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令和元年度 第１回 山形県教育懇話会 会議録要旨 
（平成 30年度「教育に関する事務の管理及び執行状況」の 

点検及び評価報告書（案）について） 

 

１ 日  時 令和元年８月 26日（月）午後１時 30分～３時 40分 

２ 場  所 あこや会館 １階ホール 

３ 出 席 者 

○教育懇話会委員（敬称略、五十音順） 

阿部 由里子、池田 めぐみ、落合 陽子、黒木 仁、黒田 三佳、渋谷 孝雄、 

高見 佳澄、中山 英行、三浦 登志一 （欠席委員：栗田 幸太郎） 

 ○県  側 

県教育委員会教育長                  菅間  裕晃 

教育庁教育次長                  大場  秀樹 

教育庁教育次長                  須貝  英彦 

教育庁教育次長                  日髙  伸哉 

教育センター所長                  坂尾   聡 

村山教育事務所長                  江川 久美子 

最上教育事務所長                  髙橋   研 

置賜教育事務所長                  迎田  浩昭 

庄内教育事務所長                  寺嶋  一郎 

教育庁総務課長                  中川   崇 

教職員課長                     那須  隆秀 

文化財・生涯学習課長               熊谷  岳郎 

義務教育課長                     竹田   啓 

特別支援教育課長                  岡崎  祐治 

高校教育課長                     片桐  寛英 

福利課長                     石垣   純 

スポーツ保健課長                  佐藤  裕恒 

総務部 学事文書課長               菅原  和彦 

文化財・生涯学習課 生涯学習振興室長         木村  智行 

高校教育課 高校改革推進室長            生島  信行 

スポーツ保健課 競技力向上・アスリート育成推進室長   貝田  裕昭 

総務課 施設整備主幹               吉川   隆 

教職員課 管理主幹                  吉田  直史 

スポーツ保健課 保健・食育主幹            田村  光絵 

 

４ 協  議 

 ○ 平成 30 年度「教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況」の点検・評価

報告書（案）について、総務課長から一括説明した後、出席委員から御意見いただい

た。 

 ○委員の意見等の概要は以下のとおり。 
 

発言者 意見等 概要 

阿部委員 

 

 

Ｐ18【12 時代の進展に対応した学校づくりの推進 】関係 

・指標㉜「県立高校再編整備基本計画の着実な推進」については、少
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発言者 意見等 概要 

（阿部委員） 子化の現状等を踏まえ高校の再編・集約を進め「達成」とされてい

るが、小規模校の一貫教育の現状について申し上げる。金山町で

は、中高連携教育を実施しており地域の関わりも大きい。そのこと

が子供達の大きな力になっており、中高連携した取組みは素晴らし

いと感じている。新庄南高校金山校は学年１学級の小規模校である

が）少人数でこそ出来る教育もあり、中山間地における高校は地域

にとっても必要不可欠である。少子化の現状にあっても学びの場と

して少人数の高校はあってよいと考える。 

高校改革推進室長 ・県立高校の再編整備でも、御意見いただいたような地域の実情や地

元市町村と連携した中高一貫教育については十分配慮してきた経緯

がある。 

池田委員 

 

 

Ｐ17【11 信頼される学校づくりの推進 】関係 

・学校における働き方改革の関係で「部活動顧問教員の業務を支援す

る部活動指導員の配置」が進められているとあるが、子どもたちの

安全確保のためにも、人材の質の担保が必要である。 

Ｐ19【14 郷土愛を育む教育の推進 】関係 

・「スポーツ県民歌「月山の雪」の活用を促進」というのはよい。県

外で山形出身者が集まったとき、一体感や山形への愛着を持てる非

常によいツールだと思う。 

Ｐ23【19 生涯スポーツの推進 】関係 

・「『県スポーツ・レクリエーション祭』の新たな取組みとして、ス

ポーツの実施率の低いビジネスパーソンや子ども・若者等を対象に

した体験会部門を新設」とあるが、対象を絞った働きかけは良いと

思う。 

Ｐ24【20 競技スポーツの推進 】関係 

・少子化の影響はスポーツ分野でも感じている。もっと上のレベルで

取り組みたいとき、県外に行かざるを得ない状況である。ＹＡＭＡ

ＧＡＴＡドリームキッズは 10 年前に始まったが、当時メンバー

だった選手が山形に戻りたいと言っている。成果が現れるのに時間

がかかるが、このような人材育成は東京オリンピック後も継続すべ

きと思う。 

・競技力向上に向け、本格稼働したマルチサポートセンターにも期待

している。機能拡充にぜひ取り組んでもらいたい。 

スポーツ保健課長 

 

 

 

Ｐ17【11 信頼される学校づくりの推進 】関係 

・部活動指導員について重要な御指摘をいただいた。今年度から全中

学校に１名配置しているが、元教員などに声かけをしているもの

の、人材確保に苦慮している。 

落合委員 

 

 

 

 

Ｐ６【２ 思いやりの心と規範意識の育成 】関係 

・スクールソーシャルワーカーの学校現場でのニーズは非常に高いが

人材が足りない状況である。退職教員の方にも活躍いただければと

思う。 

・「『居場所づくり』の取組み（村山・置賜・庄内）」とあるが、庄
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発言者 意見等 概要 

（落合委員） 内にフリースクールのようなものを設置するのか。 

Ｐ７【３ 生命の継承の大切さに関する教育の推進 】関係 

・基本は家庭での関わりだと考えるが、親が親として子どもを育てる

ことの重要性を認識しているか、親に対する教育が重要である。ま

た、将来、親となる高校生に対して、家族を大切にすること、親と

しての責任等を伝える教育も必要だと考える。学校で教育すること

で、家庭で教えられなかった生徒にも教育することができる。 

Ｐ７ 【４ 教育の原点である家庭教育・幼児教育の推進 】関係 

・家庭教育については、家庭で、何を、どう教えたらよいか、不安を

持つ保護者が増えているため、保護者の不安解消のための受け皿が

必要である。先生と違う立場で、同じ目線で、相談できる場所を設

けてほしい。保護者の不安解消が子どもの幸せにつながる。 

Ｐ８ 【５ 豊かな心の育成 】関係 

・探究型学習の推進には、図書館（室）が効果的である。最初、どう

学べばよいか分からない子ども達も、調べ学習を通し、知識を得る

楽しさを知ると達成感を得て、生き生きと学ぶようになる。この学

びへ向かう意欲が将来、複雑な社会を生き抜く力となる。 

Ｐ８ 【６ 健やかな体の育成 】関係 

・子どもの運動能力が向上（指標⑪「達成」）については、課題・好

事例の共有が奏効したとのことだが大変よい取組みだと思う。 

Ｐ10 【７ 個々の能力を最大限に伸ばすための環境整備と確かな学

力の育成 】関係 

・全国学力・学習状況調査の結果（指標⑬）について、学校現場の状

況を見ると、どうしても出来ない子に指導が向いてしまうことが多

く、出来る子が頭打ちとなる状況かと思う。そのことが、難関大等

への進学者の減（指標⑯）の一因にもなっているのではないか。例

えば、応用問題のプリントを用意する等出来る子への配慮をしてほ

しい。 

・英語学習についても中学校の英語教員や塾講師等の外部人材を活用

すれば、先生方の負担軽減にもつながると思うので工夫しながら進

めてほしい。 

Ｐ13 【８ 変化に対応する実践的な力の育成 】関係 

・子ども達を見ているとパソコンへの興味関心は高い。ＩＣＴのクラ

ブを作ってパソコン教室等の講師等地域ボランティアから指導して

もらってはどうか。 

Ｐ17 【11 信頼される学校づくりの推進 】関係 

・教育の確保に関して、知識量だけではなく教員の資質を測ってほし

い。大学卒業したばかりで 40 人もの児童生徒を指導するのは大変

である。教員選考における講師への特別選考はその意味でとても良

い取組みだと思う。学校現場では、様々な理由から講師が見つから

ない状況があるが、現場が余裕をもって学校活動を行えるよう取組

みを進めてほしい。 

義務教育課長 

 
Ｐ６【２ 思いやりの心と規範意識の育成 】関係 

・御意見いただいたスクールソーシャルワーカー等での退職教員の活
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発言者 意見等 概要 

（義務教育課長） 躍について、現在、子どもふれあいサポーターや教育相談員として

活動いただいている方もおり、今後も人材確保に努めていきたい。 

・御質問をいただいた「居場所づくり」の取組みについては、フリー

スクール等を設置するのではなく、学校の中に児童生徒の居場所を

つくり、不登校を未然に防止するというものである。 

黒木委員 

 
Ｐ16【10 特別支援教育の充実 】関係 

・高校での特別支援教育について、「（４）県立高等学校特別支援教

育推進事業」に記載があるが、高校にも発達障がい等の特別な支援

を要する生徒がいるということの認識が進み、特別支援教育支援員

の配置が進んだことは、大変よかった。発達障がいをもつ児童生徒

の困難さは、いじめ・不登校につながりやすく、支援員が配置され

ることで生徒への支援が適切になされるよう期待する。今後は、通

級による指導を十分に活用して支援員の拡充に取り組んでほしい。 

・個別の指導計画の作成（指標㉘）については、ほぼ 100％達成と

なっており、関係者の努力に感謝する。今後は、個々の計画の有効

性を確認するとともに、保護者へ開示し、その意見を参考に随時見

直しをしていくことが重要である。形式的な計画にならないよう、

随時点検していくことが必要ではないか。子どもの変容を見逃さな

いよう、計画作成の重要性を認識して取組みを進めてほしい。 

・教員の専門性向上について、特別支援学校における特別支援学校教

諭免許状保有率（指標㉙）の目標を達成したことは評価したい。た

だし、免許状保有は必要条件だが、必要十分条件ではない。専門性

向上のための研修、授業研究やそれを行う学校の環境整備（研修時

間の確保等）に配慮していく必要がある。 

黒田委員 Ｐ13 【８ 変化に対応する実践的な力の育成 】関係 

・私は、山形に移住してきたので、山形のよさを表現しやすい立場に

あるが、山形には独自なよいものがあると山形に住む人に実感して

ほしい。人材育成は小さい時からの積み重ねが大事である。全国基

準を目指すのではなく、地域の人材や自然を活用した山形らしさを

活かした独自の人材育成開発プログラムを作成してはどうか。そう

することで、山形では課題と捉えられていることが、違う側面を見

せることもあるのではないか。教育とは、人を幸せにするものと考

える。 

・指標⑲「英検準２級から２級程度以上の英語力のある高校生の割

合」に関連して、英検３級までは比較的容易だが、それ以上のレベ

ルになると、単語力のみが重要ではなく、英語を使って訴えたいこ

と・感性があって初めて英語力は向上する。 
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発言者 意見等 概要 

渋谷委員 Ｐ20【15 山形の宝の保存活用・継承 】関係 

・「ふるさと塾」は全国に先駆けて 10 年以上前から実施している。

当時の子どもたちが今、地域の中心になって活動しており、成果が

あがっていると感じる。 

・今回、「未来に伝える山形の宝」登録制度に係る評価を新規登録件

数から登録市町村数に移行したのは良いと思う。昨年度の新規登録

件数は１件だが、今後、登録のない市町村へ丁寧に働きかけていく

ことも必要ではないか。 

・今年は７年に１回の「北海道・東北ブロック民俗芸能大会」が開催

される。この大会への参加は誇りとなり、今後の団体の活動の励み

となる。ぜひ成功させていただきたい。 

・「（２）文化財保護事業」について、埋蔵文化財センターの機能低

下が心配である。過去の調査の記録写真などは劣化しているのでは

ないか。センターの在り方についてぜひ検討いただきたい。 

文化財・ 

生涯学習課長 
・「未来に伝える山形の宝」登録制度は、全国でも先進的な事業であ

り、文化財の保護に対する支援は、しっかり取り組んでいく必要が

あるので継続していきたい。 

・御意見いただいた、過去の調査の記録等は旧上山農業高校舎に保管

しているが、管理者が常駐しておらず、必ずしも万全な状態である

とは言えない。今後検討させていただく。 

高見委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ５【１ いのちの教育の推進 】関係 

・将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合（指標②）について、

わが子は将来何をしたいか分からないという。親としてもどうアド

バイスすればよいか迷うが、夢や目標を持つには、自尊感情や自己

肯定感が影響すると思う。家庭や地域の関わりが大切であり、学校

だけではなく、保護者・ＰＴＡでも取り組んでいかなければならな

いことと考える。 

Ｐ６【２ 思いやりの心と規範意識の育成 】関係 

・いじめの調査（指標③）に関してだが、学校でいじめのアンケート

が実施されているが、学校だと書きづらい内容もあり、実施方法に

ついて再考してもらいたい。 

・不登校児童生徒の出現率（指標④）に関して未達成であるが、その

背景には、保護者の「必ずしも学校に行かなくてよい」という認識

があるのではないか。フリースクールや適応指導教室のような、学

校以外の居場所（システム）を設けてほしい。 

Ｐ８【６  健やかな体の育成 】関係 

・朝食欠食（指標⑩）については、保護者の責任が大きく、保護者の

認識を上げる必要がある。なお、欠食について、保護者が朝食を用

意しないのか、用意しても子どもが食べたがらないのか、その要因

も分析できればよい。 

Ｐ17【11 信頼される学校づくりの推進 】関係 

・教職員の働き方改革については、ＰＴＡでも学校へ協力をしなけれ

ばならないという認識が広まってきている。少子化の影響でＰＴＡ
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発言者 意見等 概要 

（高見委員） 活動も縮小しているが、協力のあり方について、ＰＴＡと学校で相

談して進めていければと思う。 

・「優秀」な教員の確保について。何を持って「優秀」というのか。

先生というのは、子どもにとって一番身近な他人の大人である。先

生には、是非、子どもが憧れる存在であってほしいし、こういう先

生を増やしてほしい。 

義務教育課長 Ｐ６【２ 思いやりの心と規範意識の育成 】関係 

・県教育委員会が実施する「いじめ発見調査アンケート」は自由記述

の欄がないが、各学校が独自に行っているアンケートでは、記述に

よる回答となるものもあるため、その実施方法については、ご意見

をいただいた旨、学校や市町村教育委員会に伝えてまいりたい。 

中山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今回の懇話会はある面で６教振前期プランの総括的な意味合いを持

つものと考える。そのような観点に立って今回の評価報告書と併せ

て、平成 27 年度から４年間の主要施策の目標達成状況等の推移を

見させていただいたので、最初にその感想、そして平成 30 年度の

報告書に関する質問や意見を述べさせていただく。 

・まず、感想として、平成 27～30 年度の目標達成状況を俯瞰してみ

れば、一定の成果が伺えた６教振前期の活動・事業展開だったと考

える。その根拠は、第１に「いのちの教育の推進」や「豊かな心の

育成」など、主要施策のカテゴリーで見た場合、私学振興を除く 19

施策の内、11 施策で「達成・概ね達成」の評価平均値が 80％を超

えていること、第２にこの４年間で設定された目標・指標の数が全

体で 189 項目。その中で「達成・概ね達成」のプラス評価がなされ

た項目が 134項目、71％という状況であったことである。 

・反面、「達成・概ね達成」の評価平均値が 50％を下回ったものが３

施策あり、特に「確かな学力の育成」が 33％、「変化に対する実践

的な力の育成」が 47％等、教育活動の本質的な部分に関わる主要施

策については、この４年間継続して評価が厳しく、義務教育・高校

教育とも学力等の育成が後期プランに向けた大きなポイントである

と受け止めている。 

・また、主要施策 19 番目の「生涯スポーツの推進」の中で、総合型

地域スポーツクラブ会員数の増加という目標が、４年連続で未達成

という状況で、かなり苦慮されている状況が伺われる。この「総合

型地域スポーツクラブ会員数の増加」という目標設定については、

教員の負担軽減という面からも推進していただきたいが、生徒数の

減少等、現在の状況の中で「会員数」という数値目標の設定が、妥

当なのかどうか、検討が必要ではないか。 

・次に、平成 30 年度評価報告書の総括的な感想を述べたい。主要施

策の設定目標 43 項目中、「達成」或いは「概ね達成」の評価が 31

項目、全体の 72％と、平成 29 年度の 62％に対し、10 ポイント向上

しています。反面、「未達成」の割合が 26％と、この４年間で最も

多く、平成 29 年度に引き続き、達成・未達成の分極化が伺えた平

成 30年度の活動であったと拝察する。 
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発言者 意見等 概要 

（中山委員） ・なお、平成 30 年度評価報告書から、付録１の達成状況一覧表が、

６教振の策定時の現況値、令和２年３月の目標値、昨年の実績も記

載されるようになって見やすくなった。 

Ｐ６【２ 思いやりの心と規範意識の育成 】関係 

・「いじめ認知件数」に対する解消割合が 97.8％と、前年にひき続き

高い数値を維持・向上させていることは、６教振策定時点の 72.2％

と比較すれば、この数年間の指導の成果が表れたものと、大いに評

価できるものと考える。 

・６教振後期計画検討委員会の資料にも目を通したが、認知件数の増

加という現状は、むしろ「いじめ問題」に対する学校の積極的な対

応の表れと評価できるという判断は的を射たものと思う。今後も

100％解消に向けた一層の対応を期待する。 

・指標「④不登校児童生徒の出現率」について、平成 29 年度の報告

書では前年度の結果が調査中のため評価はしないという整理だった

が、今回から評価することにしたのはなぜか。 

Ｐ８ 【５ 豊かな心の育成 】関係 

・指標「⑨読書が好きな児童生徒の割合」について、平成 29 年度の

報告書では調査不能とされていたが、今回はどうやって調査したの

か。 

Ｐ10 【７ 個々の能力を最大限に伸ばすための環境整備と確かな学

力の育成 】関係 

・指標「⑯医学部医学科、難関大学の合格者数」の目標達成の見通し

についてお聞かせいただきたい。 

総務課長 Ｐ６【２ 思いやりの心と規範意識の育成 】関係 

・指標「④不登校児童生徒の出現率」については、文部科学省の調査

結果を活用しているが、毎年、報告書作成時までに結果の取りまと

め・公表が間に合わず、取組みの評価ができない状況が続いていた

ため、今回から改めた。 

Ｐ８ 【５ 豊かな心の育成 】関係 

・指標「⑨読書が好きな児童生徒の割合」については、文部科学省の

全国学力・学習状況調査の結果を活用している。平成 30 年度の調

査では、この項目が調査票から外されたものの、今年４月の調査で

は再度、調査票に含まれることとなったため、調査可能となった。 

高校教育課長 Ｐ10 【７ 個々の能力を最大限に伸ばすための環境整備と確かな学

力の育成 】関係 

・医学部医学科、難関大学を志望する生徒の数自体は、減ってはいな

い。生徒達の志望を叶えるため、進学指導体制や授業の改善、探究

型学習の推進に一層取り組んでいく。 

三浦委員 

 

 

 

 

・黒木委員の御意見にもあったが、数値的に達成した項目について、

数値にとらわれて、質的な面を見失わないようにしなければならな

い。 

・報告書に６教振策定時の現況値や令和２年３月の目標値が入ったこ

とで、現時点でどのくらいの到達度なのかがわかりやすくなった。



- 8 - 

発言者 意見等 概要 

（三浦委員） 教育分野の専門家以外の方にもわかりやすくなるようさらに改善し

ていってほしい。 

 


