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令和４年３月 教育委員会臨時会 会議録 

 

１ 開催年月日 令和４年３月24日（木） 

２ 開催場所  神奈川県庁新庁舎９階議会第８会議室 

３ 開会時刻  ９時30分 

４ 閉会時刻  12時04分 

 

５ 出席した教育長及び委員 

        桐谷 次郎  教育長 

下城 一   委員（第一教育長職務代理者） 

        河野 真理子 委員（第二教育長職務代理者） 

        吉田 勝明  委員 

        笠原 陽子  委員 

        佐藤 麻子  委員 

 

６ 出席職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育局長 田代 文彦 

県立高校改革担当局長 杉山 正行 

教育監 岡野 親 

副局長 落合 嘉朗 

総務室長 篠田 寛 

行政部長 大場 勇人 

インクルーシブ教育推進担当部長 田所 健司 

指導部長 濱田 啓太郎 

支援部長 宮村 進一 

生涯学習部長 髙梨 信行 

企画調整担当課長 市川 秀樹 

管理担当課長 星 孝樹 

県立高校改革担当課長 千葉 剛 

行政課長 松西 孝子 

参事兼教職員人事課長 羽鹿 直樹 

厚生課長 信太 雄一郎 

インクルーシブ教育推進課長 林 麻佐美 

参事兼高校教育課長 増田 年克 

高校教育企画室長 蘇武 和成 

保健体育課長 富澤 桂子 

子ども教育支援課長 古島 そのえ 

特別支援教育課長 萩庭 圭子 

生涯学習課長 河田 貴子 

文化遺産課長 菅原 一郎 
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７ 提出議題  次葉のとおり 

  

８ 会議録作成者 書記 中村 怜 
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教育委員会３月臨時会 会議日程 

 

日時 令和４年３月24日（木） 

                                                 ９時30分から                                                         

場所 神奈川県庁新庁舎９階 

議会第８会議室      

１ 議事 

日程第１ 

臨教第57号議案 神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正す

る規則 

臨教第58号議案 神奈川県立の高等学校等の設置に関する規則の一部を改正す

る規則 

臨教第59号議案 令和５年度再編・統合対象校の設置計画について 

臨教第60号議案 かながわ特別支援教育推進指針について 

臨教第61号議案 人事案件について 

臨教第62号議案 人事案件について 

臨教第63号議案 人事案件について 

臨教第64号議案 人事案件について 

 

日程第２ 

報第17号 かながわ人権施策推進指針の改定について 

 

２ 協議・報告事項 

報告１ 新型コロナウイルス感染症への県教育委員会の対応について 

報告２  令和４年度神奈川県公立高等学校入学者選抜学力検査の結果

について 

報告３ 「令和３年度 神奈川県立高等学校等生徒学力調査」及び

「令和３年度 神奈川県立高等学校及び中等教育学校 生徒

による授業評価」の結果について 

報告４ 県指定天然記念物及び名勝について 
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教育委員会３月臨時会 会議録 

 

 

教育長     ただいまから教育委員会３月臨時会を開会します。 

        本会議は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第14条第３項に定める定足

数に達しており、有効に成立しています。 

        では、会議録署名委員に吉田委員を指名いたしますので、よろしくお願いします。 

 

吉田委員    （了解） 

 

教育長     本日の議題といたしましては、日程第１として「神奈川県立高等学校の管理運営に

関する規則の一部を改正する規則」ほか７件の付議案件がございます。 

        また、日程第２として「かながわ人権施策推進指針の改定について」の報告案件が

ございます。 

        さらに、協議・報告事項として「新型コロナウイルス感染症への県教育委員会の対

応について」ほか３件の報告がございます。 

        お諮りいたします。本日の日程のうち、日程第１の臨教第61号議案から臨教第64号

議案までの各議案は、人事に関する案件、また、日程第２の報第17号は、会議を公開

することにより教育行政の公正または円滑な運営に支障が生ずるおそれのある案件で

ございます。よって、地教行法第14条第７項ただし書及び県教育委員会会議規則第35

条第１項に基づき、会議を非公開にしたいと思いますが、ご異議はございませんか。 

 

全委員     異議なし。 

 

教育長     ご異議がないものと認め、そのように決しました。それでは、非公開案件は後で審

議することとし、先に公開の案件に入りたいと思います。 

        それでは、会議規則第22条の２の規定によりまして、ここからの進行を下城委員に

お願いいたします。 

 

下城委員    それでははじめに、日程第１の臨教第57号議案に入ります。 

 

 

 

臨教第57号議案       神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

              説明者  松西行政課長 

 

 

行政課長    青のインデックス、臨教第57号議案をご覧ください。１枚おめくりいただきまし

て、１ページが改正規則案、２ページ及び３ページが新旧対照表となっております。 

        具体的な内容につきましては、青のインデックス、臨教第57号議案関係「神奈川県
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立高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の概要」でご説明させてい

ただきます。「１ 改正の趣旨」「(1) 連携型高等学校等に係る改正」です。インク

ルーシブ教育実践推進校３校（茅ケ崎・厚木西・足柄高等学校）において、平成28年

度から30年度まで実施した「連携型中高一貫教育校連携募集」により入学した生徒

が、本年３月をもって卒業し、在籍がなくなることなどから、連携型中高一貫教育を

行う学校を定めた規定について、所要の改正を行うものです。「(2) 成年年齢の引き

下げに係る改正」ですが、４月に施行される民法改正により、成年年齢が満18歳以上

となり、当該生徒の父母等は保護者に該当しなくなりますが、引き続き、生徒在学中

の教材購入時の負担、学校評価への関与を求める必要があることから、規則中の「保

護者」の規定を改正するものです。 

        「２ 改正の内容」「(1) 連携型高等学校等に係る改正」ですが、連携型高等学校

を定めた第８条の２第１項の表から、茅ケ崎高等学校、厚木西高等学校及び足柄高等

学校の項を削除します。次に、県立光陵高等学校と連携して教育を実施している中学

校名の改正です。平成29年４月に横浜国立大学の教育人間科学部が教育学部に改組さ

れた際の改正が漏れておりまして、今回、横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学

校を横浜国立大学教育学部附属横浜中学校に改正させていただくものです。「(2) 成

年年齢の引き下げに係る改正」ですが、規則中の「保護者」の規定を「保護者等」に

改正するものです。 

        「３ 施行期日」については、令和４年４月１日から施行したいと考えておりま

す。 

        説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

下城委員    それでは、何かご質問がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

        では、ご質問がないようでしたら、採決について教育長にお願いいたします。 

 

教育長     それでは、ただいまの臨教第57号議案につきまして、原案のとおり決することでご

異議はございませんか。 

 

全委員     異議なし。 

 

教育長     ご異議がないものと認め、そのように決しました。 

        引き続き、下城委員よろしくお願いいたします。 

 

下城委員    それでは次に、臨教第58号議案に移ります。 

 

 

 

臨教第58号議案       神奈川県立の高等学校等の設置に関する規則の一部を改正する規則 

              説明者  松西行政課長 
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行政課長    青のインデックス、臨教第58号議案をお願いいたします。提案理由ですが、県立高

校改革実施計画（Ⅰ期）に基づく県立高等学校の再編・統合に伴い、生徒の在籍がな

くなる課程及び学科に関する規定を削除するため、所要の改正をいたしたく提案する

ものでございます。次のページをご覧ください。１ページが改正規則案、２ページが

新旧対照表となっております。 

        具体的な内容ですが、青のインデックス「臨教第58号議案関係」でご説明させてい

ただきます。「１ 改正の趣旨」ですが、資料記載のとおりです。「２ 改正の内容」

ですが、規則別表第１の横須賀南高等学校については、単位制による全日制の課程を

削除します。また、平塚農商高等学校については、園芸科学科を削除します。「３ 

施行期日」については、令和４年４月１日から施行したいと考えております。 

        説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

下城委員    ご質問がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

        それでは、採決について教育長にお願いいたします。 

 

教育長     それでは、ただいまの臨教第58号議案につきまして、原案のとおり決することでご

異議はございませんか。 

 

全委員     異議なし。 

 

教育長     ご異議がないものと認め、原案のとおり決しました。 

        引き続き、下城委員よろしくお願いいたします。 

 

下城委員    それでは次に、臨教第59号議案に移ります。 

 

 

 

臨教第59号議案       令和５年度再編・統合対象校の設置計画について 

              説明者  蘇武高校教育企画室長 

 

 

高校教育企画室長  青のインデックス、臨教第59号議案をお開き願います。提案理由にあるように、

「令和５年度再編・統合対象校の設置計画」について決定いたしたく提案するもので

ございます。 

        対象校は瀬谷高校と瀬谷西高校、逗葉高校と逗子高校、城山高校と相模原総合高校、

３組６校です。平成30年10月に策定された県立高校改革実施計画（Ⅱ期）に基づき、

対象校においては、各学校と県教育委員会から構成された準備委員会を設置し、令和

５年４月の開校に向けた新しい学校づくりについて検討してまいりました。令和３年

９月には、基本的な考え方をまとめた設置基本計画案を発表し、これをさらに詳細な
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ものとしてまとめたものが、この設置計画（案）です。なお、この設置計画（案）に

ついては、この３月に開催された神奈川県議会文教常任委員会での報告を踏まえ、本

日提案させていただいています。対象校が３組ございますので、各学校における主な

内容について、簡単に概要を説明させていただきたいと思います。 

        それでは１枚おめくりください。「横浜南西地域普通科（瀬谷高校・瀬谷西高校）

設置計画（案）」をご覧ください。まず全体の構成ですが、さらに１枚おめくりいた

だき、それぞれ四角い枠で囲んで数字を付しているように「１ 対象校・位置・実施

年度」「２ 設置の目的」「３ 基本的コンセプト」がございます。続いて、３ペー

ジにまいりまして「４ 設置形態」「５ 入学者選抜」、４ページには「６ 教育課

程」、７ページに「７ 施設・設備の整備」「８ その他」としております。３組共

通した構成になっております。８ページからが逗葉高校・逗子高校設置計画（案）、

15ページからは城山高校・相模原総合高校設置計画（案）ということになっておりま

す。このうち、９月の設置基本計画案から追記した主な内容についてご説明いたしま

す。生徒の具体的な学校生活に関わる「日課表」や「教育課程表」をこちらに加えて、

その他、特徴的な教育内容を記載し、設置基本計画案よりも詳細なものとなっており

ます。 

        まずはじめに、瀬谷高校・瀬谷西高校の教育課程等について説明いたします。戻り

ますが、５ページをご覧ください。瀬谷高校・瀬谷西高校ですが、各学年における

「総合的な探究の時間」として「探究Ⅰ」「探究Ⅱ」「探究Ⅲ」を編成して、課題を

発見し解決する力を習得できるよう、主体的・協働的な学習を充実させるとともに、

ＩＣＴを活用してコミュニケーション能力を身に付けられるようにしております。 

        続いて、逗葉高校・逗子高校の設置計画（案）についてです。12ページをご覧くだ

さい。逗葉高校・逗子高校は生徒が自ら学ぶ科目を多様な科目の中から選択すること

ができる教育課程を編成して、生徒の興味・関心、進路希望等に応じた学習及び進路

支援体制を充実させております。 

        最後に、城山高校・相模原総合高校の設置計画（案）についてご説明いたします。

19ページをご覧ください。城山高校・相模原総合高校は、多様な選択科目や学校設定

科目を設置して、生徒一人ひとりの興味・関心等に応じて学習できる教育課程を編成

しております。また、「プログラミング発展」や短期集中講座の「ロボットプログラ

ムの基礎」等を設置して、高度な情報教育を強みとした教育活動を展開します。 

        本日、決定をいただきましたら、各対象校においては、この設置計画を指針として、

記載されている「設置の目的」や「基本的コンセプト」を踏まえた具体的な学校づく

りを進め、令和５年４月から新たな教育活動を開始いたします。 

        私からの説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

下城委員    それでは、質問がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。河野委員。 

 

河野委員    どちらの学校というわけではないのですが、アップダウンした新型コロナの環境か

ら、何か非常に困難だったことですとか、逆に困難だったけれどもうまく進んでここ

まで来たとか、何かその辺りがあったら教えてください。 
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高校教育企画室長  新型コロナ、ご承知のとおりここ２年というところで、かなり学校の教育活動

等は影響を受けているというような状況でした。もちろん、それぞれの学校が大変だ

ったということはあるのですが、この設置計画に関しては、令和５年度と決まってい

ますので、それに向けて各校でそういった状況も乗り越えながら、様々なことを共有

しながら進めていったという経緯がございます。なので、コロナ禍で特段、この設置

計画作成の取組について、何か大きく支障となったということは特にないとは思いま

すが、新型コロナを踏まえた形で、どういうふうな新しい学校を作っていくかという

ことについては、新たな一つ課題というところを意識しながら進めていったものとと

らえております。 

 

河野委員    大切なところだと思いますので、引き続きお願いいたします。 

 

下城委員    他にいかがでしょうか。佐藤委員。 

 

佐藤委員    再編・統合においては、特に非活用校において、これまでの伝統が断ち切られてし

まうというようなご懸念、ご心配があると思うのですが、この計画の基本的コンセプ

トや教育課程の基本的方針で、そういう伝統を受け継ぐような工夫が何かあったら教

えてください。 

 

高校教育企画室長  これはあくまで非活用校と活用校という違いはありますが、それぞれの学校の

良さを引き継ぎながら、新たな学校づくりというふうな形で進めているものなので、

その学校がどういう良さがあるかということを、しっかりと準備委員会の中で確認し

ながら、引き継げるものをしっかり引き継いでいこうという形で考えております。た

だ、ご承知のとおり、あくまで新校は活用校ということになりますので、例えば、非

活用校となる学校の記念碑等を含めた備品の移設、こういったことなどを、両校の関

係者がちゃんと思いをもって新校に臨めるよう、物と心の両面から、教育委員会とし

ても支援していかなければいけないと考えております。 

 

教育監     各学校の「設置の目的」のところに、例えば、瀬谷高校と瀬谷西高校ですと、二つ

目の〇（丸）のところに、それぞれの学校のこれまでやってきた内容を踏まえて、こ

ういった教育活動を展開するといったような形で、ご指摘のように、これまでの両校

のそれぞれの取組を引き継ぐ形で新校にもっていくということで、目的のところにも

書かせていただいているところです。 

 

下城委員    よろしいでしょうか。それでは他に。 

 

吉田委員    この場での質問にはそぐわしくないかもしれないのですが、河野委員の方から新型

コロナのことも少しお話があったので。今回、２年ぐらいにわたって新型コロナのい

ろんな問題があった。たくさんのことを失ってきた。でも、得られたものが何かある
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のではないか。新型コロナによって失われたもの、得られたものという点に関して、

そういった得られたもののことを少しまとめていただきたいというふうに思っている。

例えば、学校の先生方、リモートというのはそぐわしいかそぐわしくないか分からな

いですが、いろいろな準備のために学校でやっていたものを自宅でやった。自宅で仕

事をしていたのだ。そういったことによって、通勤時間とかもろもろが助かったとか、

あるいはいろんな利点があったかもしれない。看護学校で、そういった話題がやはり

出て、先生方、看護学校でもやはりリモート、事務職とかもそのような形で結構やっ

て、いろいろないい点があって、今後、これを新型コロナが収まっても続けていくか

いかないかという、そういったディスカッションがあったりする。であれば、その現

時点での検証をちゃんとやっておくべきではないか。きちんとした形で在宅をやって、

リモートをやった場合に、こういうふうないい点があったということを少し整理した

い。これは自分たち、仲間たちだけではなくて、生徒たちの意見も当然入れなければ

いけない。相談したいと思ったときに先生がいなかったとか、何とかの手続の事務方

がいなかったとか、いろいろなことのディスカッションも入れていかなければいけな

い。やはり同じような形で、教育の現場でも、今回の新型コロナで、先生方が、ある

いは事務職の方が、在宅でやって、いい点、悪い点。もしいい点があって、そういっ

たことが可能であれば、職員室の机の利用の仕方というのは、どんどん変わっていく

のではないか。やはり企業でも、誰の机とかではなくて、広い机があって、パソコン

を持って自由にあちこち座りながらやって、非常に部屋が狭くて済んだ。あるいは、

必ずしも東京都内にある必要はなかった。いろんな利点があったかと思うので、そう

いった目線で検討していただければいいなということを少し思い立ちました。きっと

今現在の答えとしては必要ないかと思うのですが、そういったようなことを検討する

ことを要望いたします。 

 

県立高校改革担当局長  私の方で今言えることということでお話をさせていただきますと、先般、

文教常任委員会の方にも、再編・統合ということで言えば、Ⅱ期計画の進捗というも

のを出させていただきました。その中でも、やはり新型コロナウイルス感染症の影響

というものが様々あった。そういったものも検証させていただいていますので、そう

したものを生かしながら、次に進んでいくということは、是非、教育現場においても

実施していきたいというふうに考えております。 

 

吉田委員    是非、神奈川県が日本をリードできるようなスタンスというのは、私が一生懸命い

ろんな意味において取り組んでいるところなので、そうあってほしいと思います。 

 

下城委員    笠原委員。 

 

笠原委員    同じような質問になってしまうのですが、この新型コロナによって、この再編・統

合対象校の設置計画の中で何か見直しをした点とか、具体的にこんな点を変えたとい

うところがあれば教えていただきたいのですが。 
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高校教育企画室長  新型コロナということで、それを踏まえてここを変えたというところが特にあ

ったかと申しますと、逆に言うと、それはそういうことを考えずに進めていったとい

うことがあります。ただし、先ほど吉田委員からもありましたが、オンライン学習で

すとか、そういうＩＣＴの利活用ということについては、かなり進んだという感覚が

ありますので、新校の授業づくりにおいては、具体の話になってくるのですけれども、

ＩＣＴを活用した授業ということで、よりよい授業につながる形にはなったのかな、

形を作っていけるのではないかなという見通しはもっているところです。 

 

笠原委員    ＩＣＴが進んでいくということに関して、全然否定するものではないのですが、や

はりＩＣＴは、私も授業をしていてよく分かるのですけれども、子どもの表情である

とか、手元であるとか、子どもたちの活動を見取るという部分においては、やはりプ

ラスの面とマイナス面があるので、その両方をうまく併用しながら進めていくという

観点に立たれた対応をお願いしたい。これは県立高校の例ではないのですが、市町村

の小中学校でも、この間、新型コロナ対応を含めて、学校の教育課程であるとか行事

とかを見直したにも関わらず元に戻ってしまうという傾向があります。コロナの前と

同じことはなかなか難しいのだという認識があるのだけれども、やはり先生方の思考

が変わっていかないという現状もあるので、よりよい学校教育というのはどうあるべ

きなのかを常に検証しながら、これでいいということではなくて、日進月歩で対応し

ていただけたらありがたいと思います。 

 

下城委員    他によろしいでしょうか。 

        それでは私からも一言だけ。説明の冒頭にありましたように、９月の基本計画、そ

れで議会にも報告して、ここに来ているのだと思います。ここで、今日決定というこ

とになるのだと思いますが、一方で、この再編・統合校の対象の地域の住民の方々に

対する説明ですね。例えば一つ、逗子高校と逗葉高校に関しては、急傾斜地に指定さ

れてしまったということもあったと思いますが、活用校、非活用校の選定に関して、

住民の方々が疑問に思われたというような話がこちらにも上がってきていると思いま

す。なので、その地域の方々の、きちんとコンセンサスをさらに取りながら、今日こ

こに至っているのか。例えば、相変わらず異論が地域から出ているというようなこと

はないのかどうか。そこに対する説明はきちんとされて今日に至っているのかという

ことを少しお聞かせください。 

 

県立高校改革担当局長  私どもといたしましては、再編・統合の計画を発表して以降、様々なご意

見をいただいてきました。そうした中において、当然、地域の皆様にとって素晴らし

い学校であるべきということが第一ですので、地域の皆様にもきちんと説明させてい

ただき、また、今後、そうした新校が令和５年４月に立ち上がっていく際については、

当然、例えば新しい学校の校名だとか、そういった問題も出てくると思います。そう

したものについても、しっかり地域の皆様の意見なども聞きながら対応していく。そ

うして、皆さんに喜んでいただける、そして生徒にとっても誇りに思える学校を作っ

ていきたい。そういうことで、我々進んできているというふうに認識しています。 
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下城委員    それでは、他はご質問よろしいでしょうか。 

 

河野委員    一つ違う切り口からですが。既にいろいろご検討いただいた上だと思うのですが、

卒業生の方々が、毎回こうして新校ができたときに、母校と思えるようにしておいて

いただきたいなと、毎回こういうときに私申し上げているのですけれど。今回の対象

校３組についてもしていただいているとは思うのですが、卒業した方々が、履歴書へ

の書き方が変わりますよね、自分で書くときに。そういう思いも含めて、今後また母

校に戻ってくるというか気持ちが戻るというか、その辺り何か工夫をされたことがあ

れば教えてください。 

 

高校教育企画室長  やはり今、河野委員にお話いただいたように、母校という形で、どういうふう

に一つの学校としてのいろいろな考え方、卒業生がどうとらえるかとか、いろいろな

ところがあるのですが、主に同窓会については、各学校の方から、綿密に連絡を取り

合いまして、説明をし、それから、どういうふうな形で今後進めていくか、そういう

ことについては情報共有をしっかり取りながら進めているところなので、誤解のない

ような形で、今後も連絡を取り合いながら、同窓会の意見等も踏まえて進めていこう

と考えております。 

 

河野委員    私、同窓会の意見は聞いていただいているとは思っていたのですが、今後、自分の

母校と思って文化祭に行けるとかね。そのような気持ちも含めて、それぞれの学校を

卒業された方々を大切にしていただきたいなと思って、そういう思いで意見を申し上

げました。 

 

下城委員    他によろしいでしょうか。 

        それでは、採決について教育長にお願いいたします。 

 

教育長     それでは、ただいまの臨教第59号議案につきまして、原案のとおり決することでご

異議はございませんか。 

 

全委員     異議なし。 

 

教育長     ご異議がないものと認め、原案のとおり決しました。 

        引き続き、下城委員よろしくお願いいたします。 

 

下城委員    それでは次に進行の関係から、協議・報告事項の報告２に移ります。 
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報告２            令和４年度神奈川県公立高等学校入学者選抜学力検査の結果について 

               説明者  増田高校教育課長 

 

 

高校教育課長  報告２「令和４年度神奈川県公立高等学校入学者選抜学力検査の結果について」の

ご報告をいたします。 

        ご報告の前に一言述べさせていただきたいと思います。今年度の入学者選抜の実施

に当たっては、昨年度の採点誤りを受けて、これまで以上に、全県立高等学校教職員

と、それから県教育委員会職員が一丸となって、「誤りのない入学者選抜」の実施に

向けて取り組んでまいりました。各学校においては、「再発防止・改善策」に基づき、

全力で慎重に業務に当たっていただいているところです。また、県教育委員会による

再点検、今年も実施させていただいた結果、抽出したすべての学校において、統一し

た基準により適正に採点が行われていることが確認できているところです。昨年度に

引き続き、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、志願手続きや検査当

日の運営方法の変更、さらには、「合格発表Ｗｅｂサイト」による合格発表の実施な

どにも引き続き取り組んでまいりました。また、今年度は新たな対応として、共通選

抜における追検査の日程を変更する、そして、定通分割選抜における追加の検査を実

施するなど、新たな取組も行ってきたところです。各校の協力のもと、現段階まで適

切に入学者選抜業務を実施することができているというふうに考えているところです。 

        そうした中ではありますが、１点、今年度の３月１日の合格発表において、「合格

発表Ｗｅｂサイト」において、合格発表開始時刻の９時の時点で、一部の端末からサ

イトにアクセスできない状況が発生するというトラブルがありました。結果として、

合否結果を端末で確認することができなかった受検生が全県で38人、受検校に行って、

合否結果通知書を受け取ることで、合否結果を確認していただくことになりました。

このトラブルについては、多数のアクセスがあってもシステムがダウンすることなく

対応できるようにということで、当日の朝７時からサーバーの増設作業を行っており

ましたが、一部のサーバーで、そのサーバーにアクセスするための暗号化した通信に

必要な証明の反映に想定以上の時間がかかってしまって、発表時刻の９時の時点では、

一部の受検生の端末からのアクセスに対応できなかったということが判明しておりま

す。当課においても、発表当日の午前７時半ごろには、システムが正常に稼働してい

ることを確認しております。その後、業者から７時45分ぐらいに不具合があったとい

う連絡を受けて、システムへのアクセスを試みたところ、エラーが出たということを

確認したところです。その後、状況は改善していきましたが、９時の時点で、まだ一

部の端末からはアクセスできない状況となっていたということで、「現在、システム

に一部不具合が生じており、システムにより合否結果が確認できない受検生は受検校

に出向き、合否結果通知書で合否結果を確認していただくこと」、これは急遽であり

ましたが、市町村教育委員会等を経由して受検生に案内したというところです。その

後、システムの状況は改善して、９時20分の段階では、すべての端末からシステムに

アクセスが可能な状況となっております。 

        今年度のこうした事態を受けて、今後の改善策ですが、次年度においては、合格発
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表の前日までにはサーバーを増設した状態、このシステムを完全な状態で構築し、正

常な稼働を確認した上で、当日に備えることとします。トラブルによりご迷惑をお掛

けしたこと、そして、受検生や保護者の皆様に不安な思いをさせてしまったことにつ

いては、お詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。この

件については、３月18日に開催された県議会文教常任委員会においても報告させてい

ただいたところです。まだ定通分割選抜の二次募集が残っておりますので、引き続き

気を緩めることなく、しっかりと取り組んでまいりたいと考えているところです。 

        それでは、改めて報告の方に入らせていただきます。赤のインデックス、報告２の

資料、表面「１ 共通選抜（全日制の課程）の合格者の教科別平均点」をご覧くださ

い。合格者の教科別平均点については、社会が62.4点と最も高く、外国語（英語）が

52.1点で最も低くなっております。今年度は、中間点のある記述式問題、これは外国

語（英語）と国語で各１問とし、その他の問題はすべて選択式問題としました。資料

にはございませんが、５教科を平均した全体の平均点ですが、57.49点ということで、

昨年よりもやや下がっております。ちなみに、昨年は60.24点でした。また、最も平均

点の高かった教科と低かった教科の差は10.3点となっております。教科ごとに見ます

と、平均点が上がったもの、そして下がったものがありますが、内容について細かな

分析を進めて、来年度に向けては、さらなる改善を加えてまいりたいと考えていると

ころです。 

        資料をおめくりいただき、次に、資料の裏面、「３ 共通選抜（定時制の課程）の

合格者の教科別平均点」をご覧ください。合格者の教科別平均点は、国語が57.4点と

最も高く、英語が47.8点で最も低くなっております。 

        続いて右側は、「令和４年度 神奈川県公立高等学校入学者選抜学力検査の結果」

ですが、こちらについては、後ほどご覧いただけたらと思います。 

        それから、資料にはございませんが、最後に追検査の実施についてご報告させてい

ただきます。今年度、全日制の課程で追検査を受検したものは301名、そして定時制の

課程で追検査を受検した者は29名でした。昨年の数字で申し上げますと、全日制は38

名、定時制は７名ということですので、大幅に増加しているという状況です。 

        また、新型コロナウイルス感染症に係る対応として、一昨年度から実施している追

加の検査についてご報告いたします。今年度は、追加の検査を受検した者は、全日制

で４名、そして通信制では６名でした。昨年度は全日制で１名のみでしたので、こち

らも増加しているという状況です。 

        説明については以上ですが、これらの結果については県のホームページに掲載し、

広く県民の皆様に周知するとともに、県内公立中学校にも周知させていただきます。

また、来年度の入学者選抜に向けては、今年度の結果を参考にして、学力検査問題を

さらに工夫、改善していきたいと考えております。報告については以上となります。 

 

下城委員    それでは、質問がありましたらお願いいたします。佐藤委員。 

 

佐藤委員    細かいことで恐縮ですが、数学で、正答率が0.7％の問題があります。本来は、中学

の教科書を全部習得していれば、皆正解できる問題のはずなのですが、0.7％というと、
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問題文の表記に正答にたどり着けないような書き方があったのかなというのが少し気

になりました。感想です。 

 

下城委員    よろしいでしょうか。他に質問いかがでしょうか。 

        私からも一言。冒頭、今年度は入試ミスの再発防止に取り組むということで、Ｗｅ

ｂに絡んでのトラブルはあったということですが、それ以外のトラブルはなく、です

から、去年対策をして、随分数的には減った。それをさらに、今年度は限りなくなく

すことがうまくいったと。２年通してみると、非常にその再発防止対策、去年はヒュ

ーマンエラーだったと思うのですが、ヒューマンエラーも含めてうまくいったという

理解でよろしいでしょうか。 

 

高校教育課長  昨年度、やはり中間点のある記述式問題等において、採点の誤りが生じております。

そういったところを含めて、今回先ほど少し触れさせていただきましたが、記述式の

回答自体が外国語と国語で１問ずつということで、大幅にそこの部分を減少させてき

ております。そういった点では、採点誤りを防止するということも含めて、作問にお

いて工夫、改善を図ってきたという状況です。それが一定の効果は上げてきていると

いうふうな考え方ができるかと思います。 

 

下城委員    それからもう一つ、昨年度、例えば社会が72.6点と。表の隣の理科が50.1点で、平

均点の差が20点近く開いていると。これは社会が得意な子が入りやすかったのではな

いかという、全体を見たときに大丈夫なのかというものが、今年はそれが改善された

というふうに理解してよろしいでしょうか。 

 

高校教育課長  そのとおりです。それぞれ昨年の傾向等も分析しながら、今年度の作問において工

夫をさせていただいたところです。 

 

下城委員    他にいかがでしょうか。笠原委員。 

 

笠原委員    先ほどの佐藤委員の数学の0.7％で、それ以外にも「展開図をかくなどして線の長さ

を求める」が2.7％。図形関係で少し課題が残っているということと、あとは理科で、

やはりレンズの辺りがどうしても低い。この辺りは、中学校での学習をどういうふう

に作っていくかということに関連すると考えます。直接目には見えないものを見える

ようにして指導していくことについて、コロナ禍の中で、実験がなかなかできなかっ

たということがこういう結果になったのか、どのようにとらえているのでしょうか。 

 

高校教育課長  今後、また中学校側とも意見交換等をさせていただきながら、その辺り、さらに検

証を深めていきたいというふうに思っております。今までと少し授業の形態等も違う

ところも出てきていると思いますので、そこについては、今までと違う視点も含めて

検証が必要かと思いますので、今後さらに検証を進めてまいりたいと思います。 
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下城委員    他にいかがでしょうか。河野委員。 

 

河野委員    先ほど聞き漏らしたかもしれないのですが、今年、数学と理科と社会は選択式だっ

たということで大丈夫でしょうか。 

 

高校教育課長  全問、選択式問題ということです。 

 

河野委員    昨年のことの記憶がないのですが、昨年もそうでしたでしょうか。 

 

高校教育課長  昨年は、一部記述式の問題がありました。 

 

河野委員    そうすると、その選択式にしたために、少し平均点が近くなってきたというか、そ

のようなこともあり得るのかなとは思うのですが、やはり選択式の良い点と、それか

ら勉強する上でのいろいろ違いも出てくると思うのですが、その選択式にしたことに

おいて、今までとの変化など何かご推察があれば教えてください。 

 

高校教育課長  若干、その選択式にした場合に、平均点が上がる傾向が出たりするケースがありま

す。ただ、今年度全体の平均点を見ますと、昨年よりも少し下がっているということ

で、作問においては、選択式にするに当たって、かなり選択肢も含めて工夫をしなが

ら作問しておりますので、言ってみれば、少し言葉は悪いですが、勘で答えて当たる

ような選択肢にはならないような、そういった工夫はしながら出題させていただいて

いるところです。 

 

河野委員    そこは大切だと思うので、またよろしくお願いします。 

 

吉田委員    教えてください。基本的な点二つ。全体的な平均点が57.49点、昨年が60.24点。何

点を大体目標としてやっているのかということが一つ。 

        選択肢問題、四つから選ぶ。五つから選ぶ。５肢選択か４肢選択か。 

 

高校教育課長  選択自体は、必ずしも４ということで固定しているわけではありませんので、いく

つかの数字をそのまま入れ込むという形の選択もありますので、幅があります。概ね

４択をベースにしながらも、それ以上になっている問題もあるということです。 

 

吉田委員    ４択だったり５択だったりがあるのですか。 

 

高校教育課長  そうですね。そこは多少問題によってばらつきがあります。 

        それから平均点ですが、これはやはり、50点から60点の中に入るぐらいを目安にと

いうふうな作問の仕方をしているところです。 

 

吉田委員    ５肢選択だったら、何も知らない人がやったって25点取れるわけだものね。そうい
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う理屈。 

 

下城委員    他にいかがでしょうか。河野委員。 

 

河野委員    内容ではないのですが、今年、本当にＷｅｂ対応が大変だったと。最初にトラブル

もあったのだとはおっしゃったのですけれども、神奈川県、それだけ人数も多いので

ね。非常に急遽で大変だっただろうと推測します。その上で、逆にこちら側が努力を

しても、受け手の方として、親和性というのですかね。その辺りはご指導しないと難

しかったのか、その受け手の方はどうだったでしょうか。Ｗｅｂ対応にしたことによ

って、好評だったのか、その辺、感想でも結構ですので教えてください。 

 

高校教育課長  合格発表のＷｅｂシステムについては、昨年から実施しておりますが、非常に中学

校側、受検者そして保護者からも、概ね好評という感触をいただいているところです。

実際にスマートフォンで生徒自身が見る以外にも、もしそういう環境がない場合は中

学校側も学校で見るということも協力していただけるような体制も整えておりますの

で、基本的にはＷｅｂによる発表は、今後も続けていくことができればという考え方

をもっているところです。 

 

下城委員    よろしいでしょうか。では、以上とさせていただきたいと思います。 

        次に報告３に移ります。 

 

 

 

報告３            「令和３年度 神奈川県立高等学校等生徒学力調査」及び「令和３年

度 神奈川県立高等学校及び中等教育学校 生徒による授業評価」の結

果について 

               説明者  増田高校教育課長 

 

 

高校教育課長  赤色のインデックス、報告３のページをお開きください。令和３年度に実施した生

徒学力調査及び生徒による授業評価の結果について、ご報告させていただきます。 

        まず、生徒学力調査についてご説明いたしますので、「（１）生徒学力調査の概要」

をご覧ください。この調査については、平成16年度から行ってきた学習状況調査を受

け継ぐ形で、平成28年度から高校改革実施計画に位置付けた生徒学力調査として、新

たに実施することとしたものです。今年度は、県立高等学校全日制と定時制の２年生

全員及び県立中等教育学校の５年次生を合わせて、約３万９千人を対象として、11月

にそれぞれの学校で実施しております。内容は、国語、数学、英語の「教科に関する

ペーパーテスト調査」及び教科や学習全般に関する「アンケート調査」で構成されて

おります。ペーパーテストは、基礎、標準、発展の３区分を用意し、学校が生徒の実

情を踏まえて、区分を選択することができるようにしております。結果の還元につい
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ては、生徒に各教科の正答率や各観点の正答率を記載した個票を返却し、そして各学

校には、県全体の結果と学校ごとの分析結果を配付しております。 

        次に「（２）「教科に関するペーパーテスト調査」の結果の概要」の表をご覧くだ

さい。令和２年度と令和３年度の区分ごとの正答率をまとめております。正答率につ

いては、どの教科、区分においても、昨年度と概ね同程度となっております。数学に

ついては、記述式問題を中心とした問題構成としておりますので、理解が曖昧な状態

で正答することが難しいということから、全体的に正答率は低くなっているという状

況です。調査の分析としては、例えば記述させる問題の中で無解答率が高いものがあ

ることや、記述してあるものでも正答の条件を十分に満たしていない回答がある、そ

うした傾向から、引き続き思考力・判断力・表現力の育成に係る課題があるというと

らえ方をしているところです。県全体の結果と学校ごとの分析結果は、既に各学校に

示しているところですが、下の四角囲いの中、＜課題の改善の方向性＞にもあるとお

り、各学校には思考力・判断力・表現力等の育成を図る上での課題を把握し、改善方

策を授業改善に反映していくということで今後は対応してまいります。それからもう

１点は、「基礎」を選択した各学校を中心として、教科ごとの正答率の増減は見られ

るものの、依然として基本的な学習内容の定着が十分でないと考えられる状況があり

ます。そういったところから、生徒の学力の詳細を把握するために、学習の各段階に

おける定着の度合いを測ることができるよう、調査内容について今後工夫を図ってま

いります。 

        次に、生徒による授業評価についてご説明します。裏面「（３）生徒による授業評

価の概要」の表、上から２段目「対象」、３段目「調査期日」をご覧ください。令和

３年度の生徒による授業評価は、県立高等学校及び中等教育学校の生徒全員、約11万

５千人を対象に、第１回目は夏休み前後ということになりますが８月から９月、そし

て第２回目はこれもやはり冬季休業の前後ということになります、12月から１月に実

施しております。 

        「（４）生徒による授業評価の主な結果」をご覧ください。いずれの項目において

も、「かなり当てはまる」と「ほぼ当てはまる」の合計の割合は80％を超えており、

生徒による授業評価の結果は概ね良好なものであると判断しております。そうした中、

表中の「単元（内容のまとまり）の学習の中で、他者の考えを知り、自らの考えを広

げ深める機会がある」「他者の考えを知ることにより、新たな考え方を知るなど、自

らの考えを広げ深めることができた」という問いに関しては、他の項目に比べて若干

低い傾向があります。従って、＜課題の改善の方向性＞にも書かせていただいたとお

り、生徒一人ひとりが他者の考えを知り自らの考えを広げ深める場面を通して、自ら

の考えをより良いものにしていくことの大切さを理解できるよう、各校が「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けた取組を進めていくことにより、生徒の学びがさら

に深まるものと考えているところです。 

        今後、令和３年度の生徒学力調査及び生徒による授業評価から見えてきた課題と改

善の方向性を各校に周知していくことで、組織的な授業改善をより進めて、生徒の確

かな学力の育成を図るよう指導してまいりたいと考えているところです。 

        報告は以上となります。 
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下城委員    それでは、質問がありましたらお願いいたします。吉田委員。 

 

吉田委員    確認です。生徒からの満足度調査みたいなものは、無記名か記名か。 

 

高校教育課長  授業評価ですか。これは無記名です。 

 

吉田委員    常に私は、病院の患者さん満足度調査とかそういったものと比較するイメージがあ

るのだけれど、以前にも言ったかもしれないのですが、病院における患者さん満足度

調査をやります。それを、医療機能評価機構もこうやりなさいと、そういったデータ

を分析しなさいというような意見があります。私自身が思っているのは、患者さんの

満足度調査は、多少お上手が入っているよね。退院したときなどには、やはりよかっ

たとか、そういった気持ちのテンションが上がった分が入ったりもしているので。参

考にならないとは決して言わない。当然参考にするけれど、そういったものよりもむ

しろ、職員の満足度調査を必ずやるというようなことを常に言って啓発しているつも

り。つまり、職員が嫌々ながら働いている、職員が不満をもって働いている。患者さ

んにベストな医療を、患者さんに優しくできるはずがないよね。少なくとも、働いて

非常に満足、働き心地のいい病院なのだ、職場なのだというと、放っておいても患者

さんには適切な医療ができるし、優しく接するし、非常にいいのだというふうに思っ

ている。私は、ある意味で学校でもそのとおりだと思う。病院とか学校とか、そこそ

こみんな頑張って、一生懸命、ある意味でのボランティア精神の旺盛な職場において

は、自分たちが満足して、先生方が満足して働いているのであれば、放っておいても

とは言わないけれど、少なくとも生徒たちに一生懸命、そして一生懸命相談に乗った

り、いろんなことがいいというふうに思えると思う。ですから、ある意味で、職員の

そういった満足度調査等々を行って、それをパラレルにやっているかどうかというこ

とも考えてほしいなと思っています。 

 

下城委員    他にいかがでしょうか。河野委員。 

 

河野委員    先ほどお話しいただいた「（４）生徒による授業評価の主な結果」の「学習の状況

について」の「他者の考えを知ることにより、新たな考え方を知るなど、自らの考え

を広げ深めることができた」というのが少し低いというお話をいただいたと思うので

すが、これはやはりコロナ禍の状況というのも影響していると思うのですが、もしそ

うであれば、その注釈をどこかに、経年で見ていく場合には付け加えておく必要があ

るのではないかというのが一つ。それからもう一つは、今、ＩＣＴ等導入してやって

いるとは思うのですが、それを上手く活用しきれていない実情というのはどこにもあ

ると思うのですよね。そういう影響もあるのか、その辺り、もしご意見あれば教えて

ください。 

 

高校教育課長  今ご指摘いただいた項目は、従前の授業改善のときからずっと話題になっている項
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目なのです。要するに、いわゆる生徒同士がお互いに考えを深めていく、そういった

機会が授業の中でどれだけ提供できるのかというところは、授業改善の中でもずっと

胆にしてきた部分です。今回、コロナ禍にあって、やはりグループワークがやりにく

いとか、生徒同士が机を寄せての活動がやりにくいとか、そういった状況は現実には

あるのですが、そうした中にあって、今までの評価結果を見てくると、一応ずっと上

昇傾向は継続しております。ただ、他の項目と比べると、どうしてもここだけが少し

へこんでいるというふうな状況が続いているのです。なので、コロナ禍だけではない

という分析を私どもはしています。引き続き、やはり授業の全体の構成の中で、そう

いった場面を増やしていく必要があるというふうに考えているところです。 

 

河野委員    分かりました。 

 

下城委員    笠原委員。 

 

笠原委員    まず確認なのですが、生徒による授業評価の大項目は、授業の在り方と学習の状況、

これ二つだけでしたか。 

 

高校教育課長  そうです。 

 

笠原委員    今回の学習指導要領の改訂の柱というのは、授業改善と学習評価、これがセットに

なっていると思うのです。生徒による授業評価で、授業の在り方とか学習状況につい

てというのは非常に高くなっているのですが、やはりここに必要なのは学習評価だと

思うのです。これからのことを考えていくと、生徒自身の自己評価力を高めるという

部分と、指導する側の教師がどのような意図をもって学習を展開し、どんな結果を求

めているのか、そのことについて生徒自身がきちんと確認できるような場面が、単元

の中、授業の中で位置付けられているかということがセットでないと、やはりこれは

これだけを見て、「全体がいいよ」とはとらえられないのです。つまり、出ている結

果、先ほど吉田委員も言いましたが、大体こんな結果になるのだろうと思うのですけ

れども、やはり今後のことを考えていくと、その辺りの生徒の意見を聞けるような項

目を設定することが、本来的にはその授業改善というところの核心に迫っていくので

あって、ここだけでは柱が１本足りないかなと思っているところです。「主体的・対

話的で深い学び」も含め、三つの観点で授業が成立していくわけですから、授業評価

のあり方というのも見直していくいい機会かなととらえていますので、ご検討をお願

いしたいと思います。 

 

高校教育課長  学習指導要領の改訂、当然内容も変わってきますし、観点をしっかりともう１度見

直すことが必要、さらには、ＩＣＴの活用等も今のところあまり要素として入ってい

ない状況でやっておりますので、今後、内容については、しっかりとそういった時代

の流れ、変化にも対応できるような形で、今までの経年も取りつつという形にはなる

と思うのですが、今後検討してまいりたいと思っております。 
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下城委員    よろしいでしょうか。 

        それでは私からも一つ。今委員もおっしゃっていたように、アンケートは評価が高

いのですが、数学の基礎、標準、発展という３区分のうちの基礎のところです。学校

の成績が非常に低いと、振るわないと。25問中2.9問、昨年度は2.7問。多分、テスト

に応じていないという生徒もいるのではないか。一方で、アンケートは十分に高いと

いう。ここにある問題、例えば以前ですと、大人とか社会に対する憤りから反抗を示

すみたいな、こういう調査には応じないみたいな。だったらアンケートも低くなると

思うのです。アンケートが十分高いのに、こういう学力調査に応じようとしない子た

ちがいるというのが、これが少なくとも２年は続いているということが分かっている

ので、これを改善していくことをやはり考えないわけにはいかないだろうと思うので

す。これからまだ皆で考えていかなければいけないことだとは思うのですが、これに

ついてどう感じているのか聞かせていただけるでしょうか。 

 

高校教育課長  ご指摘のとおり、やはり基礎の選択をしている学校においては、まずこの調査に向

かわせるというところが非常に難しい部分がある、これはもう現場からの声として聞

こえてきております。実際には、これは成績評価には関わらない調査ですので、そう

いった中で、しっかりと受けさせるということ自体がなかなか難しいというふうな現

状は聞こえてきているところです。一方で、さらに最終的に授業評価の方ですが、こ

ちらも総じて、実はそういった取組があまり前向きでない生徒は、アンケートの方も、

授業評価の方もあまり取り組んでこないところはあるのです。なので、そこはそうい

った両方の関係性をしっかりと見ていかなければいけないというふうにとらえている

ところです。 

 

下城委員    要するに、すべては授業改善のためにやっておられる、学校を少しでも良くするた

めにということだと思いますので、それに向けてあらゆる側面から考えていって、こ

ういうことを少しでも改善していくようにというふうに、一緒に考えていきたいと思

います。 

        他にいかがでしょうか。 

 

吉田委員    もう一言だけ。職員満足度調査という話を何度も何度もしているのですが、このこ

とが、最初に教育長がわざわざ頭を下げなければいけないようなわいせつ事案等の予

防にも絶対につながるからね。いろんなことを相談して満足できた充実した生活をし

ていたら、そんな欲求は起こってこない。精神科医からのアドバイスです。 

 

教育局長    全庁的にも行政改革の一環として、職員の意識調査、満足度調査をやっております。

それに準じた形で、学校でも機会を見てやっております。ハラスメントの有無を含め

てです。今吉田委員からいただいたご意見も含めて、またそのやり方についても工夫

していきたいと思っております。 
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下城委員    他によろしいでしょうか。それでは、よろしければ報告はここまでとさせていただ

きたいと思います。 

        ここで、議事について教育長にお願いします。 

 

教育長     それでは、室内換気のために５分間ほど休憩といたします。 

 

（11時11分休憩に入り、11時16分再開する） 

 

教育長     それでは、教育委員会３月臨時会を再開いたします。 

        県教育委員会会議規則第22条の２の規定により、進行を下城委員にお願いいたしま

す。 

 

下城委員    それでは、次に進行の関係から、協議・報告事項の報告１に移りたいと思います。 

 

 

 

報告１            新型コロナウイルス感染症への県教育委員会の対応について 

               説明者  市川企画調整担当課長 

 

 

企画調整担当課長  今回は、３月９日の教育委員会３月定例会以降の対応についてご報告させてい

ただきます。 

        29ページをご覧ください。「ヌ」をご覧ください。県立学校及び市町村立学校の対

応についてです。３月17日に、３月21日をもってまん延防止等重点措置が解除される

ことを受け、県教育委員会として、当面の間は、感染・伝播性が高いオミクロン株の

影響等も踏まえ、引き続き基本的な感染防止対策を徹底しながら、以下のとおり対応

していくこととし、同日に県立学校に通知したところです。併せて、全市町村教育委

員会に対しても、それぞれの地域における感染状況等に応じた対応をとるよう依頼し

ました。高等学校、中等教育学校、特別支援学校については、資料に記載のとおりで

す。 

        【県立学校における児童・生徒への対応】についてです。基本的対応については、

資料記載のとおりです。30ページをご覧ください。学習活動、部活動については資料

記載のとおりで、「(ｴ) 学校行事等について」の「ａ 修学旅行等について」は、県

内や旅行先の感染状況を見極め、判断することとします。「ｂ 入学式について」は、

感染防止対策を徹底し実施します。実施に当たっては、式場における座席の間隔は可

能な限り広くとる、式への参列者は、新入生、教職員及び式の進行に必要な在校生の

代表とし、新入生の保護者の参列も可とすることとします。「(ｵ) 学年末・学年始休

業期間中の対応について」です。この間も家庭における健康観察を継続し、外出する

際は基本的な感染防止対策を徹底すること、また、体調不良の症状がある場合につい

ては自宅で休養することについて、家庭に協力を依頼します。部活動等で登下校する
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際の対応については、資料記載のとおりです。 

        33ページをご覧ください。「タ」をご覧ください。県立社会教育施設の対応につい

てです。３月17日に、３月21日をもってまん延防止等重点措置が解除されることを受

け、施設の運営にあたっては、基本的な感染防止対策を徹底しながら、以下のとおり

対応することとしました。 

        「５ 今後の対応」です。引き続き国の動向把握に努めるとともに、県内感染者の

状況や県対策本部会議の方針を踏まえ対応していきます。当面の間は、オミクロン株

の影響等を踏まえ、県立学校においては、引き続き基本的な感染防止対策を徹底し、

児童・生徒等の安全、安心の確保と、学びの保障を両立させる取組みを継続して実施

します。また、社会教育施設については、利用者の安全、安心を確保するため、基本

的な感染防止対策を徹底し運営してまいります。 

        34ページをご覧ください。34ページの「参考１」と、41ページの「参考２」につい

ては、３月17日現在において、県教育委員会が把握しまとめたものです。42ページの

「参考３」は、県立学校の状況については３月17日時点で県教育委員会が把握してい

る数、市町村立学校の状況については３月９日時点の状況で、文部科学省の調査で報

告した数となります。報告は以上です。 

 

下城委員    それでは質問がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、

ご質問がないようでしたらここまでとさせていただきます。 

        次に、日程第１の臨教第60号議案に移ります。 

 

 

 

臨教第60号議案        かながわ特別支援教育推進指針について 

              説明者  萩庭特別支援教育課長 

 

 

特別支援教育課長  青のインデックス、臨教第60号議案をご覧ください。提案理由にございますよ

うに、本県における特別支援教育の推進を図るため、かながわ特別支援教育推進指針

の策定をいたしたく提案するものです。１枚おめくりいただくと、指針の案がござい

ます。 

        概要については別紙にてご説明しますので、青のインデックス「臨教第60号議案関

係」の「かながわ特別支援教育推進指針（案）について」をお開きください。まず、

「指針策定の趣旨」についてです。本指針は、県教育委員会が、令和２年３月の「神

奈川県の特別支援教育のあり方に関する検討会 最終まとめ」及びこれまでの施策や県

内の幼児・児童・生徒数の推移等を踏まえながら、今後概ね10年間を見通す中で、本

県における特別支援教育の推進を図るため、「特別支援学校の整備」「医療的ケアの

充実」「県と市町村の役割分担及び連携」を柱に、その施策の方向を示すものです。

県教育委員会は、本指針に沿って、今後、具体の諸施策や計画を定めて取り組むとと

もに、本指針の基本的な考え方やめざす方向性をすべての市町村教育委員会と共有し、
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連携・協働により取組を進めることで、県内全域における特別支援教育の充実を図っ

てまいります。本指針は、今後の社会状況や児童・生徒等の教育的ニーズの変化及び

インクルーシブ教育の進展等を踏まえ、必要に応じて、県教育委員会が適時見直し、

改定を行います。 

        続きまして、「基本的な考え方」と「めざす方向性」についてご説明します。基本

的な考え方の一つ目として、共生社会の実現に向けて、すべての児童・生徒等がどこ

で学んでいてもその教育的ニーズに応じた適切な教育が受けられるよう、できるだけ

居住する地域において共に学び、共に育つインクルーシブな環境づくりが重要です。

そして二つ目として、今後、インクルーシブ教育の進展を踏まえ、社会情勢や児童・

生徒等の教育的ニーズの変化及びその時々の状況に的確に対応した「特別支援教育の

あり方」を常に検討していくことが必要です。さらに三つ目として、すべての児童・

生徒等ができるだけ共に学び共に育つ仕組みづくりの取組を進めること、そして児

童・生徒等の多様かつ個別のニーズに合わせた連続性のある教育の実現に向け、県と

市町村等が、その役割や状況を踏まえて連携し、切れ目ない支援体制を構築していく

ことが必要です。それらを踏まえて、「めざす方向性」ですが、まず、就学前、小・

中学校、高等学校等、特別支援学校と、それぞれの学びの場における特別支援教育の

充実をめざします。二つ目として、資料右下の図にあるように、障がいのある児童・

生徒等の教育的ニーズの変化に応じ、適切な学びの場を整備、提供していきながら、

就学前から卒業後まで安心して地域で学び、生活できるよう、切れ目ない支援が適切

に行われることをめざします。 

        続きまして、次のページをご覧ください。「施策の方向」についてご説明いたしま

す。まず一つ目、令和３年９月に制定された国の特別支援学校設置基準への対応等を

踏まえた「特別支援学校の整備」です。今後想定される県立特別支援学校の児童・生

徒等の受け入れ枠不足に対し、地域ごとに、県立特別支援学校の整備や、それに合わ

せた通学区域の変更等を実施していく中で、その解消を図っていきます。施策の方向

については、資料の四角囲み①から④のとおり、観点ごとの主な取組内容を記載して

おります。なお、各地域における個別の県立特別支援学校の整備については、今後、

学校ごとに設置計画等をとりまとめます。 

        次に二つ目、令和３年９月に制定された「医療的ケア児及びその家族に対する支援

に関する法律」いわゆる医療的ケア児支援法を踏まえた対応等による「医療的ケアの

充実」についてです。医療的ケアを必要とする児童・生徒等の増加や、医療的ケアの

内容が高度化・複雑化している状況を踏まえ、医療的ケアの実施体制の充実に向けた

不断の見直し、再構築を行っていきます。また、県立特別支援学校の役割であるセン

ター的機能を生かし、各市町村教育委員会における医療的ケアの体制整備を引き続き

支援していきます。施策の方向については、四角囲みの中の看護師配置の順次拡充や

「通学支援」の試行、順次実施等、資料記載のとおりです。 

        続きまして三つ目、インクルーシブ教育の更なる推進等を踏まえた「県と市町村の

役割分担及び連携」についてご説明します。共生社会の実現に向けて、すべての児

童・生徒等が県内のどの地域に居住していても、どの学校種に在籍していても、必要

な支援や適切な指導が受けられるよう県内全域における特別支援教育の充実を図るこ
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とが必要です。県教育委員会と市町村教育委員会がインクルーシブ教育の更なる推進

を共通理解としたうえで、特別支援教育の充実に向けてそれぞれの役割を果たすとと

もに、十分に連携・協力しながら取組を進めていく必要があります。その施策の方向

については、資料記載のとおりです。ここまでが指針に示された内容の説明となりま

す。 

        昨年３月の素案公表後、国の設置基準や医療的ケア児支援法の施行などを受けて、

素案修正版を作成、公表しました。その後、パブリックコメントによる意見聴取など

も行い、それらを反映して、本指針（案）を作成してまいりました。本指針策定後は、

全県における学校長の会議や新任教頭研修、また全県指導主事会議等、様々な会議や

研修の中で本指針について周知を図り、県内全域における特別支援教育の推進に取り

組んでまいります。 

        「かながわ特別支援教育推進指針について」の説明は以上です。ご審議のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

下城委員    それでは、質問がありましたらお願いいたします。笠原委員。 

 

笠原委員    まずは、指針をまとめられてご苦労様でした。指針策定の趣旨にも書いてあるよう

に、10年間を見通すというのが、今の状況の中では大変難しかったのではないかと思

っているのです。まさに「指針策定の趣旨」の最後の方に書いてありますが、今後の

社会状況等々を見据えながら、必要に応じて見直し、改定を行っていただきながら、

この指針を生かしていっていただきたいと。ただ、市町村にとっては、県としてこう

いう大きな方向性を示されたということは、それぞれの自治体で教育を進めていく上

でも大変参考になることだと思うので、是非この基本的な考え方とか目指す方向性を、

すべての教育委員会に周知、徹底を図ること、これは多分、教育だけではなくて、福

祉分野であるとか労働分野であるとか、子どもたちが今後関わっていく様々な部署と

の連携、周知も不可欠になってくると思いますので、是非ここに示されたもの、もう

既に予算化されて具体的に進んでいく部分もありますけれども、着実な実施と、そし

てその時代、時代に合った見直しも含めながら、より良いものにしていっていただく

ことをお願いしたいと思います。 

 

下城委員    他にいかがでしょうか。 

        それでは私からも一言。コロナ禍で、教員養成系大学、教育実習、それからこうい

う特別支援に関わるような実習、高齢者施設も含めて、できませんでした。２年間近

くになるかと思います。インクルーシブ教育、非常に大事なことなのですが、特にコ

ロナ禍のときにこれを上手く進めていく、学校において進めていくということについ

ては、我々、大学の教員養成系学部も最大限の努力はしてきているのですが、それで

もできないことがいくつもあったりもしました。なので、スタートするに当たり、年

度ごとの見直し、改定というだけではなく、今の新型コロナの状況を反映させて、現

場に細心のお願いをしながら進めていっていただければというふうに思います。感想

です。 



 25 

 

吉田委員    私の方から、医療的ケアの充実という項目にあるのですが、医療的ケア、非常に大

事です。でも大体、身体的なケアにメインを置かれているというふうな思いがある。

その点に関して、どこか一行でも、生徒及び保護者のメンタルケアとか、そういった

ことが一行入ってくれるとありがたいのかなというふうな感想をもっています。とい

うのは、学校医として、特別支援学校の三つか四つ私は関わっているのですが、年に

２回、３回ぐらい、保護者のそういった相談の時間があります。ものすごくやはりニ

ーズがある。その中の思い、親御さんとして本当に大変な悩みを抱えて、それを誰に

も相談できずにいるというようなことがあるので、もちろん身体的なケア、生徒のケ

アも大事ですが、その部分の親御さんの、保護者のストレスなどが子どもに向かうと

いうことだってないわけではないので、その辺のところがやってもらえたら非常にい

いのかなということを思っていますので。 

 

下城委員    他にいかがでしょうか。河野委員。 

 

河野委員    感想なのですが、今まで熟考に熟考を重ねて、取りまとめいただいたと思います。

読んでいくと、神奈川県に希望をもって、何かあったときにも対応してもらえるのだ

ということを感じ取ることができる、という感想をもちました。大切なことはこれを

実行していくことだと思うので、これからの10年間に様々なことが出てくるでしょう

が、そこでまた新たな柔軟性をもった対応ということが大切なのだろうと思います。

その上でなのですが、この取りまとめいただいている１ページ目のところですか、

「かながわの支援教育」という図がありますよね。すべての子どもたちを包み込むよ

うな。その中に「その他の気になる子ども」というので、それ以外の方全部というこ

とで表しているのだと思うのですけれども、ここのところをこの10年間どう見ていく

かということが大切だと思うので。例えば外国につながるとか、行動などに課題があ

るというのは、それぞれがイメージしやすいのだけれど、まだ陰に隠れている様々な

カテゴリーというかジャンルがあったりするので、是非そこの「その他」というとこ

ろに目を向けて、そこのところを大切にしながら、こういう子どもたちもいるのだと

いうか、その辺を10年間見据えていただきながら、実行、実現していただけたらとい

うふうに感想を持ちました。 

 

下城委員    他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

        それでは、ご質問がないようでしたら採決について教育長にお願いします。 

 

教育長     それでは、ただいまの臨教第60号議案につきまして、原案のとおり決することでご

異議はございませんか。 

 

全委員     異議なし。 

 

教育長     県教育委員会で、初めてこういった特別支援教育の全体的な指針というのを定めた
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と。これまでは協議会ですとか、そういったところからいただいたご意見をまとめた

ものがあったのですが、やはりこれからはこの指針に則った形で進めていきたいなと

思っておりますので、引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。 

        それでは、ご異議がないものと認め、原案のとおり決しました。 

        引き続き、下城委員よろしくお願いいたします。 

 

下城委員    それでは、次に協議・報告事項の報告４に移ります。 

 

 

 

報告４             県指定天然記念物及び名勝について 

               説明者  菅原文化遺産課長 

 

 

文化遺産課長  本件は、かねてより県教育委員会において報告している県指定天然記念物及び名勝

「天神島、笠島及び周辺水域」の現状変更の件でございます。 

        「１ 経緯」の二つ目の〇（丸）に記載のとおり、事業者が許可条件に基づき、第

３回目のモニタリング調査を実施し、令和４年２月28日に調査報告書が横須賀市教育

委員会を通じて県教育委員会へ提出されたことから、今回、その結果等について報告

します。 

        「２ 第３回モニタリング調査」をご覧ください。「（１）調査内容」ですが、事

業者は令和４年１月24日から25日に県教育委員会及び横須賀市教育委員会職員の立会

いの下、「①水質調査」から「⑤海藻分布・魚類調査」までの５項目について調査を

行いました。続いて「（２）調査結果」をご覧ください。こちらは、調査結果報告書

の概要をまとめたものです。まず「ア 水質環境」については、10項目中の１項目の

溶存酸素量を除き、環境基準値を満たしておりました。前回と比べると概ね同様の結

果となっております。「イ 底質環境」については、７項目中の１項目、硫化物を除

いて環境基準値を満たしておりました。こちらも、前回と比べると概ね同様の結果と

なっております。「ウ 生物環境」については、前回結果と比較して、ワカメ、ホン

ダワラ等の海藻草類が繁茂しており、冬から春にかけて盛んに生長するという一般的

な季節変動と合致していました。次ページに移りまして、魚類については、前回調査

と比較すると、種類数は少なくなっていたものの、これは水温の低下による熱帯性魚

類の死滅等による、一般的な季節変動によるものと考えられるとのことです。また、

底生生物については、前回結果と比較し、種類数、個体数ともに増加しており、特に

泥底に生息するダルマゴカイが消波堤内側で前回よりも増加しておりました。以上の

ことから、海域環境としては悪化していないと判断されるとのことでした。 

        続いて「３」ですが、ただいまの調査結果について専門的見地から助言を得ること

を目的にして、令和４年３月９日に、モニタリング調査報告検討委員会を開催し、協

議を行った結果、次の「ア」「イ」が確認されました。「ア 今回の調査でも、工事

によって当該水域における天然記念物及び名勝の将来に渡っての保存に相当程度の支
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障となるようなデータは認められなかった。」「イ ただし、底質及び底生生物調査

に係る、浚渫された消波堤内側のデータについて、今後の経過を注視していく必要が

ある。」以上の２点です。 

        続いて「４ 今後の予定」ですが、現状変更の許可条件のとおり、引き続き現状変

更の海洋環境への長期的な影響等を把握するため、事業者は年間４回のモニタリング

調査を３年間継続して実施します。また、継続するモニタリング調査の結果、当該文

化財の保存に相当程度の支障となると認められる場合、県教育委員会は横須賀市教育

委員会と協議の上で指導する、原状回復を含めた、必要な是正措置を行うよう要請を

行ってまいります。 

        最後に「５ その他」ですが、資料記載のとおり、当該文化財の保存に係る情報の

共有を図ることを目的に設置した県市等連絡会議について、令和４年２月４日に第２

回会議を開催し、第２回モニタリング調査結果等の情報共有を行いました。また、今

後も引き続きモニタリング調査の実施時期にあわせ、原則年間４回開催する予定です。 

        報告は以上です。 

 

下城委員    質問がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

        それでは、質問がないようでしたら、ここで議事について教育長にお願いします。 

 

教育長     それでは、室内換気のために約５分間程度、休憩といたします。 

 

（11時07分休憩に入り、11時12分再開する） 

 

教育長     それでは、教育委員会３月臨時会を再開いたします。 

        県教育委員会会議規則第22条の２の規定により、進行を下城委員にお願いいたしま

す。 

 

下城委員    それでは次に、日程第２の報第17号議案に移ります。 

        ただいまから非公開の会議に入りたいと思います。会議規則第35条第２項の規定に

より、出席する職員として、教育局長、県立高校改革担当局長、教育監、副局長、総

務室長、企画調整担当課長、管理担当課長、行政課長を指定します。 

 

（11時12分非公開の会議に入り、12時04分公開の会議に戻る） 

 

教育長     以上をもちまして本日の日程はすべて終了しましたので、これにて閉会といたしま

す。 

 

 

 令和４年３月24日 

 

会議録作成者 書記 中村 怜  
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＜非公開会議審議等結果＞ 

  

日程第１ 

臨教第61号議案 

・ 教育局長からの説明の後、質疑を行った。 

・ 全委員異議なく、原案のとおり決定された。 

臨教第62号議案 

・ 行政課長から説明の後、質疑を行った。 

・ 全委員異議なく、原案のとおり決定された。 

臨教第63号議案 

・ 行政課長から説明の後、質疑を行った。 

・ 全委員異議なく、原案のとおり決定された。 

臨教第64号議案 

・ 行政課長から説明の後、質疑を行った。 

・ 全委員異議なく、原案のとおり決定された。 

 

日程第２ 

報第17号 

・ 行政課長から報告の後、質疑を行った。 

 

 


