
平成28年度　第２回会津若松市総合教育会議　議事録

１　日　　時　　　　平成29年１月23日（月）

　　　　　　　　　　開会　午後１時00分　　　閉会　午後２時05分
　

２　場　　所　　　　教育委員会室（市役所栄町第二庁舎２階）
　

３　出 席 者　　　　市　長　　　　　　　室　井　照　平

　　　　　　　　　　教育長　　　　　　　本　田　　　樹

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　松　本　健　男

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　秋　月　淳　子

　　　　　　　　　　委　員　　　　　　　一ノ瀨　美　枝

　　　　　　 　　　 委　員　　　　　　　林　　　健　幸

４　事務局出席者　　教育部長　　　　　　　　　　佐　藤　光　一

　　　　　　　　　　企画副参事兼教育総務課長　　森　川　慎　一

　　　　　　　　　　生涯学習総合センター所長　　堀　金　　　靖

　　　　　　　　　　学校教育課長　　　　　　　　小　椋　　　裕

　　　　　　　　　　教育総務課主幹　　　　　　　佐　藤　鉄　也

　　　　　　　　　　教育総務課副主幹　　　　　　齋　藤　純　子

　　　　　　　　　　　

６　協 議 題　　（１）教育大綱について

　　　　　　　　（２）学力向上対策について

　　　　　　　　（３）その他

　　　　　　　　　

７　議事の大要

　○開　会（教育部長）

　○会津若松市長あいさつ

　○議事録署名人　松本健男委員、秋月淳子委員を指名

　○協議内容

　　　<議長：室井市長>　それでは、早速協議に入ります。一つ目の協議題は「教育大綱

　　　　について」であります。一昨年９月に、第６次長期総合計画を基本とした教育大

　　　　綱を策定したところでありますが、本年４月から第７次総合計画がスタートする

　　　　のに合わせて、本市のこれからの教育行政の方向性を示す新たな教育大綱を策定

　　　　することといたしました。それではまず始めに、教育大綱の素案について事務局

　　　　より説明をお願いします。
　

　　　<事務局>　【資料１・２】「会津若松市教育大綱（素案）」について説明

　　　<議長：室井市長>　説明が終わりました。資料１の裏面にスケジュールがあります

　　　　が、この総合教育会議の後にパブリックコメントで市民の皆様から意見をいただ

　　　　き、その後、教育委員会定例会で報告を行い、29年４月１日に公開という流れで

　　　　進めてまいりますので、それに至るまでに皆様から様々なご意見をいただきなが
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　　　　ら、進めさせていただきたいと思います。何かご意見等ございませんか。

　　　<松本委員>　素案４ページの「学校教育」の部分で、重点業績評価指数について、

　　　　現在、小学生は全国平均100を超えているが、中学生が94.4で、中学生の目標値

　　　　がこれからの基本の部分なので、そこを何とかしていかないといけない。この後

　　　　のあいづっこ学力向上推進計画の中で話し合っていければと思うが、この目標値

　　　　101以上になるように知恵を出してやっていかないといけない。

　　　　　この他に、９ページの「通学路の安全確保」の部分で、子どもたちの登下校時

　　　　に幸い大きな事故もなく、これからの10年間も交通事故０で進めていただければ

　　　　と思います。今日もこんなに雪が降っておりますが、学校前の除雪についても、

　　　　自分で運転していて、いつ子どもが飛び出してくるのか、見えないところもある

　　　　ので、非常に怖い。子どもたちへの交通安全等の指導をよろしくお願いしたい。

　　　<議長：室井市長>　具体的には行仁小学校の前ですか。事務局から特に何かあれば、

　　　　お願いします。

　　　<事務局>　子どもたちの安全確保ということで、通学路の除雪についての要望が

　　　　あった場合は、各学校から学校教育課に連絡が入り、学校教育課から道路維持課

　　　　を通して、それぞれの部署へ連絡し、速やかに対応していただいている。今年度

　　　　現在ところ学校から除雪の要望は入っていない。各学校でも通学路において先生

　　　　方の対応を含めて安全確保に努めているところであり、今後も引き続き対応して

　　　　まいりたい。

　　　<議長：室井市長>　ちなみにこれから40センチくらい雪が降るかもしれないとの情

　　　　報が入っている。他に何かございませんか。

　　　<林委員>　５ページの「豊かな心の育成」について、いじめや不登校などの未然防

　　　　止が重要と思われる。私も子どもが小中学生の時にＰＴＡに関わらさせていただ

　　　　いたが、地域や学校規模等によって不登校の子どもが出やすい学校があるのでは

　　　　ないかと若干感じた。小学校で不登校だった子どもが中学校でも続いてしまう事

　　　　例も多いようなので、保護者も含めて早期の対応策を取っていただきたい。

　　　　　あといじめについても、どこからがいじめでどこからがいじめでないのかが、

　　　　子どもも親も分からず、事件があってから初めて「あれはいじめだったんじゃな

　　　　いか」ということが有り得る。非常に分かりづらいとは思うが、ちょっとでも兆

　　　　しがあった時には、即対応していただければと思う。いじめにあった子どももか

　　　　わいそうだし、その加害者といわれた子どももかわいそうだということにもなる

　　　　ので、難しいですが、お互いに傷つかないように、学校の指導や早めの親への連

　　　　絡をよろしくお願いします。 

　　　<議長：室井市長>　最近はあまりないですが、議会でもいじめの実態について一般

　　　　質問もあります。その都度あるいは常時学校側から情報収集していると思うが、

　　　　最近の傾向としては多いですか。

　　　<事務局>　いじめについては早期発見が大事で、不登校と同様に、各学校では個に

　　　　寄り添う対応とともに、どんな些細なことでも担任が一人で抱えず、管理職に情

　　　　報提供し、組織として対応している。いじめの発見について、毎月定期的に報告
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　　　　があるほかに、その都度の報告も受けている。数的にいじめの発見が増えたから

　　　　それが悪いという捉え方ではなく、どんな些細なことでも発見ということを大切

　　　　に、件数的には県と同様に若干増えているが、それによって早期対応も可能とな

　　　　り、大きな問題にならないでいる。

　　　<議長：室井市長>　林委員がおっしゃったように、どこからどこまでがいじめか分

　　　　からないところもある。重大な事案になると、大変なことになるので、現場の先

　　　　生方には早期発見に努めてもらいたい。他にございませんか。

　　　<一ノ瀨委員>　学校でのいじめについての指導や教育の部分は、どうやっているの

　　　　か。授業などで取り上げて「いじめはダメだよ」ということを、どういう形で子

　　　　どもたちに教えているのか。

　　　<事務局>　学校の授業を通したいじめの指導は、全小中学校で道徳の授業の重要視

　　　　と学級会活動等でいじめに対するやってはいけないこと、あわせて本市では“あ

　　　　いづっこ宣言”の「人をいたわります」というような相手を思いやる気持ちや

　　　　「やってはならぬ」というような教えも道徳の授業等だけでなく、日々の日常生

　　　　活の中でも子どもたちに促している。

　　　<一ノ瀨委員>　実際にいじめが発覚した際には、どんな指導を行っているのか。

　　　<事務局>　主に指導は被害を受けたいじめられた子どもやその保護者への情報提供

　　　　とともに、加害者であるいじめた子どもとその保護者に対しても、学校が速やか

　　　　に丁寧な情報共有を行うことで対応している。もちろん子どもに対しては、いじ

　　　　めは相手を本当に苦しめていることを、直接教師からも指導をしている。最近、

　　　　安易に他人をいじめるようなテレビ番組もあるが、先生方の発言がいじめを助長

　　　　するようなことに繋がることも往々にしてあるので、先生方の言葉についても、

　　　　十分に配慮して学校教育活動を行っている。

　　　<一ノ瀨委員>　先生方の発言で何か問題視されて、教育委員会にあがってきた例と

　　　　かはありますか。

　　　<事務局>　少数ではありますがそういう事例もあり、速やかに対応しております。

　　　<秋月委員>　先生方は本当にお忙しくて時間的にゆとりがない中で、いろんなこと

　　　　を対応しなければいけないし、家庭状況も異なっている。先生方の学ぶ時間や研

　　　　修の時間が確保できると、先生方の質の向上やマンパワーを充実させることがで

　　　　きて、それが市内の子どもたち全てに返ってくると思われる。　

　　　<議長：室井市長>　夏休み中などの長期休業中に、研修が結構ありますよね。

　　　<本田教育長>　平日は子どもたちと向き合う時間を大切にしているので、なかなか

　　　　研修の時間が取れないが、長期休業中には自分たちの力をつけようかということ

　　　　で研修を行っているが、そうすると先生方は年中忙しくなってしまう。

　　　<議長：室井市長>　他にありませんか。
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　　　<林委員>　今後、英語が小学校の授業に取り入れられるとともに、理系の教育が今

　　　　ちょっと落ちてきているので、英語と理系の方に力を入れることが高まっている

　　　　が、今のカリキュラムに英語の時間を組み入れると、他の時間が潰れてしまうの

　　　　ではないか。これからはグローバル化時代でもちろん英語教育は必要であるが、

　　　　子どもたちのゆとりがなくなり負担が増えてしまうのではないか。学校の授業や

　　　　部活、塾などで負担が増すだけでなく、その分、先生方の負担も増してしまう。

　　　　ゆとり教育がダメだということになっているが、英語教育を取り入れることで、

　　　　小学校教育や中学校教育がどう変わるのかが見えにくく、そういったことをなる

　　　　べく早く保護者に伝えていただければと思うので、よろしくお願いしたい。

　　　<議長：室井市長>　現時点で、想定されることは何かあるのか。

　　　<事務局>　のちほど学力向上の方にも出てくるが、2018年から先行実施ということ

　　　　で、小学校３・４年生が外国語活動、５・６年生に英語教科が入ってくる。中学

　　　　校もそれと同様に同時期に英語だけで授業を進めるというような授業展開が予測

　　　　される。本市では専門教科の先生方が小学校に配置されていないので、ＩＣＴ環

　　　　境を活用し、デジタル教材を有効に活用することで、子どもたちには英語を耳で

　　　　聞く、簡単なことを話せるなど、小学校段階での充実を図ってまいりたい。併せ

　　　　て教育インストラクターをさらに有効活用し、低学年から外国人との触れ合いを

　　　　多くしていくとともに、小中学校の先生方も一緒に集まって連携を図る研修の場

　　　　を位置づけ、縦の９年間を見通した英語教育に向けた先生方同士の研修の充実を

　　　　図っていきたい。

　　　<議長：室井市長>　なお、詳細につきましては、後で学力向上推進計画でもあると

　　　　思います。私からですが、教育委員会が作るからかもしれないが、家庭に対して

　　　　求めるものがないような気がする。例えば学力に関する３・４ページの「確かな

　　　　学力の育成」は学校だけでやるものでなく、家庭での役割もあるのではないか。

　　　　家庭学習は家での時間であり、学校教育といいながらも、家庭との協調や連携が

　　　　あってもいいいと思う。また、10ページの「地域による子ども育成」について、

　　　　「子どもと子育て家庭を支える地域づくり」の中に、地域の中に学びの場であっ

　　　　たり、家庭教育みたいなものはなくてもいいのか。それぞれが信頼関係に基づい

　　　　て子どもを育成していくことが大切であり、４ページの家庭の役割、10ページの

　　　　地域のなかに家庭があって、関わりがあった方がいいのではないかと思いますの

　　　　で、検討していただければと思います。

　　　　　他に何かありますか。なければ、次に移りたいと思います。

　　　　　それでは、二つ目の協議題は「学力向上対策について」でありますが、私から

　　　　一言申し上げたいと思います。本市が持続的なまちとして発展していくにあたっ

　　　　て、会津にはたくさんの先人たちがいらっしゃいますが、そのベースがあって今

　　　　我々がいるわけであり、そうした「ひとづくり」が重要と考えております。

　　　　　また、グローバル化や情報化が進む中において、伝統や文化を継承しつつ、時

　　　　代の変化にも柔軟に対応し、多様な価値を認めながら、子どもたちには確かな学

　　　　力、健やかな体と心を持ってもらわないといけないし、自分の夢に向かってがん

　　　　ばることのできる子どもを育てていくことが大事だと思います。そしてもう１つ

　　　　「自分で考える」ということが大事です。言われるからやるのではなく、自分が

　　　　やることは何かの役に立つと思うとやりたくない勉強も少しはやる気になるし、
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　　　　そういうことも教育のテーマの中にあると思います。

　　　　　今日の「あいづっこ学力向上推進計画」は、今後10年間を展望しておりますの

　　　　で、事務局より説明を受け、皆様からご意見を受けたりたいと思います。

　　　　　それでは、説明をお願いします。　

　　　<事務局>　【資料３】「あいづっこ学力向上推進計画（素案）」について説明

　　　<議長：室井市長>　それではただ今、事務局から「あいづっこ学力向上推進計画」

　　　　の素案について説明がありました。皆様からご意見等をいただきながら、学力向

　　　　上対策について協議してまいりたいと思います。

　　　　　今の説明では、英語についてはあまりなかったですね。

　　　<事務局>　詳細については４ページの英語教育のところで、（２）課題解決のため

　　　　の取組として、①ＩＣＴの活用と指導体制の中で、ＩＣＴ機器の導入や外国人イ

　　　　ンストラクターの配置などであります。

　　　<松本委員>　５ページの学習の取組についての部分ですが、「授業中の私語が少な

　　　　く、落ち着いていると思いますか。」の質問に、「当てはまる」との回答が低い

　　　　と、やっぱり成績に影響し、思ったほど成績が上がらないのは、このせいなのか

　　　　もしれない。このようなことを言うと大変失礼かもしれませんが、先生に自分の

　　　　授業で「子どもたちの私語が少なく、落ち着いていると思いますか。」と問いか

　　　　けると、自信がある先生と自信がない先生に分かれるのではないか。ある面で先

　　　　生方は忙しく、いろんな研修にもなかなか出にくい環境の中で、このようなこと

　　　　がちゃんとできるようになれば、先生の質も上がるし、それに伴って子どもたち

　　　　もやる気になって伸びるようになるのではないか。

　

　　　<事務局>　５ページの表は、教師側の子どもたちの実態ということで、教師が答え

　　　　た部分である。まさしく教師の指導力があれば集中力もあるわけですが、現実と

　　　　して教師側から見た子どもたちであって、教師の指導力とともに、学校だけでは

　　　　対応できず、家庭環境等や不登校の問題にもあるように、様々な人間関係もある

　　　　ので、先ほどの視点１のところの学びの集団づくりの実態把握が、こういう部分

　　　　でも非常に効果が期待されるところです。

　　　<議長：室井市長>　ちなみに、ＡＤＨＤ等の子どもが一般教室にいるケースも多い

　　　　んですか。

　　　<事務局>　特別支援学級でなく、通常学級に支援を要する情緒不安定なお子さんが

　　　　在籍することも年々増えてきている状況にあります。

　　　<議長：室井市長>　実際の現場では、小学校の入学式に走り回っている子どももい

　　　　るし、一方では集中力を欠かさないでいる子もいる。

　　　<松本委員>　要するに授業に集中できる環境が重要であることから、子どもたちが

　　　　集中できるような教師の指導力に期待したい。

　　　<議長：室井市長>　一般社会は雑音だらけで、そういう臨む姿勢も必要である。
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　　　<松本委員>　タガが外れると騒ぎたくなる子もいっぱいいる。

　　　<本田教育長>　教員は教育のプロのはずですから、子どもたちが分かっているかど

　　　　うかと、自分の授業を振り返って確かめていけば違ってくるのではないか。

　　　<議長：室井市長>　子どもたち全員に今日やったことを覚えてもらうことは時間的

　　　　に難しいが、繰り返しやることで分かる子が増えれば、知識を問うような問題に

　　　　ついては間違えが少なくなるのではないか。

　　　　　他に何かありませんか。また私からですが、福祉分野の貧困対策で、家庭環境

　　　　に恵まれない子どもに対して、基礎学力アップ大作戦などをやっており、人数は

　　　　多くないが、一定の成果は上がっている。

　　　　　７ページの視点４「学校・家庭・地域が一体となった推進体制の構築」（２）

　　　　課題解決のための取組、①家庭における学習習慣の改善について、改善ではな

　　　　く、向上ではだめなのか。その下の行で、家庭との連携を図り、学習習慣の向上

　　　　を図る。あえて教育委員会でするわけではなく、保護者に教育することも大事な

　　　　のではないか。子どもを教育するのと同時に、若い保護者も多いので、家庭と連

　　　　携しての家庭学習と言い切ってもいいのではないか。

　

　　　<秋月委員>　この場合の家庭学習とは宿題をいうのか。それとも、お手伝いを含め

　　　　たすべてを家庭学習というのか。

　　　<議長：室井市長>　基本は学校で学んだことを予習・復習したりするのが家庭学習

　　　　というのではないか。家庭にはルールがあり、勉強ばかりしていると、家の手伝

　　　　いをしなさいと怒られる家もあるかもしれず、ケースバイケースと思える。

　　　<秋月委員>　宿題の量が多い先生もいるが、子どもにはてきめんで、宿題が出ると

　　　　やるし、出ないとこれ幸いとやらなくなる。先生方も丸付けの時間が取られるた

　　　　め、やっぱり負担が増すことにもなる。親も宿題が多くて大変と言っているが、

　　　　点数が上がってくると、そういうことを言う保護者もいなくなる。子どもたちも

　　　　先生に応えようと一生懸命やろうとして、頑張るようになる。

　　　<本田教育長>　学年が下のうちは宿題を与えて学習習慣を付けさせることはいいこ

　　　　とだが、学年が上がるにつれて、やはり最終的には自分で意識してやっていかな

　　　　いと、大人になってから困る。

　　　<議長：室井市長>　このデータでは全国でも中学校より小学校の方が家庭学習をし

　　　　ているようだが、小学生の方が勉強しなかったのではないのか。それとも、中学

　　　　校になると部活などやることが多くなるから、小学校よりも勉強時間が少なくな

　　　　るのか。

　　　<秋月委員>　確かに小学校の方が宿題が多かった。

　　　<松本委員>　小学校の方が宿題をやるのに時間がかかり、中学校では自分なりの勉

　　　　強が多くなるので、やる人はいっぱいやる一方、やらなくていい人はやらなかっ

　　　　たと思う。中学校は時間が限られるので、見当をつけてこういうところをやれば
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　　　　いいということが分かってやっている人もいたし、どうすれば勉強する時間をか

　　　　けないですむのかを考えて勉強していた人もいた。

　　　<議長：室井市長>　いかに効率的で、いい習慣が身につけられるかが大事ですね。

　　　<一ノ瀨委員>　ここまで効率的に勉強ができる子は、数少ないのではないか。

　　　<林委員>　成績の悪い人は、基本的に勉強のやり方が分からないという人が多いの

　　　　ではないか。だから、学校で勉強をこなしている小学校の方が楽なのかもしれな

　　　　いし、親もそれで良かった。しかし、現実的に親が勉強のやり方を教えることは

　　　　なかなか難しい。

　　　<秋月委員>　教え方も変わっていますからね。

　　　<議長：室井市長>　小学校の低学年までは分かるけど、学年が上がるにつれて難し

　　　　くなる。

　　　

　　　<林委員>　やり方は自分の体験則しか持っていないので、それをいっても今は

　　　　ちょっと対応が難しい。そういった意味で教育講座とかの開催はありがたい。　

　　　<議長：室井市長>　他にございませんか。この学力向上推進計画の素案は、これか

　　　　らパブコメを予定しているのか。　

　　　

　　　<事務局>　庁議や議会の協議会を経た後に、パブコメを予定している。

　　　<議長：室井市長>　学校現場を知っている方が多いので、先生方のご苦労を踏まえ

　　　　ての発言が多いと踏まえつつも、教育長がおっしゃていたように先生方は教育の

　　　　プロですから、受け止めていただくことは受け止めていただきたい。教育委員会

　　　　の立場から学校に対してどのように指導や情報提供を行い、現場の改善を図って

　　　　もらうかが大事なので、我々がやっていることが無駄にならないように、皆さん

　　　　から意見をいただいているわけです。

　　　　　それでは、その他として、委員の皆さんから自由に発言をお願いしたい。

　　　<本田教育長>　細かいことは様々あるが、大きなトラブルもなく 今の子どもたち

　　　　は全体的に非常に落ち着いて生活している。いじめとか不登校傾向はまだある

　　　　が、全体的には落ち着いているような気がする。教師がプロとして、どれだけ自

　　　　分で意識し、子どもたちに向き合っているのかがまだまだであるが、学力向上に

　　　　ついてもいい傾向にある。とはいえ、負担をかけるとますます忙しく、汲々して

　　　　しまうが、そういう意識を持っていかないといけない。

　　　<林委員>　高校のＰＴＡをやっているが、会津の進学校の場合、県内の他の進学校

　　　　の子どもと違うのは、入学時の学力が低いことで、伸びしろで卒業時にはある程

　　　　度まで引っ張れるが、もう少し高校に入る初期段階でどうにかならないのか。会

　　　　津の場合、他の地域と比べて学力が低いと、毎年高校の先生から言われている。

　　　　中学校時代に少し怠けているのか、他の地域と比較すると競争という点で気合い

　　　　が入っておらず、少し気が抜けている部分がある。中学校時代は、他の地域と比
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　　　　較すると競争していない。他と競争することがいいわけではないが、そこを踏ま

　　　　えないと、会津の子どもの学力向上は見込めないことを中学生の先生方にも分

　　　　かっていただきたい。

　　　<議長：室井市長>　ちなみに県単位の偏差値は、入試の時のデータで各学校の偏差

　　　　値が出てしまう。そういう意味で、外部の人たちはそういう情報で判断される。

　　　　企業誘致においても、どういう教育レベルかを調べられ、お子さんを連れてくる

　　　　かどうかを悩んでおられることもある。もっと外部から見られているという意識

　　　　を持たないと、「私は頑張っている」だけではなかなか人は評価してくれないと

　　　　ころもある。地域力という意味で、教育力が大事である。

　　　　　その他に、何かありませんか。

　　　　<松本委員>　環境面や今の状況から見て、非常にいい傾向であり、いい子が多い

　　　　　のではないか。この前のビブリオバトルを見ても、子どもたちから「こんな本

　　　　　はどうですか」と薦められと、確かに読みたくなる。そういうちょっとした

　　　　　きっかけが大事ではないか。例えば、ふくしま駅伝で中学生が活躍し、会津若

　　　　　松市の２連覇に繋がっていることは、非常にいいことである。そういう子ども

　　　　　たちを伸ばしてあげられる、支えてあげられることが大切ではないのか。そう

　　　　　いう子どもたちの影響を受けて、向上していく子どもたちが多くなってもらい

　　　　　たいと思う。

　　　　<議長：室井市長>　その他、何かございますか。なければ以上で、今日の会議を

　　　　　終了します。本日はありがとうございました。

　○閉　会（教育部長）
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