
番号 頁 項目 意見の趣旨 市の考え方 修正点等
1 7 第１章３

（１）子どもたちの様子
とその対応

子どもの貧困や虐待に関する記述が見られない
が、現状についてどのように考えているのか。社
会全体の問題ではあるが、家庭の状況や子ども
の様子をつかみ、学校でできること、行政や他の
機関に依頼することを仕分け、早急に取り組ん
でいかないといけない。子どもたちの現状認識
の追加と、その解決に向けての取組の検討を。

子どもの貧困につきましては、第１章３（4）②
において経済的な要因で勉強したいのにで
きない子どもへの支援として「学習教室」に
ついて代表として取り上げ、記述しておりま
す。虐待に関しては第３章５（３）①において
関係機関との連携や体制づくりについて記
述しております。子どもの貧困や虐待につい
ては福祉等の関係機関との連携での対応が
主となりますことから、学校教育独自の取組
については、今後、どのようなことができるの
かについて検討してまいります。

修正なし

2 9 第１章３
（１）子どもたちの様子
とその対応

少人数指導については、習熟度別による指導の
効果に顕著なものは見られないと言われてお
り、習熟度別指導ではない少人数指導の実践研
究を進めていただきたい。

文部科学省による学力調査結果の分析によ
ると、「多くの時間で習熟の遅いグループに
対する少人数指導や習熟の早いグループに
対する発展的指導を行った学校の方が、少
人数指導や発展的指導を行っていない学校
より、学校の平均正答数はやや高い傾向が
見られる。」とあり、習熟度別指導の効果に
ついての評価には様々な意見があります。
本市においては非常に効果のあった実践例
も報告されており、今後も、習熟度別指導も
含め効果的な少人数指導のあり方につい
て、実践・検証を進めていく必要があると考
えております。

修正なし

3 17 第３章１
（成果指標）学校にお
ける文化・芸術体験活
動の実施状況

音楽関係ばかりで演劇関係が少ない。子どもた
ちに触れさせる機会がほしい。予算措置がない
と学校に負担。ＮＨＫ音楽コンクールなどは一部
の教員に負担がかかる。

第３章１（１）②にも明記しておりますが、現在、
亀山市文化会館と連携し、市内小中学校への
アウトリーチ活動による文化芸術体験・鑑賞の
機会を確保しており、ピアノやマリンバなどの
演奏会の他に、ミュージカル劇なども取り入れ
ています。今後も、子どもたちが様々な文化芸
術に触れる機会が充実できるよう、幅広い内
容の取組を検討してまいります。また、NHK音
楽コンクールへの参加につきましても、参加校
への音楽指導者の派遣などのサポートを行っ
ていきたいと考えております。

修正なし
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4 20 第３章２
（成果指標）コミュニ
ティ・スクールの実施
状況

コミュニティ・スクールの数を増やすと、立ち上げ
のときはよくても予算面等維持していくのは難し
い。数より中身を優先する方がいいのではない
か。

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）は、
保護者や地域住民が一定の責任を持って主
体的に学校運営に参画する仕組みとしてメリッ
トは大きく、基本的には、その導入を促進する
べきものと考えています。実施校の指定につき
ましては、地域と学校の関係が十分できてから
指定をしていくという場合もあれば、指定を受
けたことを契機に地域との関係をうまく作って
いく努力をするという場合もありますが、先行
的に実施している学校での実践を参考にしな
がら、それぞれの学校・地域の実情に合う形で
の導入を、支援していきたいと考えておりま
す。

修正なし

5 21 第３章２
（１）特色と信頼のある
学校づくり
①魅力ある個性を持
ち，地域とともにある学
校づくり

１つめの◆最後の行の自主的、自立的の後に、
「創造性が保障される」の文言を追加してほし
い。

各学校の特色を生かした創造的な教育活動が
進められることは重要であると考えており、そ
のことも含め、「自主的、自立的な」と表現して
おります。

修正なし

6 22 第３章２
（２）学校力・教師力の
向上
①仕事への誇りをも
ち、学び続ける教師集
団づくり

子どもの学力状況を把握するのには、「亀山市
レディネステスト」と日々の学級での活動や単元
テストで十分ではないか。「全国学力・学習状況
調査」や「みえスタディ・チェック」のための業務量
の多さは、教師の勤務時間縮減に大きく逆行す
るものであり、子どもにも負担が大きいので、や
めてほしい。

「全国学力・学習状況調査」や「みえスタディ・
チェック」につきましては、学校における児童生
徒への教育指導の充実や学習状況の改善等
とともに、教育の継続的な検証改善サイクルを
確立することが目的とされております。つまり、
現在の学力状況を把握するだけでなく、その後
の指導によりどのように改善されたのかを検証
するためにも、これらの調査は今後も継続して
実施する必要があると考えております。調査に
関わる業務量につきましては、可能な限り軽減
されるよう、県や国へ意見・要望を出すなど、
働きかけていきます。

修正なし
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7 22 第３章２
（２）学校力・教師力の
向上①仕事への誇りを
もち、学び続ける教師
集団づくり

学力テストの実態や点数を上げるための対策が
子どもにとっても教職員にとっても、豊かな学び
と関係性をはぐくむことに役に立っていないと思
う。思い切って亀山らしい教育をていねいにゆっ
たりと進めていく勇断をしてはどうでしょうか。

第３章３にも明記しておりますように、子どもた
ちの学ぶ意欲を高め、社会で生きてはたらく
「確かな学力」を育成することが、子どもたちの
豊かな学びや他者との関係性を築く力につな
がっていくものと考えております。その成果を
検証・改善するシステムの一つが学力調査で
あり、その実施に際しては、点数を上げるため
だけの対策とならないように留意しながら取り
組んでまいります。

修正なし

8 22 第３章２
（２）学校力・教師力の
向上①仕事への誇りを
もち、学び続ける教師
集団づくり

学校力・教師力の向上のためには、まず、教師
自らが研修したいと思う研修会に参加できる環
境を整えていく必要がある。

各学校の校内研修や亀山市教育研究会にお
いて、教職員の主体的な研修を進められるよ
う、外部講師の派遣費や研究会参加費等の予
算を確保しておりますので、積極的にご活用い
ただきたいと考えております。

修正なし

9 22 第３章２
（２）学校力・教師力の
向上①仕事への誇りを
もち、学び続ける教師
集団づくり

教職員のコンプライアンスの意識向上について、
「校内研修の実施等、各学校での取組を進めま
す。」と記載する以上、各校が具体的に取り組め
るようにしてほしい。

学校力、教師力の向上においては、校内研修
等各学校での取組が大切であると考えており
ますことから、今後の施策推進の中で、ご意見
の趣旨を踏まえた取組を進めてまいります。

修正なし

10 22 第３章２
（２）学校力・教師力の
向上①仕事への誇りを
もち、学び続ける教師
集団づくり

定時退校など何度もやってきたが、なんら軽減と
なっていない。思い切って教育内容の精選をし、
教職員も時間と余裕がある中で研修を深め、学
び合いを豊かに育てることを一番重視してほし
い。

学校においても働き方改革が必要であると認
識しておりますことから、今後の施策推進の中
で、ご意見の趣旨を踏まえた取組を進めてま
いります。

修正なし

11 22 第３章２
（２）学校力・教師力の
向上①仕事への誇りを
もち、学び続ける教師
集団づくり

勤務時間の縮減については、仕事量に対して絶
対的に教職員の数が少ないので、とにかく教職
員人数を増やすことに力を注いでほしい。

学校教職員体制の充実、強化には継続して努
めてまいります。合わせてビジョンにお示しい
たしましたように、業務の精選・簡素化を図るこ
とにより、仕事量そのものの縮減にも努めてま
いります。

修正なし

12 22 第３章２
（２）学校力・教師力の
向上①仕事への誇りを
もち、学び続ける教師
集団づくり

「教員が元気に・・・」については、数値目標はな
いのか。「精選するなど」の「など」には、他にど
んなことがあるのか例として示してほしい。

「精選するなど」の「など」には、業務の簡素化・
効率化に向けた具体的な工夫が含まれます。
一方的に方策を提供するのではなく、学校と行
政が共通認識のもと、ともに知恵を出し合い、
改善していく余地を残した表現にしてあります
ことをご理解ください。

修正なし
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13 22 第３章２
（２）学校力・教師力の
向上①仕事への誇りを
もち、学び続ける教師
集団づくり

教職員が健康的に働ける体制づくりをもっと充
実させるべき。根本的に働き方を見直し、具体的
な文言を記載しなければ、教職員が安心して働
ける環境は得られない。

学校においても働き方改革が必要であると認
識しておりますことから、今後の施策推進の中
で、ご意見の趣旨を踏まえた取組を進めてま
いります。

修正なし

14 22 第３章２
（２）学校力・教師力の
向上①仕事への誇りを
もち、学び続ける教師
集団づくり

教職員が健康的に働いていけるようメンタルヘ
ルスに関しての対策を充実すべきである。また、
教職員への相談体制の確立や心の健康づくりを
支援するためには、学校衛生委員会の機能の
充実を図るとともに、今後はさらに抜本的な改革
を行う必要がある。県が行うアンケートや調査の
結果に基づき、校内や市教委が対応するだけで
なく、第三者（専門的に対応できる医療機関な
ど）が迅速に直接当事者へメンタルヘルスケアを
行える体制を作っていくべきである。

学校においても働き方改革が必要であると認
識しております。学校衛生委員会の機能の充
実や産業医相談の利活用の促進、相談手続き
の改善等、ご意見の趣旨を踏まえた取組を進
めてまいります。

修正なし

15 22 第３章２
（２）学校力・教師力の
向上①仕事への誇りを
もち、学び続ける教師
集団づくり

教職員が健康的に働いていくことができるように
メンタルヘルスを維持できるような対策を充実し
てほしい。

学校においても働き方改革が必要であると認
識しておりますことから、今後の施策推進の中
で、ご意見の趣旨を踏まえた取組を進めてま
いります。

修正なし

16 23 第３章２
（２）学校力・教師力の
向上①仕事への誇りを
もち、学び続ける教師
集団づくり

加太小の現状として複式解消加配教員がほし
い。

きめ細やかな教育を推進するために現在も複
式解消の対策を講じております。今後も継続に
努めてまいります。

修正なし

17 24 第３章２
（３）家庭との連携・協
働

家庭との連携・協働をすすめるために引き続き、
学校現場・保護者・地域の人々の幅広い意見を
聞いていくことが必要。協議会などでの話し合い
が必要。

コミュニティ・スクール（学校運営協議会）は、
保護者や地域が学校に意向を伝えるとともに、
学校からも保護者や地域に意向を伝える、相
互に交流できるシステムであり、今後も導入を
促進するとともに、円滑な運営のために支援し
てまいります。

修正なし

18 25 第３章２
（４）地域との連携・協
働

２０２０年度からの英語の教科化に対応するため
に、地域の英語に堪能な人材を、学校支援ボラ
ンティアとして活用し、授業に参加させてはどう
か。

現在、各小中学校では、様々な学校支援ボラ
ンティアを募集しております。英語の教科化に
向けましても、ぜひ、その方向で検討を進めた
いと考えております。

修正なし
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19 30 第３章３
（２）すべての子どもの
可能性を広げる教育
②特別支援教育の充
実

特別支援教育の充実・推進のため、専門性の高
い有資格教員の採用や、担当教員への専門教
育を計画的に実施し育成を行うことを、ビジョン
の中で明確にしておくべきである。

ご指摘の事項につきましては、第３章（２）⑥に
おいて「教職員の対応や専門性の向上を図る
研修会の充実」や「経験や能力、専門性などを
考慮した人材の登用及び養成」を明記しており
ます。

修正なし

20 30 第３章３
（２）すべての子どもの
可能性を広げる教育
②特別支援教育の充
実

特別支援教育の充実・推進のため、生きていくた
めの体験学習等を積極的に取り入れ、ソーシャ
ルスキルを含む教育の推進をこの項に明確に記
載すべきである。

第３章３（２）②には、「『個別の指導計画』の作
成・活用と評価・改善」や「個々の実態や特性・
長所を生かした効果的な指導・支援の充実」に
ついて明記しております。ソーシャル・スキル・
トレーニング等は、個々の実態や課題から必
要に応じて取り入れる指導内容の１つです。多
岐にわたる指導内容を包括した形で、このよう
な表現としております。

修正なし

21 30 第３章３
（２）すべての子どもの
可能性を広げる教育
②特別支援教育の充
実

特別支援教育の充実・推進のために、学校教育
という側面だけでなく児童生徒に合わせ福祉の
分野等の連携のを強化する必要がある。教育、
福祉、家庭（保護者）の三者連携を明確に定義
すべきではないか。

ご指摘の事項は、第３章３（２）⑥において、特
別支援教育だけでなく幅広い課題について包
括して明記しております。

修正なし

22 32 第３章３
（２）すべての子どもの
可能性を広げる教育
⑥教育相談・支援体制
の充実

まちづくり協議会との連携、公民館開放を行うこ
とが必要。

子どもの育みへのさまざまな課題や悩みに対
する支援・相談体制の充実は、学校のみなら
ず、福祉をはじめとする様々な連携のもとで進
めるものと考えております。この中には地域の
方々も包括されております。また、支援・相談な
どの取り組みに際しては、必要に応じて地域コ
ミュニティセンターなどの場も活用してまいりま
す。

修正なし

23 33 第３章３
（３）新しい時代に対応
し、未来を拓く教育

ＩＣＴ活用、プログラミング教育、英語教育の充実
に向けた教師の研修の確保と時間保障はどの
ように考えているのか。

情報活用教育、英語教育の充実に向け、今
後、教職員研修講座や校内研修への外部講
師派遣等、研修の機会を充実してまいります。
また、小学校での外国語教育については平成
３２年度からの新学習指導要領実施に向け、
段階的に取り組めるよう、先行実施の時期・内
容について検討してまいります。

修正なし
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24 33 第３章３
（３）新しい時代に対応
し、未来を拓く教育

ICTの活用など情報社会でもモラルもふくめて教
育課題は多いが、メディアリテラシーの教育も求
められている。人権尊重の教育を重視するので
あれば、政治のありようさえもふくめて人権尊重
の立場で判断できる力を育ててほしい。そのた
めには、教職員こそ、憲法、子ども権利条約など
をしっかり学び、基本的人権を守り、活かす先頭
に立ってほしい。

メディア・リテラシー教育につきましては、第３
章３（３）①において「子どもたちが大量に存在
する様々な情報から自分に必要な情報を適切
に活用できる力を身につけ・・・・自己実現や自
己表現の手段として活用する教育」と明記して
おります。また、第３章２（２）①には、「教師自
身が人権感覚を磨き、規範意識や人間性を高
める努力をつづけ・・・」と明記しており、今後
も、一人一人の教職員が研鑽を深められるよう
取り組んでまいります。

修正なし

25 41 第３章４
（４）グローバルな視野
を育てる教育

グローバルな視点を大切にして、人材の育成を
進めてほしい。

基本目標１「豊かな地域資源を活かした教育」
において、子どもたちが自分たちに住む地域に
目を向け、主体的にかかわる力を身につける
ための取組について記述しています。このよう
に、子どもたちが地域に深い理解をもちなが
ら、さらに、地球的な視野で考える力を身につ
けることが、グローバル人材の育成につながる
ものと考えております。

修正なし

26 41 第３章４
（４）グローバルな視野
を育てる教育

多文化共生に力を入れることは大いに賛成。市
内でも研修で働きに来ている若者が目につき、
以前から日系の方も多いが、その労働の実態は
差別的であり課題の多いものである。教職員が
それらの実態を踏まえて教育内容を検討してほ
しい。

第３章３（２）④でも明記しておりますように、
NPO団体や関係機関、地域ボランティアとの連
携し、外国人児童生徒を取りまく状況やその他
の外国人労働者の方々の様子についても理解
を深め、教育活動に生かしてまいります。

修正なし

27 41 第３章４
（４）グローバルな視野
を育てる教育

「広い視野に立った平和教育」とあるが、非核平
和宣言都市として、核兵器のない、使用させな
い、憲法の基づく平和主義を育てる教育を積極
的に行うべきではないか。市民の平和の日をつ
くり、子どもや地域住民がともに学び考える日を
つくるなど学校と共に市民が平和をつくる市民文
化を育ててはどうか。

現在、市内各小中学校では、発達段階に応じ
た平和教育に取り組んでおります。それらの一
つひとつの教育実践が、「学校とともに市民が
平和をつくる市民文化を育てる」ことにつなが
ると考えております。

修正なし
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番号 頁 項目 意見の趣旨 市の考え方 修正点等

「亀山市学校教育ビジョン（案）」に係るパブリックコメント意見に対する回答について

28 44 第３章４
（６）今の自分を見つ
め、将来を考える生き
方教育
③子どもたち一人ひと
りが自分らしい豊かな
生き方を探すための学
習

文章が長いので、「勤労の尊さを理解するととも
に、生涯にわたる自己の生き方や働き方につい
て考える力を育むことは重要である。自分のあり
方や生き方を見つめなおし、～キャリア教育を推
進します。」としたらどうか。

ご指摘の通り、文章が長く理解しにくいので、
文章を修正いたします。

１つ目の◆を修正
◆子どもたちが勤労の尊さを理
解するとともに、望ましい勤労観
や職業観を身につけるため、家
庭、地域、企業等と連携しなが
ら、自分の親が働く様子を見た
り、地域における様々な職場見
学・体験や男女共同参画の学習
に取り組んだりする教育活動を
推進します。また、子どもたちが
自分の個性や長所を理解し、こ
れまでの自分のあり方や生き方
を見つめ直すとともに、将来の生
き方や進路について考え、常に
夢や展望をもち続けられるよう、
幼児期から発達段階に応じた計
画的なキャリア教育を推進しま
す。

29 44 第３章４
（６）今の自分を見つ
め、将来を考える生き
方教育
④自分の思いや考え
を，社会に活かし参画
しようとする子どもの育
成

子ども権利条約や憲法の基本的人権、自由権
や生存権にかかわっての意識的な教育こそ求め
られている。児童会や生徒会活動によって自治
的な力を育てること、子どもの権利条約の内容
を教え、一人ひとりの子どもは育ち発達する権
利を社会から保障され、社会をコミットする権利
を持っていることをもっと積極的に教える必要が
ある。

第３章４（６）④に明記しておりますように、子ど
もたちには「様々な課題を多面的・多角的に考
え、自分なりの考えを作り根拠をもって主張す
る力」を身に付けることが必要であると考えま
す。様々な権利についても、多面的な情報をも
とに考えられるように取組を進めます。

修正なし

30 44 第３章４
（６）今の自分を見つ
め、将来を考える生き
方教育
④自分の思いや考え
を，社会に活かし参画
しようとする子どもの育
成

小中学校の特別活動でも主権者教育を積み重
ねて、さらに取り組みを進めます。

第３章４（６）④に「発達段階に応じて」と明記し
ておりますように、幼児期から主体的に社会に
かかわっていく力を育てていくことが重要であ
ると考えます。

修正なし
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番号 頁 項目 意見の趣旨 市の考え方 修正点等

「亀山市学校教育ビジョン（案）」に係るパブリックコメント意見に対する回答について

31 45 第３章５ 教育環境の整備を進めるための具体的な記述
をしてほしい。

Ｐ47「②安全で安心できる学校施設の整備」及
び「③子どもの学ぶ意欲が湧き出る充実した環
境づくり」において具体的な整備内容を記載し
ています。特に普通教室へのエアコン整備に
ついては、成果指標を出しており、この達成に
向け取り組んでまいります。

修正なし

32 46 第３章５
（１）学校における教育
環境の整備
①多様な人材の活用
によるチームとしての
学校体制づくり

教師は日々忙しく過ごしており、管理職にも全面
的に支援してほしいし、根本的には教師の数を
増やしてほしい。地域の方による支援はありが
たいが、連絡調整などの手間や気遣いもまた新
たな負担増にならないか。

学校において子どもが成長していく上で、教員
に加えて多様な価値観や経験を持った大人と
接したり議論したりすることで、より厚みのある
経験を積むことができ、本当の意味での「生き
る力」を定着させることにつながるものと考えて
おります。そのためにも「チームとしての学校」
が求められており、地域との連携・協働のほか
にも、管理職のマネジメント能力の強化や教職
員の業務環境の改善について、今後も取組を
進めてまいります。

修正なし

33 46 第３章５
（１）学校における教育
環境の整備
①多様な人材の活用
によるチームとしての
学校体制づくり

チームとしての学校体制づくりにおいて、多種多
様な職種の方が増えると、連携のために打ち合
わせが必要となり、非正規の方ではその時間が
取れない。非正規職種の多様化ではなく、正規
職員の配置をお願いしたい。

チーム学校が機能するためには、各種スタッフ
の連携こそが要であることを認識しておりま
す。それぞれの職種の連携に向けて、教職員
定数の拡充による指導体制の充実や専門ス
タッフの配置の充実等、今後の施策推進の中
で、ご意見の趣旨を踏まえた取組を進めてま
いります。

修正なし

34 46 第３章５
（１）学校における教育
環境の整備
①多様な人材の活用
によるチームとしての
学校体制づくり

１つ目の◆において、学習生活相談員だけでな
く、情報処理員を付け加えてほしい。

個々の教育ニーズに応じたきめ細かな指導体
制の構築のための人材配置として「情報処理
員」がどのような役割を果たすのかが明確では
ないため、「学校支援ボランティアなど、多様な
人材による学習支援スタッフ」で対応していくも
のと考えております。

修正なし

35 46 第３章５
（１）学校における教育
環境の整備
①多様な人材の活用
によるチームとしての
学校体制づくり

特別支援教育コーディネーターが学級担任をし
ながら兼務している現状から、充分な対応がで
きていない場合もある。さらにきめ細かく行き届
いた指導や対応ができるように、特別支援教育
コーディネーターの単独配置をお願いしたい。

子どもの状況や環境が多様化・複雑化してお
り、個に応じた細やかな教育を推進していくた
めには、学校体制の中で、特別支援教育コー
ディネーターの役割の重要性は十分認識して
おります。関係機関への働き掛けも含め、今後
の施策推進の中で、ご意見の趣旨を踏まえた
取組を進めてまいります。

修正なし
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番号 頁 項目 意見の趣旨 市の考え方 修正点等

「亀山市学校教育ビジョン（案）」に係るパブリックコメント意見に対する回答について

36 46 第３章５
（１）学校における教育
環境の整備
①多様な人材の活用
によるチームとしての
学校体制づくり

多くの学校で特別支援学級担任が兼ねて特別
支援教育コーディネーターをしている現状があ
る。多様化する子どもにきめ細かな指導を目指
すためには、単独で特別支援教育コーディネー
ターとして配置されることを強く望む。

子どもの状況や環境が多様化・複雑化してお
り、個に応じた細やかな教育を推進していくた
めには、学校体制の中で、特別支援教育コー
ディネーターの役割の重要性は十分認識して
おります。関係機関への働き掛けも含め、今後
の施策推進の中で、ご意見の趣旨を踏まえた
取組を進めてまいります。

修正なし

37 46 第３章５
（１）学校における教育
環境の整備
①多様な人材の活用
によるチームとしての
学校体制づくり

特別支援コーディネーターを～連絡調整役とし
て「指名し」を「配置し」にしていただきたい。1人
ひとりの子どもや保護者に丁寧に関わり、支援し
ていくためには、単独でコーディネーターの配置
を推進する必要があると思います。

子どもの状況や環境が多様化・複雑化してお
り、個に応じた細やかな教育を推進していくた
めには、学校体制の中で、特別支援教育コー
ディネーターの役割の重要性は十分認識して
おります。関係機関への働き掛けも含め、今後
の施策推進の中で、ご意見の趣旨を踏まえた
取組を進めてまいります。

修正なし

38 46 第３章５
（１）学校における教育
環境の整備
①多様な人材の活用
によるチームとしての
学校体制づくり

特別支援教育コーディネーターを「指名し」→「配
置し」にしてほしい。

今後の施策推進の中で、ご意見の趣旨を踏ま
えた取組を進めてまいりますが、現在、特別支
援教育コーディネーターは、各校での人選と
なっておりますことをご理解ください。

修正なし

39 46 第３章５
（１）学校における教育
環境の整備
①多様な人材の活用
によるチームとしての
学校体制づくり

特別支援教育コーディネーターを「指名し」→「配
置し」にしてほしい。現状として，特別支援学級
担任がコーディネーターを兼ねているが，とても
両立することは困難な状況である。きめ細やか
な対応，指導をしていくために，単独での教員の
配置をお願いしたい。

子どもの状況や環境が多様化・複雑化してお
り、個に応じた細やかな教育を推進していくた
めには、学校体制の中で、特別支援教育コー
ディネーターの役割の重要性は十分認識して
おります。関係機関への働き掛けも含め、今後
の施策推進の中で、ご意見の趣旨を踏まえた
取組を進めてまいりますが、現在、特別支援教
育コーディネーターは、各校での人選となって
おりますことをご理解ください。

修正なし

40 46 第３章５
（１）学校における教育
環境の整備
①多様な人材の活用
によるチームとしての
学校体制づくり

事務的な仕事（ホームページの作成、アンケート
入力、会計、プリント印刷など）を行う人的支援を
ぜひお願いしたい。

学校においても働き方改革が必要であると認
識しております。今後の施策推進の中で、ご意
見の趣旨を踏まえた取組を検討してまいりま
す。一方、校内での業務分担の工夫・改善等、
具体的な改革案の模索も進めていただければ
と考えております。

修正なし
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番号 頁 項目 意見の趣旨 市の考え方 修正点等

「亀山市学校教育ビジョン（案）」に係るパブリックコメント意見に対する回答について

41 50 第３章５
（１）学校における教育
環境の整備
②ともに生きようとする
地域の体制づくり

②の標題について、小・中学校に通う生徒にもさ
まざまな背景がある。地域でともに育った子ども
たちが、これからも地域やそれまでの人間関係
を大切にしていけるよう、ともに生き学ぶことがで
きる学校づくりを進めることが重要だと考える。

「ともに生き学ぶことのできる学校づくり」につき
ましては、第３章５（３）①に具体的に詳しく明記
しております。②につきましては、卒業後の子
どもたちの進路等に関わって、地域の一般の
方々への啓発を主に明記しております。とも
に、重要な課題であり、関連させながら取組を
進めていくべきであると考えております。

修正なし

42 このビジョンには人権教育はあるものの、平和教
育についての記述が見当たらない。ぜひ平和を
求める教育実践を継続し、発展させていってほし
いので、記述をお願いしたい。

第３章４（４）①に、「広い視野に立った平和教
育を推進します。」と明記しております。

修正なし

43 土曜授業についての記述はないが、教職員アン
ケート調査で土曜授業の推進が重要と考えてい
る人は少なく、現場の教職員の意見を踏まえ、
検討してほしい。

土曜授業につきましては、平成２８年１０月より
関係者会議をもち検討した結果、子どもや教
職員の負担を減らすことは必要ではあるが、保
護者や地域と学校がつながるよい機会である
ことから、平成２９年度からは回数を年３回に
減らして実施し、毎年度末に実施状況を検証
することといたしました。

修正なし
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