する必要があると考える。
今回視察先に選定した

平成

年 月 日～ 日

校

校がある。

秋田県は、「問いを発

相当な「学力格差」が現

井県に比べて和歌山県は

し本町の教育行政に生か

る。その取り組みを検証

を進めている自治体であ

中でもリーダー的に教育

らは佐々田教育長・武田

らは鈴木議長、執行部か

所会議室において議会か

由利本荘市西目総合支

「コア・ティーチャー育

「教育専門監の活用」、

習のための教員配置」、

育課題として「少人数学

する子どもの育成」を教

れている。

成」などを進めている。

査が２００７年度から実

全国学力・学習状況調

のような観点で教育に取

ると思うが、そもそもど

様々な要因が影響してい

（３）調査実施日

委員会

その原因については、

施され、学校現場や教育

り組んでいるのかを調査

なっている。

分析され議論の対象とも

調査はいろんな角度から

治体で行われている学力

なっている。また、各自

力の向上は重要な課題と

と子吉川流域、日本海に

羽丘陵に接する山間地域

そいでいる。山と川と出

吉川が流れて日本海にそ

望み、中央を１級河川子

鳥海山、東に出羽丘陵を

の南西部に位置し、南に

由利本荘市は、秋田県

『人間性豊かで進取の気

が取り組む教育テーマを、

県と連携しながら、市

そういったことから

されている。

授業として全国的に注目

答えを導く「秋田型」の

させ、まとめさせながら

子供の学力は、個人の
能力や努力によっても異

市他近隣７町が合併して

育実践の柱に『①地域と

市教育委員会では、教

している。

校環境などの社会的環境

できた自治体であること

年３月に、本荘

にも大きく影響を受けて

から面積も１２０９㎢で、 ともにある学校づくり②

平成

いる。行政の教育への力

秋田県の面積の ％ を占

なってくるが、家庭や学

の入れ具合によっては、

め、県下一を誇る。
年度の全国学力テ

差」として現れてくる。

校、小学

学校５校、特別支援学校

大学をはじめとして高等

教育環境は、県立秋田

教育の着実な推進に努め

事業などを活用しながら

を掲げ、文部科学省指定

教育体制の確立と充実』

10

平成

ストの都道府県別平均正

１ 校、中学校

11
解率を見ると秋田県や福

生徒の理解と支援④各種

確かな学力の形成③児童
行政間において「学力格

17

地域から構成されている。 どもの育成』をテーマと

性に富む、たくましい子

から以下の説明を受けた。 ざまな意見や考え方を出

教育総務課長・秋山学校

２．調査の経過

15

すことを目的とした。

27

教師が子どもたちにさま

26

教育課長はじめ担当職員

由利本荘市は、秋田県の

11

（２）調査地

委員会県外視察レポート

27

面した海岸平野地域の３

秋田県由利本荘市教育

行政にとっても子供の学

（１）調査目的

１．調査事件

総務文教常任委員会

すごいぞ !!
秋田県の学校教育
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自で学力テストの調査・

採点委員会の設置（市独
ト職員の配置（学校司書

⑥学校司書・学校サポー
だろうか。

子供たちが自覚できるの

ている。
スマイル・シャイニン

見通し、自力解決、学び

り組みを行っている。

ランとして次のような取

業の改善を行う。）

改善・指導の充実（課題、 人の専門監が複数校で授

①授業スタイルの構築・

⑤理数教育推進委員会と

（算数・数学・理科の３

④教育専門監の配置

援を行っている。）

を愛し、他人を思いやる、 ろうか。

学校が一体になり、地域

指定し、保護者と地域・

ミュニティースクールに

づくり（全ての学校をコ

⑦地域とともにある学校

ている。）

職員

力】が体にみなぎるのだ

だけ鍛えれば【生きる

ていくのだろうか。どれ

ば【生きる力】に繋がっ

のどの部分が豊かになれ

結びつくのだろうか。心

例えば、どれだけ学力

結果分析・課題解決・支

合い、振り返りを実践し
体験型理数教育の推進

由利本荘市の視察は、

名・学校生活サポート

グ・ドリームのＳＳＤプ

ている。）
（著名な先生によるリア

心豊かな子どもの育成と

その疑問を解決してく

がつけば【生きる力】に

②一人勉強と家庭学習の
ルサイエンス授業の推

して地域特性である農・

名を配置し支援し

推進
進）

19

③学力向上対策委員会と

紹介された取組の様子

しに密着した取組みを行

工・商一体の産業や暮ら

し、子供たちに探究心を

イルを全学校で共通実践

れたと感じた。授業スタ

向上をとおして、【生き

な人間性の育成・体力の

かな

学力の定着・豊か

う人材の育成に向け、確

成にも真剣に取り組んで

て更に高い質感の教諭育

が、教育専門監を配置し

向上も必要となってくる

もちろん、教諭の質の

興味を持たせている。

ふり返りを通して授業に

て推進している。

いと言う観点から市とし

と社会では生きていけな

んと述べられる人でない

めには必要で理屈をきち

方が、社会で自立するた

数系の理論的な組み立て

し、自力解決、学び合い、 ているところである。理

かけていないのです。だ

段そんなに教育にお金を

始めています。家庭が普

てから、やおらと勉強を

策もクラブ活動を終わっ

あまりいません。受験対

は塾に通っている子供は

「由利本荘市の子供たち

育てている。課題、見通

る力】を育む教育活動を

いる。
【生きる力】とは何な

ない。とても興味深いこ

の授業を先生に求めてい

由利本荘市では、普通

大きいのではないか。

なって進めていることが

市と教育委員会が一体に

具体的に目指す方向を

のです。」

のが私たち行政の使命な

かに上げていくかという

から学校の授業の質をい
る。
のか。どうなることが

この地域の子供たちは、

とは、理数教育を推進し

教育課長の言葉の中に、

【生きる力】が付いたと

に「明日の日高川町を担

我が町の学校教育方針

目指す。」と書かれてい

３．調査の結果、意見

なっている。）
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ことについては、名称

しては惜しみなく予算を

ても「道成寺インター

たが、秋田県は教育に対

学ぶのかを理解している
使って、地域の歴史や自
高規格幹線道路湯浅御坊

チェンジ」という名称

を変更することがよい

のだと感じた。この意欲
然などがよくわかるよう
道路「川辺インターチェ

が適当であるのか、町

何故勉強するのか、何故

請願・陳情の審査

の差が、学力テストにも
に工夫されており、和歌
ンジ」の名称変更に関す

の試算によると、名称

またネクスコ西日本

考える。

のか、変更をするにし

表れ学力格差がでるのだ
山県にはこんな質感の教

民に問う必要があると

産建厚生常任委員会

と感じた。
る請願書

も大きな差であると感じ
日高川町観光協会

■請願者

育施設はなく、このこと

た視察の感想として
た。

各委員の本町に照らし
・学力格差の大きさを教
育関係者は感じていない

変更をするには、町負
担 と し て 約５ 千 万 円 程

忠明

度必要となり、その財

石倉

日高川町文化協会連絡

源をどうするのか、そ

長

初美

れに見合う経済効果が

会

・行政がするべきことは、

協議会
丸山

孝文

あるのか、などの検証

のではないか。
いかにして子供達に将来

会

原

辰雄

も必要である。

長

の地域を託せるようにが

紹介議員

堀

貞夫

んばるかである。
・子供達がこれから生き

小畑

化されるこの機会を捉え、

湯浅御坊道路が４車線

ていくために、ふるさと
教育とともに選択肢を広

■委員会の意見

少しでも本町の活性化を

げてあげる教育が重要で

請願の趣旨は「川辺

ある。

図ろうとする思いは理解
変更するならば、この機

インターチェンジ」の
ーチェンジ」に変更す

会であることも確かなこ

・教育関係予算が少なく
太さが学力向上に表れて

ること、また名称を変

とである。今後、執行部

できるとともに、名称を

いる。

更することにより計り

も含め検討をしていきた

名称を「道成寺インタ

・教育こそが自治体に活

知れない経済効果が期

い。

ても、国や県との連携の

力を生み出すという観点

待できる、となってい

旨採択」とした。

一致でこの請願を「趣

以上のことから全員

を行政は持つべきである。

名称を「道成寺イン

る。

視察の最後に秋田県内

ターチェンジ」とする

などの意見があった。
の県立博物館等を視察し

北西

人

事

風 薫る ５月︑ 産品販
売所 はじ め愛徳 荘周辺
はふじまつりで賑わい︑
若葉 が萌 え出る 季節を
迎えました︒
田 植え の準備 など︑
農作 業も 慌ただ しさを
増し ︑大 自然の 息吹や
人 々 の 営 みに エ ネ ル ギ
ーが感じられます︒
さ っそ うとデ ビュー
を飾 った 新人の 皆さん
も︑はや１ヶ月が経ち︑
学 校 や 職 場に 馴 染 み ︑
この ゴー ルデン ウイー
クで 再度 エネル ギーを
蓄えることと思います︒

南東

目 標に 向 か っ て 一 歩
一歩 着実に 進ま れるこ
とをお祈りすると共に︑
私 た ち も 常に 初 心 を 忘
れないよう頑張ります︒
︵山本啓司︶

さて︑今号をもって︑
議会 広報 委員が 交代し
ます︒
読 みに く い と こ ろ も
多々 あっ たと思 います
が︑ どう かお許 しくだ
さい︒
２年間ありがとうご
ざいました︒
委員長
山本 啓司
副委員長 伊奈 禎胤
委 員
入口
誠
堀
辰雄
熊谷 重美
原
孝文

〃
〃
〃

４月１日の職員人事異

動で、議会事務局専門員

の山本和美さんが、美山

支所・美山地域振興課長

となり、その後任に総務

課から企画員として山﨑

千鶴さんが着任しました。

よろしくお願いします。

