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平成２５年 12月定例教育委員会会議録 

 

（１）開会及び閉会に関する事項 

      平成２５年１２月２６日（木）  三好市教育委員会 会議室 

       開会   午後１４時００分 

       閉会   午後１６時００分 

 

（２）出席委員の氏名 

      委員長 小松 正    委員長職務代理者  森本 久美子 

      委員  前川 順子   教育長 倉本 渟一 

 

（３）委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名 

      ◆出席職員 

      教育次長    林 清和 

        学校教育課長   伊原 清幸   スポーツ健康課長  松林 修治         

生涯学習課長  鈴木 良英   文化財課長     中岡 久雄 

      教育指導主事  喜多 雅文 

 

      ◆傍聴人        ０名     

 

（４）議事録署名者の指名 

                   森本委員 

 

（５）報告事項 

（倉本教育長） 

 報告事項の前にうれしいニュースが入っていますので、それからご報告したいと思いま

す。今朝、新聞をご覧になった方もいると思いますが、芝生小学校４年の井本君が魚の絵

のコンクールで第一席の県知事賞をとったという事です。もう一つは、今朝私のところに

決済文書があがったのですが、国土交通省が主催しております、国土と交通に関する図画

コンクール入賞作品で、最優秀賞第１席の国土交通大臣賞に川崎小学校６年、安岐有世君

の作品が選ばれました。井本君の作品は１，４３７点の中から、安岐君の方は３，７０６

点の応募の中から選ばれたものです。 

 それでは、行事一覧表に基づき報告をさせていただきます。 

１１月２７日、三野町の小笠原敏夫先生が長年の教育功労が認められて、瑞宝双光章を

受賞されましたが、体調の関係で式典に行けなかったという事で、自宅の方へお持ちをい
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たしました。 

１２月２日、議会開会です。新聞等でご存知の通り、昨日、散会をしました。１２月９

日代表・一般質問、１２月１６日文教厚生委員会、１２月２５日委員長報告で、これら議

会関係については後で林次長の方からご報告をさせていただきます。 

 １２月５日、全国大会出場表敬訪問となっていますが、これはＵ－１５、１５歳以下の

中学生でつくるフットサルで、井川中学校のサッカー部の選手が中心になって、四国大会

で優勝し、全国大会へ行くという事で、市長室の方へ表敬訪問がありました。私も出席を

させていただきました。 

 １２月６日、大島青松園の研修視察、お世話になりました。天候にも恵まれて意味のあ

る研修ができたのでないかと思っております。 

 １２月１１日、檪生放課後子ども教室の表彰報告という事で、檪生小学校区では長年、

放課後子ども教室を開いていただいておりますが、実績が認められ、このたび文部科学大

臣表彰という事になりました。お世話いただいています杉本先生に東京での受賞式に行っ

ていただき、その報告を受けました。 

 １２月１４日、中央図書館で高校文芸誌賞決定発表がありました。これについては生涯

学習課長より後でご報告をいたします。 

 １２月１５日、徳島駅伝の結団式が本庁でありました。今度で第６０回大会になるので

すが、三好市もかなり陣容が整ったという報告を受けております。他郡市も力を入れて強

化していますので、昨年よりももう一つ上の１１位、できれば１０位以内を目指して頑張

って練習に励んでおります。応援よろしくお願いしたいと思います。 

 １２月１８日、市内の小・中校長会をしました。１月７日から８日にかけて市教委の人

事ヒアリング、１月２２日から２３日にかけて県教委の１次人事面接があり、教員異動の

作業が本格的に始まりますので、それについての日程調整とかいろいろな打ち合わせ、あ

るいは学校経営における生徒指導とか学力向上、道徳教育とかそういった諸々についての

指示、連絡、指導等をいたしました。 

 それから次に行事予定ですけども、１月３日、徳島駅伝の開会式が徳島市であります。 

 １月４日、１３時から成人式。これはあとで生涯学習課長からいろいろとお願いがある

と思います。 

 １月６日、徳島駅伝の閉会式ですが、１月５日に北岸から三好大橋を渡って池田に入っ

てくるのは１４時ちょっと過ぎかなと思っております。応援をお願いします。 

 １月７日～８日、２日間にかけて市教委の人事ヒアリングを行います。 

 １月１４日、県の教育長人事ヒアリングがあります。この内容については、また後で案

を示しますのでご意見をいただいたらと思います。 

 １月２２日から２３日、先ほども言いましたように県の人事異動の１次面接です。 

 １月の定例会を１月２８日でどうでしょうか。第４火曜日がこの日になりますが。よろ

しいでしょうか。 
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（小松委員長） 

 手帳を忘れたのですが、予定が入っていたと思います。 

（倉本教育長） 

 そうですか。もし委員長さんの都合が悪ければ、前後２７日か２９日あたりで都合はど

うでしょうか。よろしいでしょうか。 

（委員） 

 はい。都合にあわせます。 

（倉本教育長） 

 私の方からは以上です。 

（小松委員長） 

 議会の報告をお願いします。 

（林次長） 

 １２月議会について報告をさせていただきたいと思います。今回一般質問が４名の議員

からございました。 

 まず西内議員からは、池田球場及び山城総合グラウンドの今後の整備計画についての質

問があり、次長が答弁いたしました。これまで両球場とも外野フェンス等へのグリーンシ

ートの設置やボールカウント表示器をＬＥＤ電球に変えるなど環境整備を進めてまいりま

した。今後も市民の利用状況、利用者の要望等をふまえながら、計画的な整備に努めてい

きたいと答えました。 

 中議員からは、全国学力調査の公表の判断を、自治体の判断でできるようになった場合

の市教育委員会の考え方についての質問があり、教育長が答弁いたしました。三好市教育

委員会といたしましては、これまで、調査結果につきましては原則非公開としてまいりま

した。しかし、近年、情報公開、また説明責任の観点から調査結果を公表すべきとの意見

も高まってきており、文部科学省では実施要項を変更し、来年度から市町村教育委員会に

よる学校別の成績公表を認める事になりました。こうした文部科学省の方針変更を受け、

三好市教育委員会といたしましても１２月の定例教育委員会において協議し、三好市とし

ての方針を決定したいと答弁をいたしました。 

 天羽議員からは佐野へんろ道、仮称でございますけども国史跡指定申請に向けての質問

があり、教育長が答弁をいたしました。教育委員会といたしましては、伊予街道の分岐点

から四国の道の合流地点までの約１．７キロメートルを国の史跡指定申請のための現地調

査について検討している所で、今後、国の史跡指定を目指し、へんろ道の資産保護に前向

きに取り組んでまいりたいと答弁をいたしました。 

 千葉議員からは、三野堤外地運動公園の整備と維持管理また住民からの意見についての

質問があり、次長が答弁をいたしました。整備につきましては、６月議会に予算計上し７

月１７日に設計を発注したところでございます。維持管理費は最終的な規模が決定してい

ませんので、維持費が確定できません。住民から吉野川三野運動公園（仮称）整備構想を
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策定するために、整備構想意見聴収会を開催するとともにパブリックコメントも実施して

おりますと答弁をいたしました。 

 次に議案質疑でございます。今回提案しておりました、三好市教職員宿舎の設置及び管

理に関する条例の一部改正について質問があり、学校教育課長が答弁いたしました。質問

内容は、廃止後の処理等についての質問でございました。 

次に１２月１６日の文教厚生委員会では、議案質疑でも質問ございました三好市教職員

宿舎の設置及び管理に関する条例の一部改正についての質問でございます。学校教育課長

が答弁いたしました。質問内容は今後の計画及び日程でございました。また補正予算では

学校給食費の委員報酬について質問がありスポーツ健康課長が答弁いたしました。２５日

に１２月議会は閉会しました。以上でございます。よろしくお願いします。 

（小松委員長） 

 以上の報告事項に対してどうでしょうか。質問とかご意見ありませんか。 

（倉本教育長） 

 もう一つ、生涯学習課から報告させてもらってもよろしいですか。 

（小松委員長） 

 はい。 

（鈴木課長） 

 生涯学習課より２点ほど報告とご案内をさせていただきます。 

１点目は第４回富士正晴全国高等学校文芸誌賞の結果についてご報告させていただきま

す。 

１２月１４日でございますけど、中央図書館におきまして、本年度第６回の選定を徳島

ペンクラブの会員の皆様、また実行委員の皆様と実行委員長を含めて検討いたしました。

本年度の概略ですが、全国、北は北海道から南は九州・沖縄まで全部で５７誌の応募があ

りました。第１次選考で各応募校同士の採点、各学校の応募校の生徒さんによる採点集計

で１２誌ほどが落選をしました。その残り４４～４５冊が上位に上がります。その４４～

４５冊を２次審査しまして、第２次の選考委員の８名の先生方に選考いただきまして、約

２８誌になりました。その２８誌を４人の先生方、伊藤先生、佐々木先生、山下先生、三

田村先生の４人の先生方に選考いただきまして、採点表をいただきました。その採点表を

もとに１４日の日に選定委員さんにより決定をしたのですけども、最優秀賞に初出場で初

の最優秀賞ということになりました「鵬
ほう

雛
すう

図
と

南
なん

」の兵庫県立神戸高等学校が第一席になり

ました。あとはこの資料のとおり、優秀賞「花北文学」「志
し

高文芸
こうぶんげい

」「海
かい

碧
へき

」「いさらゐ」と

いうような順に決まりました。奨励賞は残り７冊という事になりました。作品企画賞と編

集賞は該当がありませんでしたので、今回はなしという事です。現在のところ３月８日（土）

に授賞式を予定いたしております。またあらためてご案内させていただきます。ご出席い

ただければと思います。よろしくお願いします。これが富士正晴高等学校文芸賞の概略で

す。 
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もう１点は来年１月４日、平成２６年成人式でございます。来年の成人式の該当者が３

１３名という事になります。今のところ２７０名弱の出席回答をいただいております。概

ね３００名近い方が出席になるだろうと思います。新成人はいつものとおり企画運営委員

さんを募りまして、このような組織体系で運営を図っていくという予定にいたしておりま

す。大きな違いというのはあまりございませんが、昨年より出身校、母校の担任の先生か

らのメッセージというのを映していたのですけど、昨年度はメッセージを読んでいるとき

に担任の先生の顔写真を上映してという形をとっていたのですが、時間が長くかかりすぎ

るという事とメッセージが早く終わる場合と長い場合で上映の写真が違っていたりしまし

たので、今年は中学校の風景の写真と担任の先生の顔写真、それに合わせて代読になりま

すがメッセージも吹き込んだＤＶＤを上映するという形式に変えました。概ねそれが約２

５分含まれております。１３時の開式ではありますけども、１４時までには式典が終わる

予定でございます。なお昨年ご指摘いただいております式典に臨むと雑談なり席を立った

りするというふうなことが考えられますので、一応今回は式典前にひとこと申し上げて式

典に臨みたいという風に考えております。その他は例年通り式典の流れとなってございま

す。以上でございます。 

（小松委員長） 

 以上の報告事項でどうでしょうか。 

 特にございませんか。 

（委員） 

 はい。 

（小松委員長） 

 報告事項は以上で終わります。 

 議題の方に入ります。 

 

【議題】 

①  平成２５年１１月定例会議事禄の承認について 

②  全国学力テストの公表について 

③  就学援助の認定について 

④  その他 

 

（小松委員長） 

 議題①平成２５年１１月定例会議事禄の承認について、事前にいただいておりますけど

どうでしょうか。 

（伊原課長） 

 前川委員さんからはお預かりしております。 

（前川委員） 
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 訂正したのをお渡ししております。 

（小松委員長） 

 ２か所ぐらい変換ミスか入力ミスと思われるところがあったのですが、事務局で訂正は

していないですか。 

（伊原課長） 

 その２か所については気づいてないと思います。 

（小松委員長） 

 １５ページの下の方に教育長のところですが「食べるとき」か何かと思うのですけど。

入力ミスか変換ミスでたいしたことではないのですが。中岡課長の登録のところで２０ペ

ージの真ん中よりちょっと下のところで、「吉野川中流の大歩危に分布する三波
さ ん ば

川
がわ

変成岩は

～」というところで「海洋プレートの沈み込みによるでなされた地層」とわからないこと

もないのですが、他の文章をもってきたらこういうふうになるのかもしれませんが、「海洋

プレートの沈み込みによってなされた」とか「よるでなされた」ではないように思います

が。 

（伊原課長） 

 「沈み込みによりなされた」とかえさせていただきます。 

（小松委員長） 

 それと私の発言で意味が不明というか、自分が言ったことと少し違うところがあり、発

言をどう言ったかは覚えてないので直してほしいのですけど。７ページの発言が続いて２

つありますが、下の方の「学校支援ボランティアの運営もありますし、中学校を中心とし

て中学校の校長先生の会を」なっているのですが「中学校を中心とし小・中学校の校長先

生の会を」か「中学校を中心とし校長先生の会を」とどちらでもいいのですが、発言の趣

旨はそういうふうな事で言ったと思います。 

（伊原課長） 

 はい、わかりました。 

（小松委員長） 

 議事録は以上でよろしいでしょうか。 

（委員） 

 はい。 

（小松委員長） 

 それでは今のところを修正で承認という事でお願いします。 

（伊原課長） 

 はい。 

（小松委員長） 

 議題②全国学力テストの公表についてに入っていきたいと思います。 

（伊原課長） 
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 資料のアンケートはどうしましょうか。 

（倉本教育長） 

 アンケートは後で出しますか。 

 まず、ご意見を皆さんで出していただいた方がいいと思います。 

（小松委員長） 

 各意見を出していくのですか。提案とかはしないのですか。 

（倉本教育長） 

 提案をしましょうか。 

（小松委員長） 

 問題点とかそういうのがあれば確認ということで出していただければ。 

（倉本教育長） 

 これまでは原則非公開としました。理由は以前、資料をお渡ししましたけれども、競争

意識をあおったり学力偏重へ走ったりというようなことになるという大きな理由です。 

ただ先ほどもお話がありましたが、議会の方でも説明させてもらったのですけど、来年度

から教育委員会の考えで成績が公表できるという事になりましたので、この原則非公開と

いうのをどういうふうに変更するかという、あるいは現状を維持するかという話になろう

かと思います。そのご意見をいただいた方がいいかなと思うのですけど。 

（小松委員長） 

 先にそれぞれの意見を出して、それからそういうことをまとめていくという事で。 

（倉本教育長） 

 そうですね。 

（小松委員長） 

 とりあえず、学力調査全体の問題について意見を言っていただいて、それからまとめて

いくという事でよろしいでしょうか。 

（倉本教育長） 

 委員長さんの方でまとめていただいたらと思います。 

（小松委員長） 

 それぞれ皆さんのご意見からお願いします。 

（前川委員） 

 私は公開をするとマイナスの影響が大きいような気がします。文科省の趣旨も理解はで

きますが、公開というのは全部を公開するのか、順番を公開するのか、そのあたりはどう

なっているのでしょうか。 

（倉本教育長） 

 先般、文科省の文書では、こういうふうになっています。現在、市教委は学校の状況に

つきまして、個々の学校名が明らかになった公表は行わない事になっています。平成２６

年度からはそれぞれの判断で個々の学校名を明らかにした調査結果の公表を行う事は可能
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であるというふうに実施を変えるという事です。ただし、その時に公表内容、方法等は教

育上の効果や影響等を考慮して適切なものとなるように判断をする。単に平均、正答率等

の数値のみの公表は行わず分析結果を合わせて公表する。また分析結果をふまえた改善方

法、改善策についても公表する。それから市町村教育委員会は個々の学校名を明らかにし

た結果の公表を行う場合は、当該学校と公表内容、方法について事前に十分相談する。な

お正答、平均正答率等の数値を一覧表にしての公表や各学校の順位づけは行わない。こう

いう内容になっておりまして、生徒の個人情報についても必要な範囲行う。一覧表を出す

ことや、この学校は何位でしたというようなことは駄目ですよというような事です。どう

いうような形で公表ができるのかという問題もあり、公表の仕方も難しいと思います。内

容や方法はともかくとして、公表をするかしないかという事をまず決めておく必要がある

のかなと思います。 

（森本委員） 

 今までは非公開という事になっていたのですけど、流れが変わってきたというのは保護

者の方とか地域の方とかが情報公開のことに関して、ある程度公開する必要があるのでは

ないかという声が高まってきてそういうふうな内容になってきているのですよね。 

（倉本教育長） 

 そうですね。ご承知のとおり文科省も各都道府県とか市町村とか、今おっしゃったとお

り一般、保護者とかの間からの情報公開という観点があります。これだけの税金を使って

実施をしているわけですから、当然公表をする、説明をきちんとする義務があるのでない

かというようなことで、中には公表するようなところも出始めてきているわけです。文科

省は全国の市町村教育委員会からアンケートをとりまして、そういうものを集約して先ほ

ど言ったように市教委の判断に任せますという事です。 

（前川委員） 

 公開となると、徳島県では三好市の学校がだいたいこの順位という事を想定するかと思

いますけど、そういうことは誰が考えてもよくないと判断をされると思います。いまおっ

しゃっていたように、この学校ではこの学年の子どもにとってはこんな課題があるという

分析結果を教育委員会や学校が行うというのは納得がいくところがあるかもわかりません

が、公表の仕方は慎重に考えてしなければいけないかなと思います。 

（森本委員） 

 三好市でも、学校の規模に格差がありまして４～５人の子どもの平均と、７０人の子ど

もの平均を比較しても、それだけではわからない事もあります。最近はいろんな情報公開

の事も言われていますけど、先走ってもいけないと思います。普通の事業とまた違う教育

という分野ですので、保護者の方とか地域の方にも何のための全国学力テストか、何のた

めに始めたかという事も理解していただいて、安に興味本位だけの公開に走ってしまって

使われたのでは困りますので、慎重に私個人の意見としましては子供たちの教育のための

テストですので、慎重にしていただいて保守的かもしれませんが非公開がいいのではない
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かなと、今の私はそういう気持ちです。 

（小松委員長） 

 初歩的なところから聞きたいのですが、前回といいますか、かなり前の学力調査の時、

公表されていろいろな弊害が多かったと。テストのための準備をしたり先生が答えを教え

たりとそういったことがあったと聞いて、非常に問題があってテスト自体がやまったので

すね、その時は。 

（倉本教育長） 

 そうです。 

（小松委員長） 

 その後やはり、特に海外との学力調査の問題とゆとり教育が絡んできて、学力がどうな

っているかを調査しなければいけないという事で始まったのですね。 

（倉本教育長） 

 そうです。 

（小松委員長） 

 あくまでも、調査という事で、調査をしたから結果を公表するという事はわかりますが、

いろいろな学力の分析をするための調査であって、逆に言えば分析結果はどうなっている

のですかという事で、それに対して学校なり教育委員会が答えていないという事が、正論

で言えばそういう事になりますが、実際は結果を公表するとみんなが競争して学力が上が

ると。短絡的に言うと企業でしたらそういったやり方をしているので、教育委員会や市議

会等に入ってそういう発言をしたとかそういう事とかが多くて、結果の公表という事は順

位の公表と一緒になっているように思うのですけど。前回の問題になったということがど

こまで整理されているという事があると思うのですが、それがなしに結果の公表というの

でしたら、同じことの繰り返しになると思います。 

（倉本教育長） 

 昭和４０年前後だったと思いますが、私もどういうふうな形で公表をしていたのかは記

憶にないのですが、愛媛県や香川県が全国で１位になったとか、それらの県の中でもこの

学校が１位だったとかいうような情報は流れていました。そういうものをうけて、以前に

も言ったように各学校が全国学力テストでいい点を取らなければならないという事で、成

績の悪い子を休ませたり、先生が答えを教えたりして学力を上げたという事実が発覚して、

それが大きな問題となったという事です。しかし、また全国学力テストが実施されるよう

になったのは、委員長さんがおっしゃったとおり、世界の中の学力低下とか、ゆとり教育

の中の成果を見るという事が大きな理由だと思います。成績を公表していくという事にな

ると、先ほども言いましたように各学校の順位付けはしては駄目ですよというのと、単に

正答率を一覧表にしては駄目ですよとかいうような縛りは入っているのですけども、公表

されてくると、おおよその位置づけは想定できるのだろうと思いますので、昔のように弊

害が出てくる可能性はあると思います。 
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（前川委員） 

 学力テストでそういう事があると、学校はそれなりの対策をたてると思います。 

（倉本教育長） 

 そうですね。 

（前川委員） 

 何をするかというと、子どもたちによく似た問題を出して、練習をさせてそして試験に

臨むと。そうするとだいたいこういうふうな傾向が出るとわかると思うし、つぶさに研究

してそういうふうな問題を作るという事もあると思うので、もしそういうふうなことに重

点をおいてしなくてはいけないとなると、違った方向に学力テストがすすんでしまいそう

な気がします。 

（小松委員長） 

 それは間違いないですね。前回出たテスト問題を次の学年で勉強する。前川先生がおっ

しゃったとおり必ずそういったことが授業の中に入ってきますので、テスト対策の学習に

なると思います。 

（倉本教育長） 

 テスト対策は、さっきも言いましたが全国学力テストは小学校６年生と中学校３年生で

も実施していますので、徳島県だけでなく他の県もそうですが、小学校５年生と中学校２

年生に、４月の全国学力テストに向けて１２月ごろ、県が予想問題を作って毎年している

わけです。そういうふうなことになってくる。それが過熱すると各学校で今おっしゃった

とおり今まで出た問題をしたり、教えずに点だけをとらせる教育をしたりする可能性が出

てくるなど、そういう弊害が出てくる。公表という事になれば皆さんが言われているよう

に競争意識が絶対に過熱化してくるということ。それから学校の序列化、あそこはいい、

あそこは悪い、もっとひどくなってくると成績の悪い所からいい所へ転校させる、そうい

うことまでおこってくる可能性があります。公表するとそういう事がおこる可能性があり、

そういうデメリットがあります。メリットは何かというとお互い切磋琢磨して学力を上げ

ようとすることで、それはいいかもわかりません。今の時代オープンにしたらいいじゃな

いかと、悪い学校は悪いなりに、いい学校はいいなりに自信をもって頑張ればいいのであ

って、オープンにすればいいじゃないかということで、どちらを選択するかという事です。 

（小松委員長） 

 例えば一つの例として、市の教育委員会とか県の教育委員会とかがするのであれば、今

言ったように悪い学校が出て、前回の小泉内閣の時バウチャー制度でいい所には予算をた

くさんつけますから頑張りなさいよという事でしたけど、あれは逆だと思うのですよね。

もし公表するという事でしたら、こういう条件をつけなければいけないと思います。一つ

は、成績が悪い所は優秀な先生をつけなければいけない。予算もたくさんつけて、しっか

りしていく事、そういうサポート体制をするから公表しなさいというのであれば、全部の

問題解決にはなりませんが、一つの問題解決になると思うのですけど。だからそういう事
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も踏まえて、公表していかないとただ今のしていることを今のままで公表をするかしない

かという事でしたら、デメリットの方がはるかに大きいという事しかないと思います。 

（倉本教育長） 

 さっきも言わせてもらいましたけど、公表する場合には平均正答率の数値を一覧表にし

たり、各学校の順位付けをしたりするのはいけませんということです。では、どんな方法

があるのかというと、例えばいいところの学校はこの学校は全国平均よりも何点よかった

です。三好市の中ではこの学校が一番よかったです。分析してみると、学習環境がこうい

うところがいいです、あるいは学習態度や家庭学習の時間がこれだけ徹底しています。先

生の指導がこういうような形でやられていますというように分析をして、その結果でこう

なったのでないですかというような公表になる。逆に悪い所は、悪かったので次に頑張ら

なくてはいけない。上げる為にはこういうところを改善していかないと、なかなか上に点

を上げることができないのでないですかというようなことになろうかと思います。だから、

いいところだけ公表するということになりかねないです。 

（前川委員） 

 学校の子どもとか保護者とか、地域の人たちの感覚から言えば、自分の学校がいい学校

だと言ってくれたら、いい学校で私たちは学べたという誇りが持てます。 

（倉本教育長） 

 自信を持つけどね。 

（前川委員） 

 はい。教師の立場としたらこの学校もこの地域も生まれ育ったところだから、皆さんを

育ててくれるいい環境だから、そういうことを誇りをもって卒業するということになるで

すが、逆に成績の悪い学校では、この学校で学べて幸せだったというようなことが、その

ことによって崩れてしまうということになりまねません。地域の人も一生懸命関わって下

さり、一生懸命育てて下さっているのだけど、この学校の子どもはいけないのかなという

印象が出るとマイナスになります。公表するのであれば、地域の人の理解を、子どもたち

にも学力テストをして、こういう事を目標としているからという理解を求めて、こういう

事で公表するのだという地域の人にも啓発をする必要があると思います。 

（倉本教育長） 

 私たちも今言われたように、地域に対する偏見というか、もし悪かったら保護者は教師

を批判するようになると思うし、教師ももっと家庭で勉強させてとこれだけ学校が言って

いるのにと、お互い責任のなすりあいみたいなものも出てくるかもわからないし、一つの

ある学校が悪ければ、その地域に対する変な偏見が出てくると、いわゆる人権問題にも関

わるような方に発展しかねない、そういう地域をつくることになってしまうかもわからな

いですね。全部がよければいいのですが、いいところもあるし、悪いところもあるから順

位がつくのであって、なかなかこれは難しいですね。 

（前川委員） 
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 さっきもおっしゃられたように、何を公開するかという事ですけど、分析してこういう

事だけか、ここはちょっとよかったとかここはちょっと悪かったというほんとに少しの事

ですが、もし公開するとなると保護者の方は知りたいとなると思います。うちの学校の位

置づけとか、うちの子どもは学んできてどうだったのかということを。そこを聞かれると、

苦しい面もあるのではないかと思います。 

（小松委員長） 

 保護者の方から見たらどうでしょうかね。子どもの学力に興味があるのでなくて、自分

の子どもの学力ではないのですかね。 

（前川委員） 

 学校全体がよかったら自分の子どももいいのではないかとか。 

（小松委員長） 

 もちろんそうですけど、それもありますけど、極端な悪いような言い方になってよくな

いかもしれませんが、自分の子どもがよかったら、学校の平均が低かろうがどうしようが

どうってことないのでは。自己的かわかりませんが、考え方によってはそうなると思いま

す。 

（倉本教育長） 

 それはそうかもわかりませんね。 

（小松委員長） 

 だから別に、公表があろうがなかろうがどうってことないのであって、子どもが学校の

先生から、通信簿とかいろいろあると思うのですけど、その中でお宅の子どもさんはすご

く優秀ですよと、小学校、中学校の学力の何に対して興味があるかというと将来、高校進

学とか大学進学に対してどうなるかという事だから、このままいくと全然問題ないですよ

と言ってくれたら、関係なく、自己的な考え方ですけどそんなになると思います。だから

学校全体の公表ということは、保護者の方にとったら興味はあるし、前川委員が言われた

ようにいろいろあると思うのですけど、あくまでも自分の子どもの公表であって、もし公

表してほしいとなったら、お宅の子どもさんはこうであって、そこの中で例えば友達関係

が悪いですよとかうまくできていませんとかそういうことを、先生が保護者にかえしてい

ったらいい事であって。 

（倉本教育長） 

 個人の成績は、通知していますね。 

（小松委員長） 

 個人の成績は各個人にいっているのですか。 

（倉本教育長） 

 実態は把握していませんが、各家庭には連絡しています。学校新聞に載せたりして、あ

からさまに順位とかは載せてはないかもわかりませんけど、全国平均が何点でうちは何点

でしたという程度の公表はあると思います。公表は各学校の判断でできるようになってい
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ます。 

（前川委員） 

 いいところはそれを出して励みにしたらいいと思いますが、年々子供が違うので、中に

は子供たちによっては学力が、自分たちで一生懸命勉強したり先生に教えてもらったりし

ていろいろな事を吸収できる子供もいると思うし、時によってはスポーツの方が得意とか

中には気持ちがやさしくてそういう面で点をつけると１００点だけど、学力の面は苦手と

かいろいろあって、もし学力が苦手な子供の集団が多ければ下がっていくと思うので、一

定でなく毎年変動するのではないかという気もします。今年いいからといってずっといい

とは限らないので。 

（倉本教育長） 

 それはそうです。特に三好市の場合、子どもの数が少ないからよかったり悪かったり大

きく変動するから、悪かったからといってその学校の評価になってしまうとちょっと困る

のかなという気もします。それと国語と算数・数学でやっているわけですよね。あとの評

価はどうなのかという話にももちろんなってくるわけですし、学力のほんの一部分のテス

トをしていますけど、それがすべてではなく、本当に一部しか評価できない。その中でも

特に国語と算数・数学という教科の一部なので、それでもってその学校の序列化とか地域

の偏見みたいなものがうまれるというのは困りますね。 

（前川委員） 

 最初の公開というのがすごく印象的というか、もし公開するとなると最初のイメージが

ずっとつきまとうので。 

（倉本教育長） 

 校長先生方に実施したアンケートの資料を配ってもらいましょうか。簡単に校長先生の

意見を聞いてきました。 

（小松委員長） 

 今教育長も言われていたように、学力のごく一部という事ですし、学力をどういう具合

につかうかという事で、今は生きる力という事を基本においていますから、生きる力に本

当にこういったことがつながるかという事もしなくてはいけないと思います。確かに学校

の成績表があったら、例えば職業によって必要な学力だとか、何かテストを受けなければ

いけないとか、資格をとらなければいけないとかあるのだと思いますが、それに対して必

要な学力という事につながってくるのでペーパーテストが意味のない事ではなく、ある程

度意味があることなので、それはほんのごく一部ですよね。学力も一部だし生きる力とい

う面で見たら、学校の成績もごく一部で学校の成績は全く駄目ですといっても、社会に出

たら成功している人たちもいっぱいいるわけです。 

（倉本教育長） 

 資料を見ていただけますか。３つの問いだけで、１つは小学校の校長先生か中学校の校

長先生かという事だけです。２つ目は全国学力テスト調査結果の市教委の公表についてど
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のように考えますかという事で、公表することに賛成、公表することに反対、賛成でも反

対でもないという事は公表するかしないかは市教委に任せますよという事になるのだと思

いますが、その他これ以外であれば書いてくださいという事です。３つ目は例えば市教委

が調査結果を公表するとした場合、公表しても学力テストは実施したい、公表するのであ

れば学力テストは実施したくない、現時点では実施するかしないかは判断できませんとい

う簡単なアンケートです。問２の公表の是非については公表することに反対という人が１

９人のうち５人は中学校です。中学校は６校のうち５校が反対という事です。それから公

表することに賛成でも反対でもない人が４人うち１人は中学校です。それから例えば公表

するという事になった場合、テストをしますかの問いで、テストをしますというのが６校

のうち中学校が２校、しませんというところも６校、今のところ判断ができませんという

のが一番多かったのですが。それから４番目に何かご意見がありましたらというふうに問

いました。いろんな意見があったのですが、非常に簡略化したので書かれ方の意味が十分

に伝わるような書き方でないかもわかりません。小規模校は個人が特定できるとか、テス

トは学力の一部の評価とか、目的は授業改善にいかすこと、学校や地域に偏見を生む、学

力偏重主義に陥る。児童数が少数で調査結果が不安定、学校間の序列化、競争心をあおる

だけ、学校不信に陥るなどです。皆さんが今おっしゃったことがだいたい校長先生方も同

じようなご意見です。これも参考にしていただいて、最終的に公表か非公開かという三好

市の態度をまとめていったらどうかと思います。 

（小松委員長） 

 まとめるのは簡単な事だと思うのですけど、今の校長先生の自由記述の中にありました

けど、目的は授業改善に活かすこととなっていますけど、これが一番問題でないのかと思

うのですが、現実はどうなっているのかという事なのだと思うのですけど。学校訪問をし

た時に、自分で批判しながらしているのですけど、ついつい結果を重視した意見を言った

りお話を聞いたりしているのですけど、どの程度やられているのですかね。授業改善を活

かすというのは。 

（倉本教育長） 

 全ての学校が県の方に学習改善プランというのを提出することになっています。やって

いるかと言えば、すべての学校がそれを検討はしているわけです。校内で検討した結果、

こうしなければいけないのでないかという改善案が出たとしても、それが真剣に取り組ま

れているかということは、それぞれの学校により違いがあるのだろうと思います。中学校

などは私が勤めた経験からいえば、国語と数学の先生はそれぞれ気を使われていると思い

ますが、社会や理科や英語は全国テストがありませんから、そこまで学校内で授業改善が

必要なのかとか、その改善案が他の教科では通用しないといった話になり、学校をあげて

盛り上がってやっている学校がどこまであるかという話は話なのですけどね。国語や数学

だけですればいいという事になる可能性もありますね。 

（前川委員） 
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そうですよね。理科は以前に比べたら授業時数が減っているので、国語とか算数とかに

全体的に力はいくような感じですかね。 

（倉本教育長） 

小学校の時などはどうでしょうか。国語や数学ができる子は、小学校の段階であれば他

の教科もいいのではないですか。 

（前川委員） 

 それは言えると思います。国語の中にもいろいろと内容があるのですが、文学教材など

で登場人物などの気持ちや感情とかを考える子は、いろいろな事を想像して考えています。

理科でもどうしてだろうという科学的な思考もある程度は想像して考えられるという事に

もなります。 

（小松委員長） 

 論理的にですよね。 

（前川委員） 

はい。でも、国語と算数とは少し違うところがあるのか、国語ができるから算数ができ

るとか、算数ができるから国語ができるというのは一致しない子もいるかもしれないので

す。考える力というのは、国語でいろいろ想像できれば、理科とか社会とかでもできるの

ですけど、数学的思考になるといろいろと違う部分もあります。 

（倉本教育長） 

 中学校になると特にそれがでてきて、社会は得意なのですが数学は駄目だというような

子もいるのです。だから、国語と数学だけで他の学力を図り難いところがあります。 

（前川委員） 

 そうですね。数学とかは不思議なところが多いと思います。教えていても、計算とかは

できるのに、文章問題になると苦手な子どもが多いです。 

（小松委員長） 

 それは、国語がわるいのではないですかね。 

（前川委員） 

 数学的な数が、一例を挙げたら小学校５年生なんかの時速の問題で学校からここまでが

２ｋｍあります。時速４ｋｍで歩くと何分かかりますかという問題になると、いくら図を

かいてもわからないし、そのうえに４ｋｍ歩くのに２時間かかります。３時間歩くと何キ

ロ行けるでしょうという問題となると、国語はできるのにどうしてだろうかということが

あります。法則があるから法則を使ったらといっても、その法則もなかなか覚えられなく

なってしまいます。 

（倉本教育長） 

 今おっしゃられたように１時間に４ｋｍ歩く人は２時間で何ｋｍ歩くでしょうかという

問題は単に４×２で、基礎学力というか計算でできますが、それが例えば１時間４ｋｍ歩

く人がいます。その人が出発して１０分後に１時間８ｋｍ歩く人が追いかけていきました。
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何分経ったときに追いつくでしょうかという問題になると、頭の中で整理するのがめんど

くさいというかそういうところがあるのでないでしょうか。 

（前川委員） 

 なぜかわからないのですが、先生方は必ず図をかいて、それがわかりやすいのだろうと

するのですけど。 

（倉本教育長） 

 私も年を取ってきて、考えるのができないというか、説明してもらって頭の中で考えて

というよりも結論はという事を考えるようになりました。結論を先に求めるから、今の子

どもは考えることが面倒だというような話になるのでないかと気がするのですけど。 

（前川委員） 

 そういう子どもも中にはいるのかもしれませんね。 

（小松委員長） 

 そういうふうな思考の訓練が必要なのではないですか。 

（倉本教育長） 

 そうかもわかりませんね。だから、さっきもおっしゃったように、前の年のテストをし

たり、似たような問題をしたりというのは、一つの訓練といえば訓練なので、一概に悪い

とは言えないと思うのですけど。ただ、点をとらすためだけの学習かという話になると、

そこは問題があると思います。 

 今は指導方法も一つは大事な問題になっていますし、もう一つは子どものそれだけの力

があればそこへもっていく指導法も違う面で大事だと思います 

（前川委員） 

 子どもは数学でもそうですが、何か１つできればおもしろくなると思いますね。 

（倉本教育長） 

 そうですね。このことがきっかけになって数学が好きになるとかそういうものだと思い

ます。さっき報告しましたが、絵でも賞をとったりすると、あまり絵をかいていなかった

子の運命が変わるかもしれません。子どもは新聞に名前が載るだけでもうれしいのですか

ら、そういう意味では、子供をほめたり、表彰して、子どもに光をあててあげなければい

けないと思います。 

（前川委員） 

 そうですね。 

（小松委員長） 

 自信をもったら難しい事でもチャレンジできるし、さっき言ったような、考えるのが面

倒くさくなるとかそういうのではなく、考えていくようになると思いますね。 

（倉本教育長） 

 放棄するのでなく、チャレンジして向かっていくようになると思います。 

（小松委員長） 
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 それでは、よろしいでしょうか。だいたい今までの皆さんの意見を聞いても、校長先生

のアンケートから言っても、前回決めています、送っていただいた資料にもありますよう

に、原則非公開という基本的にはこの時の状況と変わっていませんし、やるべきことは同

じで、つい今も話にあったように授業にどう活かしていくかという事が大事で、教育委員

会としては学校に対して授業にどのように活かしているのかという事を求めていくべきだ

と思います。これまで通り原則非公開として、変な競争心だけあおっていくことのないよ

うに今はしていくべきことでないかなと思います。以上が大方の意見でないかなと思うの

ですけど、他に意見があれば。 

（倉本教育長） 

 私も今委員長さんがおっしゃったとおりなのですけど、三好市として何のためにテスト

をしているのかという事を、きちんとお互いが確認しとかないといけないと思うのです。

それは、やはり学力向上に結び付けたいわけです、テストをすることによって。学力向上

に結びつかいないのであれば、することはないと思いますので、どうやって結びつけるの

かという手法はいろいろあると思います。これだけの平均点だったから、全国の平均点を

目指すとか、ここの学校はこうだったから他の学校に負けないように頑張ってという競争

意識をあおって学力向上を目指すという方法もあるし、委員長さんが言われたようにこの

結果を分析して、問題があるところを改善していこうという形で、結果を活かして学力向

上に結びつけるという方法もある。三好市はどっちをとるのかというと、三好市は後から

言った方のために学力調査をしているのですということです。調査をした結果をふまえて

課題を見つけて、それを改善して学力向上に結びつけるというのが、三好市のねらいです。

だから公表することは目的ではありませんというふうな形になると思うのですが。 

（前川委員） 

 結果は学校へは知らせるわけですよね。他の学校が知っても意味はそれほど深いような

ものでもないような気がします。 

（倉本教育長） 

 前回の資料を見ていただいたら、１枚目の下の方に太文字で原則非公開となっていると

思いますが、原則をつけた理由は、くどいのですけど各学校の公表については、各学校長

の判断にゆだねるが、市教委としては各学校や市全体の各学校の正答数や平均正答数は公

表しない。ただし、説明責任、指導改善等の観点から国、県レベルでの市全体の大まかな

位置づけや分析結果の概要の一部については必要に応じて公表する。ここの部分があるか

ら原則非公開になっているわけです。この前も議会で質問があった時は、三好市の子ども

はだいたい全国の平均のところにいます。言葉を変えていえば三好市の子どもは全国の平

均の学力をつけています、というふうに答えたのです。これはまさにこのことで、こうい

う答え方になると思います。三好市の小学校の平均点は何点で全国平均が何点でしたので、

プラス何点とかマイナス何点とか、中学校はこうこうでしたというような答え方はしてい

ないのです。大まかな答え方をしている。これに基いて議会で答えたのですけど。原則と
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いう事をおいて、従来どおりという事で確認してよろしいですか。 

 もう１点ですが、２枚目の最後のほうなのですけど、市内等の教育研究所、教職員研究

団体等が指導改善という目的により調査結果の分析等を実施する場合、学校名等が特定で

きない範囲内で正答数等の調査結果を提供する場合もあるという、これはどうでしょうか

ね。 

（小松委員長） 

 いいのでないですかね。 

（倉本教育長） 

いいでしょうかね。これは私の方の判断で、提供を求めている機関が信頼ができるかど

うか、使用の目的なども充分に聞いて、いいという事であれば、私の判断で提供すること

で構いませんか。難しい場合はご相談しますが、基本的には研究に役立ててもらえるとい

うような場合であれば、提供するという事で。 

（前川委員） 

 それを発表に使うとかいう場合は。 

（倉本教育長） 

 それは学校名が出ないようにしてもらわないといけませんし、三好市内の学校の学力向

上に結びつけるようなものでないと、ただ興味本位に出されたのでは困るということです。 

（前川委員） 

 そうですよね。 

（倉本教育長） 

 そういうのは充分尋ねてみて、判断しなければいけないかなと思います。 

（小松委員長） 

 だいたいまとまった感じなのですけど、直接これとは関係ないのですが、学力問題を考

える上で参考にしたいのですが、徳島新聞の読者の欄で、ある中学校の前を通っていたら

子供がたばこを吸いながら出てきたと。それでペーパーテストの結果を公表するよりもそ

ういったことに対する指導を公表すべきでないかと、もう少し詳しい事は書いてありまし

たけど、そういったことがありまして、確かに学校にすぐに求められることは、学力だと

かペーパーテストの結果だとか、そういう事が多いのですけど、１番大切なことは全体で

みたら生きる力という事になっていますし、社会人になった時とかいろいろ考えたら社会

道徳だとかそういったことだとか、精神的な強さというか学力以外の生きる力ということ

がもっと大事になってくると思うので、そのあたりを忘れないようにやっていく必要があ

るのでないかなと思います。 

（倉本教育長） 

 学力偏重というか、学力をあまり重視すると、今のような生徒指導の問題が出てきて、

以前、荒れた学校というか、ずいぶんそのようなことがあった学校や高校もあったのです

が、その背景にはよく言われるのが先生が力で子供を押さえつけようとしたり、校則を厳
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しく守らせようとしたり、あるいは、学力の高い子だけを高等学校へ進学させるために、

後はほったらかしというような状況になったという事が１つ大きく荒れていった原因にな

っていると言われています。公表問題と結びつくのですけど、学力テストの結果をあまり

重視していくと、またそういう学校をつくることにもなりかねないと思います。 

（小松委員長） 

 学力が中心になってくると、人の価値がそれ一本になりがちなので、今は成績優秀でい

い高校に入学しようと思って失敗してしまったり、いい大学に行こうと思って一生懸命勉

強したのに失敗してしまったりしたとか、そのことが原因で引きこもりになってしまった

とか、何かちょっと行き詰ってしまったら人生が終わったみたいになってしまうようなこ

ともあるので、本当に幅広く子どもの成長を見ていくそういう面からも結果の公表という

のはあまりよくないと思います。 

（倉本教育長） 

 冒頭で絵の入選の話をさせてもらいましたけども、今年は非常にクラブ活動や運動部門

でも頑張って県で準優勝したり、全国大会へ行ったりというところもあって、スポーツ面

の活躍が非常に目立ったのですけど、今年度は文化面でも非常によく頑張ってくれている

ので、非常にうれしかったのですけど、そういうバランスがいいのだろうと思います。運

動ばっかりの評価で部活動ばかりに力を入れると、体罰なんかも出てくる可能性もあると

思います。 

（前川委員） 

 部活動などは特に目立つので、運動が得意な子が優勝すると学校でもみんなより目立っ

て勘違いしてしまうという、子どもたちにとってもよくない事もあります。 

（森本委員） 

 学力テストはテストの為だけのテストではなくて、明確な目的のためのテストであって

ほしいのと、こういう地方の子どもなので井の中の蛙というか、全国的にレベルはどうな

のかなというのにこの学力テストは非常にメリットのある物だと思うので、そういう事は

やはり子供たちに知らすために、自分が一生懸命勉強していて勉強ができるものだと思っ

ていても、全国にでると学力というのはこういうものなのだなというような為にも、知ら

せてもらうというかいい方にこれを有効に使ってもらえるというのが大切だと思います。

いい面に、先生方にもテストのためのテストではなくて、実力向上のためのテストであっ

てほしいという事を徹底してもらいたいのと、また公表してほしいという点においても、

きちんと説明できる、なぜ公表しないのかという事を教育委員会としても説明できるもの

をもって、きちんと納得していただけることをしていかなければいけないと思います。 

（倉本教育長） 

 公表問題の背景というか、保護者や一般社会がテストの点数だけで終わっていると、さ

っきおっしゃったとおり、テストで９０点をとった場合、後１０点ミスしたと家の人とか

はそれで終わってしまう、あるいは勘違いがあるからもう少し落ち着いてしなさいという
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ようなことで終わってしまって、点数を何点とったかという点数主義の社会になってきて

いる。やった結果をどういうふうに分析して活かすかというようなことを、学校ももちろ

ん大事だけども家庭の方でもそういう事が考えられるような、そうすれば点数の公開とい

うような問題は出てこないだろうと思います。点数の結果のみを問題としているみたいに

なっていますよね。 

（前川委員） 

 だいたい保護者とかそうですよね。点がよかったらよく勉強しているとかですね。 

（小松委員長） 

 それでは、意見も尽きた感がありますのでこの件はここで終わります。 

つづきまして、議題③就学援助の認定についてです。これは非公開となっています。 

（伊原課長） 

 秘密会でお願いします。 

 

（秘密会） 

  

 

（小松委員長） 

 これは論議の必要もないと思います。よろしいですか。 

（委員） 

 はい。 

（小松委員長） 

 これは承認という事でお願いします。 

（伊原課長） 

 はい。 

（小松委員長） 

 議題④ その他でお願いします。 

 

（倉本教育長） 

 その他で人事関係ですので、秘密会でお願いします。 

（小松委員長） 

 秘密会とします。 

 

（秘密会） 

 

 

（小松委員長） 
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 他は。 

（伊原課長） 

 ありません。 

（小松委員長） 

 全部終わりましたか。 

（伊原課長） 

 はい。 

（小松委員長） 

それでは今月の定例会を以上で終わります。お疲れ様でした。 

 

以上 

 

 


