
10月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成29年10月20日（金） 午後３時30分～午後４時34分

２ 場　所 市民活動センター大会議室

３ 出席者 教 育 長 渡辺　宜宏

委 員 袴田　雄司 佐原　陽子 河合　禎隆 田中ゆかり

事 務 局 教 育 次 長(落合　　進)

学校教育課主任主査(宮下　智亘) 幼 児 教 育 課 長(安形　知哉)

社 会 教 育 課 長(朝倉　陽美) スポーツ・文化課長(村田　義治)

図 書 館 長(山本　茂明) 教育総務課長代理(馬渕　　豪)

４ 議　案 第 20 号 湖西市文化財保護審議会への諮問について

５ 報　告 第 35 号 平成28年度決算報告について

６ その他 平成29年度全国学力・学習状況調査結果について



午後３時30分開会

(渡辺教育長)　田中委員が所要により遅れる旨の連絡を受けている。現在、出席は４

名であるが、定足数に達しているので、平成29年10月湖西市教育委員会定例会を開会

する。

(渡辺教育長)　　それでは審議に入る。議案第20号「湖西市文化財保護審議会への諮

問について」、事務局の説明を求める。

(スポーツ・文化課長)　議案第20号「湖西市文化財保護審議会への諮問について」、

下記の文化財の指定を解除したいので、湖西市文化財保護条例（昭和52年湖西市条例

第33号）第33条第３項の規定により、湖西市文化財保護審議会に諮問する。

平成29年10月20日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺　宜宏。

　湖西市天然記念物の指定を解除する文化財の名称は、マンサク南限群生地。所在地

は、湖西市吉美地内の湖西運動公園横である。指定告示は、昭和53年５月１日である

。

　湖西市文化財保護審議会は、文化財保護条例第44条に基づき教育委員会の諮問に応

じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項

に関して教育委員会に建議するため、条例で規定された組織である。

　この審議会に諮問する文化財案件は、湖西運動公園内にある市指定文化財、天然記

念物「マンサク南限群生地」の指定解除についてである。昭和53年に分布の南限の群

生地であることから文化財指定したが、現在、最後の１本が枯死したため、指定要件

が失われたと判断した。ついては、文化財の指定の価値を失ったため、文化財保護審

議会へマンサクの指定解除を諮問する。

　以上。

(渡辺教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(スポーツ・文化課長)　前任の課長からの引継事項である。現場も、何度か確認して

いるが枯死している状況は変らないため、指定解除することにした。

　　　　　　（質疑なし）

(渡辺教育長)　質疑がないようであれば、議案第20号「湖西市文化財保護審議会への

諮問について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり承認する方の挙手を求

める。

（挙手全員）

(渡辺教育長)　挙手全員である。よって、議案第20号「湖西市文化財保護審議会への

諮問について」は原案のとおり承認された。

(渡辺教育長)　続いて、報告第35号「平成28年度決算報告について」、事務局の説明

を求める。

(教育次長)　報告第35号「平成28年度決算報告について」、別紙決算額のとおり報告

する。平成29年10月20日提出　湖西市教育委員会教育長　渡辺　宜宏。

　平成28年度の教育委員会各課は、湖西市教育振興基本計画の基本理念である「明日

の湖西を創る“ひと”づくり」を具現化するために各種事業を展開してきた。



　幼児教育課が所管する保育園に関する決算は、３款民生費、２項児童福祉費、３目

保育所費で、平成28年度予算現額は10億2,283万円、支出済額は９億9,437万4,128円

であり、不要額は2,845万5,872円となった。

　鷲津保育園管理運営費、内山保育園管理運営費及び新居保育園管理運営費は、各保

育園の管理運営に要する経費である。民間保育所等施設型給付費は、民間５園及び広

域入所５園の保育に伴う事業費、人件費、管理費等に要する経費である。民間保育所

助成事業費は、児童の適切な保育を確保するため実施する事業に要する経費である。

　主な事業の「１　多様な保育事業」及び「２　保育対策事業」は、民間保育園等が

実施した、乳幼児保育事業、延長保育事業、一時預かり事業等に対する補助金である

。また、「４　民間保育園等施設整備費補助金」は、民間４園の施設整備に伴う借入

金利子に対する補助金である。公立保育所総務費は、公立保育園３園の管理運営等に

要する経費で、非常勤職員38人分の報酬、臨時職員11人分の賃金、施設管理に伴う委

託料が主なものである。公立保育所施設管理運営費は、公立保育園３園に共通する施

設管理の修繕料、手数料、委託料に要する経費である。なお、この費目は、平成28年

度に幼児教育課から教育総務課へ所管替えされたものである。

　次に、10款教育費の平成28年度予算現額は20億3,199万4,000円、支出済額は19億

3,503万5,206円で、不要額は、9,695万8,794円となった。

　まず、教育総務課所管の主な事業について説明する。教育委員会関係経費は、教育

委員会の組織運営に要した経費で、教育委員４名分の報酬と研修旅費及び負担金が主

なものである。事務局関係経費は、教育委員会事務局の運営に要した経費である。主

なものは、非常勤職員及び臨時職員を雇用した経費で、事務員７名、用務員11名、栄

養士２名、給食員27名、修繕整備員１名、美化整備員２名の50名分、中途退職による

補充雇用分、延べにして53名分の報酬及び賃金である。豊田佐吉翁記念奨学金事業費

は、奨学金の給与に要した経費である。平成28年度は、大学生10名、高校生６名の奨

学生へ給与した。育英奨学資金貸付事業費は、奨学資金の貸付事業に要した経費であ

る。鷲津小学校管理運営費から新居小学校管理運営費までは、各小学校の管理運営に

要した経費である。白須賀共同調理場管理運営費は、白須賀小学校及び白須賀中学校

の給食を共同で供給しているが、その施設の管理運営のための経費である。小学校施

設管理運営費は、各小学校施設の維持・管理に要する経費である。主なものは、各小

学校の電気料、水道料及び修繕に要した経費である。鷲津小学校教育振興費から新居

小学校教育振興費までは、小学校教育の振興のため教材、図書等の整備に要した経費

である。教育扶助費は、就学が経済的な理由で困難な児童の保護者への援助に要した

経費で、就学援助費39名、特別支援教育就学奨励費64名の助成に要した経費である。

一般諸経費は、学校教育の充実を図るための、部活動を支援するために要した経費で

、要綱に規定する大会への出場に要した経費及び部活動の振興に対する交付金に要し

た経費となっている。小学校施設整備費は、教育環境の向上及び充実を図るため、新

居小学校ガラス飛散防止工事と岡崎小学校屋外トイレ設置工事の実施に要した経費で

ある。鷲津中学校管理運営費から新居中学校管理運営費までは、各中学校の管理運営

に要した経費である。中学校施設管理運営費は、各中学校の維持・管理に要する経費

である。主なものは、各中学校の電気料、水道料及び修繕に要した経費である。鷲津

中学校教育振興費から新居中学校教育振興費までは、中学校教育の振興のため教材、

図書等の整備に要した経費である。

　教育扶助費は、就学が経済的理由で困難な生徒の保護者への援助に要した経費で、

就学援助費21名、特別支援教育就学奨励費30名の助成に要した経費である。一般諸経

費は、学校教育の充実を図るための部活動支援に要した経費で、要綱に規定する大会



への出場に要する経費及び部活動振興に対する交付金に要した経費である。中学校施

設整備費は、教育環境の向上及び充実を図るため、白須賀中学校屋外トイレ解体工事

と鷲津中学校消火栓配管改修工事の実施に要した経費である。

　次に、学校教育課所管の主な事業について説明する。教育指導関係経費は、学校教

育の指導等の事業に要した経費である。主なものは、「４　教育振興事業」における

中学校教師用指導書の購入経費である。前年度の小学校の教科書改訂に続き、平成28

年度は、中学校で４年に一度の教科書改訂年であったため要した経費で、小学校に比

べ中学校の方が教師用指導書の必要数が少なかったため、支出額は低額となった。そ

のほか「６　学校給食推進事業」における鷲津小学校、新居小学校、岡崎中学校３校

での給食調理業務の委託料、「７　生きた英語教育推進事業」においては、外国人英

語指導助手（ＡＬＴ）の委託料、「13　特別支援教育推進事業」においては、支援員

の配置や巡回相談員の派遣、「14　ポルトガル語通訳派遣事業」においては、通訳員

の配置に係る経費である。学校保健衛生費は、学校等の保健衛生の維持向上に要した

経費である。学校医・学校歯科医・薬剤師への報酬や、幼稚園・小学校・中学校の定

期健康診断の謝礼、検査業務の委託料が主なものである。小中学校指定「特色ある学

校づくり」推進事業は、各小・中学校が地域の実態に応じた特色ある学校づくりを推

進するための事業である。経費としては、各教科や総合的な学習で実施した、読み聞

かせ、農業体験、伝統文化の継承などで、外部から招いた講師への謝礼、「学びの基

礎７つの取り組み」の啓発ステッカーの印刷のための経費、思い出に残る１学校１行

事として各中学校が実施した行事のための経費であり、浜名湖ウォークやスキー教室

等の実施に伴うバス借上料が主なものである。教職員育成事業は、教職員の資質向上

を図るため、教員への研修に係る指導者への謝礼等に要する経費である。

　次に、幼児教育課所管の主な事業について説明する。幼稚園一時預かり事業費は、

公立４園で実施した一時預かり事業と平成28年度から白須賀幼稚園で開始した長期休

園日の一時預かりに要した経費である。主なものは、非常勤職員の報酬である。幼稚

園教育指導関係経費は、幼稚園教育の充実及び向上を図るため実施する事業に要する

経費である。主なものは、「１　幼児ことばの教室」で指導に当たる非常勤職員の報

酬、「２　特別支援教育推進事業」における特別支援員の報酬、「３　幼稚園研究指

定事業」、「４　幼稚園教育振興事業」、「５　幼稚園親子読書推進事業」は、教材

や絵本等の消耗品、研修講師謝礼等である。鷲津幼稚園管理運営費から新居幼稚園管

理運営費までは、各幼稚園の管理運営に要した経費である。幼稚園総務費は、公立幼

稚園６園の管理運営等に要する経費である。主なものは、非常勤職員37人分、臨時職

員４人分の賃金、園医等の報酬、研修負担金等に要した経費である。一般諸経費は、

幼稚園就園児の保護者の所得状況に応じた補助及び私立幼稚園への補助に要する経費

である。保護者の経済的負担軽減のため幼稚園就園奨励費補助事業として39名への補

助、及び私立幼稚園運営費助成事業としてしらゆりこども園の１号認定こども（幼稚

園児）への補助に要した経費である。私立幼稚園等施設型給付費は、幼児教育を実施

する市内及び広域入所による民間幼稚園・こども園の運営に要する経費である。私立

幼稚園等助成事業費は、幼稚園型一時預かり事業を実施する私立幼稚園等への助成金

である。幼稚園施設管理運営費は、公立幼稚園６園の施設管理に要した経費で、施設

の修繕料、浄化槽の汚泥抜取りなどの手数料、設備の保守点検及び廃棄物の収集運搬

などにかかる委託料及び岡崎幼稚園の屋内消火栓ポンプ用非常用発電機更新工事を実

施した経費である。なお、この費目は、平成28年度に幼児教育課から教育総務課へ所

管替えされたものである。

　次に、社会教育課所管の主な事業について説明する。社会教育総務関係経費は、社



会教育の推進に要した経費で、市民会館解体に伴う事務所移転費用として、通信運搬

費・修繕料・備品購入費が増額支出となっている。生涯学習推進費は、市民各年齢層

に対応した生涯学習の機会の提供に要した経費である。「１　家庭教育サポート事業

」は、「(6)　家庭教育の啓発」として「子育て応援読本」3,000部を作成し小学校１

年生へ配付した経費や「子育ての基礎『７つの取り組み』」クリアファイル6,000部

を作成し幼稚園・保育園・こども園の保護者及びブックスタート開催時などで配付し

た経費、「２　青少年教育推進事業」は、青少年のものづくり体験事業を湖西少年少

女発明クラブへ委託を実施した経費、「７　生涯学習の推進事業」は、青少年ホーム

の廃止により教養講座から生涯学習講座として14講座の開設に要した経費が主なもの

である。西部公民館等管理運営費は、西部公民館の管理及び運営に要した経費で、西

部公民館を含む３館で33講座の開設や西部公民館まつりを実施した経費である。青少

年健全育成費は、子ども会等の青少年育成団体の支援や成人式の開催に要した経費で

ある。成人式では、新たに警備業務の委託を実施し、交通事故の防止に努めている。

青少年育成センター活動費は、青少年補導など青少年育成センターに要した経費であ

る。勤労青少年ホーム管理運営費は、青少年ホームの管理に要した経費で、講座及び

貸館を休止したため、前年と比較すると管理経費のみの歳出となっている。北部地区

多目的研修施設管理運営費は、施設の維持管理及び北部地区多目的センターまつりに

要した経費である。南部地区構造改善センター管理運営費は、施設の維持管理及び南

部改善センターまつりに要した経費で、講座開設にかかる経費は、西部公民館費に集

約したため、前年と比較すると歳出減となった。

　次に、スポーツ・文化課所管の主な事業について説明する。文化振興関係経費は、

芸術文化の振興のための活動推進に要した経費で、主に芸術祭事業、静岡県巡回劇場

及びトキワマンサクの里づくり事業、三遠南信ふるさと歌舞伎豊橋大会への負担金、

湖西市文化協会、湖西歌舞伎保存会、湖西民謡保存会、笠子太鼓への補助に要した経

費である。文化財保護保存費は、文化財の保護及び記録保存、史跡の保存整備に要し

た経費で、大知波峠廃寺跡保存整備に関わる除草作業手数料、新居関跡保存整備に関

連する裏御門復元整備工事、関所構内防災設備基本計画策定に要した費用が主なもの

である。市内遺跡発掘調査事業では、新居関跡出土木製品の保存処理や発掘調査出土

品の整理に関わる作業員の賃金に要した経費である。白須賀宿歴史拠点施設管理運営

費は、施設の管理及び運営に要した経費である。新居関所史料館管理運営費は、施設

管理業務、企画展示３回、小企画展示３回の開催に要した経費である。紀伊国屋資料

館管理運営費は、施設の管理及び運営に要した経費である。小松楼まちづくり交流館

管理事業は、施設の管理運営に要した経費で、主なものは、雨戸修繕外３件の修繕料

及び指定管理業務の委託料である。市民会館管理運営費は、施設の管理運営に要した

経費及び解体工事設計業務に要した経費である。自主文化事業費は、子ども対象の「

ロビンフッドの冒険＆速水けんたろうライブ」の舞台芸術鑑賞の機会を提供したこと

に要した経費である。運動公園等維持管理費は、湖西運動公園・梶田多目的運動広場

・北部地区運動広場・みなと運動公園の維持管理に要した経費である。主なものは、

みなと運動公園ＡＢ面照明安定器収納盤取替修繕外38件の修繕料、湖西運動公園浄化

槽清掃外40件の手数料、湖西運動公園施設管理業務外22件の委託料、湖西運動公園工

事請負費で、野球場バックネット裏トイレ増設工事を行った。新居スポーツ広場公園

管理運営費は、体育館、庭球場、弓道場等の施設管理に要した経費で、主なものは、

庭球場人工芝修繕外６件の修繕料、新居スポーツ広場公園受付業務外11件の委託料で

ある。アメニティプラザ管理運営費は、複合運動施設アメニティプラザの管理運営に

要した経費である。主なものは、ほたるの里水車修繕の修繕料及び指定管理業務の委



託料、市外からの利用者のため施設の案内看板設置を行った工事請負費である。スポ

ーツ活動推進費は、市民スポーツ活動の推進に要した経費である。主なものは、スポ

ーツ教室の講師謝礼、スポーツ大会の委託、スポーツ少年団選手派遣費への助成、ジ

ュニアスポーツクラブ育成業務の委託である。スポーツ大会費は、競技力の向上と健

康増進のため、静岡県市町対抗駅伝競走大会への出場、室内棒高跳湖西大会に要した

経費である。主なものは、静岡県市町対抗駅伝競走大会では、事業運営委託料、室内

棒高跳湖西大会では、賞品及び役員謝礼等の経費である。湖西市駅伝大会については

、積雪による悪天候により開催を中止した。勤労者体育センター管理運営費は、施設

の管理及び運営に要した経費である。主なものは、バスケットボールコートライン変

更修繕外６件の修繕料及び貸出管理業務外３件の委託料に要した経費である。

　最後に、図書館所管の主な事業について説明する。中央図書館管理運営費は、中央

図書館の施設管理及び運営に要した経費である。「１　中央図書館運営事業」は、よ

り多くの市民に利用していただくための図書購入費や非常勤職員の報酬が主なもので

ある。「２　図書館施設維持管理事業」は、図書館利用者に安全で快適な空間を提供

するため、児童開架室照明のＬＥＤ化や防煙スクリーン・防火シャッターの修繕等に

要した経費である。「３　図書館活動推進事業」は、読書普及のため、図書館ボラン

ティアによるお話し会の開催、６か月児の保護者には絵本を配付し、読み聞かせの大

切さを知っていただくブックスタート事業を推進した。新居図書館管理運営費は、新

居図書館の施設管理及び運営のための経費であり、主なものは、非常勤職員の報酬や

蔵書充実のための図書購入費、図書館利用者に安全で快適な空間を提供するため、小

会議室及び和室の空調機修繕等に要した経費である。

　以上、大変雑ぱくな説明になったが、平成28年度の決算報告とさせていただく。

　なお、この説明は、９月の教育委員協議会で説明した「平成28年度湖西市教育委員

会自己点検・評価について」の内容と説明が重複しているところもあり、承知いただ

けている内容もあると思う。

　この後の質疑に対する回答については、各課長がお答えする。

(渡辺教育長)　ここから、田中委員が出席する。現在、出席は５名である。

　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　幼稚園費、私立幼稚園等施設型給付費の給付費では、しらゆりこども園

の給付額が他の園と比べ多い理由は。

(幼児教育課長)　施設型給付費というのは、子ども１人当たりの幼稚園、保育園への

委託料である。しらゆりこども園以外は、市外に通う子どもの幼稚園である。幼稚園

に通園している子どもの人数との違いによって給付額が違う。

(袴田委員)　市内の他の幼稚園は、申請していないのか。

(幼児教育課長)　市内の私立の幼稚園は、しらゆりこども園のみである。

(袴田委員)　分かりました。

(渡辺教育長)　他の私立は、保育園ということである。

(河合委員)　中学校費、中学校施設管理運営費の借上料の機器の表にあるＡＥＤは、

岡崎中学校が「０／１」となっているのは、どういうことか。

(教育総務課長代理)　平成28年度の新規導入はないが既設で１台はある、ということ

である。平成28年度は、鷲津中学校、白須賀中学校、湖西中学校、新居中学校を新規

に導入したということである。



(渡辺教育長)　決算報告については以上で終了し、「その他」事項に移る。

　平成29年度全国学力・学習状況調査結果について説明を求める。

(学校教育課主任主査)　結果について報告する。この調査の目的は、「児童生徒の学

力や学習状況を把握・分析し、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況

の改善等に役立てる」ということである。湖西市教育委員会では、８月28日の調査結

果を基に９月４日に概要版を当該学年の小学校６年生と中学校３年生の保護者に配付

し、さらに詳細版を10月５日に配付した。

　概要版について、説明する。

　「１  調査の概要」については、対象学年が小学校６年生、中学校３年生である。

教科調査は、国語Ａ、国語Ｂ、算数・数学Ａ、算数・数学Ｂである。また、生活習慣

や学習環境等に関する質問調査も行った。

　「２　結果と概要」については、小学校の国語Ａが全国平均を下回り、国語Ｂ・算

数Ｂが全国平均とほぼ同じ、算数Ａが全国平均を上回っている。中学校は、すべてが

全国平均を超えている。

　小学校の全国平均を下回った国語Ａは、漢字を正しく書くことやことわざの使い方

に苦手意識を持つ児童が多いことが分かった。国語Ｂでは「場に応じた適切な言葉遣

いで話す」という設問において高い正答率を示した。また、算数Ａでは「数量関係」

の領域で高い正答率を示しているが、算数Ｂでは「量と測定」の領域である測定値の

平均を求める問題の正答率が低くなっている。

　質問紙調査では、おおむね良好な結果で、基本的な生活習慣が身についているが、

昨年と同様に国語の学習への興味関心がやや低いなどの課題がある。中学校では、国

語･数学ともにほとんどの領域で全国平均を上回り、良好な結果となっている。

　質問調査においては、小学校と同様に基本的な生活習慣が身に付いているが、授業

の予習・復習など自分で計画を立てた家庭学習ができないという課題が分かった。

　さらに、詳細版について説明する。

　教科に関する「よいところ」と「もう少しがんばりたいところ」について説明する

。昨年度までは、標準通過率という「県独自で設定した水準」と比較したが、本年度

は県の標準通過率がないため、全国の正答率と比較した。

　小学校の成果と課題ついては整理すると、国語は、全国の正答率と比較して「話す

・聞く能力」は高いが「書く能力」が低いことが分かった。「書く能力」は、目的や

意図に応じ、必要な内容を整理して書くことに苦手意識を持っている子どもが多いよ

うである。算数は、「数と計算」の領域で基礎的な知識及び技能が身についてるが、

算数Ｂのように知識を活用し、数学的な考え方を問う記述式の問題になると、条件の

整理や言葉が足りないなど、論理的に表現することが苦手なようである。

　今後の取組については、各学校で６月までに「振り返り」をしている。

　次に、具体的に各小学校で取り組んでいる授業改善を抜粋したものを説明する。

　国語については、資料や問題文を読み取る力をつけるために、長文をきちんと読ん

だり、問題の内容を適切に捉えたりできるよう指導する。算数については、自分の言

葉で話し、説明する言語活動の時間を意識して取り入れるよう、文章や問題文を読み

取り、自分の考えが書ける力が育つような取組を実践している。

　次に、「小学校の質問紙調査に関すること」について説明する。

　「規則正しい生活について」は、全て全国水準を上回っていることから規則正しい

生活が送られていることが分かった。「自分・友達に関することについて」は、ほと

んどの子どもたちが学校に行ったり、友達と会ったりすることが楽しいと回答してい

る。「家庭での会話について」は、どちらも全国平均を上回っているため、家での会



話が大切にされていることが分かった。「ゲームや携帯電話の使用について」は、特

に「携帯電話の使い方についてルールを決めている」が全国と比較して低いことが分

かったので、家族で話し合ってルールを決め、守れるよう見届けを保護者にお願いし

ていくこととする。

　次に中学校の詳細版について説明する。国語においては、｢話す・聞く能力｣は高い

数値を示しているが、中学校も小学校と同様に、自分の考えや気持ちの根拠などを明

確に書くことに苦手意識をもっている子どもが多いことが分かった。数学においては

、考えたことや判断したことを数学の用語や性質、式を使って記述することが苦手な

子どもが多いことも分かった。

　次に、具体的に各中学校で取り組んでいる授業改善を抜粋したものを説明する。

　国語については、分かりやすい文章をモデルにして具体的な言葉を選んで書く練習

を増やすことや、まとめの場面などで条件に従って自分の意見をまとめる機会を設定

するなどの指導をしている。また、国語の授業だけでなく、各行事の感想文などでも

、条件に従って適切な表現で、自分の考えが書けるように指導する。

　数学については、自分の考えを説明したり、ノートにまとめたりする活動を取り入

れるなどの指導をする。

　中学校も小学校と同様に、自分の考えを整理して書くということが苦手であるとい

う課題が見つかったことから、それらを解決するための授業が行われている。

　中学校の質問紙調査に関することについて説明する。

「自分に関すること」については、「自分にはよいところがある」と答えた生徒が全

国平均と比較して高く、今後も子どもたちの自己肯定感を高めていけるような実践を

取組を進める。「ゲームや携帯電話の使用について」は、小学校と同様に、携帯やゲ

ームの使用について、ルールが決まっていない生徒が多く、学校の方でも引き続き学

校だよりや保護者会等を通して、保護者の方々に呼び掛けをする。「家庭学習に関す

ることについて」は、毎日の宿題はきちんとこなしているが、自分で計画的に勉強し

ている生徒の割合が半数に達していないため、計画的に勉強することが苦手な生徒が

多いことが分かった。これは、家での携帯の使い方にも関係するので、学校でも家で

の過ごし方を考えると共に、家庭学習の進め方について指導を進める。

　今後も、学校における教育活動の一側面だと考え、「できた」「できなかった」だ

けにとらわれるのではなく、調査の本来の目的である今回の結果を踏まえて、今後の

授業改善に取り組んでいけるようにしていきたいと考えている。

　以上。

(渡辺教育長)　既に、９月４日に概要版を当該学年の小学校６年生と中学校３年生の

保護者に配付し、さらに詳細版を10月５日に配付している。

　質疑のある方は発言をするように。

(袴田委員)　当該学年以外の保護者への周知などの取組はどうか。

(学校教育課主任主査)　結果については、各学校での取組に違いはあるが、今回の調

査結果をいかして、課題や結果、傾向を学校だよりなどに活用して、啓発に努めてい

る。

(袴田委員)　何か集まりがあったときに保護者向けに説明する機会を設けているか。

(学校教育課主任主査)　この調査結果についてだけで、保護者に説明する場は設けて

いない。機会を捉えて、全学年に配付する学校だよりを活用して、携帯電話の使用の

傾向などの情報提供をしている。

(渡辺教育長)　細かな分析までは伝えないが、大きな傾向については周知していると

いうこでよいか。



(学校教育課主任主査)　そのとおりである。

(佐原委員)　それは、湖西市全体で周知するというよりも、各学校の状況も踏まえ、

学校の裁量に委ねられているということか。

(学校教育課主任主査)　そのとおりである。

(渡辺教育長)　各学校では、指導法について職員研修などで、この課題への取組など

の情報共有を図っている。

(佐原委員)　小学校の課題では、国語では「話す・聞く能力」は高いが「書く能力」

が低いとあり、算数Ｂでは論理的に表現することが苦手という傾向である。２つとも

国語力が課題で「書く能力」の問題だと思う。先ほどの説明の小学校の授業改善の事

例で「資料や問題文を読み取る力をつけるために、長文をきちんと読んだり、問題の

内容を適切に捉えたりするよう指導する。」では、「書く能力」が身に付かないよう

に思われるがどうか。説明のあった中学校の授業改善のように、分かりやすい文章を

モデルにして具体的な言葉を選んで書く練習を増やすことや、まとめの場面などで条

件に従って自分の意見をまとめる機会を設定するなどの指導をしていないのか。

(学校教育課主任主査)　小学校の「書く能力」の指導については、先ほどの説明にあ

った国語の授業だけでなく、各行事の感想文などでも、条件に従って適切な表現で、

自分の考えを書くなどの機会を取り入れている。また、算数については、自分の言葉

で話しそれを文章にまとめるというような指導にも力を入れている。今回の学力調査

では、小学校の算数では中学校の証明問題のような記述式の問題もあり、難しい問題

であった。今後は、このような問題でも、自分の考えが書ける力が育つような指導を

すすめる。

(渡辺教育長)　この調査の課題をいかして、各学校での授業改善や取組につなげてい

くということである。これまでにも、保護者の講演会などで、携帯電話やゲームの使

用のルールなどついての取組を進めてきたが、子どもの使用方法に追いつかない状況

である。その状況においても、使用時間だけでなく使用方法も含めると規制が難しい

。学校としても、機会を捉えて保護者への情報提供に努めていきたいと考えている。

(佐原委員)　携帯電話やゲームの使用時間については、刈谷市では条例で規制してい

る事例もある。

(渡辺教育長)　静岡県ＰＴＡ連合会では、使用時間の規制についての申合せもあり、

呼び掛けていけましょうという方向性はあるが、徹底も難しいことから、保護者が小

まめに監視する必要はあると思われる。いずれにしても、尽きない課題である。

(渡辺教育長)　本日の案件については、これをもってすべて終了した。

　これにて、平成29年10月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後４時34分終了


