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１．開   会 

〇教育総務課長 皆さん、こんにちは。委員の皆様もおそろいになりましたので、始めたいと思い

ます。 

 これより第２回市教育振興基本計画策定委員会を開会いたします。 

 初めに、田村会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

２．会 長 挨 拶 

〇田村会長 年度末のお忙しいところ、お集まりいただきましてどうもありがとうございました。 

 今日はとても寒い日でお足元の悪い中、大変だったと思いますが、これから第２回の会議を開催

したいと思います。限られた時間ですが、活発にご意見をお寄せいただきたいと思います。 

 では、よろしくお願いいたします。 

 

３．議   事 

〇教育総務課長 ありがとうございました。 

 続きまして、議事に移りたいと思います。議事の進行につきましては、市教育振興基本計画策定

委員会条例第４条第３項に会長は会務を総理し、策定委員会を代表するとあり、同条第５条第１項

に会長が議長となるとありますので、田村会長にお願いをしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

〇田村会長 それでは、皆さん、よろしくお願いいたします。 

 最初に定足数の確認ですが、本日の出席委員は13名全員ですので、本会議は成立しています。 

 次に、議事録署名人の選出ですが、議長の指名となっていますので、今回は窪委員にお願いした

いと思います。よろしいですか。 

（異議なし） 

〇田村会長 ありがとうございました。 

 では、議事に入る前に、今日の会議の公開、非公開などについて決定したいと思います。 

 資料を見たところ、非公開情報はありませんので公開とし、会議資料については傍聴人の閲覧に

供するものといたしますが、このうち会議次第については配付すること、併せて議事録の公開及び

発言者氏名の明記についてもご了承いただきたいと思いますが、よろしいですか。 

（異議なし） 

〇田村会長 ありがとうございました。 

 では、会議に入る前に傍聴人の皆様にお願い申し上げます。本日会議を傍聴される皆様にお配り

してあります会議資料のうち、会議次第はお持ち帰りが可能です。ただ、その他の資料については、

回収させていただきますので、ご了承願います。 

 

 

（１）前期計画の成果と課題について 

〇田村会長 それでは、会議次第に沿って進めさせていただきます。２つ議題がありまして、１つ

は前期計画の成果と課題です。第１回で行った会議では市教育振興基本計画の後期計画をつくると
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いう議題と、それから教育振興基本計画後期計画策定に関するアンケートの項目について協議がな

されました。今回は、前期計画の５年間の成果と課題について、事務局からご説明をお願いしたい

と思います。 

 では、よろしくお願いいたします。 

 

〇教育総務課長 それでは、私から説明をさせていただきます。着席にて失礼いたします。 

 平成25年から平成30年までの前期計画における成果と課題についてです。前期計画の成果と課題

につきましては、教育委員会内部組織であります教育振興基本計画策定本部会において検討を重ね

てまいりました。構成は６つの基本方針ごとに主な施策についてのこれまでの取り組みと成果、目

標項目の達成状況、今後の課題、この３項目となっています。 

 それでは、基本方針１から順次、主なものにつきましてご説明を申し上げます。 

 それでは、お手元にお配りしてあります、資料の１ページをお開きください。 

 まず、基本方針１「豊かな感性を育み、強い心で正義を尊ぶ、たくましい子どもを育てます」で

す。これまでの取り組みと成果といたしまして、②「強い心と正義感を育成します」につきまして、

平成28年度に指導課内に教育サポート室を新設いたしまして、いじめや不登校に関する相談活動を

行いました。また、スクールカウンセラーを四街道小、大日小、中央小、和良比小の４校と、中学

校全校に配置をいたしました。中央小学校内にある、長期欠席児童生徒のための相談室であるルー

ムよつばを運営すると共に、青少年育成センターに家庭、学校、地域のネットワークを構築する教

育と福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーを配置するなど、教育相談体制の整備、充実

に努めたところです。 

 この取り組みと成果の目標項目の達成状況といたしましては、全国学力・学習状況調査において、

「人の気持ちがわかる人間になりたいと思う」、「人が困っているときに進んで助けるか」との問

いかけに、「そう思う」という答えが、お手元の資料３ページの上段のグラフを見ていただきます

と、両方の質問に対して増加していることが見てとれますので、人に対する思いやりのある児童生

徒は着実に増えていることがうかがえると考えています。 

 なお、２ページ下段に注釈がありますように、毎年データとしてあるものではないことを申し添

えます。今後の課題といたしましては、②の「強い心と正義感を育成します」にて、スクールカウ

ンセラーが配置されていない小学校８校につきまして、十分に対応できるよう検討する必要があり

ます。また、長期欠席児童生徒への対応について、様々なニーズに対応できる体制整備が必要であ

ると考えています。 

 続きまして、基本方針２へ行きたいと思います。４ページになります。基本方針２「確かな学力

を身につけた子どもを育てます」。こちらのこれまでの取り組みと成果です。②を見ていただきた

いと思います。「夢を育む教育、外国語教育等多様な学びを推進します」についてです。小中一貫

教育では、市内５中学校区をそれぞれモデル校に指定し、30年度の完全実施に向け継続して実践、

研究を行いました。その研究をもとに29年３月に市小中一貫教育基本方針並びに小中一貫教育推進

要領を策定いたしました。また、義務教育９年間を見通した連続性のある英語教育の推進を図るた

め、29年度より旭中学校区５校を英語教育推進モデル校に指定し、専任ＡＬＴと特色のある教材を

活用して「話す、聞く、読む、書く」力をバランスよく育成する英語教育の在り方の研究を進めま

した。また、ＡＬＴを中学校全校に配置しまして、要請に応じて小学校にも派遣するなど、児童生
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徒が生きた英語とふれあう機会を増やしていきました。また、市内中学校３年生を対象に、１回限

り英語検定試験の受験料を負担することで、英語検定３級以上の取得率及び英語検定３級以上相当

の英語力を有すると思われる生徒の割合が全国平均を上回るなど、外国語教育の向上を図ることが

できました。 

 目標項目の達成状況です。まず、６ページをお開きください。こちらはグラフですが、全国学力・

学習状況調査による基礎基本の問題、Ａ問題ですが、平均正答率につきまして、左側が６年生の国

語と算数で、右側が中学３年生の国語と数学になります。小学校６年生、中学校３年生、共に23年

度から27年度までは、国語、算数、数学共に全国平均と同程度でした。しかしながら、28年度小学

校６年生は国語、算数共に全国平均と同程度でしたが、中学校３年生は、国語は同程度ですが、数

学は全国平均をやや下回りました。 

 また、活用が中心となる問題、Ｂ問題ですが、こちらの平均正答率では小学校６年、中学校３年

生共に、やはり23年度から27年度までは国語、算数、数学共に全国平均と同程度でした。しかし、

28年度は小学校６年生は国語、算数共に全国平均と同程度ですが、中学３年生は国語、数学共に若

干下回っています。 

 続きまして、７ページをごらんください。千葉県標準学力検査の平均正答率です。こちらの平均

正答率では、小学校６年生は25年度、国語で県平均をやや下回りましたが、その他は県平均と同程

度で、28年度につきましては、８ページをごらんください。理科で、県平均を上回っています。ま

た、中学３年生はどの年度につきましても、県平均と同程度であり、28年度においては数学、社会、

英語で上回り、特に英語につきましては、26年度から28年度まで上回っています。全国学力・学習

状況調査は年度初めに行っているものですが、この結果と千葉県標準学力検査、これは年度末に行

っているもので、その結果を比べますと、特に28年度は全国学力・学習状況調査と比べ、千葉県標

準学力検査の結果で千葉県平均を上回り、１年間で学力が向上した結果が表れたものと考えていま

す。 

 続きまして、９ページをごらんください。英語検定３級以上の取得率及び３級程度の英語力を有

する生徒の比率は、25年度から29年度までは、その年によって学力の差が見られるところもありま

すが、上昇傾向にあることがうかがわれます。 

 続きまして、今後の課題です。②の「夢を育む教育、外国語教育等多様な学びを推進します」に

おいては、英語検定試験の受験者がここに来て頭打ちの傾向が見受けられます。28年度は３級以上

の取得率も減少してしまいました。各中学校の取り組み状況に差が見られるところですが、生徒が

積極的に受験できるように働きかけ、引き続き３級以上の取得率向上に努める必要があると考えて

います。 

 続きまして、10ページをお開きください。基本方針３「教師と子どもが深い信頼関係で結ばれた

学校づくりを進めます」のこれまでの取り組みと成果です。①をごらんください。信頼される教職

員の育成を図ります。こちらでは、教職員のメンタルヘルスケアの促進について、定期健康診断だ

けでなく、各校に配置、割り振られています教職員保健管理医による健康相談やモラールアップ委

員会を開催し、教職員の心身の健康維持や良質な職場環境づくりに取り込むことができました。 

 続きまして、目標項目の達成状況です。教職員に対し、「直近１年間でストレスが増えているか」

という問いかけに、「増えた」と回答した比率は小学校で23年度41.5％から27年度は35.7％に、ま

た中学校で23年度41.3％から27年度は30.1％といずれも低下しています。このことから、教職員の
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負担を軽減する様々な事業、例えば校務支援システムの導入、給食費の公会計化などの事業を実施

した結果、一定の効果が表れたものと思われます。 

 今後の課題といたしましては、①の信頼される教職員の育成を図りますにつきまして、今後も教

職員に対して資質向上のために研修の参加を促すと共に、多くの教職員が実りある研修を受けられ

るプログラムを開設する必要があるものと考えています。 

 続きまして、12ページ、基本目標４「自己実現を目指す市民の学習・スポーツ活動を支援します」

のこれまでの取り組みと成果です。こちらの①「生涯学習活動、地域づくりのための生涯学習環境

の整備を図ります」です。市内３公民館を26年度から指定管理者による管理運営に移行したことで、

施設、設備の管理業務委託や経年劣化した施設の維持補修に取り組むなど、施設管理に特化した効

率的な運営に努めることができました。また、28年度より主催事業についても、指定管理者に委託

したことで新たな視点で講座内容の見直しが図られるなど、各公民館で特色ある講座を開催するこ

とができました。 

 図書館の管理運営につきましては、25年度から窓口業務等の一部を業務委託化することで効率的

な運営を行うと共に、開館日数の増加などにより、市民サービスの向上に努めることができました。 

 14ページですが、目標項目の達成状況です。こちらの公民館利用者数は、23年度の16万7,178人

から四街道公民館の補修工事などにより開館日数が少なかった25年度を除きましては16万人台で

推移していて、ほぼ横ばいの状況となっています。 

 また、図書館の利用者数につきましては、23年度は９万3,300人でしたが、開館日数を増やした

ことで、ここ数年は11万人台となり、計画策定時に設定いたしました目標数値10万人を大幅に上回

っています。このことから、公民館につきましては、利用者数の増減は大きくないものの利用団体

によるサークル活動は引き続き活発であり、生涯学習活動に取り組む人が増加傾向にあることから、

今後もニーズは拡大するものと考えています。 

 また、図書館につきましても、市民に関心のある事業を実施することで、今後もさらに利用者が

増加するものと考えています。 

 今後の課題です。①の「生涯学習活動、地域づくりのための生涯学習環境の整備を図ります」に

ついてですが、公民館事業につきましては、幅広い世代の市民が興味、関心を持ち、学習意欲を高

めることができる講座を開設できるよう工夫する必要があると考えています。また、図書館で管理

している視聴覚機材や教材の利用が減少傾向にありますので、利用に関しての周知が必要と考えて

います。しかしながら、この視聴覚教材等は古いものが多いところですので、メンテナンスも難し

くなっている中、適正な管理ができるかが課題だと考えています。 

 続きまして、15ページの基本目標５「豊かな自然や先人の創り上げた伝統文化を受け継ぎ、新し

い文化を創造する市民活動を支援します」です。これまでの取り組みと成果です。こちらの②です

ので、16ページをお開きください。②「地域や日本の伝統文化の継承を推進していきます」です。

各小学校に歴史民俗資料室見学の案を示すほか、鹿放ケ丘ふれあいセンター開拓資料室の見学や民

具等を使った出前授業など、歴史民俗資料を社会科授業で使うことで、ふるさと四街道に関する学

習の充実を図ることができたと考えています。また、地域遺産の保護、保存と継承では遺跡の分布

調査等を行い、文化財の保護や遺跡の保存に努めました。市史編さんに関しましては、市史編さん

委員の協力により歴史資料の収集や市内旧家古文書の整理、保存等を行い逐次「四街道の歴史」を

刊行することができました。 
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 目標項目の達成状況です。歴史民俗資料室等の来場者数につきましては、23年度の705人から27

年度は1,957人に増加いたしました。28年度は若干減少はしていますが、目標値は超えています。

市歴史民俗資料室は、施設の広さに限りがあるため児童数が多い学校などにつきましては、職員が

直接学校へ出向いて民具等を使った出前授業を行うことで対応しています。芸術文化公演事業等の

来場者数につきましては、23年度の2,700人から28年度は2,247人、市民文化祭への参加団体数は、

23年度の162団体から28年度は155団体となり、いずれも減少傾向にあります。このことから、芸術

文化に親しむ市民の方の高齢化等により、芸術文化や歴史民俗に触れる機会が減少傾向にあるもの

と思われます。 

 今後の課題といたしまして、②ですが、小学校３、４年生が行う地域学習などで歴史民俗資料室

をもっと活用してもらえるよう積極的な働きかけが必要だと考えています。また、平成29年２月に

策定した市史編さん基本方針をもとに「四街道の歴史」の続編を計画どおり刊行できるよう体制を

整える必要があると考えています。 

 続きまして、基本方針６、18ページです。「家庭・学校・地域の持つ教育力を高め合い、三者が

連携する体制づくりを進めます」。こちらのこれまでの取り組みと成果です。③「家庭・学校・地

域が連携した事業を推進します」です。地域コーディネーターを中心に学習支援ボランティア、環

境整備ボランティア、交通安全指導ボランティア等を募集し、学校の教育活動へ参加したことで、

地域住民の生きがいづくりに寄与すると共に、様々な場面で学校の教育活動の充実を図ることがで

きました。また、不審者情報を迅速に提供するために、「よめーる」による不審者情報の発信やＰ

ＴＡとの連携によるこども110番の家活動の周知、参加の呼びかけなど、地域社会で子どもの安全

を見守る活動を推進することができました。 

 目標項目の達成状況です。「近所の人に会ったときは挨拶をしているか」という問いに対しまし

て、「そう思う」、「どちからといえばそう思う」と回答した割合が小学生で21年度の89.1％と比

べ、27年度は87.3％とわずかに減少いたしました。一方で、中学生では21年度の79.9％と比べ、27

年度は80.2％とわずかに増加いたしました。また、こども110番の家登録軒数は、23年度の2,401軒

から28年度には2,872軒に増加いたしました。「市民一人一人が子どもを見守っている」の割合に

つきましては、23年度の34.5％と比べ、27年度は28.5％に減少いたしました。これらのことから、

こども110番の家の登録軒数が増加しているなど、組織的な取り組みとしての見守り活動は増えて

いるものの、日常生活における挨拶や注意喚起の声かけなどの関わりが少なくなっていることがう

かがえます。 

 今後の課題です。③につきまして、学校支援については教育活動を支援するボランティアが不足

していまして、今までボランティアをしていただいていた方たちの高齢化は中々難しい問題ですが、

どの学校におきましても、ボランティアが積極的に参加をし、教育活動が円滑に運営できる体制づ

くりの支援が必要と考えています。 

 雑駁な説明でしたが、前期計画の成果と課題につきまして、６つの基本方針に沿って主なものを

抜粋してご説明をいたしました。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

〇田村会長 どうもありがとうございました。 

 これは、多岐にわたりますので、ご報告に沿って基本方針１から順番にご意見、質問などをいた
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だきたいと思います。それを事務局でまとめていただいて、また次回に反映させる方向で行きたい

と思いますが、それでよろしいですか。 

 

〇金子委員 それで良いと思うのですが、この報告書に関してコメントしたいことがあるのですが、

よろしいですか。 

 

〇田村会長 では、金子委員。 

 

〇金子委員 短期間でまとめていただいてありがとうございました。よくわかりましたが、現行計

画はすごく良い取り組みだと思うのですが、目標数値をつくっているのですよね。この報告書を見

て具体的な目標数値が出ていないところもあるので、一読でわかるように目標数値はこれでした、

結果はこうです、と書いていただくと、成果がわかりやすくなると思います。今後は目標数値をど

こかにはっきりわかるように書いていただきたいと強く要望いたします。 

 

〇田村会長 教育総務課長。 

 

〇教育総務課長 この次の議題の中で教育振興基本計画の骨子案をお示しする中で、前期計画の成

果と課題につきましては、第４章で載せたいと考えていますので、その中で金子委員のお話も併せ

て検討したいと考えます。 

 

〇金子委員 私が申し上げているのは、この報告書をもう一回私どもに出される場合には、目標数

値をここへ書いていただけると比較できるということを申し上げただけです。本当に目標を達成し

ているのかどうかを文言では書いてもらっているが、数値を書いていただきたかったということを

申し上げたわけです。 

 

〇教育総務課長 ですので、骨子案といいますか、次回の計画の中ではこれが載る形になります。

前回のようにアンケート調査を行いましたが、そのアンケートの集計がもう少し時間がかかります

ので、その集計の結果が出たら、またここに反映をしたいと思っています。 

 

〇金子委員 よろしくお願いいたします。 

 

〇田村会長 では、基本方針１「豊かな感性を育み、強い心で正義を尊ぶ、たくましい子どもを育

てます」、これについて何かご意見ございますか。 

 

〇田村会長 安江委員。 

 

〇安江委員 最初に確認したいのですが、この成果と課題というこの資料は、これは内部資料なの

か公開するものなのかをお尋ねしたいのですが。 
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〇教育総務課長 このままのスタイルではないとは思いますが、基本計画の後期計画の中には載り

ますので、公開するものと考えています。 

 

〇田村会長 花井委員。 

 

〇花井委員 これがそのまま後期の骨子案の第４章にスライドして入るということではないので

すね。 

 

〇田村会長 教育総務課長。 

 

〇教育総務課長 このスタイルのままスライドして入るのではないです。先ほどの金子委員のお話

やアンケートの結果もありますので、そうしたところを踏まえた中で載せたいと思いますので、ス

タイルは少し変わると思います。 

 

〇金子委員 今の関連で、これまでの中間報告的な部分はできるだけ直近のものを入れて報告する

と考えてよろしいですか。 

 

〇教育総務課長 わかる範囲の直近のものを使いたいと思っています。 

 

〇田村会長 それでは、ほかにご意見ご質問はございますか。 

 安江委員。 

 

〇安江委員 続けて申し上げます。３ページの豊かな感性を育む教育の推進、今後の課題の①にな

りますが、ここで読書活動について学校図書館図書標準を扱っていますが、図書標準は学級数で変

動するものなので、例えば今まで大きな学校だったのが急に子どもの数が減って少なくなれば、こ

の蔵書率というのは満たされるのですが、逆に少ないところの学級が増えていくと、図書標準に満

たないで足りていないということになります。子どもの数によって変動していくものなので、例え

ば、読書活動の推進であれば、学校図書館の利用率であったりとか、後は学校図書館の利用であれ

ば、連携事業をどのぐらいやったのかなど、視点を別なところに変えたほうが良いのではないのか

なと感じました。 

 以上です。 

 

〇田村会長 いかがですか。 

 安江先生のご意見は、図書標準はもうやめてしまって、利用率とか各学校の連携事業なんかを指

標にしたほうが良いのではないかという意見ですが。 

 指導課長。 

 

〇指導課長 学校図書館図書標準につきましては、指導課としては読書活動の一つの視点として捉

えていますので、それについては前期のものの反省として、１つの視点としてつけ加えたいと思い
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ます。それと併せて、今ご意見を頂戴いたしましたので、別の視点ということも今後検討していき

たいと考えています。 

 以上です。 

 

〇田村会長 前期と比べる基準が変わってしまうのも良くないので、図書標準に加えて、安江先生

のおっしゃった利用率とか学校図書館の連携事業とか、そういう分野を入れる、そういう方向でよ

ろしいですか。 

そのほか何かございますか。 

 金子委員。 

 

〇金子委員 ２ページに、たくましい子どもを育成するというところで、これは体力的なところが

あると思うのですが、前期計画の目標数値では、新体力テストの結果における運動能力証の交付率

が挙げられているのですが、成果を計るものとして運動能力証の交付を実際に行われたのかどうか

が書かれていないのですが、担当課の課長にお聞きしたいと思います。 

 

〇田村会長 指導課長。 

 

〇指導課長 新体力テストにおける運動能力証、これは毎年行っているものですので、現在も行っ

ています。現在のところ、その目標値につきましては目標が高いもので、達成はしていない状況な

のですが、小学生、中学生男女とも県平均は上回っています。ただ、この年の目標値には若干届か

ないという状況です。 

 以上です。 

 

〇金子委員 書いていただいたほうが良かったのですが、実際には、これも行っているわけですね。 

 

〇教育総務課主査補 今ご質問いただいた件なのですが、この部分には主なものしか載せていませ

んので、具体的には毎年その目標項目に対しての調査ができるものから行っています。目標数値に

つきましては点検評価報告書の後ろの部分に掲載をしていまして、今回はまだ年度が終わっていま

せんので、この完成形を第４章に併せて入れたいと考えています。 

 

〇田村会長 それでは、基本方針２へ行きます。ご意見ご質問はございますか。 

 花井委員。 

 

〇花井委員 ９ページの今後の課題の②の夢を育む教育の中ほど、英検の受験者傾向を調べると、

中学校ごとに取り組みに差が見られるとありますが、これは中学校ごとに取り組みの差があること

が明確なのかどうか、また、受験者数が取り組みによって違っていることがはっきりしているので

すか。 

 

〇田村会長 指導課長。 
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〇指導課長 英検の受験につきましては、各学校の実態に応じて実施していますので、それぞれ学

校の取り組み方は違います。ある学校では中学３年生全員取り組ませているという学校もあります

し、希望者で実施しているという学校もあります。ただ、私どもとしては校長会、教頭会を通して

積極的に英検を受験するように働きかけているところです。 

 以上です。 

 

〇田村会長 花井委員。 

 

〇花井委員 このまま公開されるとは限りませんが、誤解を受ける可能性があると思います。「取

り組みに差がある」という表現が。なので、「差がある」ということを書くことが良いのかわかり

ませんが、全員が受けられるように取り組む必要があるとか何かしら文言を変えたほうが良いと思

います。 

 

〇田村会長 金子委員。 

 

〇金子委員 これに関連して、私はこの数字を見て喜んでいます。英検３級の取得率を50％にする

ことを決めたときはできるかなと思いましたが、結果は全体で45％でした。文部科学省は、３級相

当と認められている人まで含めて５割と言っているのですが、実際には30％程度というのです。し

かも、本当に受験して合格して、資格を持っている人は18％ぐらいらしいのです。となると、この

45％は驚異的な数字で、全国的にもトップに近いのではないかと思います。これは、本当に特筆す

べきことで、前期計画の中の大きな成果だと感じます。その中で、学校ごとに若干の差があるので

したら、合格者が多いところはどんなことをやったのか、どんな取り組みをしたのかをある程度は

公開して、できるだけ学校ごとの合格率の差が少なくなるようにできれば良いと思います。 

 

〇田村会長 成果としてはすばらしいものがあるが、もう少し取り組みを強化したほうが良いとい

う、そういうご意見ですね。 

 

〇金子委員 そうです。 

 

〇田村会長 安江委員。 

 

〇安江委員 私も、花井委員と同じように、中学校ごとの取り組みの差というところですが、１つ

に、英語の力が上がっているのにも関わらず、受験数が頭打ちの傾向が見受けられるということな

のですが、これに関して言えば、システムが中学校３年生の受験なので、小学校でも外国語活動を

活発に行っていて、割と早いうちに３級を受験してしまうという傾向があります。塾だと細かく面

倒を見てくれますので、受験者数が３年生で減っているというところもあります。逆に３年生だと

準２級を受験したりしている傾向があるので、これは担当課に検討していただきたいのですが、で

きれば受験料の負担対象を中学生から１回に限りとすると受験者数も増えてくるし、また目標とい

うのかな、そういうものがあって子どもたちの取り組みも増えるのではないのかと感じますので、
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ご検討いただければと思います。 

 以上です。 

 

〇田村会長 指導課長。 

 

〇指導課長 現時点では私どもとしては中学３年生を対象に継続していきたいと考えているとこ

ろです。なお、英検につきましては３級だけではなくて、当然５級を受けるお子さんもいらっしゃ

いますし、進んでいるお子さんでは準２級を受験することも可能となっています。 

 以上です。 

 

〇田村会長 それも、このデータに入っているということですか。 

 指導課長。 

 

〇指導課長 こちらでは３級以上の取得率という形になっていますので、準２級の合格者も入って

います。 

 

〇田村会長 花井委員。 

 

〇花井委員 そうしましたら、この部分の文章は受験者数が頭打ちに来ていることをうたっている

のではなくて、取得率がどうなのかを書かないと計画の結果にはならないのではないかなと思いま

す。ですから、受験者数をどこにも問題にしていないわけですね。目標の設定の中には受験者数は

入れていませんよね。 

 

〇指導課長 入れていません。 

 

〇花井委員 でしたら、この部分は受験者数を主語にすることはないのではないかと思います。 

 

〇田村会長 指導課長。 

 

〇指導課長 それにつきましては、検討させていただきます。 

 

〇田村会長 では、基本方針３はいかがですか。 

 教師と子どもが深い信頼関係で結ばれた学校づくりについて。 

では、安江委員。 

 

〇安江委員 この信頼される教職員の育成の取り組みと成果で市が人的支援を各学校に行ってい

ただいていて、それが現場としてはありがたいなと思っています。その中で特にありがたいと私が

思っているのは生徒指導補充教員が学校に派遣されていて、そのおかげで子どもと向き合える環境

がつくれたことです。その生徒指導補充教員とか人的支援についてはあまり書かれていないので、
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こういうことも他市にはない取り組みですので加えたらどうかと思います。 

 以上です。 

 

〇田村会長 いわゆる県費ではなくて市独自の予算でということですね。私の教え子もお世話にな

っています。そのことが書かれていないが、書いたほうが良いのではないかというご指摘です。 

学務課長。 

 

〇学務課長 学務課で、その生徒指導補充教員を載せさせていただいています。基本方針２の５ペ

ージ、③の上から４行目のところに生徒指導補充教員について書かせていただいています。 

各学校に指導がなされるよう配慮したいと思っています。 

 以上です。 

 

〇田村会長 学力関係で入っているのですよね。生活指導とか両方に関わってくるので、基本方針

３でも一言あっても良いかもしれませんが。 

 

〇安江委員 生徒指導補充教員につきましては、もともと基本方針３の信頼される教職員の育成の、

子どもに向き合える環境づくりの事業の一環であると思います。 

「教職員が子どもたちと向き合う時間を確保するために人的支援を行います」。ここが根拠になっ

ているところではないかと思います。少人数学級推進教員については、基本方針２で良いと思いま

す。 

 

〇田村会長 きめ細かな指導や支援を行うということで、２と３と両方に入れるのはどうでしょう

か。 

 

〇安江委員 いや、３です。 

基本的に生徒指導補充教員というのは授業をやらないですから。 

 

〇教育総務課主査補 では、この件については再度検討させていただきたいと思います。 

 

〇田村会長 金子委員。 

 

〇金子委員 私も前から気にしていたのですが、前の委員会で教職員の多忙感をどう解消するだと

か、それについて議論したのですが、これで言いますと、ストレスは少なからず減っているわけで

すが、教師のストレスが減っているということは、多少は多忙感も解消されたのではないのかと思

っています。一方で、一部の新聞で、この３カ月間足らずで８件の記事が出ているのです。例えば、

副校長、教頭の67％が過労死水準とか、教諭は30％台と書いてありましたが、本市では、先生の忙

しさは減ったと捉えてよろしいですか。 

私は、まだ現場は忙しいだろうと思います。人的な支援だけではなく、まだまだ工夫があると思

ったので、あえてここで提議しました。だから、皆さんがどう捉えられているのか、少しご意見を
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いただきたいのですが。生徒と向き合う時間が増えたと実感しておられるのか、このあたりを聞き

たいと思います。 

 

〇田村会長 教育総務課主査補。 

 

〇教育総務課主査補 先ほどもお話ししましたように、今現在アンケート調査を取りまとめている

ところです。次の会議にはそのアンケートの状況を踏まえてお話できると思いますので、もう少し

お待ちいただきたいと思います。 

 

〇金子委員 何とか少しでも軽減できないものかと思います。では次回に回答をよろしくお願いし

ます。 

 

〇田村会長 米家委員。 

 

〇米家委員 10ページの①の最後の３行なのですが、こちらに市国際交流協会の名前を載せさせて

いただいています。今日は、要望ということで意見を言わせていただきます。当協会は、日本語ボ

ランティアを各学校に派遣をして、海外から来られた外国籍の子どもたちの日本語学習のサポート

をしていますが、ボランティアの人数がかなり不足しています。大人の日本語教室の日本語ボラン

ティアに関しても最近数が減ってきています。社会で定年が延びて自由な時間を持つ方たちが減っ

てきているそうですが、学校の先生をおやめになった方で、お時間のある方がいれば、市の国際交

流協会の日本語ボランティアとして登録をしていただいて、学校や外国籍市民の日本語指導のボラ

ンティアにもご協力いただけると良いなと思います。教育委員会からもそういうインフォメーショ

ンを出していただけるとうれしいです。 

また、学校現場では教科書があまりなくて、自分たちで何とか捻出をしていますので、ボランテ

ィアの事前準備や質の向上という意味からも、学校でも担当の整備にご協力をいただけるとうれし

いと思います。英語教育に関しては３月に子どもたちがリバモアに行きますが、英語の発音の美し

い子たちが増えてきていると実感しています。要望ではありませんが、ご報告をさせていただきた

いと思います。 

 

〇田村会長 そういう成果が出ているということなのですね。 

 指導課長。 

 

〇指導課長 日ごろから国際交流協会の皆様方にはご協力いただいてありがとうございます。現在

指導課でも語学指導員として委嘱しているところですが、ペルシャ語系の方が少ないのが現状です。

そういった意味で、国際交流協会の皆様方にご協力を仰いで行っています。先ほど退職後の教職員

という要望でしたので、これらについては校長会、教頭会の折に私どもから協力をお願いしたいと

いうことを呼びかけていきたいと考えています。 

 以上です。 
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〇田村会長 安江委員。 

 

〇安江委員 これはお願いしたいのですが、12ページです。今後の課題の①のところで、教職員に

対してプログラムを開設していく必要がありますとあるのですが、我々教職員は研究と修養は義務

ですから、これはやらなければならないところなのですが、新たな研修が開設されると、せっかく

下がったストレスがまた増えてしまうと思います。研修については、今後精査して実行力のあるも

のにしていくことと、この課題の①の内容であるならば、子どもと向き合う環境づくりに重点を置

いたような書き方が良いのかと感じました。例えば外部からの支援についてとか、勤務時間短縮に

ついてであるとか、業務軽減であるとか、子どもたちと向き合う時間の確保など、様々なところに

つなげていく書き方のほうが良いのかと思います。 

 以上です。ご検討いただければと思います。 

 

〇田村会長 確かに先生方も大変だと思います。初任研会、10年研会、免許状の更新講習会もあり

ますから、ここで新しい研修ができるとさらに大変かもしれませんね。 

 

〇教育総務課長 プログラムを開設するといっても、新たなものを開設するということではなくて、

参加率の低い研修につきましては、参加しやすい方向に持っていければという意図で書いています。   

新たにどんどん研修を増やして、さらに皆さんにということではないです。言い回しにつきまし

ては検討をさせていただきます。 

 

〇田村会長 指導課長。 

 

〇指導課長 教職員の研修につきましては、指導課が担当していますが、先ほど教育総務課長から

もありましたが、こちらは新たな研修を増やすという意味ではなくて、その時々に必要な研修を行

っていくということです。例えば、来年度で言いますと、新学習指導要領がそろそろ開始されます

し、道徳の研修であるとか、プログラミングの研修であるとか、新たな教育課題に対応した研修を

実施していくということです。研修の回数については、増加の予定はありません。 

 以上です。 

 

〇田村会長  

それでは、基本方針４、自己実現を目指す市民の学習・スポーツ活動を支援しますですが、これは

いかがですか。 

 金子委員。 

 

〇金子委員 私自身も高齢者に入りまして、生涯学習の一環として公民館を利用させてもらい、と

ても助かっています。学習する場所が増えていることはありがたいと思います。これは質問なので

すが、公民館利用者数の目標は16万7,000人です。28年度は少し達成していないようですが、この

利用者数とはどのように捉えているのですか。 
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〇田村会長 社会教育課長。 

 

〇社会教育課長 この利用者の把握につきましては、基本的には団体利用ですので、年間を通して

定期的に使う団体についても、来月１回だけ使いたいという団体についても、必ず登録手続をして

いただきます。その上で、利用許可申請書を提出して利用許可を受けます。利用後に、利用人数の

報告を事務室に出していただきます。それを集計した形です。それは、市内の公民館全て同じ形で、

一つ一つの利用報告書の積み上げがこの16万2436人という数字です。 

 

〇田村会長 花井委員。 

 

〇花井委員 ２点あるのですが、まず、14ページです。14ページの公民館について、グラフの６行

ぐらい上なのですが、「利用者数の増減は大きくないものの利用団体によるサークル活動は引き続

き活発で、取り組む人が増加傾向にあることからニーズが拡大するものと考えます」という一文が

あるのですが、取り組む人が増加傾向にあるというのは何を根拠に書いているのだろうかと感じま

した。 

 

〇田村会長 第１点について社会教育課長。 

 

〇社会教育課長 実際にサークルの公民館の利用というのは平日が多いものですから、働いていら

っしゃらない方の利用が多く、全体的に高齢化しているのは事実です。その中で、基本的には団体

としての利用は特別に減ってはいないのですが、昨年は15人だったのが、今年は12人になった。そ

んな状況が現状としてはあり、新しく加入してもらうための努力は公民館まつりや市民文化祭でア

ピールしたり、自分たちでも色々とポスターをつくって工夫はしていますが、団体も高齢化してい

ますので、現状としてはサークルの団体の数自体は減りつつ、ただ活動としては残っているもので

通常どおり維持されているという表現です。利用団体としては月２回使っているのは月２回使って

いる。そんな意味合いの表現です。 

 

〇田村会長 では、これは何か特定の数字に基づいてというのではなくて、今おっしゃったニュア

ンスでのものですか。 

社会教育課長。 

 

〇社会教育課長 先ほど公民館の利用者数の報告がありましたが、サークルは実績で、今日これだ

け使いましたよと報告していきますので、団体の利用の許可の件数は変わりませんが、利用者数と

いうのは多少増減します。登録団体数が極端に減っているとかそんなことではありません。 

 

〇田村会長 花井委員。 

 

〇花井委員 ということは、取り組む人が増加傾向にあるとは言い切れないのではないかなと思い

ます。 
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〇田村会長 教育総務課主査補。 

 

〇教育総務課主査補 その部分につきましては、検討させていただきます。 

 

〇田村会長 第２点というのは。 

 

〇花井委員 今後の課題の①です。図書館で管理している視聴覚機材、この利用が減少傾向にあり

ますというところに関してなのですが、まず、現状として利用状況がどれぐらいなのか、この視聴

覚機材を維持管理することのメリット、デメリット、このあたりをしっかり検討していただいて、

最近のＡＩなど機器についてはすばらしいものがありますので、それを図書館がずっと管理しなけ

ればいけないのかどうかも検討したほうが良いのではないかと思います。 

 

〇田村会長 別の部署でということですか。 

これはいかがですか。視聴覚機材、教材の利用が減少傾向にある。その現状と、それからいつま

でも図書館がこういうものを管理しなければいけないのかどうかについて。図書館も、今メディア

センターとか何か名称を変えて本だけではなくて、もっと多角的に変わりつつありますよね。 

 図書館長。 

 

〇図書館長 視聴覚機材、教材として使っているものですが、以前視聴覚ライブラリーという組織

がありまして、そちらでこの管理をしていたもので、16ミリフィルムですとか、16ミリの映写機、

また、プロジェクター、スクリーンなどの機材等になります。メディアが今はもうデジタル化して

いますし、16ミリフィルムは映写技術の講習会も受けなければいけないため、やはり使いにくい、

またそのフィルム自体も古いので、学校現場での利用も減少していると思われます。教材につきま

しては、貸し出しが２桁に届かない状態で、機材につきましては、およそ100件です。ただ、16ミ

リフィルムをお探しになっている方は、色々な市町村に問い合わせたりもして、ほかにそれを満た

すものがないため、歴史的というか貴重な、もうつくられることのないものですので、できる限り

維持保存していくことができればと考えています。 

 

〇田村会長 そうですね。50年もたてばお宝ですから。保存は大変ですね。あれは、カビが生えて

しまったりしますから。 

 

〇金子委員 私は、花井委員の意見に賛同します。 

 

〇田村会長 学校や大学でもそういうデジタル機材の更新で膨大な予算がかかるのですよね。とて

も一大学の手には負えない。といってもあるものを捨てるわけにもいきませんから。やはり16ミリ

フィルムというのは、歴史的遺産になりつつありますよね。ですから、やはり必要はあると思いま

す。 

教育総務課主査補。 
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〇教育総務課主査補 私は以前視聴覚ライブラリーに所属していましたが、16ミリフィルムは著作

権料を含めた金額で購入しています。例えば、商店で販売しているＤＶＤとか、ＶＨＳビデオなど

を学校で無断に上映することは禁止されています。もし上映をしたら、著作権法上の違反になって

しまいます。16ミリフィルムは、著作権をきちんとクリアしたという形で購入をしていますので、

16ミリフィルムを使った上映会は、著作権法には触れずに学校の授業で使える教育教材として現在

でも利用価値はあると思います。ただ、おっしゃられるように、時代は進化していまして、16ミリ

フィルムや映写機などの取り扱いは減っていると思います。しかしながらまだ県内各市町村、それ

から県の視聴覚ライブラリー等でも16ミリフィルムは取り扱いをしていまして、利用者も全くいな

いわけではないので、図書館長がおっしゃられたように、探して使っているところもありますので、

新しく補充することはもうないとは思いますが、利用者がいる限りは、無理になくすこともないと

思います。 

 

〇田村会長 あるものは利用できる状態にしたほうが良いと思います。 

 池田委員。 

 

〇池田委員 日ごろより図書館にはとてもお世話になっています。学校の指導に関わるところで事

前に資料を集めていただいたりしています。学校の教育活動の中では欠かせない存在となっていま

す。 

 本校の話になってしまうのですが、移動図書館車に来ていただくことが今年から始まりまして、

最初は子どもが物珍しさで行くのかなと思っていたのですが、利用する子どもがとても多く、毎回、

毎回、両手に本を抱えて借りに行き、それを返すことを通して、子どもは移動図書館車が来るのを

楽しみにしています。そういったことも、文章の中に盛り込んでいただけると良いのかと思います。 

 

〇田村会長 これはよろしいですか。 

 教育総務課主査補。 

 

〇教育総務課主査補 移動図書館の巡回ステーションは増えていますが、特に学校との連携の中で

今後の課題として載せればよろしいですか。それとも新規の計画の中で反映すればよろしいですか。   

この点につきましては再度検討したいと思います。 

 

〇田村会長 では、基本方針５はいかがですか。伝統文化、市民活動というところです。 

花井委員。 

 

〇花井委員 16ページの目標項目達成状況の歴史民俗資料室等の来場者数のところですが、「28年

度は1,091人で減少していますが、目標数値を超えています」というこの一文ですが、平成29年度

を一応目標としているわけですね。そこで、途中の年度で超えましたので、超えましたという答え

なのですか。表で行きますと、17ページの左上、歴史民俗資料室来場者数、これは目標は1,500人

ですね。25、26、27年度は超えているが、28年度は超えていないですが、よろしいのですか。 
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〇田村会長 教育総務課主査補。 

 

〇教育総務課主査補 花井委員がおっしゃられました基本方針５の２、歴史民俗資料室等の来場者

数につきましては、昨年に教育振興基本計画を１年間延長しまして、目標年度が30年度となり、29

年度と同じく1,500人となっていますが、すでに25、26、27年度に1,500人を超えているため記載い

たしました。 

 

〇花井委員 そうすると、この文章だけ読むと減っているのに超えていると読んでしまうことも。

道理が合わないといいますか。 

 

〇田村会長 教育総務課主査補。 

 

〇教育総務課主査補 先ほども金子委員からも目標数値の記述がないとわかりづらい、把握できな

いというお話もありました。アンケートの結果と同様に、目標数値もわかる形で記載できるように

検討したいと思います。 

 

〇田村会長 では、これは目標数値と比較してわかる書き方に変えるということですね。 

安江委員。 

 

〇安江委員 個人的にこのふるさとを愛する心というのは、子どもたちにすごく感じさせたいなと

思っています。先ほど英語の話がありましたが、外に目を向けるのではなくて、まず、足元をしっ

かりと固めないと国際人にはなれないのかなと思います。 

 私は佐倉市の勤務が長かったのですが、佐倉市では佐倉学というものが確立していて、総合的な

学習の時間の中で小学校から中学校までプログラミングされています。もちろん佐倉市と比べると

ボリュームが違うということはわかるのですが、それでも自分たちがどういうところに住んで、ど

ういう歴史があって、どういうところなのかと学ぶことは子どもたちにとって大切なことではない

かと感じます。四街道学というほどのものでもないのですが、体系化して学ぶシステムというのを

構築されてはどうかと感じます。「四街道市の歴史」という本があるのですが、私はあれが好きで

よく校長室で読んでいるのですが、よくできています。そうしたものをもっと活用して、授業を体

系的、系統的にやれるようにプログラミングをされてはどうかと思います。 

 資料館に行ってみました、地場産業について学びましたというだけで、単発で行っているだけな

ので、やはり定着というか、そういった思いもそんなに感じていないのではないかと思います。ア

ンケートを見ると、「四街道市をふるさとと感じるか」について、50％があまり感じない、感じて

いないと出ていますので、この数値を少しでも上げられるような取り組みを今後記していただけれ

ば良いかと思います。よろしくお願いします。 

 

〇田村会長 いかがですか。 

 指導課長。 
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〇指導課長 市をふるさととして感じられる子どもたちを育てることは私どももとても重要な課

題だと認識しています。指導課におきましては、基本方針５の取り組みでは目標数値等はありませ

んが、歴史民俗資料室の活用と併せて社会科副読本「わたしたちの四街道」を毎年刊行し、小学３

年生に配布しています。昨年度、「わたしたちの四街道」につきましては、大幅な改訂を行いまし

て、各学校がより使いやすい形で学習に取り組めるように工夫をしているところです。今後もこち

らを活用して、市について子どもたちが認識を深められるようにしていきたいと考えています。 

 以上です。 

 

〇田村会長 佐倉学のプログラムを参考にして何かできる。そういうものができると良いですね。

どうしても単発になりがちだし、小学校、中学校の授業時間の確保も大変ですが、中々良いと思い

ます。 

では、基本方針６はいかがですか。家庭、学校、地域が連携する体制づくり。 

 花井委員。 

 

〇花井委員 19ページの下から４行目、「子どもたちが健全に育つ環境づくりを推進します」とい

う中で、青少年健全育成キャンペーンを通してと書いてあるのですが、普及をするのはキャンペー

ン以外の方法もあると思いますので、キャンペーン等を通してとか、何かほかのものも入れたほう

が良いと思います。頭にキャンペーンを持ってきてしまうと、それしかないみたいです。 

 

〇田村会長 教育総務課主査補。 

 

〇教育総務課主査補 その部分については検討いたします。 

 

〇田村会長 何かほかにございますか。 

 金子委員。 

 

〇金子委員 １点だけ。先ほどの基本方針４のところですが、全国学力・学習状況調査の件です。

今のところ目標を達成していないようですが、これは28年度の資料の結果なのですよね。次回まで

に、29年度の資料と結果は出てくるのですか。 

 

〇教育総務課主査補 29年度の結果につきましては、結果が判明次第記載予定です。ただ、県の学

力テストも現段階ではまだ結果は出ていません。 

 

〇金子委員 全国の結果についてですが。 

 

〇教育総務課主査補 全国は結果が出ていますが、県も併せて比較したいと考えています。具体的

には４月にやった結果はこうで、それに対して３月はこうという形で出していきたいと考えていま

す。29年度の結果については、判明次第記載いたします。 
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〇田村会長 まだご意見もおありかと思いますが、今回の会議においてはこれで終わりにしたいと

思います。 

 

（２）後期計画骨子案について 

〇田村会長 続きまして後期計画骨子案について、事務局から説明をお願いします。 

 

〇教育総務課主査補 それでは、教育振興基本計画後期計画の骨子案についてご説明をいたします。 

 今回の計画につきましては、後期計画となりますので、基本的な流れにつきましては、前期の計

画を踏襲した形であると考えています。 

 まず、第１章につきましては、計画の策定です。基本的に流れは前期計画と同様で、第２章につ

きましては、市の目指す教育の基本理念及び目指す姿は前期計画で定めていますので、ここも変わ

らない形となります。第３章は前期計画と若干順番が違ってくるのですが、本市の教育の現状とし

ます。こちらにつきましては、前期計画では教育の現状を踏まえて理念や目指す教育の姿を定める

ことが必要だったのですが、後期計画につきましては理念も教育の目指す姿もすでに決まっていま

すので、先に掲載いたしまして、アンケート結果などに基づいた現状を後期では記載するという形

にします。第４章につきましては、ご意見ご要望をいただきました成果と課題について、こちらを

加筆修正の上、第４章として記載をしたいと考えています。第５章につきましては、こちらがその

後期計画の肝といいますか、基本方針と主な施策という形になります。ただ、後期計画ですので、

前期の計画でお示ししています基本方針１から６の内容につきましては、前期を踏襲したいと考え

ています。 

 最後の第６章、計画の推進に対してですが、これは前期計画と変わらない形を考えています。 

 簡単ですが、骨子案につきましては以上です。 

 

〇田村会長 何かご意見ご質問はございますか。 

 花井委員。 

 

〇花井委員 第５章の基本方針６の施策の目標の設定に関しては、前期と変える予定はあるのです

か。 

 

〇田村会長 教育総務課主査補。 

 

〇教育総務課主査補 基本的にはこれから内部で調整を図るのですが、前期を踏襲した形で、耐震

化100％などすでに達成されたものについては除いていくなど一部見直しをさせていただきたいと

考えています。また、施策につきましても目標値を達成できないもの、もしくは目標値をもう少し

上げても良いのではないかというものも含めて再検討してお示しをしたいと考えています。併せま

して、総合計画の施策やその目標数値と整合を図りますので、そちらは、次回以降にお示しできる

かと思います。 

 以上です。 
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〇田村会長 ほかによろしいですか。 

 教育総務課長。 

 

〇教育総務課長 ご意見をいただきましたが、次回はアンケート結果とこの骨子案に基づいた後期

計画の素案、体系をある程度お示しできるものと考えています。 

 

〇田村会長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事については終了ということでよろしいですか。 

（異議なし） 

 

４．そ の 他 

〇田村会長 それでは、その他、何かございますか。 

 なければ、事務局から連絡事項はございますか。 

 

〇教育総務課主査補 それでは、次回の日程をお伝えいたします。次回は、年度が明けまして５月

になるかと思いますが、５月24日木曜日15時から。場所は、基本的に変わらずこちらを予定してい

ます。 

 

〇田村会長 次回は５月24日木曜日３時からということをご予定ください。 

 以上、本日の議題については終了いたしましたが、ほかによろしいですか。 

 なければ、私の議長の職をこれで終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

５．閉   会 

〇教育総務課長 会長、ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして第２回市教育振興基本計画策定委員会を閉会いたします。 

 皆様、お疲れさまでした。 
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    四街道市教育振興基本計画策定委員会会長   

                  田村 孝                             

四街道市教育振興基本計画策定委員会委員 

                  窪 ケイ子                             

    四街道市教育委員会教育総務課長  

                  濱田 宗孝                             

 


