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第８回 倉 吉 市 教 育 委 員 会 定 例 会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

倉吉市教育委員会 



第８回倉吉市教育委員会定例会 日程 

 

日 時 平成 25 年７月 23 日（火）午後３時 

場 所 倉吉交流プラザ 第１研修室 

 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録承認 

 

３ 会議録署名委員の選出 

 

４ 教育長報告 

 

５ 議 事 

議案第22号 倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区保存計画の変更に 

ついて               ·····················１ 

 

６ 協議事項 

(１)土曜授業について             ·····················６ 

 

７ 報告事項 

各課報告（別紙） 

 

８ その他 

 

９ 閉 会 

 

 



議案第２２号 

 

倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区保存計画の変更について 

 

倉吉市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成８年倉吉市条例第３３号）第１３条第４項の規定に

より、倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区保存計画（平成１０年倉吉市教育委員会告示第１２号）

の一部を変更することについて、本委員会の承認を求める。 

 

平成２５年７月２３日提出 

 

 倉吉市教育委員会教育長 福 井 伸一郎 
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倉吉市教育委員会告示第  号 

 

倉吉市伝統的建造物群保存地区保存条例（平成８年倉吉市条例第33号）第13条第４項の規定により、倉

吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区保存計画（平成10年倉吉市教育委員会告示第12号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

平成25年７月23日 

 

倉吉市教育委員会委員長 伊 藤 哲 雄 

 

倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区保存計画（平成 10 年倉吉市教育委員会告示第 12 号）の一部を

次のように改正する。 

 

１．次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改正後 改正前 

  
別表１ 

伝統的建造物（建築物）種別一覧 

番

号 

保存計画

番号 

建築物 

種 別 

員

数 
所在地 

（略） 

337 
ＵＯ３５

－１ 
主屋 １ 倉吉市魚町 2551 

338 
ＨＧ１１

－５ 
土蔵 １ 

倉吉市東仲町2587

2588 
 

別表１ 

伝統的建造物（建築物）種別一覧 

番

号

保存計画

番号 

建築物 

種 別 

員

数 
所在地 

（略） 

337
ＵＯ３５

－１ 
主屋 １ 倉吉市魚町 2551 

 

 

２．倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区「建築物」別図２を別紙のとおり改める。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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東仲町 旧三輪家 
 

     伝統的建造物（建築物）種別一覧 

番号 
保存計画 
番  号 

建築物 
種別 

員

数 
所在地 

建築年 
構造等 

所有者 

102 HG11－1 主屋 １ 
倉吉市東仲町 
2587 2588 

明治 33 年（1900 年）以前 
木造瓦葺 2 階建 洋風 

 

103 HG11－2 付属屋 １ 
倉吉市東仲町 
2587 2588 

明治 33 年（1900 年）以前 
木造瓦葺 1 階建 

 

104 HG11－3 土蔵 １ 
倉吉市東仲町 
2587 2588 

明治 33 年（1900 年）以前 
裏門倉 土蔵造瓦葺 2 階建 

 

105 HG11－4 土蔵 １ 
倉吉市東仲町 
2587 2588 

明治 33 年（1900 年）以前 
裏門倉 土蔵造瓦葺 2 階建 

 

 HG11－5 土蔵 １ 
倉吉市東仲町 
2587 2588 

文政７年（1824 年） 
土蔵造瓦葺 2 階建 

 

 
   理由  敷地中程に建つ瓦葺２階建妻入りのやや大型の瓦葺土蔵。棟札から文政７年の建築とわか

る。開口部は南面し、戸前は漆喰塗の両開扉。２階窓は片開きの金属扉を付け、鉄格子をは

める。外壁は波板張りとなっているが、全面白漆喰仕上げと推定され、伝統的な特性を残し

ている。 

  
全景（南から）                    （北から）     
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所見  旧三輪家土蔵（土蔵３）について                 会長 和田嘉宥 

主屋と玉川沿いの土蔵１、２の間に建っている旧三輪家土蔵（土蔵３）は、棟木下の大梁に打付けて

あった棟札により、文政７年（1824 年）10 月の建築であることが判明した。 

土蔵の規模は、梁間２間、桁行３間、２階建てである。外側には、現在、四方共にトタンが張られてい

るが、入口の戸前の周辺の仕上げから察するに建築当初は、全面、白漆喰の仕上げになっていたと思わ

れる。 

柱は巾ほぼ 11 ㎝と太くはないが、垂木は土蔵１、２の垂木より太く、棟木と桁の間に母屋がない、い

わゆる垂木構造のような小屋組である。内部の壁仕上げは、１階が板張り、２階が漆喰仕上げで、上下

で異なっている。１階の板張には和釘が用いられているが、室内をよく見ると、いたるところに和釘が

用いられており、建物が古いことが分る。 

また、１階は前後に２分され、奥の妻壁には１間幅の開口部となり、引き違い障子が入っているが、

これは、改造のためであり、当初は１室で、床も小さい石敷の土間仕上げであったことが分る。土台の

下に積み上げられている石積みも自然石をそのまま用いた野面積みの類いで古風である。 

 

（付記）棟札記載文 
（表）   一切日皆善一宿皆賢諸仏皆威 

       梵字               九字 
羅漢海行満以成実言我成吉祥 

 
（裏）       文政七申十      法主 

堅牢地神  大工  彦兵衛    敬ヵ教 
               伊平治 
               文左衛門 
               勘兵衛 
               伊三郎           長さ 60.7 ㎝ 最大幅 17.8 ㎝ 
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倉吉市立小中学校「土曜授業の実施」について（研究中）                    

倉吉市教育委員会 

 

１ 導入の背景 

（１）倉吉市教育振興基本計画の学校教育分野の重点施策⑤ 「倉吉に誇りと愛着を持つ子どもの育成」 

子どもたちが倉吉の自然や歴史、文化などに誇りと愛着が持てるよう、地域の特色を生かし、人材や

歴史、自然等の財産をもとに、子どもたちが倉吉を「知る・楽しむ・育む」ことのできる取り組みを推

進する。 

（２）倉吉市教育振興基本計画の地域教育分野 「地域の次世代育成」  

地域づくりのために、○○地区「教育を考える会」を核として、家庭・地域・学校の役割の明確化

・連携推進に取り組み、地域の後継者を育成するためのさまざまな仕掛けづくりに取り組む。 

○地域づくり  ・若いリーダー育成、  ・地域行事への企画・参画 

（３）倉吉市小・中学校適正配置の説明会  「学校統合後の地域活性化」 

学校の統合により「地域が廃れる」という不安の解消のための手だてが必要。地域が主体となって地

域づくりを行う。地域の中で生きる後継者の育成のための具体的なプログラムを作成し、実践的な活動

を推進する。 

（４）国や県の動向   地域と一体となった教育行政・学校運営の推進（CS）、土曜日授業の導入 

２ 基本的な方向 

（１）土曜日における教育活動の考え方 

○ 学校、家庭、地域の三者が連携し、役割分担しながら社会全体で子供を育てる。子供たちに豊かな教

育環境を提供し、学校、家庭、地域が連携し、役割分担しながら、その成長を支えることができるよ

う取組を充実する。 

○地域と連携した体験活動や、豊富な知識・経験を持つ社会人等の外部人材の協力を得た取組など、道

徳や総合的な学習の時間、特別活動などの授業、学力補充などを通して「生きる力」をつける。 

（２）土曜授業  学校教育法施行規則（抄）第六十一条   

公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、特別の必要

がある場合は、この限りでない。学校教育法施行令第二十九条の規定により教育委員会が定める日 

倉吉市小中学校管理規則第３条の改正  休業日は、次のとおりとする。（2）日曜日及び土曜日 

 ○毎月１回  土曜日の午前中  実施日は倉吉市で統一する。 

小学生ふるさと学習 小学校の教育課程に基づき、地域の指導者の協力を得ながら、ふるさと学習を

展開する。地域の次世代育成事業と連携して実施する。 

・学習内容、方法、場所の検討、指導者の確保 学校支援ボランティア、PTAとの関連 

中学生ふるさと学習 中学校の教育課程に基づき、「くらよし風土記」等郷土の学習をするとともに、

自分の志（進路意識）をしっかりと立て、進路を実現するための学力を身につける。 

・1・2年 くらよし風土記、学力補充、特別活動（立志のための活動）、３年 学力補充・調査 

３ 実施に至るまでになすべきこと 

１ 小・中校長会で協議                         ７月８日 

２ 社会教育協議会・公民館長会等と協議         

  ３ 教育委員会で協議                          ７月２３日   

  ４ 学校教育審議会で審議                        ７月２５日  

  ５ 県教育委員会と協議   小中PTA協議（アンケート調査）          ８月 

  ６ 先進地視察 （岡山市・倉敷市他）                     ９月 

  ７ 実施計画の策定                             １０月 

  ８ 県教育委員会と協議                           １１月 

  ９ 小・中校長会、公民館長会、青少年育成協議会、スポーツ文化団体等へ説明  １１月          

１０ 関係法規の改正                             １１月 

１１ 予算要求                                １２月 

 １２ 各校の計画策定 
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４ 具体的計画 

導入の背景となる倉吉市教育振興基本計画の学校教育分野の重点施策⑤ 「倉吉に誇りと愛着を持つ

子どもの育成」のねらいを理解し、各地域の実態を踏まえた小学生ふるさと学習の展開を図る。 

○ 教育課程への適切な位置づけを図る。 

・週５日に入っている教育課程から可能なものを土曜日に移行する。 

    ・学年間の系統性、先行経験等の踏まえ、児童の実態に合わせたものとする。 

○保護者、地域住民、関係団体の関連を図るとともに、理解を得て、支援や協力を得る。 

 

（２） 各学校の年間指導計画の作成  （学年、或いは低・中・高学年） 

 

教育目標 ふるさと○○地域の歴史・文化財・自然等について体験を通して学ぶとともに、地域の様々

な人々との地域交流・世代間交流で地域愛を育み、地域の担い手としての自覚を深める。

月日 時間 項目 内容 場所 指導者 備考 

４  郷土めぐり ふるさとを歩いて知ろう。 地域 地域指導者  

５  歴史 長谷寺の絵馬を調べよう。 長谷寺 住職  

６  芋の苗植え サツマイモの苗を植えよう。 学校農園 地域指導者  

７  川の探検 川原の動植物を調べよう。 川原 地域指導者  

８  （夏期学習） （夏休みの課題を片づけよう。）    

９  郷土料理 炊き込みご飯を作ろう。 学校 食生活改善委  

１０  芋堀り 

学習発表会 

サツマイモの収穫をしよう。 

音楽・劇等を発表しよう。 

学校農園 

学校 

地域指導者  

１１  地域の産業 地域の産業を調べよう。 企業 家教支援企業  

１２  郷土の行事 門松・注連飾りづくり 学校 地域指導者  

１  お正月遊び 百人一首、カルタ 学校 青少協  

２  郷土の偉人伝 中井太一郎について知ろう。 学校 博物館職員  

３  まとめ 「一年間を振り返って」作文 学校   

 

（３） 月指導計画の作成 

 

１１月 １時間目 ２時間目 ３時間目 準備・備考 

１年 お店屋さんごっこ準備 お店屋さんごっこ お店屋さんのまとめ  

３年 お店について調べる。 近くのお店を見聞する。 お店についてまとめ 店と打合せ 

５年 地域の企業を知る。 企業の見学をする。 企業についてまとめ 企業と打合せ

 

（４） 時間の指導計画の作成 

 

５ 教職員の勤務について 

  県費負担教職員  長期休業中の平日に週休日とし、土曜日に勤務時間を割り振る。 

           一日割振りとするか、半日とするかは、校長会・県教委と今後協議していく。 

  市費負担職員   県費負担教職員と同様とするが、長期休業に勤務割振りのない者は別途協議する。 
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平成２５年６月２８日 
 
 
 

「土曜授業に関する検討チーム」中間まとめについて 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

文部科学省では、本年３月、省内に「土曜授業に関する検討チーム」（主査：義家弘

介大臣政務官）を立ち上げ、教育委員会等からのヒアリングも行いつつ、土曜授業の在

り方について検討を行ってきました。 
このたび、「土曜授業に関する検討チーム」の中間まとめを取りまとめましたので、

お知らせします。 

＜担当＞ 初等中等教育局教育課程課 

  教育課程課長      塩見 みづ枝（内線 2091） 

  教育課程企画室長    大金 伸光 （内線 2575） 

  教育課程企画室企画係長 岡田 佳恵 （内線 2562） 

   電話：03－5253－4111（代表） 

      03－6734－2368（直通） 
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- 1 -

文部科学省「土曜授業に関する検討チーム」中間まとめ【概要】

１ 土曜授業に関する検討の経緯

○ 本年３月、省内に、「土曜授業に関する検討チーム」（主査：義家弘介大臣政務官）

を立ち上げ、教育委員会等からのヒアリングも行いつつ、土曜授業の在り方について

検討。

２ 土曜授業の実施に関する基本的方向

（１）土曜日における教育活動の理念

○ 学校、家庭、地域の三者が連携し、役割分担しながら社会全体で子供を育てるとい

う理念は、普遍的に重要。

○ 学校週５日制は、このような基本理念を踏まえて導入されたものであるが、一方で、

土曜日を必ずしも有意義に過ごせていない子供たちも少なからず存在するとの指摘。

子供たちにこれまで以上に豊かな教育環境を提供し、その成長を支えることができ

るよう、学校、家庭、地域が連携し、役割分担しながら取組を充実することが必要。

（２）土曜授業の制度設計

○ 学校において子供たちに土曜日における充実した学習機会を提供する方策の１つと

して土曜授業を捉え、その推進のための制度設計について、以下の２つの場合に分け

て検討。

＜全国一律で土曜授業を制度化する場合（隔週等で実施する場合も含む）＞

○ 全国一律で原則土曜日に授業を行う制度へ変更。

○ 学校週５日制を前提に定着してきた様々な取組や実情があることなどに留意

した上で検討することが必要。

○ 教職員の勤務体制についても、法令改正などを検討する必要があり、労働法

制及び公務員法制全体に関わる課題となりうることに留意することが必要。

＜設置者の判断で土曜授業を実施する場合（隔週等で実施する場合も含む）＞

○ 現在も、一部で実施され、成果が報告。

○ 学校教育法施行規則に定める「特別の必要がある場合」の基準が明確でない

ことが、各設置者に実施を躊躇させているとの指摘がある。

○ 学校教育法施行規則を改正し、設置者の主体的な判断で土曜日に授業を実施

することが可能である旨を明確化することにより、土曜授業の実施を促進し、

子供たちの学習活動の充実を図ることが考えられる。

○ 全国一律での土曜授業の制度化については、今後、教育課程全体の在り方の中で検

討する必要。

まずは、設置者の判断により、これまで以上に土曜授業に取り組みやすくなるよう、

学校教育法施行規則の改正等を行うことが考えられる。

○ 質の高い土曜授業の実施のための支援策や、土曜日の地域における学習やスポーツ、

体験活動など様々な活動を一層促進するための方策など、子供たちの土曜日をトータ

ルとしてより豊かで有意義なものとするための施策についても検討する必要。
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（３）土曜授業の実施に当たり留意すべきこと

○ 例えば、地域と連携した体験活動や、豊富な知識・経験を持つ社会人等の外部人材

の協力を得た取組など、土曜日に実施することのメリットを活かしながら、道徳や総

合的な学習の時間、特別活動などの授業を行うなどといった工夫が期待。

○ 土曜授業を実施する場合どの程度の頻度とするかなどについては、学校や地域の実

情、子供たちの負担等も踏まえながら、設置者において適切に判断。土曜授業以外に

も、地域における様々な活動が実施されていることから、学校、家庭、地域が連携し

て、土曜日を有意義に活用していくことが重要。

３ 今後の検討

○ 以上の基本的方向をもとに、今後更に必要な調査や情報収集等を行いながら、具体

的な制度設計や支援方策等について検討。

○ 特に、今後の制度改正等にも資するよう、改めて各教育委員会等への調査を行うと

ともに、本年度の全国学力・学習状況調査における児童生徒の土曜日の過ごし方につ

いての結果等も踏まえながら、中央教育審議会等における議論も踏まえた専門的な検

討を行い、本年秋を目途に一定の成果を出すことを目指す。
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文部科学省「土曜授業に関する検討チーム」中間まとめ

１ 土曜授業に関する検討の経緯について

（１）学校週５日制について

学校週５日制は、学校、家庭、地域の三者が連携し、役割分担しながら社会全体で

子供を育てるという基本理念の下、平成４年９月から月１回、平成７年４月から月２

回と段階を経て、平成１４年４月から完全実施された。

学校週５日制の下、休日に地域において学習や体験活動の場を提供する取組や、学

校が希望者を対象とした学習やスポーツ、体験活動等を行う取組なども行われるよう

になっている。

（２）土曜授業の実施をめぐる動きと検討チームの設置について

学習指導要領については、学校週５日制の完全実施に合わせて、基礎的・基本的な

内容の確実な定着を目指し教育内容の厳選が行われたが、その後、平成２０年１月の

中央教育審議会答申においては、我が国の子供たちの現状について、「評価すべき点も

少なくない一方で、『生きる力』で重視している、思考力・判断力・表現力等、学習意

欲、学習習慣・生活習慣、自分への自信や自らの将来についての関心、体力などに課

題がある」とされ、平成２０年に改訂された新学習指導要領において、授業時数や教

育内容の充実などの改善が行われた。

また、同答申においては、学校週５日制については維持することが適当とした上で、

地域と連携したり外部人材などを活用して、総合的な学習の時間の一環として課題解

決型の学習や探究活動、体験活動などを行う場合には土曜日を活用することが考えら

れる旨が述べられている。

公立学校の休業日については、学校教育法施行規則において、土曜日を休業日とす

る一方で、「特別の必要がある場合はこの限りでない」と定められている。どのような

場合が「特別の必要がある場合」に該当するかについては、各学校や地域の実態等に

応じて、学校の設置者において判断されている。近年、教育委員会の中には、授業時

数の増加や、保護者や地域に開かれた学校づくりの観点から、学校週５日制の理念の

下で土曜日に授業を行う際の留意点を示すなど、土曜授業の実施を後押しする動きも

出てきており、土曜日に、代休を設けることなく授業を行う学校も見られるようにな

っている。

また、民間の世論調査等においては、土曜授業の実施を支持する国民の割合が高い

などの結果が示されている。

このような状況も踏まえ、文部科学省では、本年３月、省内に、義家弘介大臣政務

官を主査とする「土曜授業に関する検討チーム」を立ち上げ、土曜授業を実施してい

る教育委員会や学校の関係者、地域住民が土曜日の子供たちの活動を支援する取組を
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積極的に行っている教育委員会の関係者等からのヒアリングも行いつつ、土曜授業の

在り方について検討を行ってきた。

本中間まとめは、これまでの検討を踏まえた論点を中間的に整理し、国民的な議論

に資するよう公表するものである。

２ 土曜授業の実施に関する基本的方向について

（１）土曜日における教育活動の理念について

教育における学校、家庭、地域住民の相互の連携協力については改正教育基本法に

も規定されているところであり、学校、家庭、地域の三者が連携し、役割分担しなが

ら社会全体で子供を育てるという理念は、普遍的な重要性を持つものである。

学校週５日制は、このような基本理念を踏まえて導入されたものであるが、現状に

おいては、土曜日に様々な経験を積み、自らを高めている子供たちが存在する一方で、

土曜日を必ずしも有意義に過ごせていない子供たちも少なからず存在するとの指摘が

ある。

また、子供時代は人の成長にとってかけがえのない時期であり、土曜日を有意義な

ものとして過ごすか否かは、自ら考える力や表現する力などの確かな学力、規範意識

や思いやりなどの豊かな心、健やかな体の育成等に大きな影響を与えるものである。

以上を踏まえれば、土曜日において、子供たちに、学校における授業や地域におけ

る多様な学習や体験活動の機会などこれまで以上に豊かな教育環境を提供し、その成

長を支えることができるよう、学校、家庭、地域のすべての大人が連携し、役割分担

しながら取組を充実する必要がある。

（２）土曜授業の制度設計について

このような観点から、検討チームでは、学校において子供たちに土曜日における充

実した学習機会を提供する方策の１つとして土曜授業を捉え、その推進のための制度

設計について、以下の２つの場合に分けて検討を行った。

①全国一律で土曜授業を制度化する場合（隔週等で実施する場合を含む）

②設置者の判断で土曜授業を実施する場合（隔週等で実施する場合を含む）

①については、全国すべての学校で一律に土曜授業を制度化するものであり、土曜

日を原則休業日とした上で「特別の必要がある場合」に授業を行うことができる現行

制度から、原則土曜日に授業を行う制度へ変更することとなる。学校、家庭、地域の

三者が連携し、役割分担しながら社会全体で子供を育てるという学校週５日制の下、

現在多くの地域では、様々な指導方法の改善や、場合によっては長期休業期間の短縮

なども図りながら、平日は、学校が子供たちの教育の充実に責任を果たし、土曜日に

は、部活動の練習や大会等、地域における学習やスポーツ、体験活動等を通じて子供

たちの幅広い力を育てようと意図して取り組んでいる。また、土曜日に習い事や塾、

家族との活動等を希望する家庭も存在する。①を導入する場合は、これら学校週５日

制を前提に定着してきた様々な取組や実情があることなどに留意した上で検討する必
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要がある。

また、教職員の勤務体制についても、１週間の労働時間を４０時間と規定している

労働基準法第３２条との関係等に係る法令改正などを検討する必要があり、これは労

働法制及び公務員法制全体に関わる課題となりうることに留意する必要がある。

②については、現在も一部で実施されている形態であり、教育委員会等からのヒア

リングでも成果が報告されたところであるが、前述の学校教育法施行規則に定める「特

別の必要がある場合」について、何がそれに該当するのかの基準が明確でないことが、

各設置者における土曜授業の実施を躊躇させているとの指摘がある。

このため、学校教育法施行規則を改正し、設置者の主体的な判断で土曜日に授業を

実施することが可能である旨を明確化することにより、土曜授業の実施を促進し、子

供たちの学習活動の充実を図ることが考えられる。

なお、この場合において、教職員の勤務日となる土曜日については、各都道府県の

条例・規則等に基づき、長期休業期間中などに週休日を振り替えることで休みを取得

することとなる。

以上を踏まえると、全国一律での土曜授業の制度化については、今後教育課程全体

の在り方の中で検討する必要があり、まずは、設置者の判断により、これまで以上に

土曜授業に取り組みやすくなるよう、学校教育法施行規則の改正等を行うことが考え

られる。このことについて、今後、全国学力・学習状況調査における児童生徒の土曜

日の過ごし方についての結果等も踏まえつつ、中央教育審議会においても議論いただ

くこととしたい。

また、検討チームで行ったヒアリングにおいては、地域や家庭と連携した土曜授業

を実施するためには、学習活動や体験活動の支援員の配置や、そういった活動のコー

ディネーターの配置が必要との指摘もあった。

さらに、保護者や地域の大人が子供たちの活動に関わることは、子供たちの活動の

充実につながるものであり、土曜日の地域における多様な学習や体験活動の機会を提

供する取組の振興が重要と考えられる。

このため、質の高い土曜授業の実施のための支援策を講じるとともに、土曜日の地

域における学習やスポーツ、体験活動など様々な活動を一層促進するための方策など、

子供たちの土曜日をトータルとしてより豊かで有意義なものとするための施策につい

ても検討する必要がある。

（３）土曜授業の実施に当たり留意すべきことについて

土曜授業は、子供たちの土曜日をより有意義なものとし、確かな学力と豊かな心、

健やかな体などの「生きる力」の育成に資する観点から行われるべきものである。こ

のことを踏まえれば、土曜日にどのような授業を行うかは設置者や学校の判断に委ね

られることになるが、例えば、地域と連携した体験活動を行ったり、豊富な知識・経

験を持つ社会人等の外部人材の協力を得たりするなど、土曜日に実施することのメリ

ットを活かしながら、道徳や総合的な学習の時間、特別活動などの授業を行うなどと
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いった工夫が期待される。

なお、土曜授業を実施する場合どの程度の頻度とするかなどについては、学校や地

域の実情、子供たちの負担等も踏まえながら、設置者において適切に判断される必要

がある。また、土曜授業以外にも、地域における様々な活動が実施されていることか

ら、学校、家庭、地域が連携して、土曜日を有意義に活用していくことが重要である。

３ 今後の検討について

本検討チームでは、以上の基本的方向をもとに、今後更に必要な調査や情報収集等

を行いながら、具体的な制度設計や支援方策等について検討を行う。

特に、土曜授業をめぐる各地の動向については、これまでも教育委員会等からのヒ

アリングを行いながら把握に努めてきたが、今後の制度改正等にも資するよう、改め

て各教育委員会等への調査を行うこととしている。あわせて、本年度の全国学力・学

習状況調査における児童生徒の土曜日の過ごし方についての結果等も踏まえながら、

中央教育審議会等における議論も踏まえた専門的な検討を行い、本年秋を目途に一定

の成果を出すことを目指す。
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参 考 資 料

（１）学校週５日制の関係規定

○学校教育法施行規則（抄）

第六十一条 公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲

げる日を除き、特別の必要がある場合は、この限りでない。

一 国民の祝日の関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する日

二 日曜日及び土曜日

三 学校教育法施行令第二十九条の規定により教育委員会が定める日

（※中学校、高等学校等においても同様）

（２）土曜日等を活用して教育課程内の教育活動を行う学校数

平成22年度及び平成23年度の教育課程の編成実施状況調査により、代休日を設けず

に土曜日等を活用して教育課程内の教育活動を行う学校数を調査。

運動会・体育祭等 外部人材等を活用した 保護者や地域住民へ その他

の学校行事 総合的な学習の時間等 の公開授業の実施

小学校 1.1% 1.6% 5.7% 0.3%
中学校 1.0% 2.0% 6.4% 0.3%
高等学校（全日制普通科） 1.0% 2.1% 4.1% 0.6%
※小中学校は平成23年度計画、高等学校は平成22年度計画の数値

（３）土曜授業に関する検討チーム開催実績

第１回 平成２５年３月１８日（月）

東京都教育委員会よりヒアリング

第２回 平成２５年４月２５日（木）

東京都港区教育委員会・板橋区教育委員会よりヒアリング

第３回 平成２５年５月２９日（水）

京都府教育委員会よりヒアリング

第４回 平成２５年６月１４日（金）

大分県豊後高田市教育委員会よりヒアリング
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