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令和３年度第１回多治見市教育行政評価委員会 会議要旨  

 

日時：令和3年10月4日(月)13:58～15:47 

場所：多治見市役所駅北庁舎 4階第2･3会議室 

 

【出席委員】石井拓児委員長、安田悦子副委員長、鈴木耕二委員 

鈴木亜紀子委員  

【欠席委員】三和義幸委員  

【説 明 者】渡辺教育長、高橋副教育長、林教育次長、丸山教育指導監、  

河地教育総務課長、水野食育推進課長、勝見福祉部課長、  

久野教育研究所長、教育推進課 矢野主幹、 

教育総務課 水野、長谷部、食育推進課 渡辺、 

教育相談室 吉川、後藤 

【事 務 局】教育推進課 山田、田中 

 

 (要点筆記) 

開会 

委員長 ・ただいまから、令和３年度第１回多治見市教育行政評価委員会を開催

します。 

・新型コロナウイルス感染症の影響で先の見通せない状況が続いていま

すが、学校現場でも行政現場でも懸命な努力が続けられていることと思

います。少しでも現場の方々の励みになるような教育行政評価委員会に

なればと思います。  

次第１ 教育長挨拶 

教育長 ・ご多忙のところお集まりいただき、心よりお礼申し上げます。  

・まだ新型コロナウイルス感染症の影響はありますが、緊急事態宣言も

解除され、学校現場でも感染に注意しながら徐々に通常の教育活動が始

まっています。  

・岐阜県教育委員会から各市町村教育委員会に対し、夏休み明けの分散

登校やオンライン授業の活用について通知がありましたが、多治見市は

当初の予定どおり一斉登校、通常授業としました。これは、昨年度の臨

時休校の際の反省を踏まえ、児童生徒の学びの保障と感染症対策を両立

し、学校給食も提供することとしたためです。  

・本市の方針を公表した当初は、保護者の方々から多くの抗議がありま

したが、丁寧に説明しご理解をお願いしました。結果的にはクラスター

が発生することもなく、授業も実施できており、安堵しています。 

・今年度、教育委員会では、４月の小泉小学校の供用開始に続いて、７

月には食育センターが竣工しました。また、笠原義務教育学校に関して

は、今年８月に基本構想（案）が提出され、令和８年４月の開校を目指
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して準備を進めていく予定です。さらに、GIGAスクール構想に基づいて

オンライン授業も始まっていますので、教職員の ICT能力を高めるよう

しっかりと取り組んでいきます。  

・本日の会議では、よりよい教育を実現するため、多方面から本市の教

育行政を点検・評価いただき、忌憚のないご意見をいただきますようお

願いいたします。  

次第２ 新型コロナウイルス感染症の影響について  

委員長 

 

事務局 

委員長 

 

 

 

 

事務局 

委員長 

委員 

 

教育委員会 

 

委員長 

 

 

 

教育委員会 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

・次第２の「新型コロナウイルス感染症の影響について」に入る前に、

本日の進行について事務局より説明願います。  

（説明） 

・ご質問等はないでしょうか。 

・会議は例年２時間ほどですが、コロナ禍に配慮しまして、１時間 30

分をめどに終わりたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。 

・それでは、次第２「新型コロナウイルス感染症の影響について」に関

し、事務局から説明願います。 

（資料４、５により説明） 

・ただいまの説明について、ご意見・ご質問等はありませんか。  

・脇之島小たじっこクラブが９月３日に閉所になっていますが、学校は

休校にならなかったのでしょうか。  

・ PCR 検査のため学級閉鎖を行いましたが、休校には至りませんでし

た。 

・運動会、体育祭等を工夫して実施したというのはすばらしいことです

が、教職員の負担はどうなっているのでしょうか。学年ごとに開催した

ことで負担がかなり増えたとか、感染予防のための事前準備が大変だっ

たというようなことはなかったでしょうか。  

・今までと異なるやり方をするとなると、当然いろいろ検討することが

あるわけで、負担を感じる部分もあったかもしれません。一方で、教職

員も児童生徒も、何とかして運動会等を開催したいという強い思いがあ

り、開催できたことへの満足感もあるだろうと考えています。 

・もちろん、開催できればそのほうがいいですが、それによって教職員

の方々の大きな負担になってはいけません。「他の学校が開催したの

に、なぜうちの学校だけ開催しないのか」という保護者の方のご意見が

あると、学校にも負担です。そのあたりを教育委員会で把握し、対応し

ていただきたいと思います。 

・コロナ禍にあって通常の教育を進めていくのは非常に大変だと思いま

した。夏休みが終わる頃、新聞に県内各市町村の夏休み明けの対応が掲

載され、多治見市は通常登校、他市は夏休みの延長なり、オンラインや

分散登校なりとなっていまして、教育委員会には保護者の方々からの抗

議もあったということでした。  
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委員 

 

 

 

 

教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員長 

・教育委員会としては対応が大変だったとは思いますが、これからのこ

とを思うと、やはり日常を大事にしていくということは大切ですし、保

護者の方々が今後少しずつでも理解していっていただければありがたい

と思います。  

・適切な対応だったと思いますし、結果的にもよかったと思います。  

・子どもたちに新型コロナウイルス感染症がどのような影響を与えてい

るのか、先生方がどのように受け止め、子どもたちにどのように説明さ

れているのか、また、教育委員会がどのように感じて、何を懸念してい

るのかという点を知りたいです。  

・健康面はもちろんですが、それ以上にコロナハラスメントを懸念して

います。新型コロナウイルス感染症にかかった時点でつらいのに、その

うえ新型コロナウイルス感染症にかかったことが悪いことかのように見

られるのは、さらにつらいことだと思います。  

・不安の原因は「わからないこと」にあると思いますので、子どもたち

がそういった理不尽な目にあわないように、新型コロナウイルス感染症

について十分に説明するようにしています。幸い、今のところコロナハ

ラスメントに関する報告は入っていませんので、各学校が気をつけて取

り組んでいるのだと考えています。  

・会社のスタッフの子どもが小学生で、所属する学年で陽性者が発生し

たそうですが、子どもたちが誰も犯人捜しのようなことや噂話をしなか

ったと聞きました。これは本当にすごいことで、先生方が丁寧にそうい

う教育、意識づくりをしていただいているおかげだと思います。  

・大変大事なご意見がたくさんあったと思います。感染後の後遺症がど

ういった形で表れてくるかわかりませんが、子どもたちの様子を常に把

握していただき、対応を検討していってください。  

次第３ 令和２年度末～３年度前期の主なできごと  

委員長 

 

事務局 

委員長 

委員 

 

教育委員会 

 

 

 

委員 

 

 

・それでは、次第３の「令和２年度末～３年度前期の主なできごと」に

ついて、事務局より説明願います。  

（説明） 

・ご質問、ご意見等はありませんか。 

・子どもから、給食の味が落ちたと聞きました。調理場の変更等の影響

があるのでしょうか。  

・食育センターの竣工により新しい機械が入り、職員も手探りでやって

いる面があります。職員自身も、ごはんの炊きあがりがいまひとつだと

言っていることがありました。早く新しい機械に慣れ、今まで以上に美

味しい給食を提供できるよう頑張っていきます。  

・先日子どもの通っている学校で、タブレットを試験的に自宅に持ち帰

り、自宅での学習に支障がないかどうか確認する機会が設けられまし

た。その結果に関するアンケートがあり、我が家には１点懸念事項があ
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 ったため、その旨を回答したところ、学校からわざわざ電話をいただ

き、１つ１つ確認しながら対応していただきました。  

・家庭ごとに、状況は本当にさまざまだと思いますが、マジョリティの

家庭だけでなく、すべての家庭が等しく学ぶ機会を得られるように細や

かな配慮をしてくださっていると感じました。  

次第４ 教育基本計画事業の状況について  

（１）学力・体力を高める教育・保育の推進  

委員長 

 

 

事務局 

委員長 

委員 

 

 

教育委員会 

 

 

委員 

 

教育委員会 

 

 

委員 

 

委員長 

 

 

・それでは、次第４の「教育基本計画事業の状況について」のうち、

「（１）学力・体力を高める教育・保育の推進」について、事務局より

説明願います。  

（説明） 

・ご質問、ご意見等はありませんか。 

・標準学力検査の導入は、教員の指導改善の充実を図ることが目的だっ

たと思いますが、現場や教職員へのフィードバックはどのように行われ

ているのでしょうか。 

・市の傾向を教育研究所で分析し、分析結果とその対応方法案を校長会

や教頭会、研究主任が集まる会、学力向上推進会議等に提供し、各校が

学力向上に向けてどのように授業改善を行うかを検討しています。  

・学力に関して、学級単位なのか、学校単位なのかはわかりませんが、

例えば「平均以上とする」などの目標が設定されているのでしょうか。  

・具体的に「平均以上とする」などの目標があるわけではなく、あくま

で目的は授業改善、どのようにすれば子どもたちに力がついていくかで

す。それを、地道に分析しながら進めています。 

・過度な目標は必要ないと思います。個人的には、目標を気にしすぎる

あまり、過度な教育にならないほうがいいと思います。  

・愛知県は国語の成績が低いのですが、外国籍の児童生徒が多い影響だ

と思われます。その状況下で無理に国語の成績を平均以上にしようとす

ると、他にしわ寄せがいくわけです。先ほどの委員のご発言にもありま

したが、学校ごとに分析することで改善を図っていくことが大事ではな

いかと思います。  

次第４ 教育基本計画事業の状況について  

（２）主体性・社会性を育む教育の推進  

委員長 

 

事務局 

委員長 

委員 

 

 

・次に、「（２）主体性・社会性を育む教育の推進」について事務局から

説明願います。  

（説明） 

・ご質問、ご意見等はありませんか。  

・いじめの発生件数について、中学校では減少傾向です。これは、発生

が減っているのか、それとも発見が難しくなっているのか、どちらでし

ょうか。 
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委員長 

 

 

 

 

教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

教育委員会 

 

 

委員 

 

 

委員長 

教育委員会 

 

委員長 

 

教育委員会 

 

・小学校、中学校を合わせると、いじめの発生件数はかなりの数になり

ます。これだけの数のいじめをどのように解消しているのでしょうか。  

・同じ箇所について、私からも質問させていただきます。小学校１～３

年生のいじめの認知件数と比較して、小学校４～６年生の認知件数は少

なくなっています。同様に、中学校も学年が上がるにつれて、認知件数

が減少します。これは、いじめが低学年で増えているということでしょ

うか。 

・いじめに関しては、多治見市の生徒指導主事会で、小さなことでも拾

っていくということを確認しており、その結果がこの数字にも表れてい

ると思います。  

・低学年でいじめの認知件数が多いことについては、小学校の児童が気

に入らない子に対して、例えば「うざい」と言った場合に、それを言わ

れて嫌だった場合には、それもいじめとして認知することにしているた

めです。小学校低学年から高学年へ、さらに中学生になるにつれて数が

減っていくのは、認知できていないこともあるかもしれませんが、子ど

も同士が人間関係の折り合いをつけていたり、対人関係の能力が上がっ

てきたりすることによると考えています。 

・いじめに軽微も重大もないと考えていますが、今のところ重大な事態

は生じておらず、これだけの件数が解消できているのは、きちんと記録

をしていること、文部科学省が示している３か月という期間を目安に、

保護者、被害者の心情面も確認したうえで学校現場が丁寧に対応してい

ることや家庭のご協力のおかげだと考えています。  

・なかなか解消率 100％にはなりませんが、表現としてどうしても暴言

が出てしまう、あるいは石を投げてしまうという児童生徒がいるため、

丁寧に、根気よく指導を継続中で、そういった事案が残っています。  

・いじめが解消したというのは、いじめられたと思った子、嫌だと思っ

た子が「もういいよ」となった状態を言うのでしょうか。  

・本人への指導といじめられた子への謝罪、保護者への連絡を経たうえ

で、いじめられた子と保護者が「もう大丈夫」となったことを確認して

解消としています。  

・ここで言う「いじめ」は、子ども同士のことだけを指すのでしょう

か。子どもが先生に言われて納得できない、怖かった、嫌だと思ったこ

とも入るのでしょうか。  

・いじめ防止対策推進法上は、子ども同士のことです。  

・いじめ防止対策推進法上は子ども同士のことですが、先生との間のこ

とに関する子どもの声を聞かないわけではありません。  

・そうすると、子どもが、学校、家庭、あるいは地域社会などで大人か

ら受けたことは、どこで拾うことになるのでしょうか。  

・いじめのアンケートの中には、起きた場所として「家庭の中」、「その

他」という選択肢もあります。  
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委員長 

教育委員会 

委員 

 

 

 

教育委員会 

・その数字は、資料のデータの中に入っていますか。  

・この資料のデータの中には入っていません。  

・資料の 19 ページの「エンカウンター（心とこころの交流）」につい

て、私が現場にいた当時、ちょうどそういう考え方が少しずつ入ってき

たところだったのですが、現在はどういう時間にどういう形で実施して

いるのでしょうか。  

・エンカウンターは話し合いなどの活動を伴う取組で、コロナ禍で非常

に制限されています。ただ、子どもたちはそこに飢えていると考えてい

るため、可能な限り学級活動や総合的な学習の時間に取り組んでもらう

よう、今年度改めて提案しました。  

・10 年ほど前から盛り上がり、ハイパー QU 導入と同時期から始めまし

たが、手法が忘れられつつありますので、改めて取り組んでいきます。

なお、検証については、今後取り組んでいきたいと考えています。  

次第４ 教育基本計画事業の状況について  

（３）家庭や地域と連携した教育の推進  

委員長 

 

事務局 

委員長 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・次に、「（３）家庭や地域と連携した教育の推進」について事務局から

説明願います。  

（説明） 

・ご質問、ご意見等はありませんか。  

・新型コロナウイルス感染症の影響で、講座など対面での事業の実施が

難しくなっています。参加者数だけではなく、参加者へのアンケートや

「〇〇になったら参加しやすい」などの声も資料として出していただく

と、この委員会での評価もしやすくなると思います。  

・親育ち４・３・６・３のところにある「子育て応援セミナー」につい

てです。参加したことはありませんが、よい講座だと思いますので、新

型コロナウイルス感染症の影響があるなら、オンラインで開催すること

はできないでしょうか。  

・令和２年度に１度だけオンラインで開催しましたが、参加者からの評

価はあまりよくありませんでした。セミナーの内容は、赤ちゃんの発達

に関する保健師からの説明、栄養に関する栄養士からの説明と試食、親

子遊びの紹介と実践、参加者同士の交流などです。 

・説明の部分はオンラインでも問題ありませんが、参加者の方々が一番

楽しみにしているのが参加者同士での交流です。他の参加者から普段の

お子さんの様子や家での過ごし方を聞くことや、お子さんの様子を見る

ことで、「悩んでいるのは私だけじゃない」、「他の子も同じなんだ」と

思ったという感想が非常に多いです。オンライン開催では、そういった

意見交換が十分にできないこと、他の参加者の赤ちゃんへの接し方や赤

ちゃんの様子がわかりづらいことから、「物足りない」という感想が出

たのだと思います。  
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委員 

 

 

 

 

 

 

教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

委員長 

・そういった意見を受けて、今は参加者数を減らしたうえで対面での開

催としています。  

・自分が子育てする中で親の教育の重要性を感じています。子育てする

うえで重要と思われること、ここだけは押さえておいたほうがよい点等

を動画にしていつでも見られるようにするなど、方法は問いませんが、

親の教育、子育てへの支援に取り組んでいってほしいと思います。  

・「わがまち多治見大好き講座」について、参加する企業の選定はどの

ようにしているのでしょうか。教育委員会から依頼するのか、公募する

のかなど教えてください。  

・教育研究所に「土曜学習コーディネーター」という職員がいて、その

職員がいろいろ協議して決めていきます。  

・「わがまち多治見大好き講座」の多くは地域の方にお願いする講座、

例えば地域の史跡を巡る、虎渓山永保寺に行くなどの講座ですが、一部

企業が参加する回もあります。そういった講座の企業については、土曜

学習コーディネーターが調整しており、企業から参加したいというお話

をいただくと、いろいろ打ち合わせを行います。今年もそういったこと

がありましたので、まずは教育研究所へご連絡いただければと思いま

す。 

・東濃地域ではセラミックバレーの取組があり、子どもたちに教えられ

るといいなと思っていますが、どこを窓口にしていったらいいのかわか

りませんでした。「わがまち多治見大好き講座」で子どもたちに教えた

い、伝えたいことという形で募集していただければ、立候補を募って推

薦させていただきやすいと思います。 

・中学生のボランティアの申込者数が増えていて、これは大変重要なこ

とだと思います。私は豊田市でまちづくりに関わっていますが、豊田市

でも同じような傾向があり、部活動をはじめとするさまざまな活動が制

限を受けたことで、ボランティアとして参加したいという子どもたちが

増えています。子どもたちは活動の機会を待っているというか、「まち

に関わりたい」という子どもたちがたくさんいますので、ぜひいろいろ

なところへ声を掛けていただきたいと思います。小学生でも参加したい

という子が意外に多くいるかもしれません。  

次第４ 教育基本計画事業の状況について  

（４）健やかな学びを支える教育環境の充実  

委員長 

 

事務局 

委員長 

委員 

 

・次に、「（４）健やかな学びを支える教育環境の充実」について事務局

から説明願います。  

（説明） 

・ご質問、ご意見等はありませんか。  

・以前は各学校にパソコン教室があり、総合的な学習の時間などを活用

して、その教室で入力の方法を学んだり、ネット検索をしたりしていま
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教育委員会 

 

委員 

教育委員会 

 

委員 

教育委員会 

 

 

 

委員長 

したが、今はいろいろな教科の時間に教室でタブレットを活用して調べ

学習をするということかと思います。だとすると、もう教室に Wi-Fi が

導入されているということでしょうか。  

・普通教室、特別教室すべての教室に Wi-Fi が完備されていますので、

どこの教室に行ってもタブレットで調べ学習などができる状態です。  

・そうなると、もうパソコン教室は廃止ということでしょうか。  

・今はパソコン教室にパソコンを置いてありますが、更新は行わず、そ

の費用はタブレットの更新に充てていきます。  

・それはそれで大変な費用がかかると思いますが、どうでしょうか。  

・今回、タブレットと大型モニターの購入、ネットワークの整備などに

より市内全体で約 11 億円の費用がかかりました。更新となるとほぼ同

額が必要になると思われますので、今後は更新が課題になってくると思

います。 

・タブレット等の整備はされたものの、まだ十分に授業で活用されてい

ない状況なのだろうと思いました。  

・教員の働き方改革は、私も非常に関心がある問題です。休校の影響を

受けた昨年度と比較して、今年度の８月は多少余裕があったのだと思い

ます。年度後半も引き続き努力をお願いします。  

・教職員の残業時間の減少には、スクール・サポート・スタッフの配置

なども大きな効果があったのではないでしょうか。３時間と言わず、５

時間、６時間と配置していただき、より一層働き方改革を進めていって

ください。 

次第４ 教育基本計画事業の状況について  

（５）一人ひとりの自立を支援する教育の推進  

委員長 

 

事務局 

委員長 

 

 

 

委員 

 

 

教育委員会 

 

委員長 

教育委員会 

・次に、「（５）一人ひとりの自立を支援する教育の推進」について事務

局から説明願います。  

（説明） 

・ご質問、ご意見等はありませんか。 

・非常にニーズの高い事業だと思います。回数を増やすうえで専門家の

確保が課題だとのことでしたが、希望者が相談できるようできる限りの

努力をお願いします。  

・通常学級における個別の教育支援計画の作成が進んできたという説明

でしたが、通常学級の担任が個別の教育支援計画の作成をするのは大変

だと思います。その点に関する支援はどのようになっていますか。  

・作成は担任がしますが、特別支援コーディネーターも関わっています

ので、一緒に作っていく形です。  

・特別支援コーディネーターは各学校にいますか。  

・各学校にいます。  

委員長 ・発達障がいの子どもたちへの支援も広がっています。気になる児童生
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徒が増えてきている状況ですが、きちんと支援していくことが大事です

ので、引き続き取組をお願いします。  

次第４ 教育基本計画事業の状況について  

（６）多様な課題に寄り添う広義のインクルーシブ教育の推進  

委員長 

 

事務局 

委員長 

委員 

 

教育委員会 

 

 

 

委員長 

教育委員会 

委員長 

・次に、「（６）多様な課題に寄り添う広義のインクルーシブ教育の推

進」について事務局から説明願います。  

（説明） 

・ご質問、ご意見等はありませんか。  

・たじっこクラブに関し、支援員の確保が課題という説明がありました

が、支援員１人につき児童〇人という決まりがあるのでしょうか。  

・今、正確な数字を持っていませんが、支援の単位、これは学校で言え

ばクラスのようなものですが、１単位につき最低２人という基準があり

ます。その単位に所属する児童が増えるごとに配置が必要な支援員も３

人、４人と増えて最高で「５人以上」という基準です。  

・たじっこクラブの利用対象児童は何年生までですか。  

・６年生までです。  

・多治見市に限ったことではなく、おそらく全国的な傾向だと思います

が、不登校の状況が若干心配です。もちろん、感染を心配して自主的に

登校を控えている子どもたちもいるとは思います。 

・外国籍児童生徒に関し、説明の中で「慣習の違い」という言葉があり

ました。例えば、海外では基本的に教材を自宅に持ち帰らないといった

こともあります。そういう慣習の違いがいろいろあるとは思いますが、

何とか日本の社会で暮らしていけるような環境の整備や支援を引き続き

お願いします。  

・外国籍の子どもたちが相談したいことがあった場合に相談できるよう

に、相談窓口に関する多言語のパンフレットなどもあるといいと思いま

す。 

次第５ 意見交換 

委員長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

・それでは、今までの説明や質疑を踏まえ、「次第５  意見交換」に入

りたいと思います。今回の評価の中になかったこと、全体を通しての感

想など、ご自由に発言をお願いします。  

・岐阜県教育委員会から「緊急事態宣言が解除されてもあと２週間は校

外学習等を自粛するように」という通知が出ている中で校外学習の実施

に踏み切ったり、県内他市で分散登校や夏休みの延長がされる中で通常

登校を再開したりすると、いろいろなところから批判を浴びると思いま

す。誰かがアクションを起こす、例えば意見を言うなどをすると、そこ

に反応していまいがちですが、そういう状況でも「子どもたちの成長」

という大義から絶対にぶれずに方針を貫いていただいたことにとても感

謝しています。  
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委員 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員長 

・いじめのことについては、いじめた子への指導に重点が置かれている

ように思いますが、いじめられた子への教育、自分で解決する力を伸ば

せる教育ができるといいと思います。いじめの発生件数については、こ

れは事実としてこれでいいですが、自分で解決できないから先生や保護

者に言って解決をしてもらっている状況だと思いますので、子どもたち

に自分で解決する力を持たせる教育ができると、嫌なことに対しては嫌

だと言える強い人間になっていけるのではないでしょうか。  

・先生方については、教育という仕事をしたくてしているため満足度は

高いだろうと思っていますが、一方でギャップもあるのではないかと思

います。夢を持って教育現場に来たけれど、思っていた仕事、職場では

なかったということもあると思いますので、先生方の満足度も聞いてい

ただきたいです。それが指標としてあると、さらによい教育になるので

はないかと思います。  

・多治見らしい教育というのがあるといいと思います。校外学習など、

子どもたちがいろいろなところに行って学べるのはすばらしいことだと

思います。学ぶべき内容がたくさんあって余裕がないのはわかります

が、私自身としてはすべて平均的でなくてもいいと思っていて、多治見

らしい教育、例えば美術や歴史など、市民の方々のご理解を得たうえ

で、少しだけ特定の分野に力を入れるというのもいいのではないでしょ

うか。それによって、「多治見の教育と言えば〇〇」とみんなが自慢で

きるようになったり、多治見で教育を受けたことを誇りに思えるように

なったりするといいと思います。  

・資料の２ページに、評価に関して「実態で確認するもの」という項目

がありますので、教育委員会としては拾い上げることが難しいかもしれ

ませんが、委員会の資料の中に具体的な事例を入れるなど工夫していた

だくと評価しやすくなります。  

・最近気になっているのはヤングケアラーのことです。例えば母子家庭

でお母さんが病気になって、子どもがケアをしている状況などがありま

す。市役所内で子育て部署と連携して取り組む課題だと思いますが、そ

れを最初につかむのは学校だと思います。そういった新しい課題にも取

り組んでいっていただければと思います。  

次第６ その他 

委員長 

 

事務局 

委員長 

副教育長 

・それでは、その他ということで、事務局から事務連絡をお願いしま

す。 

（事務局より事務連絡）  

・最後に、副教育長から挨拶をお願いします。  

・新型コロナウイルス感染症への対応について、保護者でもある委員の

方々から肯定的なご意見をいただき、大変励みになりました。  

・質的評価ということについて、委員の方々から教育委員会も把握して
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―以上―  

 

いない学校の対応や状況、例えば新型コロナウイルス感染症で陽性にな

った児童がいても、子どもたちは噂をしなかったなどを伝えいただきま

した。教育委員会が行っている施策が現場にどのように反映されている

かを示す重要な観点であると思いました。参考にさせていただき、次回

の委員会に活かしていきます。  

・新型コロナウイルス感染症の影響もあり、メンタルで不調を抱える教

職員も出てきています。学校の負担軽減や教職員の満足度も考えなが

ら、教育施策を進めていきたいと思います。  

・本日はお忙しい中ありがとうございました。  

 閉会 

委員長 ・これをもちまして、令和３年度第１回多治見市教育行政評価委員会を

閉会します。 


