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第３回はままつ人づくり未来プラン検討委員会 

開催日時：平成 31 年２月 20 日（水） 午後 2時 00 分から午後 4時 00 分まで 

場所  ：教育委員会 教育委員会室

出席者 ：専門委員

      藤原 文雄 （国立教育政策研究所 総括研究官）

島田 桂吾 （静岡大学大学院 講師）

長谷川 哲也（静岡大学 特任准教授）

はままつ人づくり未来プラン検討委員会委員

花井 和徳 （教育長）

      鈴木 茂之 （教育委員）

      渥美 利之 （教育委員）

      安田 育代 （教育委員）

      黒栁 敏江 （教育委員）

      田中 佐和子（教育委員）

      伊熊 規行 （学校教育部長）

     学校関係職員

      金田 知久 （湖東中学校 校長）

      笹原 康夫 （広沢小学校 校長）

     関係課職員      

吉積 慶太 （学校教育部次長兼教育総務課長）

      今村 ゆかり（教育総務課 学校・地域連携担当課長）

      宮﨑 正  （学校教育部次長兼教職員課長）

      内野 義光 （教育施設課長）

      森  真人 （指導課課長）

      花嶋 徳光 （健康安全課長）

      犬塚 智春 （教育センター所長）

     事務局

      梅林 秀弘 （学校教育部参事）

齋藤 美苗 （教育総務課 専門監）

川副 哲士 （教育総務課 副主幹）

      松下 欣美 （教育総務課 指導主事）

      藤井 隆行 （教育総務課 指導主事）

      若澤 久実 （教育総務課 主任）

      岡本 和也 （教育総務課 主任）

傍聴者  ０人
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議事内容 

１ 開会 

２ 教育長挨拶 

３ 協議 

（１）平成 30 年度「評価・検証」について 

（２）第３次浜松市教育総合計画 後期計画の概要案について 

４ 専門委員 総括 

５ その他 

６ 閉会 

会議録作成者 岡本和也

記録の方法  発言者の要点記録

       録音の有無 無
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第３回はままつ人づくり未来プラン検討委員会 会議録 

１ 開会 

(吉積次長)  第３回はままつ人づくり未来プラン検討委員会を開会する。本日のテーマ

は、「平成 30 年度の『評価・検証』」と「第３次浜松市教育総合計画 後期計

画の概要案」についてである。本日は、今年度の状況や来年度に向けての改

善の方向性と、後期計画策定に向けた方向性について協議いただきたい。 

なお、本日の会議は公開である。

２ 教育長挨拶 

(教育長) 

(事務局) 

本年度は、三つの重点である「キャリア教育」、「市民協働」、「教育の情報

化」に加え、「学校における働き方改革」、「教員育成」について各推進部会

等で協議を重ねてきた。市民協働に関わるコミュニティ・スクールにおいて

は、平成 28 年度から、推進モデル校での検証を行っており、平成 30 年度は

17 校で検証を行っている。教育の情報化においては、本年度から２年間の

期間で、タブレットパソコンの活用検証を 22 校で行っている。推進モデル

校や検証校での実践で、成果や課題も徐々に見えてきた。本検討委員会では、

平成 30 年度の評価・検証結果をもとに、三つの重点である「キャリア教育」、

「市民協働」、「教育の情報化」について、進捗状況を確認し、今後の方向性

を明らかにしていきたい。本年度は第３次浜松市教育総合計画前期計画の４

年目にあたり、来年度は後期計画の策定の年となる。前期計画での本市の現

状や課題、国の第３期教育振興基本計画や新学習指導要領等を踏まえ、後期

計画を策定したいと考えている。本検討委員会で、それぞれの立場から御意

見をいただき、協議された内容を子供の教育に関わる者が共通理解し、連

携・協働をしながら推進することで、はままつの教育をより充実させたいと

考える。 

ここからの進行は、はままつ人づくり未来プラン検討委員会委員長である

教育長にお願いする。 

３ 協議   

（１）平成 30 年度「評価・検証」について 

(委員長) 本日の協議（１）平成 30 年度「評価・検証」について、三つの重点であ

るキャリア教育の推進、市民協働、教育の情報化を分割して協議を進めて

いきたい。まずは、「キャリア教育の推進」に関する内容について協議を行

う。事務局からキャリア教育における評価・検証結果について報告願う。 
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(事務局) 

(委員長) 

本年度の取組状況調査の結果、小中学校では 62 の取組のうち、約７割の

項目が実施され、教育委員会各課の取組についても、約９割の項目が計画

通り実施されている状況であることが確認された。児童生徒を対象とした

実態把握調査でも、目指す子供の姿の実現に向けた取組について、肯定的

な回答をした児童生徒が多いという結果がみられた。このことから、本年

度は計画に基づいた取組が行われていると評価できる。 

 平成 30 年度の実態把握調査について報告する。本年度は小学校 21 校、

中学校７校、小中一貫校３校、計 31 校の抽出校で、三つの重点と二つの課

題について実態把握調査を実施した。 

キャリア教育の推進について報告する。子供への質問「将来の夢を持っ

ている（どんな大人になりたいのかという目標を持っている）」において、

児童生徒の９割が肯定的な回答をしており、全国学力学習状況調査の平均

より高い。子供への質問「学校で学んだことは、日常生活や将来に役立つ

と思う」において、児童生徒の９割が肯定的な回答をしており、本市の子

供のよい表れとして捉えることができる。 

教員への質問「浜松市の目指す子供の姿に迫るために、キャリア教育を

意識して指導している」において、小中学校ともに９割を超える教員が肯

定的な回答をしており、昨年度より伸びが見られることから、教員のキャ

リア教育に対する意識が高まっていることが確認された。教員への質問「授

業の中で、学習したことを振り返る活動を計画的に取り入れている」、「授

業のねらいに即した言語活動を、適切に位置付けている」、「子供自身によ

る課題解決の場を多く設けている」、「子供同士で新たな考えを生み出すよ

うな話合い活動をしている」について、肯定的な回答をしている教員の割

合が昨年度より高く、授業改善を意識した子供の資質・能力の育成に向け

た指導が行われていると考える。子供への質問「自分にはよいところがあ

ると思う」において、８割を超える児童生徒が肯定的な回答をしており、

本市の子供のよい表れとして評価できる。 

教育委員会では、キャリア教育の推進に向け、リーフレットの配付及び

研修等による周知を図るとともに、第１回はままつ人づくり未来プラン検

討委員会、「キャリア教育」推進部会、「評価・検証」推進部会において協

議を行ってきた。推進部会において「教員のキャリア教育を意識した具体

的な指導が子供のよい表れにつながること」、「意図的、計画的指導をして

いくこと」、「多様な実践モデルを示していくこと」がキャリア教育の充実

につながるという御意見をいただいた。また、「授業におけるキャリア教育

の実践」、「家庭や地域へのキャリア教育の考え方の周知・啓発に努めるこ

と」が課題として挙げられた。 

子供の資質・能力を育成することは、新学習指導要領でも示されている

内容である。実態把握調査の分析に御協力いただいた長谷川委員から、分

析をする中で本市の実態をどう考えるか、御発言願う。 
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(長谷川委員) 資質・能力の明確化は、新学習指導要領でも求められており重要である。

本年度の評価・検証において、教員のキャリア教育に対する意識の高まり

が見られること、教員の子供に対する夢や希望を持たせる積極的な働き掛

けが、子供によい影響を与える実態が見えてきた。 

キャリア教育の資質・能力の育成に関わる重要な項目である「子供自身

による課題解決の場」や「新たな考えを生み出すような話合い活動の場」

を授業の中で設定する教員が増え、教員のキャリア教育に対する意識が高

まってきている。学校が研修等を行い、組織的にキャリア教育について情

報共有することが、子供の教育効果に結びつき、更なるキャリア教育の充

実につながると考える。 

 教員と児童生徒の取組状況調査項目を、キャリア教育推進協力校と非該

当校で比較したところ、キャリア教育推進協力校のほうが教員のキャリア

教育に対する意識が高かった。また、児童生徒への質問「自分が決めたこ

とは、最後までやりとげるようにしている」において、キャリア教育推進

協力校のほうが肯定的な回答をしている子供の割合が高く、子供にもよい

表れが見られた。 

教員への質問「キャリア教育を意識して指導している」について、肯定

的な回答をしている教員の割合が平均より高い学校と低い学校に分けて、

教員のキャリア教育に対する意識の持ち方が、子供の表れにどのように影

響するか分析した。子供への質問「友達の前で自分の考えや意見を発表し

ている」、「自分には、よいところがあると思う」、「自分のよいところを生

かしながら活動している」、「友達と協力して、学校の活動に取り組んでい

る」において、教員のキャリア教育に対する意識が平均より高い学校のほ

うが、肯定的な回答をしている子供の割合が高かった。 

また、教員への質問「子供に将来の夢や希望を持たせる指導をしている」

について、肯定的な回答をしている教員の割合が平均より高い学校と低い

学校に分けて、同様に比較したところ、子供の表れに同様の傾向が見られ

た。 

教員への質問「キャリア教育を意識して指導している」、「子供に将来の

夢や希望を持たせる指導をしている」について、肯定的な回答をしている

教員の割合が高い学校のほうが、子供のよい表れにつながる可能性がある

ことが分かった。キャリア教育推進協力校であるかどうかに関わらず、各

学校でのキャリア教育を通して育てる資質・能力を明確にした積極的な実

践が重要である。 

また、モデル校でのキャリア教育実践例を全校で共有することで、学校

に応じた実践例を参考として、取り入れることができる。キャリア教育の

実践は、統一したモデルを提示するよりも、モデル校での実践例を提示し、

各学校の状況に合ったものを取り入れ、実践につなげることが重要である。

教員のキャリア教育に対する意識の高まりが、子供のよい表れに影響する

可能性があることから、教育委員会は、教員に対してキャリア教育の推進
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(委員長) 

(金田校長) 

(笹原校長) 

(渥美委員) 

(鈴木委員) 

(教育ｾﾝﾀｰ) 

を啓発していく必要がある。 

長谷川委員から御指摘いただいたとおり、目指す子供の姿を明確にし、

積極的に子供に働きかけながら、資質・能力を育成していくことは、キャ

リア教育を推進していく上で大事なことである。本年度、第１回の検討委

員会においてもキャリア教育について協議を行い、方向性や課題等を共有

しながら取組を進めてきた。長谷川委員の実態把握調査の分析によると、

教員がキャリア教育を意識して指導しているという回答の割合が高い学校

では、子供たちのよい表れが見られるとの説明があった。 

校長会でキャリア教育推進協力校を設定し、授業におけるキャリア教育

の実践について、授業公開や、校長が意見交換等を実施しながら研究を進

めている。本年度は校長を中心として実施してきたが、今後は教頭や研修

主任等にも参加してもらい、具体を通して、各学校の実態に合ったキャリ

ア教育の実践につなげていきたい。 

学校のキャリア教育に対する意識は高まってきており、各学校が自分の

学校の状況に合った実践について検討を始めている。様々な実践モデルを

見ながら、校長会で行ったモデル校連絡会のような自由に意見交換を行え

るような場が欲しい。 

自分で考えて最適なものを選択する力が現在の社会では求められてい

る。将来につながるキャリア教育において、「自分の頭で考えることができ

るような子供を育てる」という観点での教育が必要である。 

 子供が夢や希望を持つためには、「夢」や「希望」に対する教員の認識を

統一して取組を行うことが重要である。 

教員への質問「キャリア教育を意識して指導している」について、肯定

的な回答をしている教員の割合が高くなっているが、「キャリア教育を意識

して」ということに関して、設問内容が曖昧である。教員が「キャリア教

育」という言葉を理解し認識するために、教育センターや学校で行ってい

る研修等があれば教えていただきたい。 

キャリア教育は、一つの型にはめ込むのでなく、学校の実態に応じた形

で各学校が実施するものであるため、各学校の実態に応じた研修を実施し

ていきたいと考える。平成30年度に実施したキャリア教育に関する研修を、

来年度は、受講者の習熟度に応じて研修参加できるよう、基礎編・実践編

に分けて実施する予定である。また、今年度、学校の要請に応じて、教育

センターの指導主事が市内７校の校内研修に講師として参加し、学校の実

態に合った研修を実施した。次年度も同様の形式で学校の実態に合ったキ
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(鈴木委員) 

(藤原委員) 

(金田校長) 

(藤原委員) 

(鈴木委員) 

(笹原校長) 

(渥美委員) 

(金田校長) 

(渥美委員) 

(藤原委員) 

ャリア教育に関する研修を実施する予定である。 

「課題解決の場の設定」、「子供同士で新たな考えを生み出すような話合

い活動の実施」は、これまでの教員に求められてこなかったものである。

これまでの学校における教育は「認知的能力」の育成を中心としたもので

あったが、現在、決まった答えがない中で答えを探すような「非認知的能

力」の育成も求められていることから、ますます研修や学校内での教員の

認識の統一が必要となってくる。

教育を良くするためは、時間や予算が必要であるが、キャリア教育推進

協力校に指定されると、新たに予算等の追加措置があるのか。 

キャリア教育推進協力校は、希望する学校が研究を実施するもので予算

等の追加措置はない。 

教員が疲弊してしまう取組は、持続可能な取組ではない。取組を実施す

る時は、意図しない結果も含め分析する必要がある。 

キャリア教育推進協力校には、キャリア教育について理解が進んでいな

い教員や疲弊してしまっている教員がいるのか。 

キャリア教育を実践しているから疲弊しているのではなく、全般的な業

務が多く疲弊しているように感じる。キャリア教育は、学校の実態に合っ

た実践に向けた試行段階である。 

キャリア教育の実践にあたり、学校は教育委員会に何を求めるか。 

新学習指導要領の完全実施に向けて、浜松市の重点をどのように教える

かが課題である。学校では、キャリア教育を実践する教科や単元を洗い出

す等、単元構想から取り組んでいる。子供自身による課題解決や話合いは

これまでも実施してきたが、それがどのように子供の将来につながるかを

考えて授業を行う必要がある。教員自身の経験の差は大きい。言葉のイメ

ージだけではキャリア教育の実践は進まないため、具体的な実践例を共有

することが必要である。 

社会とつながるキャリア教育を行うとき、学校という閉鎖された空間で

働いている教員は、どのように指導力を高めていけばよいか。 

第３浜松市教育総合計画の策定にあたり「未来創造」がキーワードとな

り、協議において「自分の人生は自分で選択し、自分で責任を持つ」、「自
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(長谷川委員) 

(島田委員) 

分の人生や未来を自ら作る力が重要である」等の意見が出された。新しい

社会を創るには、他者と関わる力、考える力も必要となってくる。これら

の力を身に付けるために、魅力的な大人に出会うことが大事である。また、

認知的能力を発揮するためには、自分に対する自信や思いやりがないと前

に踏み込めない。手探りで試行錯誤して問題解決をしなければならない時

代において、自己に対する自信も必要であり、些細なことでも成功体験を

重ねることが自己の自信につながる。 

キャリア教育は新しいことではなく、日常に埋め込まれているものであ

る。それを意識してキャリア教育という観点で、自分の未来や浜松の未来、

他人が困っていることを解決する未来を自分が創る、そうした理念のもと

教育を組み立てていく必要がある。教員だけではできないこともあり、学

校でなければできないこともある。そのため、これから議論する「市民協

働」という考えへつながっていくと考える。 

県内のある高校では、生徒が、自治体職員や産業関係者と関わりながら

まちづくりを進めることをキャリア教育の重点としている。教員は、自分

たちが住み、自分たちの学校がある地域を、自分たちが当事者となってど

のように盛り上げていくかということを、生徒に考えてもらうことを目標

としている。高校でこのような実践が行われることを前提に考えると、小

中学校段階では、課題を発見する力を身に付けさせる必要がある。 

生徒は、自分の住むまちの課題を発見し、自治体職員や産業関係者と話

し合いながら課題解決に向け協議を進めていく。課題解決のための学びは

重要であり、そのような学びの場を設定できる教員の力量が求められてい

る。 

課題解決のために必要な力は、特定の教科に偏った力ではなく、様々な

教科で学んだことを総合して、問題解決に導く合科的な力である。教員は、

自分が専門とする特定の教科に専念する一方で、他の教科の指導状況を把

握し、学校として、合科的な指導を行う必要がある。 

浜松市の小中学校で校内研修の講師を務め、特に管理職、学年主任等の

ベテラン教員のキャリア教育に対する意識の高まりを感じた。一方、若手

教員は授業を行うことが最優先となり、授業においてキャリア教育を実践

しなければならないことは理解しているが、具体的なイメージを持ってい

ないと感じた。 

授業においてキャリア教育を実践したという実感を持つことが若手教員

にとって大事である。自分の授業で実践したものをベテラン教員から「そ

れはキャリア教育の実践である」と評価されて、初めて実感が持てるもの

である。そういった経験を学校で積めるとよい。学校で実施できない地域

活動は、家庭・地域と協働して、子供と一緒に教員も経験を重ねることで、

教員は一層キャリア教育を実感できるため、地域・家庭との連携も重要で
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(委員長) 

(事務局) 

(委員長) 

(島田委員) 

ある。 

キャリア教育については、今後も目指す子供の姿の実現に向けてモデル

となる積極的な実践を広め、家庭・地域と連携して推進していきたい。

次に二つめの重点である市民協働について協議していきたい。事務局か

ら家庭・地域との連携・協働やコミュニティ・スクールについて報告願う。

家庭・地域との連携・協働について報告する。教員への質問「社会との

つながりや結び付きを意識した授業を行うことは大切だと感じる」につい

て、ほぼ 100％の教員が肯定的な回答をしており、教員の意識が高いことが

確認された。教員への質問「社会とのつながりを意識した授業を行ってい

る」について、ほぼ 100％の教員が年数回以上実施していることが確認され

た。しかし、実施頻度が、学期数回または月数回の教員が小学校で約 70％、

中学校で約 60％であり、今後も取組を充実させていく必要がある。教員へ

の質問「学習のねらいに基づいた、保護者や地域人材を活用する授業を実

施している、または予定している」について、小学校でほぼ 100％、中学校

で約 70％の教員が年数回以上実施していることが確認されたが、実施頻度

が、学期数回または月数回の教員が小学校で約 50％、中学校で約 30％であ

り、今後もねらいに基づいた人材活用の取組を充実させる必要がある。 

地域への質問「学校運営の目標や学校の課題を共有することができてい

るか」について、約 80％の方が肯定的な回答をしており、昨年度よりも伸

びが見られた。 

第１回はままつ人づくり未来プラン検討委員会での協議を受け、「キャリ

ア教育」推進部会、「評価・検証」推進部会で、家庭・地域との連携・協働

や、コミュニティ・スクールの推進に向けて協議を行ってきた。推進部会

では「子供に育てたい資質・能力を家庭・地域と共有することが大事であ

る」、「コミュニティ・スクールの運営協議会等、様々な場で、目指す子供

の姿について協議するとよい」等の御意見をいただいた。また、課題とし

て、コミュニティ・スクールのモデル校以外の学校や家庭・地域にも、モ

デル校の成果や課題、今後の取組等を周知していく必要があると御意見を

いただいた。 

最初に本市の実態から見る家庭・地域との連携・協働について御意見を

伺いたい。 

これまで浜松市が取り組んできた、目指す子供の姿の共有が、地域への

質問「学校運営の目標や学校の課題を共有することができていますか」に

おいて、約８割の方が肯定的な回答をしたことに結びついていると考える。

教員への質問「学習のねらいに基づいた、保護者や地域人材を活用する

授業を実施している、または予定している」について、未実施と回答した
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(委員長) 

(長谷川委員) 

(委員長) 

(島田委員) 

学校もあったが、外部人材は「学校だけでは育成が難しい資質・能力」を

育成するために活用するのであって、実態把握調査の結果に捉われ過ぎる

ことなく、何のために外部人材を活用するか教員が意識することが必要で

ある。 

家庭・地域との連携・協働について、実態把握調査の結果分析から、長

谷川委員はどのように考えるのか、御発言いただきたい。 

 教員への質問「社会とのつながりや結び付きを意識した授業を行うこと

は大切だと感じている」について、肯定的な回答をしている教員の割合が

平均より高い学校と低い学校に分けて、教員の家庭・地域との連携・協働

に対する意識の持ち方が、子供の表れにどのように影響するか比較を行っ

た。子供への質問「家の人と今日あった出来事について話をしている」、「近

所（地域）の人に、あいさつをしている」について、教員の意識が高い学

校のほうが肯定的な回答をしている子供の割合が高かった。 

教員への質問「学習のねらいに基づいた、保護者や地域の人材を活用す

る授業を実施している、または予定している」について、同様に比較した

ところ、家庭・地域が関わる子供への質問「家の人と今日あった出来事に

ついて話をしている」、「近所（地域）の人にあいさつをしている」、「自分

の住んでいるまち（地域）がすきだ」について、教員の意識の高い学校の

ほうが肯定的な回答をしている子供の割合が高かった。 

社会との結び付きを意識した授業を行うこと、地域人材を活用すること

に対して教員の意識の高い学校では、家庭や地域に関する質問で子供によ

い表れが見られたため、教員が家庭・地域に関わる指導を意識して実施す

ることが、子供の地域への意識の高まりにつながると考える。 

家庭・地域との連携という視点で、来年度、重点とするコミュニティ・

スクールの推進が今後重要となってくる。次にコミュニティ・スクールに

ついて御意見を伺いたい。 

 浜松市のコミュニティ・スクールの特徴は、学校運営協議会に関わる地

域コーディネーターやＣＳディレクターを配置していることである。コミ

ュニティ・スクールの考え方が、管理職である校長や教頭には少しずつ広

がりつつあるが、一般の教員には、まだ認識されていないことが課題であ

る。コミュニティ・スクールによって多忙になってしまうと心配している

教員もいるが、今回の結果をみると、コミュニティ・スクールによって子

供たちによい表れがあることも確認された。働き方改革を実施していく中

で、校長がどのようにマネジメントしていくかが大事である。来年度以降

は、地域人材活用の目的が地域活動を行うことではなく、ねらいに応じた

学習を実施するためであることを、研修等を通じて周知していくとよい。 
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(委員長) 

(長谷川委員) 

(委員長) 

(笹原校長) 

(今村 

担当課長) 

(安田委員) 

 コミュニティ・スクールの推進について、実態把握調査の結果分析から

考えられることを、長谷川委員から御発言いただきたい。 

 コミュニティ・スクールの推進校とそれ以外の学校を比較した時に、一

番の大きな違いは管理職の意識である。コミュニティ・スクールの推進を

牽引していくのは管理職である。管理職の意識に一般の教員がついていけ

ず、温度差があることが課題である。 

コミュニティ・スクールを実施しているかどうかに関わらず、「社会との

結び付きを意識した授業」や「地域人材を活用した授業」を実施すること

に対して意識の高い教員が多い学校では、子供のよい表れが見られている。

教員の「社会との結び付きに対する意識」が高まれば、地域や家庭を大事

にする子供が育っていくと考える。 

コミュニティ・スクールの推進は管理職の意識が大事であるという御指

摘をいただいた。管理職の意識や学校の受け止め、導入に向けての課題等

について御発言願う。 

 これからの学校は、社会とのつながりを回復するため、学校が地域から

何を望まれているのか考えていかねばならない。 

モデル校でない学校は、これからコミュニティ・スクールの実施に向け

て準備を進めなければならない。多くの学校が学校評議員会を持っており、

それを母体として学校運営協議会を立ち上げる方法をとると思われるた

め、学校評議員会と学校運営協議会の関係を議論する必要がある。また、

学校支援コーディネーター、ＣＳディレクターの人選や予算的裏付けが課

題である。これらが明確にならないと、コミュニティ・スクールによって、

学校が多忙になるという懸念を払拭できない。 

人選が課題であることは認識している。学校支援コーディネーター、Ｃ

Ｓディレクターの配置については、モデル校で検証した実績を踏まえて、

予算確保に努めていきたい。 

コミュニティ・スクールを一律の方法で実施する必要はない。今後全て

の学校で実施することになるが、地域性や校長の考え方で取組に差があっ

てもいいのではないか。 

取組状況調査は、検証結果が数字で表れるため、効果的と捉えることも

できるが、質問次第で結果が大きく変わることがある。例えば、今年度の

保護者への質問「学校に関することを、教職員に気軽に相談できる」は、

昨年度に比べ肯定的な回答割合が大きく下がっており、昨年度は「子供の

通っている学校は、悩みがあったときにいつでも相談できる体制になって

いる」という表現である。数値が下がった要因は、今年度の質問に「気軽
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(鈴木委員) 

(渥美委員) 

(黒栁委員) 

に」という言葉が使われたためであると考えられる。数字だけに捉われて

はいけない。 

 コミュニティ・スクールのモデル校では、学校評議員会を発展させ、学

校運営協議会を実施している形態が多いのではないかと思う。先ほど笹原

校長から「これからの学校は社会とのつながりを回復しなければならない」

という発言があったが、学校は、社会や地域に対して要望を伝える一方で、

社会が学校に対して何を求めているか地域の声を聞いていないのではない

か。学校には、地域や保護者が学校に対して協力して当たり前という考え

方が残っている。コミュニティ・スクールの導入にあたり、ＰＴＡや健全

育成会、民生委員等、既存組織を整理する必要がある。既存組織に加え新

たにコミュニティ・スクールの学校運営協議会を立ち上げてしまうと、地

域の負担が増えることになる。地域の不安材料の払拭に努めていかねばな

らない。 

コミュニティ・スクールは、立ち上げてから 10 年が正念場ではないかと

考える。多くの市民は「コミュニティ・スクール」と言われても何のこと

か分からないと思う。また、学校行事や学校運営に携わる学校評議員の成

り手がいない現状がある。コミュニティ・スクール導入時は校長が地域の

方に学校運営協議会委員を依頼するが、小さなコミュニティでは成り手が

いなくなり人材が枯渇してくる。その時、他の地域から人材を探したり、

教員ＯＢに頼んだりすることになり、教員と教員ＯＢで組織されるコミュ

ニティ・スクールとなってしまい、家庭・地域との連携・協働とは違う形

のコミュニティ・スクールとなってしまう。 

校長はコミュニティ・スクールの維持に大変な労力を要すると思われる。

また、赴任したばかりで、地域人材が全く分からない校長にとって、新た

なコミュニティ・スクールを立ち上げることは非常に困難である。コミュ

ニティ・スクールを立ち上げてから 10 年、どのように組織を運営・維持す

るか考えていかないと、行き詰まり、形骸化した組織になってしまうので

はないか。 

保護者も学校に協力したいという意識はあるが、共働き家庭が増えてお

り、ＰＴＡ役員の成り手が少ない現状がある。地域から離れてしまってい

る子供が多いため、子供を地域へ戻すためにコミュニティ・スクールは有

効である。自分の住んでいる地域のことが好きだが、地域行事等、自分の

地域に関われていない子供がいることが課題である。学校と地域が協力し

て子供を育てていく必要がある。 
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(委員長) 

(藤原委員) 

コミュニティ・スクールの推進において、国の動向も見据える必要があ

る。本市におけるコミュニティ・スクールの推進に向けて、藤原委員から、

国の動向を踏まえた御発言をいただきたい。 

 学校は保護者・地域から子供を預かる専門機関であるが、コミュニティ・

スクールには二つの目的がある。一つ目は、家庭や地域に学校運営等の考

えを伝え、それに対する御意見を伺うこと、二つ目は、教育活動の実施に

必要な支援を家庭・地域から調達することである。子供は学校だけのもの

ではないという認識が学校には必要である。これからの時代は、自らの考

えを開示しない限り、学校だけでなく行政も成り立たない。自分たちの考

えを伝え、それに対する意見を伺う機会を設けることには大きな意義があ

る。 

 連携・協働といえば聞こえはいいが、実際には難しいことである。学校

は、教育課程を最優先に考えなければならない。学校は意図的・計画的な

教育機関であるべきで、基本的に実施することが決められている。学校は、

決められた時間の中で子供の多様な能力をいかに高めていくかという空間

である。学校は、教育課程を最優先に考え、キャリア教育として、子供に

地域課題に触れさせる必要があれば、地域にお願いすればよい。 

コミュニティ・スクールにおいて、学校と地域が良好な関係を築くこと

が重要だが、それぞれ役割が違うため、連携することは容易ではない。 

コミュニティ・スクールの鍵は学校支援コーディネーターである。学校

支援コーディネーターが地域課題を学校に持ち込んでしまっては学校が疲

弊するし、地域も疲弊しているため、学校から地域への要望の伝え方によ

っては地域が反発する。長く学校に携わっている学校支援コーディネータ

ーは、学校の教育課程を最優先として考え、調整役として動いてくれてい

る。子供の地域行事への参加が教育課程においてどんな意味を持つのか地

域に問い返すことも必要である。 

 学校は、子供の教育の質を向上させる責務がある。一方で、長時間勤務

が問題となっており、業務の精選も行わなければならない。現在進めてい

る働き方改革では「教員がプロらしく働ける」環境を作ろうとしている。

コミュニティ・スクールにおいても「教員がプロらしく働ける」というこ

とを一つの目標とする必要がある。教員が一生懸命取り組み、疲弊してし

まうような取組は持続可能な取組ではない。 

学校も行政と同様、自らの考えを開示しない限り、問題は発生し続ける。

自らの考えを開示して、指摘してもらうことが学校や行政のためにもなる。

学校・行政だけではできないことについて、地域に協力を仰ぐが、業務

として協力できないことはできないと地域に対して遠慮なく言うような形

で進めていく必要がある。 
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(委員長) 

(事務局) 

(委員長) 

 重要な視点をいただいた。学校と家庭・地域との連携・協働は簡単なも

のではないというお話をいただき、やはり、大事なのは双方にとって良い

関係を築くよう努めることや、連立方程式を解くように答えを探していく

必要があるということが改めて分かった。これを踏まえて、浜松市として

のコミュニティ・スクールの在り方を模索しながら進めていきたい。 

次に三つめの重点である「教育の情報化」について実態把握調査や取組

を踏まえ、協議をしていきたい。子供の情報活用能力育成に向けて、教育

の情報化を推進していきたいと考えている。事務局から「教育の情報化」

について報告願う。 

 子供への質問「本などの資料やインターネットを使い、必要な情報を探

すことが得意である」について、肯定的な回答をしている子供の割合は小

中学校ともに約 80％であり、中学校では昨年度より伸びが見られた。しか

し、子供への質問「自分の考えや思いを、パソコンを使った資料や新聞な

どにまとめ、発表することができる」について、肯定的な回答をしている

子供の割合が小中学校ともに約 60％であり、今後も支援が必要と考える。

教員への質問「これからの社会を生き抜いていくために必要な資質・能

力として、情報活用能力を育てることが大切だと考える」について、小中

学校ともに、ほぼ 100％の教員が肯定的な回答をしており、昨年度よりも伸

びが見られることから、教員の意識が高まっていることが確認された。教

員への質問「ＩＣＴ機器を活用した授業を行っている」について、月数回

または日常的に活用していると回答した教員の割合は、小学校では約 80％、

中学校では約 60％となり、今後もねらいに基づいた効果的なＩＣＴ機器の

活用推進を図る必要があると考える。 

教育委員会としては、国の方針を踏まえ、教育の情報化に向けた計画で

ある「第３次浜松市教育総合計画～教育の情報化編～」で教育の情報化の

方針や、今度の施策等について示している。また、本年度から２年間、タ

ブレットパソコンの活用検証を市内 22 校の発達支援学級、複式学級、通常

の学級において実施しており、ＩＣＴ機器の効果的な活用に向けた取組や、

環境整備を進めている。 

「教育の情報化」推進部会では、ＩＣＴ機器の環境整備や活用に向けた

協議を行い、「情報モラルの指導を充実させること」、「国の方針を踏まえ、

環境整備を進めていくこと」、「タブレットパソコン検証校では、活用方法

について継続的な検証を行うこと」等の御意見をいただいた。また、「ＩＣ

Ｔ支援員の配置」や「育成目標のモデル案作成が必要であること」が課題

として挙げられた。 

本市の実態や今後の方向性について、実態把握調査の分析を踏まえ、長

谷川委員から御発言いただきたい。 
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(長谷川委員) 

(委員長) 

(笹原校長) 

(黒栁委員) 

 ＩＣＴ推進校（タブレットパソコン検証校）における、特徴的な傾向は

見い出せなかったため、全体的な傾向について報告する。 

子供の情報活用能力育成に関する教員の意識が高まっていることが明ら

かになった一方で、子供の情報活用に関する質問「自分の考えや思いを、

パソコンを使った資料や新聞などにまとめ、発表することができる」につ

いて、肯定的な回答をしている子供の割合が約 60％であった。また、教員

への質問「文字入力やインターネット閲覧など、パソコンの基本的な操作

ができるよう、指導している、または予定している」について、年数回実

施・未実施と回答している教員もいたため、子供の情報活用能力育成に関

する教員の意識は高まっているが、授業実践が課題である。 

タブレットパソコンの検証は、今年度が検証１年目であり、検証校での

実践が子供にどのような教育効果があるのか、分析にはまだ表れていない

ため、今年度の検証結果が基準値となる。基準値をもとに、次年度の経年

変化や、検証校以外の学校と比較しながら、教育の情報化に対する評価・

検証をする必要がある。 

また、情報モラルの指導も非常に重要である。教員への質問「子供に情

報モラルを育成するための指導をしている」について、未実施と回答した

教員もいる。先日、文部科学省において、小中学校へのスマートフォンの

持ち込み緩和について議論していくことが報道された。ＩＣＴ機器をモラ

ルに基づいて、どのように活用するかということは喫緊の課題である。飲

食店における不適切動画がＳＮＳに投稿され問題となっているが、同様の

ことが学校現場であってはならない。 

実態把握調査から、ＩＣＴ機器の活用や情報活用能力育成に向けての取

組に課題が見られた。学校の現状について報告願う。 

 授業準備や授業においてＩＣＴ機器を活用する教員は増えている。また、

調べ学習の内容をパワーポイントで子供に発表させるような授業も行われ

ている。教員も子供もＩＣＴ機器の利用は増えているが、日常的にＩＣＴ

機器を使えるようになることが望ましい。 

ＩＣＴ機器の活用について、ＩＣＴ支援員に助言してもらえる環境が整

えば、ＩＣＴ機器活用が推進され、更なる授業改善にも結びついていくと

考える。 

子供は情報に左右されやすく、保護者として危機感を抱いている。参観

会等でなくても、学校でＩＣＴ機器を活用する場面が増えていると感じて

いるが、学校間で差がある。情報モラルについて、いつ頃から指導してい

るか学校で質問したところ、小学校３年生から、個人情報の取扱い等の指

導を行っているとのことである。子供が使用するゲーム機器もインターネ

ットにつながるような時代であるため、小学校の早い段階から情報モラル
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(安田委員) 

(鈴木委員) 

(事務局) 

(委員長) 

に関する指導をする必要があると感じる。 

ＩＣＴ支援員が学校にいれば、ＩＣＴ機器の活用が推進されると思うが、

ＩＣＴ機器の扱いに長けた教員の仕事に軽重をつけて、業務の半分を通常

業務、半分をＩＣＴ支援員のような業務を行うことを検討してみてはどう

か。教員数を増やさなければならないが、単にＩＣＴ機器の使用に長けた

方が学校に入るよりも、教育に携わっている教員を活用するのも、一つの

方法ではないかと考える。全ての教員に一律のレベルを求めるのではなく、

得意を生かす方法を検討してみたらどうか。 

教育の情報化に関する子供への質問「自分の考えや思いを、パソコンを

使った資料や新聞などにまとめ、発表することができる」の意図は何か。

パソコンの基本的な操作ができるということか、新聞等で考えをまとめる

能力があるかということか。 

設問の趣旨は、情報を活用する力、必要な情報を取りまとめて表現する

能力があるかどうかである。 

今後も学校のＩＣＴ環境の整備を計画的に進めていきたい。また情報モ

ラルの指導やＩＣＴ支援員についても、成果や課題を共有しながら検討し

ていきたい。 

（２）第３次浜松市教育総合計画 後期計画の概要案について 

(委員長) 

(事務局) 

「第３次浜松市教育総合計画 後期計画」に関する内容について協議を

行う。まずは、事務局から説明願う。 

 はじめに後期計画策定に係る基本的事項の「国の教育施策の方向性」に

ついてである。第３次教育振興基本計画では「2030 年度以降の社会を展望

した教育施策の重点事項」として、「自立した人間として、主体的に判断し、

多様な人々と協働しながら新たな価値を創造する人材の育成」等が示され

ている。また、新学習指導要領では、社会に開かれた教育課程の実現を目

指している。このような国の動向を踏まえ、後期計画を策定する。 

 次に「後期計画の変更点等」についてである。第３次浜松市教育総合計

画は 10 年間の基本構想となっていることから、計画の範囲や理念、目指す

子供の姿等は変更せず、国の動向を踏まえ、施策や取組の見直しを図る。 

 後期計画は、国の動向と前期計画の成果や課題を踏まえ、キャリア教育

の推進を重点として、三つの方針にまとめた。今回提示させていただいた

後期計画概要案は今年度４回開催された「評価・検証」推進部会において、

検討、修正を重ねたものである。 
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(委員長) 

(長谷川委員) 

後期計画の三つの方針について説明する。方針１を「子供の『生きる力』

を育む教育の充実」、政策を「政策１ 夢と希望を持ち続ける子供を育てま

す」、「政策２ これからの社会を生き抜くための資質・能力を育む子供を育

てます」、「政策３ 自分らしさを大切にする子供を育てます」、重点的に推

進する施策を「夢と希望を育む施策」、「これからの時代に必要な学力を育

てる施策」、「教育の情報化へ対応する施策」、「豊かな情操を育む施策」、「健

やかな体と体力を育む施策」、「幼児教育充実のための施策」、「社会的・職

業的自立に向けた教育を充実させるための施策」とした。 

 方針２を「魅力ある教育を支える環境の整備」、政策を「政策４ 一人一

人の可能性を引き出し伸ばします」、「政策５ 園・学校や教職員の力を向上

させます」、「政策６ 子供の生活や学びを支える教育環境づくりを進めま

す」、重点的に推進する施策を「不登校の子供支援充実のための施策」、「障

がいのある子供支援充実のための施策」、「外国につながる子供支援充実の

ための施策」、「教職員の資質向上のための施策」、「学校における働き方改

革のための施策」とした。 

 方針３を「子供の育ちを支える家庭・地域との連携・協働」、政策を「政

策７ 家庭や地域の力を生かした取組を推進します」、重点的に推進する施

策を「地域とともにある園・学校づくりのための施策（コミュニティ・ス

クール）」とした。 

 政策の文言については、浜松市総合計画の政策体系や戦略計画との関連

性から変更しない。 

三つの方針でまとめたことから、後期計画では政策の順番について、前

期計画の政策６「家庭や地域の力を生かした取組を推進します」と政策７

「子供の生活や学びを支える教育環境づくりを進めます」を入れ替えた。 

事務局からの説明をもとに、国の動向や本市の実態と課題を踏まえ、後

期計画の５年間で、力を入れていく施策や取組、重点にしていく内容等に

ついて協議していきたい。 

実態把握調査は不断の見直しが必要である。教員や子供の実態を把握す

るために、質問の選択肢を頻度等、具体的な内容として、できるだけ具体

的に子供や教員の姿が分かるような評価方法を検証していく必要がある。 

また、後期計画全体として、重点項目が多岐に渡っており、施策と予算

の紐づけが重要である。施策に資源を投入するという意味で、重点的に何

を行うのか明確にする必要がある。多くの施策が、最終的に浜松市の目指

す子供の姿につながっていくように内容を絞って、重点をいくつか組み合

わせながら取り組み、その結果を評価するということも重要な評価の観点

である。 
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(島田委員) 

(藤原委員) 

(委員長) 

(金田校長) 

(渥美委員) 

 教員の意識の高さが子供のよい表れに影響することが分かった。また、

具体的な取組が各学校・地域で取り組まれている。後期計画においては、

どのように持続可能な形で取り組んでいくか、また、働き方改革等、新た

な課題に対してどのように対応していくか具体的な取組を検討していくこ

とになると思う。 

目指す子供の姿、自分らしさを大切にする子供ということが謳われてい

るが、具体的に取り組めば取り組むほど目的が見えにくくなることがある。

今は具体的な方向に目がいきがちだが、もう一度目的を再確認する必要が

ある。 

目指す子供の姿は学校、地域によってそれぞれ違うため、そのような子

供を育成するための手段も多様化することが５年先には予想される。子供

一人一人の幸せのためにどうすればよいか、教員、保護者、地域がみんな

で考えていかねばならない。学校、家庭、地域の取組が、結果として目指

す子供の姿の実現につながっていくということが後期計画の中に見えてく

るとよい。 

よい教育のために、行政は予算確保に努めなければならない。モデル校

での検証は予算確保に向けての有効な手段の一つである。モデル校におい

て、何らかの資源を投入する取組を実施したら成果が見られた。モデル校

指定によって教員の指導が変わり何らかの成果が見えてくる、これがエビ

デンスである。エビデンスに基づく政策立案をしてもらいたい。どこの自

治体も予算がないため、政策立案にあたり基本的にはエビデンスが必要で

あり、どうやってエビデンスを構築するか考え取り組んでいる。そのため、

長谷川委員の分析は非常に有意義なものである。 

政策の成果を学力調査と紐づけて分析をしている自治体もある。専門家

と質問項目を検討することで、エビデンスにつながるような有益な結果を

得ることができる。また、望んでいた結果が得られなかった時、どのよう

な条件であれば望んだ結果につながっていくか詳細に分析してもらうこと

ができる。エビデンスに基づく政策形成がスタンダートなものとなるよう

に努めてもらいたい。 

それでは学校からの御意見を伺う。 

視点を変えて提案したい。新規採用人材確保の方策として、また、若手

教員の動機付けのため、奨学金を借りている教職員の返済を助成するよう

な制度を検討していただきたい。 

 学校の教員は決められた枠の中でしか動けない。教員が学校の事情を一

番良く分かっているため、実施困難と思われる些細な意見もどんどん出し

てもらいたい。教育委員会は出された意見の中から、どれを吸い上げられ
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(鈴木委員) 

(田中委員) 

(委員長) 

(島田委員) 

るのか、実現するためにどういうどうすればよいか検討すればよい。学校

から意見や考えを教育委員会に挙げてもらいたい。 

 高校では、大学受験を踏まえて認知的能力を高める教育を実施している

と認識していたが、現在、高校でもキャリア教育にあるような課題解決、

新たな発想を考えさせるような話合いをする授業に移行している。後期計

画策定においては、市立高校とも調整を行い、幼・小・中・高まで連携し

た教育が実施できるとよい。 

 働き方改革において、教員の労働時間削減だけでなく、成長実感等の心

理的報酬によってモチベーションを高め、教員の心理的ストレスの軽減図

られるような取組や環境作りが行えるとよい。 

これまでの協議と本市の取組の検証・評価から見える課題や成果を踏ま

えて、後期計画策定に向けての御指導を島田委員からいただきたい。 

 後期計画は前期計画を受けて拡大していくものである。目指す子供の姿

を実現させるために、具体的なところをどう意識させていくかが大切であ

る。学校は教育課程が基盤であることを地域に発信していくところから始

まり、学校・地域が協議を重ねて、みんなで子供を支えていく。 

大学においても小中学校と同様に様々な改革が行われている。文科省へ

の書類提出において、必ず根拠資料の提出を求められているため、学生や

教員へアンケートを行いながら、様々な分析を行っている。６月に教育学

部１年生の生徒に教員志望についてアンケートをとったところ、既に２割

の学生が教員志望していないという実態が見えてきた。大学として、いか

に教員志望者を減らさないようにという観点で取り組んできたが、そもそ

も教員を志望していない学生が入学しているという実態が見えてきたこと

で、入試改革につながってきている。 

また、大学の講義だけでは、経験が不足しているため、学生の頃から様々

な体験をさせていかねばならない。大学で教えることのできない部分を教

育委員会や学校へお願いして、足りない部分を補ってもらいながら、大学

として育てたい人材育成を行っている。 

学校も、何か新しいことが増えて多忙になるという意識ではなく、社会

や子供の状況が変わる中で、子供の幸せのために何ができるか、学校でで

きないことは地域に支援してもらう、というところにもう一度立ち戻るこ

とが大切ではないかと思う。 

具体的な取組が進めば進むほど、具体的な取組を行うことが目的となっ

てしまうため、本来の目的である「目指す子供の姿」に立ち返りながら、

後期計画の５年間を検証していく方法を考え、よりよい形を作っていく過

程がこれからも大切である。 
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４ 専門委員 総括 

(委員長) 

(藤原委員) 

それでは、藤原委員から、本日の協議を総括していただく。来年度や後

期計画策定に向けて、国の動向を踏まえた大きな視点から御示唆いただき

たい。 

限られた予算の中で、様々な課題を抱える現在の日本において問題解決

は容易ではない。教育予算を確保するためには、根拠に基づく政策立案に

慣れる必要がある。様々な課題に対して、連立方程式を解くような感覚を

持って取り組まないと、行政も学校も機能しなくなる。コミュニティ・ス

クールは、三つの目的である、「教育の質の向上」、「教員がプロらしく働け

る環境づくり」、「地域振興」を同時に果たさなければならないが、これは

全部対立するものである。対立する目的を果たすために、今ある資源の中

で折り合いをつけながら、連立方程式を解くような感覚を持って取り組ん

でいかなければならない。教員の増員だけでは解決にならないことから、

明確な根拠を示し予算確保に努めていただきたい。 

二つの教育理念である「未来創造への人づくり」、「市民協働による人づ

くり」を基本として、教育委員の方と十分に熟議して、時代の変化に即し

て意味付けを変えていけばよい。 

 現在、中央教育審議会ではリーダーシップの分散について議論している。

教育委員や教育者、一部の人間が頑張っても子供の学力は上がらない。校

長を元気づけ、学校の雰囲気が良くなることで教員がやる気になる。教育

委員会から支援されていると実感するから、教員が頑張ろうと思う。校長

が自分たちのことを真剣に考えてくれていると実感するから、教員が頑張

ろうと思う。学年主任が自分たちの学年は良くやっていると褒めたたえて

くれるから、教員が頑張ろうと思う。このようにパスが何本もつながって

間接的に大きな効果をねらっていく。一部の人だけでなく全ての人がリー

ダーシップを発揮できることが効果を生み出すことにつながる。 

先ほど安田委員から御発言があった、ＩＣＴ機器の使用に長けた教員を

ＩＣＴ支援のリーダーとして特化させることもリーダーシップの分散によ

る間接効果の一つの方法である。また、校長の予算裁量を増やす等、校長

自身の工夫によって、子供を幸せにできるという感覚を持ってもらえるよ

うな仕掛けが大事である。コミュニティ・スクールでいうと、校長がどう

いう人を学校運営協議会委員として登用するか選択できる。自分で決める

ということは大事なことである。子供に自分の人生は自分で決めることを

指導しているのだから、校長には、自分の学校は自分で決められるという

感覚が必要である。 

教育委員会はリーダーシップ分散のための仕組みを作る必要がある。ど

うすれば校長がリーダーシップを発揮できるか検討をお願いしたい。その

結果として、政策を立案する側と実施する側がつながり、最終的に浜松の
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(委員長) 

子供の学力向上につながっていくと考える。 

本日は多岐にわたり御協議いただき感謝申し上げる。本年度の重点であ

るキャリア教育の充実や市民協働、教育の情報化の推進について議論を深

めることができた。来年度は前期計画の最終年度であるため、更なる充実

に向けて取り組んでいきたい。後期計画の策定についても、新たな視点を

いただいたので、それも踏まえて検討を進めていきたい。 

５ その他 

(事務局) 2019 年度版「はままつ人づくり未来プラン」、「コミュニティ・スクール」

リーフレットについて報告。 

６ 閉会 

（委員長) 以上で、第３回はままつ人づくり未来プラン検討委員会を終了する。 


