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平成２７年草加市教育委員会第９回定例会 

 

                   平成２７年９月２４日（木）午後１時３０分から 

                   草加市役所本庁舎西棟教育委員会会議室（４階） 

 

○議 題 

     第３９号議案  平成２８年度当初教職員人事異動方針を定めることについて 

     第２９号報告  県費負担教職員の人事に係る専決処理の報告について 

     第３０号報告  草加市立小・中学校事務の共同実施検討委員会設置要綱の制定 

             について 

     第３１号報告  草加市障害児就学支援委員会の答申に係る報告について 

     第３２号報告  平成２７年度全国学力・学習状況調査の報告について 

 

○出席者 

       教 育 長   髙  木  宏  幸 

       教育長職務代理者   村  田  悦  一 

       委 員   井  出  健治郎 

       委 員   小  澤  尚  久 

       委 員   加  藤  由  美 

 

○説明員 

       教育総務部長   今  井  規  雄 

       教育総務部副部長   橋  本  政  幸 

       教育総務部副部長   青  木   裕 

       (兼)総務企画課長    

       学 務 課 長   川  﨑  淳一郎 

       指 導 課 長   三  浦  伸  治 

       教育支援室長   山  根   明 
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○事務局 

       書    記   飯  野  光  政 

                山  岸   亮 

 

 

○傍聴人   １人 
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午後１時３０分 開会 

   ◎開会の宣言 

○髙木宏幸教育長 ただ今から、平成２７年教育委員会第９回定例会を開催いたします。 

 

   ◎前回会議録の承認 

○髙木宏幸教育長 事務局から前回会議録の朗読をお願いいたします。 

前回会議録の朗読 

○髙木宏幸教育長 ただ今、事務局から前回会議録の朗読がありましたが、これにつきまして

ご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 

（「ありません」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 よろしければ、承認することとし、会議録への署名を行いたいと思います。 

教育長・委員の署名 

 

○髙木宏幸教育長 以上で前回会議録の承認を終了します。 

 

   ◎議案審議 

○髙木宏幸教育長 ただ今から、審議に入らせていただきます。本日の案件は、議案が１件、

報告が４件となっております。 

 なお、委員さんの中で議題以外の教育全般に係るご質疑、ご意見等がございましたら、委員

会終了後に意見交換の時間を設けておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

   ◎第３９号議案  平成２８年度当初教職員人事異動方針を定めることについて 

○髙木宏幸教育長 初めに、第３９議案につきまして、川﨑学務課長より説明させます。 

○説明員 平成２８年度当初教職員人事異動方針を定めることについてご説明いたします。 

 提案理由でございますが、平成２８年度当初教職員人事異動を円滑に推進するに当たり、

埼玉県教育委員会の「平成２８年度当初教職員人事異動の方針について」に基づき、草加市

教育委員会としての当該方針を定める必要を認めたためでございます。 

 草加市の方針といたしましては、本市教育行政の活性化、人材育成、教育水準の向上等を
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期するために、適材を適時適所に配置するために人事異動を推進いたします。同一校在職７

年以上の者については積極的に異動を行い、在職１０年以内に異動を行います。新採用の教

員につきましては、採用後５年以内に異動を行い、原則として市町村間の異動を行います。

また、同一校在職３年未満、産休・育休中及び妊娠中の者、休職中の者の異動は行いません。 

 次に、平成２７年度との新旧対照表でございます。太字で、下線を引いた部分が変更とな

った箇所でございます。草加市につきましては、草加市教育振興基本計画が平成２７年度ま

でとなっているため、昨年度と同様の表記としております。また、参考資料といたしまして、

別添に、県の「平成２８年度当初教職員人事異動方針」ならびに「細部事項」を添付いたし

ました。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いいた

します。 

○小澤尚久委員 ２点よろしいでしょうか。１点目は、３ページの基本方針の（２）なんです

けれども、人材育成を期して、教職員の視野を広め職務経験を豊かにするための異動を推進す

るということで、今まで、この部分に該当する例としてどんなものがあったか、また、効果的

なものがあったかというのを、分かる範囲でいいので教えていただければと思います。 

 ２点目、これは意見というか、お願いになるのですけれども、４ページの（７）のところで、

小・中学校間の異動に努めるということで、前にもお願いしたことがあったのですが、保育園

や幼稚園について、丸々異動というのは難しいと思いますが、そういった連携も視野に入れた

配置というか、そういったものも工夫していただけると大変うれしいなと思います。２点目に

ついては意見だけになります。１点目の方で、何かありましたら教えてください。 

○説明員 教職員の視野を広め、ということでは、年次によって５年目を経験した者が、他市

に異動していくということで、経験人事というものがあります。また、小中、または中高、ま

たはさいたま市等で、いろいろ経験豊かな者を交換するというようなプランがあります。 

 基本的には、行って戻ってくるということになりますが、お互いに力のある者を、また別の

世界で視野を広め、また、戻ってきたことで、力を発揮していただくということでは効果が表

れているところでございます。 

○小澤尚久委員 ありがとうございます。例えば、職種の違う公民館などに、一時期、籍を置

いて、そういう職務をすることというのはありますか。 

○説明員 基本的に、１０年次研、２０年次研と教職員が研修を行うときに、特に２０年次研

のときには、自分である程度、研修する部分を見つけていくということがありまして、直接的



- 5 - 

 

には教員がもし行くとすると、在外とか、青年海外協力隊とか、自分の希望で決めて利用する

ということもございます。 

○小澤尚久委員 いろいろなところで職務経験を豊かにするための工夫をしていただければ、

さらにありがたいなと思います。 

○髙木宏幸教育長 橋本教育総務部副部長。 

○説明員 今、川﨑課長から説明した内容に補足させていただきますが、教員として、企業に

出向いて、１年間、研修をしてくる制度もあります。本市の職員の中にも、デパートに１年研

修に行き戻ってきているという職員もおります。こちらは県の事業になります。 

○小澤尚久委員 わかりました。ありがとうございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 今の説明の中で、新旧対照表がありますが、２７と２８が変わ

っただけで、まるっきり変わらないということでしたが、参考資料にあります県の人事異動方

針と細部事項、これも変更なしですか。 

○説明員 はい、同じでございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 変わらないということは、どういうことなのか。順調にできて

いるのか、いないのか、ある程度、課題がはっきりしているのか、していないのか、その辺に

ついて、例年と同じ異動方針が各学校に出されても、各学校、校長先生を含めて、意識が盛り

上がっていかないのかなという気がするのですが、どうお考えですか。 

 また、基本方針と出ていますが、草加市として、人事異動方針を立てるに当たっての、例え

ば、こういう課題がある、あるいは文章は変わっていないけれども、特に、２８年度の人事異

動方針については、このことを重点的にやるというような点が幾つか当然あると思います。そ

の辺を具体的にお話しいただければと思います。 

○説明員 先ほどありました県が行っている活性化、人材育成はもとより、現状として、教員

年齢の二極化、退職者の増加、再任用者の配置、女性管理職が少ないこと、それから、新採用

教員、若手教師の育成、臨時的任用教員の割合が多いことなどの課題がございます。これらの

課題を解決するために、積極的な人事異動を必要とする上で、方針を立てたところでございま

す。 

○村田悦一教育長職務代理者 絞るとしたら、一番の課題は何ですか。 

○説明員 やはり教員年齢の二極化と退職者の増加、特に再任用者の考え方です。特に、フル

タイムでお願いしたいということで、そこが強化しなければいけないところであると思います。 

○村田悦一教育長職務代理者 この人事異動方針では、最初に埼玉県教育委員会及び埼玉県教
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育局南部教育事務所との密接な連携のもとに、とありますが、やはり草加、八潮、越谷、隣接、

あるいは生活圏がこの東武スカイツリーラインに沿っているということで、異動のいろいろな

形の中で、やはり東部教育事務所との密接な連携というものもどこかに出てくるといいのかな

と思います。当然、埼玉県教育委員会の中に入っていると思いますが、その辺については、本

年度の人事異動を踏まえて、東部教育事務所との連携について、どのようにお考えになってい

るのでしょうか。 

○髙木宏幸教育長 橋本教育総務部副部長。 

○説明員 東部事務所管内の、特に、越谷、三郷、八潮、吉川等と、こちらも、私を含めて担

当者同士の会合などに出席させていただきました。その上で、希望者であるとか、その情報交

換などを行いながら、円滑に進むように何度か会合を持たせていただいておりますので、今年

度も同じように連携を図ってまいりたいと考えております。 

○村田悦一教育長職務代理者 ぜひ密接な連携、日ごろからの各市教委等との連携をお願いで

きればと思います。 

 次に、４ページの（１０）、ウの休職中の者の扱いについて、確認させていただきたいので

すが、これは２８年度当初人事異動方針ですから、２８年４月１日に現場に復帰する者は異動

の対象になるのか、今休職中の者は復帰する者でも対象にならないのか。この休職中の者とい

うのは、今なのか、２８年度当初の４月１日に休職中の者なのか。具体的には、どのように原

則として、休職中の者の異動について考えているのか、そこを教えていただければと思います。 

○髙木宏幸教育長 橋本教育総務部副部長。 

○説明員 基本的には、４月１日を挟んで、３月から４月にかけて休職している者については、

異動の対象からは外すこととしています。ただ、その前に、現在休んでいても、復帰できる者

であれば、異動の対象として考えております。 

○村田悦一教育長職務代理者 そうすると、４月１日に復職する者は、同時にほかの学校に行

く可能性があるということですね。 

○説明員 はい。ただ、状況にもよります。精神的な課題を抱えている方にはご負担をかける

こともありますし、ただ、怪我とか、そういった状況でもう元気にお勤めができるというケー

スであれば、それなりに対応したいと思います。 

○村田悦一教育長職務代理者 そういう教員が異動する場合は、十分配慮して進めていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、異動方針が変わらずなので、これを具体的に校長会等で示していくときに、この
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文書をただ読んでいくだけでは、例年と同じなのか、となりますので、例えば人事異動のよう

なキーワードというのですか、これは押さえなくてはいけないと、このことだけは校長先生方

に確認をしながら、大事なことの中で進めていく、そういうキーワードとしてどんなものを考

えていらっしゃるのか、教えていただけますか。 

○説明員 先ほどの繰り返しになりますが、やはり現場の活性化、それから、特に若手の人材

育成、それから学力向上を含めた教育水準、先生自体の授業力の向上もあると思いますが、そ

ういうことを考えた配置ということで、強調していきたいと思います。 

○村田悦一教育長職務代理者 これは私の考えですけれども、１点は教職員組織の活性化で、

この人事異動で、適材を適時に適所へという、この辺として、校長は、この教員は、今動かす

のか、学校あるいは本人にとって、もう１年、残したほうがいいのかと。それは、機械的に何

年だからとかではなくて、そこのところはやはり校長先生方に確認していくことと、当然なの

ですけれども、人事は公平、公正、厳正であるということ、そこのところがもし崩れてしまう

と、人事の信頼関係、教育への信頼がなくなりますので、やはりここに出ていなくても、そう

いうところについてもよろしくお願いいたします。 

 最後に、今のこの人事は、計画的、継続的、そして広域的であり、今年で終わりではなくて、

特に校長が変わったところは、前の校長がどんな計画を持って、今進めているのかを意識して、

新しい校長は継続的にやっていかないといけないのかなと。そういう継続的な人事異動が、今

年は動かなくても次に行くとか、そういう形になっていくのかなと思いますので、方針として

は変わりませんが、それも踏まえて、ぜひ、すばらしい活性化が図れる人事異動を進めていた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 今、２８年度の当初教職員人事異動方針についてご意見をいただきましたけれども、人事異

動、これは学校長としても一番関心の高い事項です。どのように、学校づくりをしていくのか、

それに関わるのは、やはり人材でありますし、同時に、今、議論があったように、人材の育成

という点もありますから、その辺も含めながら、この異動方針に基づいて、人事異動を実施し

てまいりたいと思っております。 

 それでは、第３９号議案につきましては、原案どおり可決することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第３９号議案については、可決といたします。 
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   ◎第２９号報告  県費負担教職員の人事に係る専決処理の報告について 

○髙木宏幸教育長 次に、第２９号報告につきまして、川﨑学務課長より説明させます。 

○説明員 それでは、県費負担教職員の専決人事を報告させていただきます。 

 育児休業が、小学校教諭５件、中学校教諭３件でございます。取得した職員は女性でござい

ます。 

 退職が、中学校教諭１件でございます。これにつきましては、病気休職中でありましたが、

今後、回復次第で、進路を変更したいということで、退職に至りました。 

 発令につきましては、欠員補充が、小学校教諭１件でございます。 

 代替につきましては、小学校産休代員３件、中学校産休代員１件、小学校育休代員５件、中

学校育休代員３件でございます。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いいた

します。 

○村田悦一教育長職務代理者 ２番の退職について、進路変更ということですが、この進路変

更で退職した教員の経験年数は何年ですか。 

○説明員 ３年目となります。 

○村田悦一教育長職務代理者 ３年目の教員。それに、関連して。欠員はもう埋まっています

か。発令はいつですか。 

○説明員 発令は、平成２７年８月３１日で、今まで休職代員の者がそのまま入りました。 

○髙木宏幸教育長 他にご意見、ご質問はございますか。 

 それでは、第２９号報告につきましては、原案どおり承認することでよろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

○髙木宏幸教育長 異議がないようですので、第２９号報告については、承認といたします。 

 

   ◎第３０号報告  草加市立小・中学校事務の共同実施検討委員会設置要綱の制定に 

            ついて 

○髙木宏幸教育長 続きまして、教育長に対する事務委任規則第３条の規定に基づき、事務の

管理及び執行の状況を報告させていただきます。 

 それでは、第３０号報告につきまして、川﨑学務課長より説明させます。 
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○説明員 草加市立小・中学校事務の共同実施検討委員会の設置についてのご説明を申し上げ

ます。埼玉県では、事務処理の効率化、適正化、学校事務職員の資質・意欲の向上、学校の自

主性・自律性の確立を図るため、平成２４年３月に「事務の共同実施に関する方針」を示し、

平成２５年度には「事務の共同実施推進マニュアル」を制定し、事務の共同実施を進めており

ます。そこで、事務の共同実施について、草加市立小・中学校事務の共同実施検討委員会を設

置し、検討を行うものでございます。平成２７年９月１日から施行するものです。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いいた

します。 

○小澤尚久委員 例えば、具体的にどういったことを、この共同実施というのは狙っているの

でしょうか。もう少し具体的にお願いいたします。 

○説明員 ３点ございます。１点目は、事務職は一人職のところが多いため、そのことによる

ミスをなくしていくこと。 

 ２点目は、特に若手の職員が専門性をより高めることができるということ。 

 ３点目は、事務職がしっかりすることで、学校運営の向上につながるということでございま

す。 

○小澤尚久委員 ありがとうございます。狙いはわかりました。もう少し、ミスをなくすため

に具体的にどのようなことをされるのかを教えてください。 

○説明員 具体的なことで申しますと、事務の中に扶養手当や、住居手当、児童手当など様々

なものがありますが、ミスがあると戻し入れになってしまいます。こういったものについても、

複数で一つの場所に集まり、お互いに分からないところを聞き合いチェックし合うことで、ミ

スの軽減につなげることができるものと考えております。 

○小澤尚久委員 例えば、Ａ小学校とＢ中学校の事務職の方が、Ａ小学校の事務室などに集ま

って、チェックし合いながら、共同で作業を進めるようなことがあるということですか。 

○説明員 はい。基本的にはもっと大きいブロックになる予定です。市内の北東ブロックだと

か、または中学校区ブロックといったイメージになります。 

○髙木宏幸教育長 橋本教育総務部副部長。 

○説明員 今、学務課長からも説明がありましたが、既にこういうものを設置して、始めてい

る市もございます。そちらでは、中学校を中心として、中学校区の事務職の方が毎月集まって、

点検作業等をしながら、円滑に事務作業を進めているというようなことも情報提供いただいて

おります。 



- 10 - 

 

 本市でも、既に事務系の方でそういった組織について、形はある程度、作られているような

のですけれども、それは任意のものなので、今回はそれを組織立てて行っていこうというもの

でございます。 

○小澤尚久委員 ありがとうございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 今のお話である程度分かってきたのですけれど、事務処理の効

率化等ということで、実際にやっているところというのは、今、埼玉県で何市ぐらいあるので

すか。その辺はあまりオープンにはやっていないのですか。 

○髙木宏幸教育長 橋本教育総務部副部長。 

○説明員 私が昨年会議に出ていた中では１市、新座市がございます。 

○村田悦一教育長職務代理者 それから、共同、また複数ということですが、例えば、中学校

区でという場合は、いくつの学校があるのでしょうか。数的には、どの程度を想定されている

のでしょうか。草加でも、県でも。例えば、草加で中学校区の場合は。その辺についても研究

していくということでしょうか。 

○髙木宏幸教育長 橋本教育総務部副部長。 

○説明員 その辺のところについては、今後、検討して、事務の方たちのやりやすい形で、県

とも相談しながら進めていけるかと考えています。具体的に、今、中学校区でとか、北東ブロ

ックでとかの形で決定されているものではありませんので、今後、検討してまいりたいと考え

ています。 

○村田悦一教育長職務代理者 最後になりますが、そういう意味で、自主的に集まってやって

いるだけでは何のメリットもないと思えます。 

 例えば、学務課から説明がありましたが、学務課の方が詳しいかというと、それはまた別の

話になると思いますが、やはり事務の専門の方がどの程度、県教委事務所との連携なり、ある

いは、そういう意味でのものができるのか。ただ、一緒になってやるだけでは、私は、多少、

メリットはあると思うのですが、あまり効果は感じられないのかなと思います。その辺は、県

としての姿勢なり、草加市としての姿勢なりを、最後にお聞かせいただきたいのですが。 

○髙木宏幸教育長 新座市で実施していますよね。他にも実施しているところはあると思うの

ですが、実際に行って、どのような効果というか、成果というか、そういう声が聞かれている

のですか。橋本教育総務部副部長お願いします。 

○説明員 今、お話がありましたが、県がどういう形で関わっているかという部分について、

まずお答えしたいと思います。昨年度も年に１回、事務職主催の会議の中で、各市の取組とい
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うことで、報告書を持って、その場で報告をするというような研修会が一度ございました。そ

の中で、実際に行われている学校に県から依頼をして、さらに詳しく具体的にという形で発表

をいたしました。その中で、新座市が一番進んでいるということで、私も去年、参加をさせて

いただきました。先ほど学務課長からも説明したとおりなのですが、やはり、今、一人職であ

りながら、新採用になった方が学校に１名という形で配置される学校も増えてきていますので、

そういう方が大変戸惑ったり、混乱をしたりしている状況もあります。以前、私が勤務してい

た学校でも、新任の方が来たのですが、やはり非常に混乱をしていました。そういった中で、

こういう会議を活用することで、円滑に、また、落ち着いて仕事が効率よく進められるという

ことが、実際、私も体験させていただいたところです。 

○髙木宏幸教育長 事務職員の方は、基本的に学校に１名ということになります。しかしなが

ら、実際には、職名でいくと、事務主幹がいて、主査がいて、主任がいて、主事がいるという

ようになっております。そうすると、この共同実施によって、主幹はベテランの力をきちっと

発揮して、リーダーシップをとれるというような、そういう側面もあると聞いています。です

から、事務の先生方がキャリアを上げていった中で、きちっとその職位に応じて、力を発揮し

ていただくような、１校だけではなくて、複数校の中で力を発揮していただくような、そうい

う場にもなるだろうと考えております。そのことによって、さらにお互いに学び合うことで、

専門性も高まりますし、結果として、事務処理のミスも極力小さく抑えることができるのでは

ないかというように考えております。 

 他にご意見、ご質問はございますか。なければ、次の報告に移ります。 

 

   ◎第３１号報告  草加市障害児就学支援委員会の答申に係る報告について 

○髙木宏幸教育長 次に、第３１号報告につきまして、山根教育支援室長より説明させます。 

○説明員 草加市障害児就学支援委員会の答申に係る報告をさせていただきます。 

 今回の報告は、草加市教育委員会が、就学支援委員会に対して諮問しました２つの事項につ

いてでございます。 

 初めに、諮問事項（１）障害があると思われる児童・生徒のうち、通級による指導を含む特

別な教育措置が必要と思われる児童・生徒に対する障害の種類の判断、障害の程度の判断、及

び就学に係る教育的支援について、報告させていただきます。 

 特別な教育措置１では、今回の調査依頼人数４６人、調査実施人数４６人。未実施者はおり

ません。なお、４６人全員が小学生でございます。 
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 障害の種類の判断は２にございますとおり、「障害種を判断できるほどの課題は見られない」

が４人、知的障害が２５人、情緒障害が１７人でございます。 

 教育的支援につきましては、３にありますとおり、「障害種を判断できるほどの課題は見ら

れない」の中では、「通常学級で観察指導することが望ましい」が２人、「市教育支援室等の

支援を受けながら通常学級で指導することが望ましい」が２人でございました。知的障害の中

では、「知的障害特別支援学級で指導することが望ましい」が２０人、「知的障害特別支援学

校で指導することが望ましい」が５人でございました。情緒障害等の中では、「市教育支援室

等の支援を受けながら、通常学校で指導することが望ましい」が１人、「発達障害・情緒障害

の通級指導教室での指導を受けながら、通常学級で指導することが望ましい」が３人、「自閉

症情緒障害特別支援学級で指導することが望ましい」が１１人、「知的障害特別支援学校で指

導することが望ましい」が２人でございました。 

 次に、特別な教育的措置２、言葉、聞こえの通級指導におきましては、今回の調査依頼人数

７１人、調査実施人数は、同じく７１人、未実施者はおりません。 

 「言葉に障害がないと思われる児童」が２人、「言葉に障害があると思われる児童」は６９

人でございました。障害の種類の判断は２のとおりでございます。教育的支援につきましては、

３にありますとおり、「現段階では言葉に限定した問題は認められない」が２人、「自然に治

癒することが見込まれる」が２４人、「自然治癒の可能性も認められるため、継続観察を必要

とする」が１０人、「通級指導教室で言葉の相談を必要とする」が６人、「通級指導教室で言

葉の指導を必要とする」が２４人、「専門医の診断を必要とする」が４人、「言葉の発音の問

題でなく、知的障害に伴う全体的な発達による障害が考えられるため、発達相談を必要とする」

が１人でございました。 

 続きまして、諮問事項（２）障害があると思われる就学予定児のうち、通級による指導を含

む特別な教育措置が必要と思われる就学予定児に対する障害の種類の判断、障害の程度の判断、

および就学に係る教育的支援について報告させていただきます。 

 特別な教育的措置１では、今回の調査依頼人数、調査実施人数は１３人でございました。 

 障害の種類の判断は、２にございますとおり、「障害種を判断できるほどの課題は見られな

い」が１人、知的障害が５人、情緒障害が５人、肢体不自由が２人でございます。 

 教育的支援につきましては、３にありますとおり、「障害種を判断できるほどの課題は見ら

れない」の中では、「市教育支援室等の支援を受けながら、通常学校で指導することが望まし

い」が１人でございました。知的障害の中では、「知的障害特別支援学校で指導することが望
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ましい」が９人でございました。情緒障害等の中では、「自閉症情緒障害特別支援学級で指導

することが望ましい」が１人、肢体不自由の中では、「肢体不自由特別支援学校で指導するこ

とが望ましい」が２人でございました。 

 なお、今回報告させていただいた特別な教育的措置１の在学児童につきましては、主に６年

生が対象であり、今月下旬までには対象校長宛に通知いたします。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いいた

します。 

○加藤由美委員 １８ページの知的障害の「特別支援学校で指導することが望ましい」の５人

と、情緒障害等の「特別支援学校で指導することが望ましい」の２人の学年が分かりましたら、

教えていただきたいと思います。 

○説明員 はい。全員６年生でございます。 

○加藤由美委員 いろいろな相談の中で、今までで、特別支援学校に移った人も何人かいると

思うのですが、その特別支援学校へ移った方の親御さんの意見というか、特別支援学校に移っ

てよかったとか、移った後の意見というのは何か届いていますでしょうか。 

○説明員 直接こちらに連絡があったケースについては私は把握しておりませんが、学級から

学校へ移る際には、十分な相談を進めております。親御さんの中でも、かなりの葛藤がござい

まして、最終的にはどういった場所が子どものこれからの能力を伸ばす場なのか、その辺を理

解された親御さんが最終的には学校へ移っていくことがあると考えております。 

○加藤由美委員 特に、その後、意見を求めるということはされていないのですか。 

○説明員 はい、しておりません。 

○加藤由美委員 ことば・きこえのほうで、問題なしの２人というのは、ことばの勉強を特別、

指導を受けて、回復した２人ということでしょうか。 

○説明員 ことばの問題なしの２人は、幼児性があるということで、特別な支援を必要としな

いだろうと、そういう判断の２人でございました。 

○小澤尚久委員 今、ちょうど出たところで私も思ったのですが、幼児性があるということは、

その成長に従ってこの問題は解決していくだろうと、そのような判断ということでしょうか。 

○説明員 検査のときは、吃音が出ることはほとんどなかったお子さんでした。緊張する場面

で、たまに出ることに親御さんが気になられたと聞いております。 

○小澤尚久委員 ありがとうございます。 

 もう１点なのですが、１８ページの「障害種を判断できるほどの課題は見られない」という
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ところに４人のお子さんがいらっしゃって、２人は「市教育支援室等の支援を受けながら」と

いうことなのですが、あとの２人は「通常学級で観察指導することが望ましい」というふうに

あるのですが、多分、さっきのお話だと、これも６年生なのかなと思うのですが、就学支援委

員会に挙がってきたということは、何らかの支援を必要として挙がってきた子たちだと思うの

ですが、これは、通常学級でそのまま継続観察ということで大丈夫な子たちなのでしょうか。

その辺、保護者たちの理解ですとか、あと、学級での支援の体制ですとか、そういったことと

いうのはどうなのでしょうか。 

○説明員 保護者からの意見としましては、通常学級でお願いしたいというのが２人でござい

ます。また、各学校では、適切な支援を必要とすればもっと伸びるのではないか、そういった

ご意見がこの２人に対して学校長から伺っております。 

 また、教育支援室からも、特別な固定級ではなく、継続観察することで、何かあったらその

都度、対応することで大丈夫ではないかというように、保護者、在籍校長、支援室の三者がそ

れぞれの意見を持ちました。この意見を基に就学支援委員会で審議したところ、委員の先生方

からも、検査数値、日常の行動の様子から考えても、固定級ではない、また、障害がある・な

いという明確な判断には至らないということになりまして、集団の中で継続して様子を観察す

ることが一番いいのではないかという判断になりました。 

○小澤尚久委員 では、とにかくバックアップ体制はできているわけですね。 

○説明員 はい。 

○小澤尚久委員 分かりました。ありがとうございます。安心しました。 

○村田悦一教育長職務代理者 ことば・きこえの出現率というか、今回、調査依頼が７１人と

いうことですが、これはいつもより多いのか、少ないのか。例年、児童数も微減ですから、総

数だけでは判断できないと思うのですが、今回、７１人の中の約３分の１、ちょうど２４人が

要指導という形になったのですが、例えば、この人数は多いのか少ないのか。この辺のところ

が、幼児期からの生活とか、いろいろな環境とか成育が絡んでくると思います。今年、検査を

やっての特徴的なことや、傾向があれば、まとめてお話しいただければと思います。 

○説明員 今回の要指導となった人数については、特に多い、少ないということはございませ

ん。 

○村田悦一教育長職務代理者 いつものような状況ということで理解してよろしいでしょう

か。 

○説明員 はい。 
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○村田悦一教育長職務代理者 それでは、２２ページ、就学予定児ということで、これから、

小学校の就学時健康診断も始まりますが、最後に、６年生のということなので、できれば、今、

分かる半囲で、小学校新入学就学予定児で、一応、そういう相談を受けている子は例えば、何

人ぐらいいるのか、例年と比べてどうなのか。就学時健診も１０月で始まってくるので、ある

程度の資料はまとまっていると思うのですがいかがでしょうか。 

○説明員 申し訳ございません。具体的な人数については現在手許にございませんので、お伝

えすることができません。 

○村田悦一教育長職務代理者 ０歳児からということですから、そういうところも、連携とか、

いろいろやっていますから、今までとはどんどん変わってきていると思います。変わっていか

なくちゃやっぱりいけないと思うのですが、そういう意味で、ぜひ、その辺のところの傾向を

見ていただければと思います。 

 普段、そういうところで電話等で、例えば、教育支援室に子どもの育ちや、相談というもの

は、４月以降、あるいは１年を通して何かあるのでしょうか。 

○説明員 前年度の集計では、総数が７,６７８件、実人数としましては２,８４１人、相談を

受けております。 

○村田悦一教育長職務代理者 今日の産経新聞に「こども電話相談で不登校が最多に、昨年度、

４,３３８件、面接にも力」という記事が載っていましたが、例えば、生徒指導に関する電話

や、その辺の実態としてはどうなのでしょうか。分かる範囲で構いませんのでお願いします。 

○説明員 発達に係る相談につきましては、前年度、２,８１５件、不登校を含めました教育

相談の相談件数は４,８５３件でございます。そのうち、不登校という言葉を出しながらの相

談件数につきましては、平成２６年度では、１,８５９件。平成２５年では、２,１６３件でご

ざいました。 

○村田悦一教育長職務代理者 それは増えているのですか、それとも減っているのですか。 

○説明員 総数としては３０４件、不登校ということについては減少ではございますが、実件

数としましては、ほとんど横ばい状態と見ております。 

○村田悦一教育長職務代理者 ありがとうございました。 

○髙木宏幸教育長 三浦指導課長、何か補足説明がございますか。 

○説明員 指導課では、草加っ子元気カードということで、小学生、中学生に配っております。

電話相談については、昨年度は３１件でございました。そのうち、不登校については、保護者

から２件でございました。 
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 今年度は、４月から今日現在までで、電話相談２２件、そのうち、不登校につきましては、

保護者から２件ということで、その多くは、教育支援室の方に相談がいっているケースが多い

かと考えられます。 

○村田悦一教育長職務代理者 ありがとうございました。 

○加藤由美委員 先程申しました親御さんの意見について、行かせてよかったのかというとこ

ろを少し知りたいなということがあって、今後、相談する上でも、親御さんとしたら、行かせ

ていいのか悪いのかというところが一番心配なところだと思うので、よければ相談の上で、よ

かったということがすごく心の支えになると思いますので、そういうところも調べていただけ

たらと思います。 

○髙木宏幸教育長 その点については、特に、地元の草加かがやき特別支援学校との連携の中

で、保護者の方々の声も聞けるといいと思いますので、よろしくお願いします。 

 他にご意見、ご質問はございますか。なければ、次の報告に移ります。 

 

   ◎第３２号報告  平成２７年度全国学力・学習状況調査の報告について 

○髙木宏幸教育長 次に、第３２号報告につきまして、三浦指導課長より説明させます。 

○説明員 ４月に実施されました平成２７年度の全国学力・学習状況調査の結果について報告

させていただきます。 

 なお、ご承認をいただきました後、２７ページ以降の内容につきましては、ホームページ等

により公表していきたいと考えております。 

 初めに、国語、小学校、中学校別の結果概況について申し上げます。 

 （１）平均正答率の経年変化について記しております。黒塗りの菱形に、結果から分かるこ

とを何点か、要点を記述で示し、その下の表には、縦軸に草加市と埼玉県、全国の正答率とそ

の比較、また、横軸に、平成２５、２６、２７年度の平均正答率と対前年度比較を数値で表記

しております。 

 例として、国語のＡをご覧ください。草加市は、平成２５年度から、平均正答率は６０.９、

７１.３、６６.０と推移し、対前年度比較では、平成２５、２６年度の比較では、１０.４ポ

イント上昇し、２６、２７年度の比較では、５.３ポイント下降しております。この平均正答

率の上昇、下降につきましては、各年度、問題の内容や難易度が違うことから起きていること

と考えられます。こうしたことは、県や国も同様でございます。 

 その下、県との差を見ていただきますと、２５年度がマイナス１.７、２６年度がマイナス
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１.２，２７年度がマイナス２.７であり、２６年度と２５年度との差が０.５で、２７年度と

２６年度の差が１.５となっております。 

 国との差につきましては、２５年度がマイナス１.８、２６年度がマイナス１.６、２７年度

がマイナス４.０であり、２６年度、２５年度の差が０.２、２７年度と２６年度の差が２.４

となっております。 

 なお、対前年度比較の欄の白丸は県や国との差が縮まっていること、黒塗りの三角形下向き

は差が開いたこと、白塗りの三角形上向きは変化なしを示しております。 

 この表から分かることは、上の表記、黒塗り菱形に記しましたが、小・中学校ともに、県及

び全国の平均正答率を下回り、平成２５、２６年度とその差を縮めてきたものの、今年度と昨

年度との比較では、その差を広げてしまうという結果となっております。 

 ２８、２９ページは、小学校の国語Ａ、Ｂに関する領域別の平均正答率の経年変化でござい

ます。 

 小学校国語Ａ、２８ページにつきましては、話すこと、聞くこと、読むこと、伝統的な言語

文化と国語の特質に関する事項につきましては、全国及び県との差が大きく課題が見られます。

書くことについては、国及び県との差をマイナス１ポイントにとどめております。 

 ２９ページ、小学校国語Ｂにつきましては、話すこと、聞くこと、伝統的な言語文化等に平

均正答率の記述がありませんのは、該当の問題がなかったということでございます。書くこと、

読むことについて、全国及び埼玉県との差が大きく課題が見られます。特に書くことにつきま

しては、昨年度よりも大きく差が開き、課題が見られます。 

 次に、３０、３１ページをご覧ください。中学校の国語ＡとＢについて示しております。 

 ３０ページ、国語Ａでは、話すこと、聞くこと、書くこと、読むこと、伝統的な言語文化と

国語の特質に関する事項につきまして、国及び県との差が大きく課題が見られます。特に、書

くことについては、その差が顕著でございます。 

 ３１ページ、国語Ｂ。話すこと、聞くこと、書くこと、読むことについて、全国及び県との

差が大きく課題が見られますが、特に書くことにつきまして、国語のＡと同様、課題が顕著で

ございます。 

 次に、３２、３３ページでございますが、こちらは平成２７年度全国学力・学習状況調査の

正答数の分布から見る傾向について示しております。棒グラフが草加市を表し、丸で囲んであ

るところをご覧いただくと、草加市は正答数が多い児童・生徒の割合が、国や県と比べると低

いということが分かるかと思います。 
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 続きまして、３５ページ、算数、数学について報告いたします。 

 初めに、結果概況でございます。（１）平均正答率の経年変化でございます。小学校、中学

校ともに、県及び全国の平均正答率を下回っており、前年度と比較しても、県及び全国との差

が広がる傾向にございます。基礎的、基本的な問題における知識、理解や技能について、改善

の状況が見られるものがございます。 

 算数Ｂ、数学Ｂの平均正答率においては、前年度と比較し、県や全国との差が広がる状況が

見られ、数学的根拠に基づいて事柄の理由を説明する内容については、課題が見られます。 

 続いて、３６、３７ページ、領域別平均正答率の経年変化です。 

 ３６ページは小学校の算数Ａでございます。数と計算、量と測定、図形については、県及び

全国の平均正答率を下回っているとともに、その差が広がっており、課題が見られます。数量

関係については、県及び全国の平均正答率を下回っているものの、県及び全国との差が縮まる

傾向が見られます。 

 続いて、３７ページ、小学校算数Ｂ。全ての領域において、県及び全国の平均正答率を下回

っているとともに、県及び全国との差が広がっており、課題が見られます。 

 ３８、３９ページをご覧ください。中学校数学Ａ。数と式、図形、関数については、国及び

県との差が大きく、課題が見られ、資料の活用については、国及び県との差がやや大きいので

すが、前年度より伸びが大きく、国や県との差が縮まる傾向があります。 

 ３９ページ、中学校の数学Ｂ。数と式、図形、関数、資料の活用、全ての領域において、国

や県との差が大きく、課題が見られます。数と式につきましては、前年度より、国や県との差

が縮まっておりますが、資料の活用につきましては、前年度との差が広がり、課題が見られて

おります。 

 ４０、４１ページは、正答数の分布から見る傾向です。国語と同様、正答数の多い割合が少

ないということが分かります。 

 ４３ページは、理科の結果概況です。（１）平均正答率の経年変化ですが、小学校、中学校

ともに、県及び全国の平均正答率を下回り、差が広がる傾向があり、主として活用に関する問

題について、県及び国の平均正答率との差が広がる傾向があります。 

 ４４、４５ページです。観点別の平均正答率の経年変化。小学校理科は、各観点とも、県及

び国の平均正答率と差が見られ、各観点とも県及び国との差が広がる傾向があります。 

 中学校理科、４５ページでは、各観点とも、県及び国との平均正答率と差が見られ、科学的

な思考、表現、観察、実験の技能については差が大きくなる、広がるという傾向がございます。 
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 ４６ページは正答数の分布から見る傾向で、国語や算数、数学と同様の傾向が見られます。 

 ４７ページは、８７項目ある質問紙調査から、小中ともに昨年度と同様の１１項目について

取り上げました。小学校では、１番、毎日朝食を食べている。２番、学校のきまりを守ってい

る。４番、家で自分で計画を立てて勉強している。５番、家で学校の宿題をしている。７番、

国語の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役立つ。９番、算数の授業で学習した

ことは、将来、社会に出たときに役立つ。以上の６つの項目で、２年連続、全国を上回ってお

り、中学校では、１番、毎日朝食を食べている。４番、家で自分で計画を立てて勉強している。

７番、国語の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役立つ。この３つの項目で、２

年連続、全国を上回っております。 

 反対に、小学校で、８番、算数の勉強は好きだ。中学校では、３番、人の気持ちが分かる人

間になりたい。５番、家で学校の宿題をしている。６番、国語の勉強は好きだ。９番、数学の

授業で学習したことは、将来、社会に出たときに役立つ。につきましては、２年連続で全国を

下回っているという結果でございます。 

 今後、きめ細かな質問紙とのクロス集計結果や改善の方策等について、教育委員会で報告、

ご承認をいただきながら、各学校に情報提供し、各学校の学力向上プランの見直し等に活用し

ていただくとともに、ホームページ等で公表していく予定でございます。以上でございます。 

○髙木宏幸教育長 ただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたらお願いいた

します。 

○小澤尚久委員 ３７ページの小学校算数Ｂなどの結果について、平成２６年度と比べると、

草加市だけではなく、埼玉県、全国ともに、大分、平均が落ちているようですが、ここのとこ

ろは、単に、問題がかなり難しくなったわけですか。それとも、何か傾向的な変化というのが

あったのでしょうか。 

○説明員 草加市だけでなく、県や国の平均正答率を見ますと、１５ポイントから２０ポイン

ト下がっていることから、問題につきましては、難易度は、まだ細かい分析をしていないので

すが、内容については変わったということが考えられます。説明の中で問題を理解する、そし

て、その質問の中から必要な情報を回答する場合、それを選んで、その数字等を活用して考え

ていくという問題が多くなっているような印象を受けております。 

○小澤尚久委員 今までと単純に比較できないような、そういう状況にもなってきているとい

うわけですね。 

○髙木宏幸教育長 今回の結果ですが、小中とも、特に小学校そうなのですけれども、埼玉県
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自体がかなり全国の平均を、２ポイント弱、下回っていました。今までは、埼玉県が全国の平

均にほとんど近い状態でした。草加市については、埼玉県に対して、２ポイント弱ぐらい下が

っていたという状況がありました。 

 県はもちろんですけれども、草加市としても、このことは大変重く受け止めなければなりま

せんし、どういうところに原因があるのか、改めていかなければならないのか、考えておりま

す。これまでもいろいろと検証をしてきてはいるものの、改めて、どこに原因があるのか、そ

のことを学校と連携しながら分析し、さらにその対応についても考えていきたいと思っていま

す。まだ十分な分析をしているわけではないので、明確には言えないのですが、１つには、埼

玉県も草加市も同じですが、全国と比べての大きな違いは、無回答の率が高いことが言えます。

これは、問題をよく読んで頑張ろうとする以前に、回答しないで諦めてしまっているという傾

向があるということです。 

 もう１つは家庭学習です。家庭学習の、まず、量の問題もありますし、それから、家庭学習

の与え方といいますか、その家庭学習というものを、どのように勉強したらいいかという方法

面、あるいは、家庭学習させる、あるいは宿題をさせたいのであれば、その宿題を先生がどう

やって評価していくか。その辺も工夫していかないと、なかなかその時間、もっと勉強しなさ

いというだけでは、成果が表れないのではないのかなというような点もございます。そのよう

なことで、とにかく、もう少し、学力テストのデータもそうですが、質問紙調査についても、

よく分析をして、そして、その中で今後の対応ということについてさらに考えていきたいと思

います。この点につきましては、また、次回の教育委員会でも報告いたしますし、また学校に

対しては、さらに学校としての分析を求め、あるいは学力向上の研修会も予定をして、そこで

具体的な取組を学校と一緒に考えていきたいと思っております。以上でございます。 

 

○髙木宏幸教育長 続きまして、その他の報告がございましたらお願いいたします。 

○今井教育総務部長 特にございません。 

○髙木宏幸教育長 その他の報告がないようでしたら、次回の教育委員会の日程について、事

務局からお願いいたします。 

○今井教育総務部長 次回の教育委員会の日程についてですが、第１０回定例会につきまして

は、１０月２９日木曜日、時間は午後１時３０分から、場所は教育委員会会議室でお願いした

いと思います。 

 また、仮称第二次草加市教育振興基本計画に係ります素案につきまして、委員の皆様のご意
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見を頂戴いたしたく、委員協議会を１０月７日水曜日、時間は午後１時３０分から、場所は同

じく教育委員会会議室で開催させていただきたいと存じます。お忙しいところ、誠に恐れ入り

ますが、ご出席くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

   ◎閉会の宣言 

○髙木宏幸教育長 それでは、以上をもちまして、本日の委員会を終了いたします。 

午後２時４０分 閉会 


