
 

1 1 月 定 例 教 育 委 員 会 報 告  

 

１  開催日時  

平成２８年１１月９日 (水 ) １３：３０～１４：３０  

 

２  出席者  

 委  員  永田  政信  

     江口  真由美  

     渡邊  敬       

     佐古  順子  

     村川  一恵  

 教育長  溝江  宏俊  

 

 事務局  

  政策監      遠藤  雅己     教育次長     上野  真澄  

  教育総務課長  西村  隆      教育総務課参事  畑田  憲一  

                   （小学校給食センター所長）  

  教育総務課参事  松山  敬之     学校教育課長   丹野  平三  

  （新図書館整備室長）   

  学校教育課参事  本多  修司     文化振興課長   三ヶ島  恵利子  

  社会教育課長   柳原  寅雄     図書館長     鈴川  章子   

  教育総務課係長  内野  一嗣  

 

３  議事結果  

《議  案》  

  第２３号議案  平成２８年度二学期制検証に係るアンケート実施要項の

制定について（継続審議）  

  第２４号議案  平成２８年度大村市一般会計補正予算（第３号）につ

いて  



《協議・報告事項》  

  （）  

   

４  議事録  

教育長  

 ただいまから平成２８年１１月教育委員会定例会を開催しま

す。  

 本日の会議は、定足数に達しております。  

 会議に先立ちまして、委員の皆様にお諮りします。  

 第２４号議案は、予算に関する議案ですので、秘密会議とし

て議事日程の最後にしたいと思いますが、議事日程及び秘密会

議の取り扱いについて、ご異議ありませんでしょうか。  

全委員  はい。  

教育長   では、そのとおり取扱わせていただきます。  

教育長  
議事日程１、前回会議録の承認ですが、次回の１２月定例会

に提出させていただきますので、よろしくお願いします。  

教育長  
次に議事日程２、教育長報告は、特にございません。  

各委員の方から、何かご報告はございませんでしょうか。  

佐古委員  
昨日、県教育委員会へ教委連の要望に行ってまいりましたの

で、ご報告申し上げます。  

教育長  

無いようでしたら、次に進みたいと思います。  

議事日程３、継続審議になっております平成２８年度二学期

制検証に係るアンケート実施要項の制定を議題といたします。

事務局から説明をよろしくお願いします。  

学校教育

課長  

前回、多数のご意見をいただきましたので、改めて事務局で

実施要項案を作成させていただいております。  

前回と大きく変えておりますので、今回配布しているもので

ご審議をお願いします。  

まず、お手元の要項案の中で、１の目的の部分は変えており

ません。  

２の実施対象者については、お示ししている方々を対象にす

るよう整理をしました。  

まず、今在籍している児童生徒の保護者全員です。家庭数で

算出して、約７，３５０名おられます。  

小中学校に現在お勤めの教職員、ただし非常勤、再任用者、

市雇用職員を除きます。市雇用職員というのは、補助員、心の

教室相談員を指しております。対象となる教職員は、約５４０

名おります。  

公立の幼稚園の教職員が非常勤を除いて現在１８名お勤めで

すので、その方々全員。  

私立の幼稚園。前回、保育所を挙げておりましたけれども、

私立の幼稚園に限定をさせていただきたいと思っております。

６名ずつ計約２０名で、抽出にしたいと思っております。  

大村市に以前勤めていて市外へ転出した教職員に声をかけて



はどうかというご意見もありました。前回、３か年遡ってと申

し上げましたけども、追跡調査がそこまで可能かを吟味した結

果、今年３月に市外へ転出した教職員が約５０名おります。こ

の方々にアンケートを実施するように絞り込ませていただいた

ところでございます。  

前後しますけども、卒業生の保護者に対してもという話をし

ておりましたけども、今回対象としている在籍時の保護者の中

に卒業生を抱えた保護者がいらっしゃることが想定されますの

で、そこでその方々のご意見を拾うということを考えておりま

す。したがって、前回お示しした卒業生の保護者というのは、

削除いたしました。  

しかしながら、今、小中高にお子さんが全くいらっしゃらな

い、未就学児を抱えた保護者の意識も必要ということで、公立

の幼稚園、こども園の未就学の親御さん。ただし、年長児に限

って、これを４０名程度抽出して調査をかけてみたいと思って

おります。公立の幼稚園と放虎原こども園の親御さんを４０名

程度抽出したいと思っております。  

地域関係者については、学校支援会議の委員としておりまし

たけども、各学校に学校評議員さんが３名から５名程度、任命

を受けておられます。この方々は、自治会長さんであったり、

健全協の会長さんであったり、あるいは民生委員さんであった

りという役職で学校にご協力をいただいておりますので、学校

評議員に対象を絞って、地域のご意見をいただくという形にさ

せていただいたものでございます。  

教育長  
実施対象者について説明がありましたが、これに対してご意

見はございませんでしょうか。  

江口委員  

転出した教職員については、昨年度末に転出された先生方と

いうことで説明がありました。  

熱いうちの方が感覚として違いがわかるというのもわかるの

ですが、逆に１年を通して違いの実感が湧いてくるので、平成

２７年度３月末に転出された先生方も含めた方がいいと思うの

ですが、いかがでしょうか。  

教育長  

１年９か月くらい過ごされた方と、９か月しか過ごされてい

ない方、その違いで、平成２７年度転出者までどうでしょう

か。  

学校教育

課長  

市外に転出した教職員の中には、大村市がいわゆる出身で大

村から出ていく教職員もおりますし、元々大村のご出身でない

先生方が、島から来られて本土部の勤務を終わられて島に戻る

という方々もいらっしゃいます。  

佐世保、大村以外の学校は３学期制でございますので、３学

期制にずっと慣れていて、大村に長い方で４年から６年いらっ

しゃって、戻って行かれます。  

戻って、３学期制で勤務されておられますので、２学期制と

の違いは、今の方が感じやすいかというところがあって、もち

ろん委員さんがおっしゃるように、１年おいてもう１回見つめ



直してみてのご意見も必要だろうと思いますが、私どもとして

は、出られてすぐの方が意識が高いかなと感じているものです

から、こういった案にさせていただきました。  

２か年遡って追跡は可能です。だいたい人数は変わりませ

ん。毎年４０名から５０名前後ですので。  

教育長  
江口委員、９か月くらい３学期制を経験したところで対象と

するということでどうでしょうか。  

江口委員  
そういうことであれば、原案のとおりで問題ないと思いま

す。  

学校教育

課長  

実施期間は、変更ありません。  

実施方法については、学校、園を通して依頼したいと思って

おります。ただ、学校評議員さんについては、郵送で発送、回

収をしたいと考えております。  

あとは、前回お示しした内容と大きな変更は、しておりませ

ん。  

アンケート用紙は、対象者ごとに宛名を付けて発送したいと

思っております。  

では、具体的なアンケートの方に入ります。依頼文の前文も

含めてご指導いただければと思います。  

前文には、２学期制の経緯とこれまで行ってきた取組等に触

れてもらいたいという意見がございましたので、それを盛り込

んでいます。  

裏面に２学期制と３学期制の違いをわかりやすくイメージし

てもらうために、表で示しております。  

村川委員  

２学期と３学期の違いの資料の中に夏休み前の個人面談とあ

りますが、夏休みに入ってからの親との個人面談は、そのまま

継続になるのでしょうか。２学期制の場合、通知表がないの

で、日頃の状況や苦手科目を伝えるために、保護者と先生方の

二者面談をしておられます。これは、この表の個人面談に含ま

れないのですか。  

学校教育

課長  

夏休み前の面談は、子どもとの面談だけでなく保護者との面

談も含めていますが、夏休みに入ってすぐ面談をするところも

ありますので、わかりやすく、夏休み前・夏休みに入ってすぐ

の面談という記載にいたします。  

村川委員  
子どもの面談なのか親の面談も含まれるのか分かりにくいの

で、親も子もと書いていただけると。  

学校教育

課長  

子どもだけやって親御さんとやる学校と、親子でいっしょに

やる学校と、それぞれです。一律に定めていないので。夏休み

前が必ずしも子どもだけの面談とは限らないところも出てきま

す。表記を考えてみます。誤解がないように工夫をしたいと思

います。  

学校教育

課長  

 裏面の２学期制と３学期制の違いの表の日程については、平

成２８年度の場合と明記をいたします。  

江口委員  
以前は、夏休み明けは午前中授業とか、徐々にという試みだ

ったような気がしますが、今は、１日中、給食や午後の授業も



あるのですか。  

学校教育

課長  

 午前中で終わっているところも多いのではないかと思いま

す。  

学校教育

課参事  

中学校は、体育大会の準備を授業外でやっています。午前中

だけ、４時間の授業を３日間やっています。  

学校教育

課長  

夏休みの終わりが３日間早いのですが、秋休みが連休の前後

に１日ずつ休みを設けているので、６時間授業で１２時間分の

授業が欠けます。その分を、夏休みを早く終わって、４時間の

３日間で１２時間、小学校はだいたい午前中授業で、給食を食

べて帰しているのではないかと思います。職員が午後に作品展

の準備等を行っている状況です。  

渡邊委員  

表を見ますと、個人面談、ふれあいの場や時間、計画実施し

てきた行事、その３つ全て２学期制が有利であると感じます

が、３学期制の場合は、教育相談等を夏休み中にできないので

しょうか。不足するのであれば、どうするのか。無理なのか、

そういうことだったら、２学期制が良いという印象を受けま

す。  

学校教育

課長  

個人面談を夏休み前だけでなく夏休みに入った直後にも行っ

ているという表記にかえることとしましたので、３学期制の場

合に実施できない場合があるという表記は、おかしくなってき

ます。  

３学期制の場合は夏休み前に行うことが難しいので、夏休み

に入ってからやっていたケースが多かったと思います。あるい

は、短縮授業を３日間組んで、午後の時間に面談を行っていた

こともあります。  

「実施できない場合あり」という表記は整合性がとれなくな

るので、改めないと行けないと思います。  

教育長  
３学期制の場合は、夏休みを余計に使わないといけないとい

うことですね。  

学校教育

課長  

ただ、ふれあいの時間については、３学期制では学期末にな

りますので、成績処理でなかなか放課後も教職員にゆとりがで

きない状況があるので、明確に違いが出てくると思っていま

す。  

村川委員  

中学校の定期考査が４回とありますが、定期考査の意味がす

ぐには分からなくて、４回と５回でこれは中間テストと期末テ

ストのことかなと思ったのですけども、これは普通に使う言葉

ですか。  

学校教育

課参事  

「定期テスト」という言い方もしますが、正式には「定期考

査」と言います。注釈を入れます。括弧してテストと。  

教育長  
 それでは次に、アンケート案について、よろしくお願いしま

す。  

学校教育

課長  

質問の１に、対象者がどなたかということを問う設問を設け

ております。Ａ保護者、Ｂ教職員、Ｃ学校評議員ということ

で、全て拾い上げることができると思います。また、Ａと答え

た保護者が今どんなお子さんがいらっしゃるのかを把握できる



ようにしております。ここで高校生以上に◯を付けられれば、

集計するときに卒業生を持っている保護者はこんな意識だとい

うことを分析できると思います。  

また、教員については、校種を尋ねております。  

質問２からは、前回から大きくは変わっておりませんが、選

択肢を一部変更しております。  

質問２は、大きく変えておりません。学期制に係る考えにつ

いて、２学期制のままで良い、３学期制に戻したほうが良い、

どちらでもよい、よくわからない、というもので、それぞれを

選ばれた方は、次に質問の３から６までに進んでいただくよう

な指示を示しております。  

２学期制が良いと答えた方は質問３で理由を選ぶことになり

ますが、全部で６択にしております。文章が長いとか、わかり

づらいとご指摘を受けましたので、選択項目を絞り込んでおり

ます。  

質問４は、３学期制に戻したほうが良いとお考えになられる

理由についても同様に、選択項目を絞り込んで、同じ数の６項

目を設けさせていただきました。  

どちらでも良い、よくわからないについては、質問５、質問

６で、これについては、前回と大きな変更はございません。  

最後に、学期制についての意見、感想を自由に書いてもらう

欄を設けています。  

特に質問３と質問４の選択項目を大きく変えていますので、

これについてご意見をいただきたいと思います。  

教育長  今の説明に対して、ご意見をお願いします。  

佐古委員  

質問４は、３学期制が良いと思う人への質問なので、肯定的

な言い方が良いと思います。例えば、「３学期制では夏休み前

に通知表があって良い」とか。  

それとあわせて、「３学期制に戻した方が良い」、「２学期制

のままで良い」ではなく、「３学期制が良い」、「２学期制が良

い」という表現でないと、知らない人は惑わされるというか、

変な概念がはいるのではないかと思います。  

３学期制にしても２学期制にしても、今後どうするかという

ところが問題なのではないかと思います。  

学校教育

課長  

１点目については、確かにご指摘のとおり、３学期制の立ち

位置での表現に改めたいと思います。例えば、３学期制は通知

表が３回あるからという表記にするとか、否定的な表現ではな

くて肯定的な表現で、表記をしていきたいと思います。  

質問２についても、確かにおっしゃるとおり、２学期制が良

い、３学期制が良いと言う表記のほうがすっきりすると思いま

す。他の委員さんがご異論なければ、そういう形に変えたいと

思います。  

村川委員  佐古委員の意見に賛成です。  

教育長  
他に、全体的に依頼文、実施要領、アンケート含めて、ご質

問等はありませんか。  



教育長  

無いようでしたら、今のご意見の方向で進めてよろしいでし

ょうか。  

採決します。第２３号議案について、ご指摘の事項を修正し

て、決定することにご異議ございませんか。  

全委員  はい。  

学校教育

課長  

訂正箇所については、訂正して再度お送りします。  

この後の流れは、１２月の校長会で説明して、５日から１６

日までの中でアンケートを実施したいと思います。  

教育長  定例会に付議する議案は、以上でございます。  

 

◎自由討論として  

  江口委員から小学校体育祭のダンスについて意見が述べられた。    

 

◎協議報告事項として 

  学校規模の適正化について、教育総務課長から報告があった。  

 

○次回の定例教育委員会開催の確認  

１２月定例教育委員会   １２月２１日（水）  １３時３０分～  

 

教育長  
これをもちまして平成２８年１１月教育委員会定例会を終了

します。１４：３０  

 


