その辺も含めて我孫子

の先生方の言葉の力をアップするような研究も含めていただけたらと思います。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○北嶋委員 要請訪問のほうを見て、どなたもお気づきだと思いますけれども、

今回、佐藤夏指導主事さんが本当に大活躍で小学校の陸上部に指導にいらっし

ゃっています。夏休みはともかくとして、９月に入ってからも毎日のように行

っていらっしゃいますけれども、しかも同じ学校に続けてとか、いろいろあり

ます。これは陸上の部活動の時間に先生がいらっしゃって、子供たちを通じて
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指導員の方にも指導をするということで、学校から要請があって行っているわ

けですか。 

○榊原指導課長 そのとおりです。学校の要請に応じてという形で、今おっし

ゃっていただいたように、子供たちを前にして佐藤夏指導主事が実際に具体的

な指導を行うことによって、現場の先生方がより専門的な指導方法を学ぶ。ま

た、その指導が終わった後、このような目的、このようなポイントで指導する

ことが重要であるという形で、本当に短い時間ですけれども、実際に教職員に

も指導をする。また、文書で後日、指導のポイントを佐藤指導主事が各学校に

お知らせするという取り組みを続けております。 

○北嶋委員 子供たちの陸上のシーンに合うときに、その成果が生かされてい

るか、とても楽しみにさせていただきます。今までこういうことは余り目につ

かなかったので、ことしは陸上部に関して佐藤夏指導主事が大変頑張っていら

っしゃるのでありがたいなと思いつつ、質問をさせていただきました。ありが

とうございます。 

○豊島委員 要請訪問の今のところですが、１０番の久寺家中学校の小中一貫

教育についての研修についてです。「繋」とかそういうところで、たくさんの

小中一貫教育についての報告をいただきました。それは読みました。ほかの小

学校、中学校でたくさん呼んでほしいのですけれども、久寺家中学校としては

どういう意識で呼んだというか、どういうことを知りたいというか、また、こ

の動きというのは、ほかの中学校などでも当然出てくるというか、出てきても

らいたいことなのでしょうか。呼ばれたほうとしてはどういう意識で対応され

たのか、ちょっと聞きたいのですけれども。 

○榊原指導課長 お答えします。担当としては非常にありがたい現場の取り組

みだと捉えております。学校側の意図としましては、市が進めようとしている

小中一貫教育というものがどういうものなのかということを、管理職だけでな
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く１人１人の先生方が理解をしたいというところ。また、中区での学校経営を

行うに当たって、小中一貫で何が具体的に久寺家中区でできるのかというとこ

ろを考えていきたいというような、非常に学校側からの意欲的な取り組みでご

ざいました。最後は８分科会に分かれまして、各テーマに基づいて協議を行っ

たという内容でございます。 

以上です。 

○豊島委員 ありがとうございます。すばらしいですね。分科会になって、そ

れをまた集約して全体のということがあったかどうかわかりませんけれども、

我々は小中一貫教育を全力を挙げて進めているわけで、うまくいきたいのです

けれども、この久寺家中で最終的に課題としてまだ残っているなというものが

もしあったとしたらどのようなことですか。なければいいのですけれども。 

○榊原指導課長 お答えします。協議の時間は実際３０分ほどでございました

ので、正直なところを申し上げて、まだ課題というようなところまでは至りま

せんでした。初めての試みですので、小学校、中学校の先生方が率直にお互い

の日常の教育活動について意見を交換するという形で、まずは第一歩という形

で今回は終了いたしました。 

以上です。 

○北嶋委員 これに関しては「繋」にも書いてくださっていますけれども、こ

れは久寺家中学校を会場として、久寺家中学校区の小中の先生方がお集まりに

なったということでいいですね。そうすると小学校は根戸小学校と並木小学校

もいらっしゃいましたか。久寺家中学校、根戸小学校、並木小学校の校長先生、

教頭先生を初めいろいろな先生方が参加して、ここで小中一貫の実際の説明を

初めて受けて、その学区でいよいよ始まるのだというスタートの時点と考えて

よろしいですか。 

○榊原指導課長 今おっしゃっていただいたような形態で行いました。 
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以上です。 

○川村委員長 要請訪問についてはよろしいでしょうか。ほかにありますか。 

○北嶋委員 要請訪問でもう１つ。並木小学校の８月２７日、「Ｑ－Ｕ検査の

分析と活用、全学年」ということで、左ページを見ますと、２６日に湖北地区

公民館で行われていますけれども、これを受けてまた学校で全職員の方を対象

にＱ－Ｕについて具体的に御指導をするということでよろしいですか。 

○榊原指導課長 そのとおりです。４ページでは、学年主任の先生方に学年経

営という視点で一般的なお話をさせていただいた。右側の並木小学校では、具

体的にデータを持ち寄って、どう評価して対応していくことが重要なのかとい

うことを実際に即して検証を深めました。 

○川村委員長 事務報告について、ほかにありますか。 

○豊島委員 １ページに戻らせてください。学校教育課です。これは前にも伺

ったのかもしれないので、ダブっていたらごめんなさい。上の表の小学校４と

いうところですけれども、「卒業学年であり学年終了まで通学を希望する」と

いうことですが、その下の区域外の就学件数のその他の１件、あるいは中学校

のほうは２件ですけれども、例えば上のところは途中で引っ越しとか、あるい

は学区が変わったとか、そういうことだったのでしょうか。 

○丸学校教育課長 学区外就学の中にある小学校の４件に関しては、委員のお

っしゃるとおりでございます。途中で引っ越しをしました。 

 区域外就学に関しましては、下段の他市町村への区域外就学というのは、他

市町村から我孫子市に引っ越してきたのだけれども、以前住んでいた市の学校

に通っているというところでございます。 

○川村委員長 ほかに事務報告で御質問はありますか。 

○豊島委員 生涯学習課、１３ページです。長寿大学の２年生の内容のところ

で、我孫子と白樺派の文人たちであったり、その下の市民カレッジというとこ
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ろでも、我孫子を知るコースというところで白樺派文学館云々と挙げられてい

て、先ほど３館のチケットを一緒にしてということがあったのですが、長寿大

学とか定期的に相当回数やっているところの方々にも、何か課題を見つけて、

白樺とか杉村でもいいのですけれども、何か課題を見つけてそういうところに

来てくれるような開講のあり方みたいなものはできないのでしょうか。長寿大

学というのはいろいろなことをやっているわけですけれども、そういった文学

活動みたいなものは余りなかったのではないかなと独断で思っているのですけ

れども、どうでしょうか。 

○今井公民館長 お答えいたします。長寿大学、市民カレッジは、それぞれ独

立した学級になっております。指導員というものがおりまして、１年間カリキ

ュラムをそれぞれ考えて、いずれにしろ目的につきましては、我孫子をよく知

っていただくこと、それから地域での中心的な活動をされるような、ボランテ

ィア活動を含めた活動ができるような方たちをできるだけ育てていきたい、そ

ういった意識の向上を図っていきたいというところがあります。白樺文学館、

文人たちに特化したという部分ではなくて、やはり我孫子をよく知っていただ

くという中のカリキュラムの１つとして捉えておるところでございます。まち

歩きも含めてあるのですけれども、こういった活動までしかできないところが

現状でございます。 

○豊島委員 残念だけれども、せっかくここまでいろいろなことをやってきて

いるので、楚人冠とか、そういったところに定期的に行ってもらえるようなカ

リキュラムが組めたらいいなと思っているので、こちらからも、ルール違反で

はなくて働きかけられるようなところがあったら働きかけたいなと思っていま

す。 

○今井公民館長 今、委員がおっしゃられたとおり、長寿大学でいきますと４

年生を修了した後、市民カレッジの我孫子を知るコースは単年度という形にな
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っております。皆さん、１年間、４年間通して一緒に活動している関係で、学

級が修了した後も継続学級という形で、任意の団体になりますけれども、そう

いった活動が立ち上がっておりますので、そういった方たちは２０年、３０年

と地元で頑張って活動されているというふうに伺っております。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○豊島委員 もう１点だけお願いします。１１ページの教育研究所における相

談のところです。細かいデータを毎回本当にありがとうございます。別紙もあ

って、よくわかりました。 

お聞きしたいことは、毎回同じようなことを申し上げていて恐縮ですけれ

ども、１１ページの上の段のところで、例えば現在抱えている２５７件の内訳

が下のところにありますけれども、例えば不登校に関することですが、学力２

とか対人関係９、精神的な不安定さ、この辺はちょっとよくわかりませんけれ

ども、学習のおくれに関することとか、細かく見ていけばそんなに簡単に言え

ないことは承知しております。今申し上げたいことは、もし一貫教育がうまく

軌道に乗っていけば、これらの問題のうち解消されるであろう可能性のあるも

のはどうなのでしょうか。私たちは今一貫教育を目指しているわけですけれど

も、その中で解消できるというのは、小１ギャップがあるのかどうかはあれで

すけれども、中１ギャップとかというのは、ここで言う対人関係云々というの

はどうかわかりませんが、それに関することもないわけでもないし、学習のお

くれというものも、それによって解消できる部分もあるのではないかと思うの

ですけれども、こうやっていけばこうなるのではないかという見通しも含めて

我々の活動のヒントになるようなことがあればお願いしたいのですけれども、

いかがでしょうか。 

○川村委員長 休憩します。 

午後２時５２分休憩 
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午後２時５３分再開 

○川村委員長 再開します。 

○榊原指導課長 お答えします。現在モデル地区、来年度から布佐中区でスタ

ートという形ですが、我々が目指している小中一貫の中で、先進地域での実際

の報告も上がってきております。１１ページの細かい内容が、私のほうでもど

のような状況なのかというのは正直言って具体的なところまで把握はしていな

い状況ですが、ここで挙げられております学力、またはいじめも含めた対人関

係等、先進地域ではやはり減少をしているというような成果も上がってござい

ますので、そういった学力面での１人１人の学力を保障して困り感を軽減して

いく。または対人関係についても、丁寧に新しい環境になれるような取り組み

をしていくというようなことは我々の計画の中にも入っておりますので、ぜひ

ともこのような課題を少しでも軽減できるように進めていきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○豊島委員 そのとおりですよね。そう簡単に言えないことは私もわかってい

ます。児童生徒の１人１人の質の問題もあるし、意識の問題もあるし、家庭の

問題もあるし、そう簡単には言えないけれども、やはり一貫教育を目指してい

く上で、少なくともこういうふうな状況をつくることによって、これを少しで

も解消していくという何か具体的なものがないと、伝統が何とかと言ってもな

かなか具体的にはいけないので、私たちも力を尽くしていきたいと思いますけ

れども、この数字が本当の意味で少しでも減っていけばいいなと思っているも

ので、ずっと拝見させてもらっております。ありがとうございます。 

○北嶋委員 同じところなのですけれども、私の視点は違うところです。子ど

もの不登校に関することの括弧の中で、いじめ３件と書かれていますけれども、
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この３件に関しても対応済みと考えていいですか。 

○野口教育研究所長 もちろん相談員が相談に当たっているわけですけれども、

解消ということではなくて、ここでは相談を受けて、前回も御説明しましたけ

れども、学力が２というのも、学力だけでなくて、いろいろな問題が絡み合っ

て、この数字が上がっております。これが絶対この子供の一番の主訴だよとい

うものは断定ができないのですけれども、いじめについても、学校と連携をし

なくてはいけないものについては、学校と相談をしながら協力して取り組んで

いる状況でございます。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○長谷川委員 事務報告の指導課のほうで、５ページの我孫子市小中学校科学

作品展の日程のことなのですけれども、以前にも質問があったようでしたら、

すみません。毎年見るのを楽しみにしているものの１つなのですけれども、夏

休みの作品とか、中学校では科学部の作品とか研究したものが出たりとか、長

年観察してまとめた作品が出たりする、すばらしいものだと思っています。９

月６日と７日ということなのですけれども、９月６日は市内の体育祭があった

りですとか、７日はこの日程でも午前中だけになってしまっているようなので

すが、ちょっと見たいなと思うものにはかなり厳しい日程かなと思うのですが、

その点はいかがでしょうか。 

○榊原指導課長 お答えします。委員のおっしゃるように、非常にタイトな日

程ということは重々承知しております。この作品展は御存じのように県のほう

に進んでいく、東葛飾地区、本日その代表作が県のほうに出品をしている次第

ですけれども、県のほうの日程を考えますと、どうしてもここの土日に開催せ

ざるを得ない状況でございまして、大変申しわけないとは思うのですけれども、

御理解いただければと思います。 

 以上です。 
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○川村委員長 あわせて、どちらかの調整を年度ごとにできないことはないか

もしれないので、一度再考されたらいかがかなと思いますけれども、いかがで

すか。 

○榊原指導課長 御意見を賜りましたので、県の方にも状況を聞き取りながら、

より多くの皆さんに見ていただけるようにするとともに、ことしは水の館の御

好意によって２階の展示室も借りることができまして、例年よりはゆとりを持

って参観していただけたのではないかなと思いますので、毎年改善は重ねてい

きたいと考えております。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○北嶋委員 ９ページの６について伺います。見ることについてですけれども、

視力障害というのはいろいろありまして、御家庭で気づいて対処している場合

はいいですけれども、色だとか形等のいろいろな障害がありますよね。今、学

校の子供たちの視力の検査というのは、どういうことだけしていらっしゃるか

を教えていただければと思います。視力検査のメニューです。 

○丸学校教育課長 視力だけです。あとは内科医のほうでちょっと調べるだけ

で、昔のような形ではやっていません。 

○北嶋委員 何年か前にも、そういう問題が起きましたよね。今カラー板にな

っていて、いろいろな色があって、見えにくい色がある。その子供にとって苦

手な形がある、色があるということで、大きくなってくればその子が意識しま

すけれども、１年生くらいだと、気づいている御家庭はいいですけれども、た

またま気づかずに、テレビゲームや何かでああいう画面を見ていて特に気づく

チャンスも減っているかなと私は思うのですけれども、この研修を通して皆さ

んはお気づきになったようですが、市として特に低学年の先生方にはその辺を

御注意いただくということで、もう１回皆さんに広報していただければなと思

います。グリーンですよね、黒板というのは。あれに黄色で書いた文字とか、
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その反射の兼ね合いとか、板書も先生はとてもきれいにされて色別にいろいろ

なテーマをつくられて、我々特に障害がない者にとっては見やすいですけれど

も、たまたま１つの障害を持っている児童・生徒がその部屋にいると、この子

供にとってはとても不自由なことで、こういう障害というのは、なってみなけ

ればわからない。私たちは普通なので、当たり前のことが当たり前ではない、

困り感のある子供たちを救う手だてを少し丁寧にしていただければと思います。

いわゆる視力１．５とか２．０というだけの検査では見えない、いろいろなこ

とがあるのであったら、なければいいのですけれども、もし児童生徒がいた場

合には、その子供に対してどういうふうに気遣いができるのかなと私は前々か

ら心配でしたので、改めてこの研修を通して皆様方に意識だけ持っていただけ

ると違うかなと思いますので、お願いしたいと思います。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

○豊島委員 文化・スポーツ課、１６ページの２の（１）です。楚人冠のワー

クショップの「新聞を作ろう」ですけれども、８月２３日は参加者１名ですが、

新聞をつくるので人数を絞っているということは何回も伺っておりますが、こ

の１名が本当に１名ならちょっと寂しいかなと思って、例えば中学校なんかに

は新聞部とか、そういう部活動みたいなものがあると思うのですけれども、そ

ういうものとの何かしら連携みたいなものはできないのでしょうかね。１名と

いうのは少ないんじゃないでしょうか。 

○西沢文化・スポーツ課長 この事業につきましては前回御報告させていただ

いている７月２７日、８月３日と今回の８月２３日、シリーズで３回やらせて

いただきました。７月２７日は２人、８月３日は４人ということで、全体的に

やはり少ないです。何とかしていきたいということは感じているところですが、

８人という限定の中でこれを開いたという状態で、最後のときに１人というこ

とで、夏休みも最後になってきているので、こういう数字が出てきたのかなと
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いう気持ちはしていますので、日程の調整等で何とかしのげないのかなという

考えは、行った後の結果ですが、現在は思っております。学校のほうは私のほ

うではお答えが難しいので、ここでは控えさせていただきます。 

○川村委員長 来年度はこのスケジュールも再考していくということですか。 

○西沢文化・スポーツ課長 再考します。日程等でまた調整していきたいと考

えております。 

○大島少年センター長 小学校、中学校で新聞部というのは余りないのですが、

実際に新聞をつくったりしていることはどうなのかというと、校外学習等に行

った後に個人新聞をつくったり、そういう活動はたくさんやっております。 

 以上です。 

○豊島委員 それは余り働きかけることはできないということなのですね。日

程の調整でということですかね。せっかくやっているので、少しでも人が多い

ほうがいいなと思ったものですから。ありがとうございました。 

もう１つ、１７ページの鳥の博物館のところですけれども、これも今も申

し上げたことと同じような意識なのですが、（２）鳥の科学作品展は自由研究

で１０件出たり、夏休みの自由研究相談で２３件とか、多くの人が参加してく

れているのでいいなと思っています。努力がだんだん認められてきているとい

うか、実を結んでいるというふうに私は思っているのですが、ここも例えば、

先ほど新聞部ということを申し上げたのですけれども、例えば中学校で生物と

か理科とか、そういうふうなものに関心を持っているグループがないのだろう

かと。ある程度一定のあれを保っていくためには、学校のそういった活動と連

携していくということが必要になるのではないかなと思うのですね。学校との

そういう意味でのつながりみたいなものが持てないものなのでしょうか。どち

らに申し上げていいかわかりませんけれども、鳥の博物館にお願いします。 

○斉藤鳥の博物館長 お答えします。確かに小中学校で夏休みに博物館をよく
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利用していただいてありがたいのですけれども、さらに博物館と学校が連携し

て、いろいろなことを博物館で情報提供ができればいいなということは思って

おります。特に夏休みの自由研究相談であるとか科学作品展に関しては、１つ

は、もうちょっとＰＲできるかなという思いがあります。例えば今は学校の１

クラスに１つだけチラシ等でお知らせしているのを全校生徒に配れるような形

にして、その生徒が家庭に持って行って親御さんも見られるような、そんなチ

ラシを配布したらいいかなということも考えております。あと、夏休みに限ら

ず学校の授業で博物館をもっと利用してもらえるようにということで、博学連

携プログラムということでいろいろ模索をしているのですけれども、去年は先

生たちに博物館を知ってもらおうというティーチャーズデーを行いました。こ

としはさらに先生たちを対象に博物館をこんなふうに実際に利用できるよとい

うワークショップを開催したり、いろいろやっているのですけれども、お互い

にというか、先生たちも夏休み期間中に博物館に時間をとって来られなかった

りというようなこともあって、次なる手立てをもうちょっと工夫しなければい

けないなと。例えば出前のプログラムをつくってメニューを用意してお持ちす

るとか、そういったことも少し考えなければいけないなということは検討して

おります。もっと盛んに行き来ができるといいなとは思っております。 

○豊島委員 ありがとうございます。ふるさとを知るとか地域を知るというこ

とは本当に大事だし、伝統芸能とかそういうのも大事だと思います。ただ我孫

子は、この鳥の博物館を持っているわけですよね。これはほかのところにはな

いわけです。そういう意味では、それを活用していくのは私たちにとっては有

利な条件であるし、そこを何とか先生方にも理解してもらって、何とかやって

いかないと損をするなどというふうに思ったものですから。ずっとそういうふ

うに思っていますので、何とかお願いしたいと思います。 

○野口教育研究所長 それに関連して、今、我孫子第一小学校で研修にかかわ
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らせてもらっていますけれども、６年生が我孫子第一小学校学区のガイドパン

フレットづくりを進めています。完成した作品をアビシルベに置いて、市民の

方または市外の方にもとっていただいて、一小学区の中にある白樺文学館だっ

たり、さまざまなものを子供たちが取材をしてパンフレットづくりをしていま

す。導入に際しては、文化・スポーツ課の辻さんが子供たちと一緒に回って、

どういうものがあるのかということを調べて、パンフレットづくりを進めてい

るところです。子供たちはインタビューをしたり、現地にちゃんと行って写真

を撮ったり、さまざまな活動をしています。目的がアビシルベに置いて、いろ

いろな方に見てもらう。あるグループでは、小学生にも見てもらえるように振

り仮名まで振りましょうかとか、いろいろな創意工夫をして作品をつくってい

ます。国語だけではなくて、総合的な学習の時間であったり、その辺と連携を

しながら、いろいろ公共施設を紹介したり、または協力してもらったりという

形で学習を進めているところもふえてきているかなというふうには思っており

ます。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

なければ、事務進行予定に移ります。何か質疑はありますか。 

○豊島委員 ５ページ、指導課です。この５ページの表は小学校ですよね。参

加対象者のところは中学校となっていて、３ページの一番下の表をコピーして

修正していないというふうに考えていいのですかね。 

○榊原指導課長 大変申しわけございませんでした。そこは誤りでございます。

５ページの参加対象者は小学校の初任者です。人数等は調べます。 

○川村委員長 後日報告をしていただきます。 

ほかにありますか。 

○豊島委員 指導課の３ページのところ、小学校も同じことが言えるのかもし

れませんが、３番目の中学校初任研授業力アップ実践研修です。本当に大事な
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ことで大変だと思うのですけれども、今だんだん教員の力が落ちているという

か、ここにいらっしゃる先生方の若いときと比べると随分違うなと思って私も

見ているのですが、その初任者研修の中で今現在ちょっと問題になるとか、こ

ういう点が気になるなということはありませんか。我孫子だけではないのかも

しれませんけれども、これは一貫教育のところともかかわるし、いじめにもか

かわるし、いろいろなところにかかわっていく教員の一番基本的な力なのです

けれども、初任者研修をやっていくところで気になるところが何かございまし

たらお願いします。なければ結構です。 

○榊原指導課長 お答えします。これは私見になるかと思うのですけれども、

過去もそうですが、初任者は非常に意欲的です。そして業務に対しても非常に

真摯な態度で取り組んでおります。 

それを踏まえまして１つ、現状の課題は、我々と言っては申しわけないの

ですけれども、以前は同僚制といって、初年度の初任者の上には例えば７～８

年、９年、１０年ぐらいの力量のある先輩がいたのですね。その方から折に触

れ、言葉だけでなく同学年で子供に対する指導を実際に見ることによって、自

分がそういう立場になったときには、こういう指導をすればいいのかというも

のを学んできたわけです。現在、初任者の間、中堅層が正直言っていない、か

なり限られているという状況で、力量のある方が大体管理職です。教務主任以

上の立場になっているという現状で、なかなか実際の具体的な指導の場面を初

任者の中で見せることができない。その面で我々指導課も含めまして、より具

体的に教師の指導の文化と申しましょうか、ベテランの先輩方が築いてきた指

導のよい点というものを継承することは意識して行っていかなくてはいけない

のではないかと考えております。 

○豊島委員 ありがとうございます。よくわかりました。私も高校の教員をや

っていたときに先輩たちがいて、常にしかられていました。ここまでしかられ
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れば、どこへ行ったって怖くないなという感じで歩いてきた経緯があります。

今、教え子たちが外へ出て教員になっていて聞いていると、今おっしゃったみ

たいに、もう一人前なんだからという感じで、部活動もあるし、学校を出るの

が８時だ、時には９時だということがあったりしていくと、初任者の研修が一

体どういう研修をやるんだろうというふうに、聞いていますから大体わかりま

すけれども、実際に教えてもらう、今中堅層とおっしゃったけれども、そうい

うふうな形での具体的なものというのは我孫子の場合はどうなのかなというと

ころがあって、これから大きく教育にかかわっていく者たちですから、そこの

ところをよろしくお願いしたいと思います。御説明ありがとうございました。 

○川村委員長 ほかにありますか。よろしいですか。 

 続きまして、教育事業全般について質疑はありますか。 

○豊島委員 いろいろ教えていただいたこととのかかわりもあるのですが、１

つだけ。昨年いろいろな学校を回らせていただきました。すごく勉強になりま

した。その中で、時間外勤務の時間数というのが我孫子の場合もそれなりにあ

るなということは実感しておりました。何曜日は時間外はしないようにしてみ

んなで帰るとか、そういう曜日もつくっているとか、いろいろな工夫をしてい

るのだということも聞いておりました。その後どうなっているのかなと。一貫

教育を求めていけば、さらに先生方の負担がふえるのは火を見るよりも明らか

です。そのときにさらに時間外がふえていくという可能性もあります。そうす

ると、今おっしゃったみたいに、初任者とか若い教員がさらに勉強していくと

いう時間も減ってきます。そうしたら生徒１人１人に対しての時間も減ります。

余計悪循環がいくわけです。一貫教育を定着させるためにも、教員１人１人の

時間の使い方の管理というか、そういうものが学校としては必要になるし、教

育委員会としては大きな指導をしなきゃいけないのではないかと思っています。

やはり余裕がない。余裕がなければ、やりたくたってできないというふうに思
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うのですけれども、時間外の勤務は学校によって工夫されていると思っていい

ものなのでしょうか。ことしまだ回っていないのでわからないのですが。 

○丸学校教育課長 昨年度、委員の皆様方には、多忙化解消ということで教職

員とともに会話をする中で、その解決の道筋を見つけていこうということでお

いでいただきましてありがとうございました。その中であったとおり、ノー残

業デーの実施とかノー部活動の実施、ノー残業デーがあってノー部活動デーが

あれば研修時間の確保はできるといったような工夫をしている学校は、他の校

長に話をすることによって広まっているというのは事実でございます。実際に

時間的なものはどうかというのは、この後、委員の皆様方には私のほうから説

明させていただきますけれども、若干ではありますが、よくなってきているの

かなというふうには感じております。 

 以上です。 

○豊島委員 ありがとうございます。少しずつでもよくなっていけば、先生方

も楽になると思います。あれだけ時間をオーバーしていても教員１人１人は、

私も一教員だったときには、忙しいかと言われて、「忙しいです」とは言えま

せん。そこのところは上の者は下の者を見ていかないといけないと思うので、

今後ともよろしくお願いいたします。 

○川村委員長 ほかに教育事業全般について質疑はありますか。 

○北嶋委員 「繋」をいただきました。２０号ですけれども、小中一貫共通カ

リキュラムの中で特別支援教育カリキュラム編成会議をなさった御報告を書い

ていただいています。先ほどから豊島委員もおっしゃっていますけれども、小

中一貫の中で特別支援についても、大きな目的というか、９年間を通して１５

歳の子供たちの像を考えながら指導いただくということで、ここにも書いてあ

りますけれども、これから小中一貫教育を目指す中で特別支援カリキュラムの

中でキャリア教育というのはどのような絡みで入ってきますか。 
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○榊原指導課長 お答えします。本市におきましてのキャリア教育の捉え方で

すけれども、職業体験のみならず、将来のキャリア、１人の自立した人間とし

て生きていくためにどういった能力が必要なのかというところで、各教科、そ

して領域、全ての教育活動の中で育てていきたいと考えます。その視点から言

いますと、やはり特別支援教育で一番求められているのが自立です。というこ

とで、委員おっしゃるように、特別支援教育こそキャリア教育の視点が非常に

重要であると我々も捉えております。ことしがこのカリキュラムの第一歩とい

うことになっておりますので、御指摘いただいた点を特別支援の中で、学習活

動、生活活動の中でどうやって取り入れていけばいいのかということをカリキ

ュラム化してまいりたいと考えております。 

○豊島委員 ありがとうございました。私もそう思います。「繋」の２３号で

すが、布佐中区のことが書いてあります。小中陸上部の合同練習会というのが

あるのですけれども、その下に湖北台中区があります。布佐中区の中に布佐小

と布佐中が陸上部の云々とあります。これは体育祭、運動会のところも合同で

あったりしていいなと、実際にこういうのがあっていいなと思っているのです

けれども、この中に布佐南小が入っていない。３つでやろうとしているのです

けれども、布佐南小は入れなかったのですか。どうしたんでしょうか。私は南

が気になって仕方がないのですけれども。 

○榊原指導課長 おっしゃる点は担当としましても非常に気がかりであり、留

意していかなければならない点と感じています。先ほどありましたように、現

場の学校からの要請に基づいて行っているというところでございますので、こ

れまでこういうものがありませんでした。布佐中と布佐小にとっても初めての

取り組みですので、これをきっかけにして南小も巻き込んで取り組みの活動を

していきたいと思います。また具体的には、今現在、英語活動の中で３校が合

同で行っていくという計画もございますので、移動距離がある以上、前もって
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我々の支援というものが非常に重要になってくると認識しておりますので、ま

た推進していきたいと思います。よろしくお願いします。 

○豊島委員 ありがとうございます。２４号では、白山中のほうは４つの小学

校とかあって、布佐は３つしかないのに２つだったものですから、ちょっと気

になっていました。今後よろしくお願いします。 

○川村委員長 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 質問はないものと認めます。諸報告に対する質問を打ち切りま

す。 

 

○川村委員長 本日、日程第４の案件は人事に関する案件であり、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項ただし書きの規定に基づき非公

開で審議したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議ないものと認めます。よって議題については非公開とし

ます。関係者以外の御退席をお願いいたします。 

（関係者以外退席） 

 

 

 

 

 

○川村委員長 これで平成２６年第９回定例教育委員会を終了します。 

午後３時３２分閉会 


