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第11回鈴鹿市教育振興基本計画策定委員会会議録 

 
1  日 時  平成22年11月9日(火) 午後3時00分～午後5時00分 

 
2  場 所  鈴鹿市役所12階 1204会議室 

 
3  出席委員  田川 敏夫， 宮崎 冴子， 藤原  正範， 中瀬 弾正 

  大井 正美， 加藤二三子,  嶋 かをり， 瀬口 範子 

坂本久海子， 名和 利昌， 明石 孝利， 岡井 敬冶 

一見 勝美， 南部 清高， 土屋 修三， 山本 敏之 

野田 英一 

 

4 出席職員（事務局） 
       水井 健次，市川 春美，澁谷  実， 長野 克之， 西 繁 

鈴木 英文，北口 幸弘，太田 久裕，白塚山隆彦， 

長嶋 高之，木村 元彦，川北 浩司 

 

5 議 事  パブリックコメントを受けての審議 
 

6 傍聴人   1人 
 

（事務局） 

第 11回の鈴鹿市教育振興基本計画策定委員会を開催したいと思います。よろ
しくお願いします。 

 
（田川座長） 
 こんにちは。第 11 回ということで，今日が実質審議の最終日になりました。
去年の 11月から約一年間，熱心にご議論いただきました。時間をかけて多くの
ご意見をいろんな角度からいただき，ここまでこぎつけました。ありがとうご

ざいました。 
 最終回ということで，約一ヵ月間パブリックコメントをとりご意見も頂戴し

ましたので，それについて最終案にどう組み込んでいくかをご審議いただき，

その後，最後のご意見をいただけたらと思います。 
 それでは，議事へ入ります。パブリックコメントについて資料を配付してあ

りますので，それをもとに事務局の説明をお聞きいただきたいと思います。 
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（教育長） 
 大変お忙しい中，お集まりいただきました。一年近くご審議いただき，そし

てまた，10 月 5 日から 11 月 4 日までパブリックコメントをかけて参りました
が，それがまとまりましたので，皆さんでご審議いただきたいと思います。 
 つきましては，事務局からその内容について説明させますので，よろしくお

願いします。 

 
（田川座長） 
 資料 4 ページに渡るものですが，どういうコメントがあったかということを
事務局からお願いします。 

 
（事務局） 
 パブリックコメントにつきましては，19 件いただきました。1 番につきまし
ては，4ページの「インクルーシブな教育」に※印をつけてくださいということ
です。2 番につきましては，7 ページの鈴鹿五策の中で，「夢を育むキャリア教
育の推進があげられているが，工業だけではなく，農業や漁業も盛んであるの

で入れてほしいというご意見です。3番は，同じく鈴鹿五策におきまして，科学
という面，新しいものを創造するという観点を入れてほしいというご意見です。

4番目は，P12～P34で，評価を改善に結びつけるために，具体的な数値目標を
入れておいた方がいいのではないかというご意見です。5番目は，P31で，「ナ
ショナルスタンダード」の用語解説をお願いしますというご意見，6 番目は，
P32，34の「狭隘化」にかなをふってくださいというご意見です。7番目，P46，
「現在，すべての小学校で安全安心パトロール隊が組織されている人。」と表記

されていますが，表現が少し変ではないかという指摘です。8番目は，本市の教
育をめぐる現状で，児童虐待における教育研究所の取組について明記してくだ

さいというご意見です。9 番目は，75 の施策がありますが。優先順位をつけた
り，年度ごとにどれから取り組むのか決めたりする必要はないのかというご意

見でございます。 

また，その他の意見としていただいたものですが，1番目は，鈴鹿市において，
このような基本計画が策定されることは，大変いいことであるというご意見，2
番は，「第５次鈴鹿市総合計画とどのように連動しているのかというご意見です。 
3番目は，市長部局で実施されている「市民の意見を聴く会」はなぜスケジュー
ルの中に入っていないのかというご意見です。4番目は，鈴鹿の教育の歩むべき
姿，方向性を示す重要な基本計画なので市議会の議決対象にしたらどうかとい

うご意見です。5番目は，平成 23年４月からスタートということですが，市長
や教育長が変わられた場合，この基本計画は，どのように扱われていくのか，6
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番目は，現在の評価制度についてのご意見を書いていただいております。7番目
は，児童虐待，男女共同参画についての研修を増やしてほしいということでご

ざいます。8番目は，委員が変わっているのですが，昨年からの委員の方は続け
ていただきたかったというご意見です。9番目は，人と人との信頼関係を大事に
して計画を実行してほしいというご意見です。10番目は，「非公開で，教育委員
会と策定委員の皆さんとの懇談会を計画していきたい」と議事録にあるが，こ

のことはどうなのかということでございます。 
 以上19件のパブリックコメントがございました。よろしくお願いいたします。 

 
（田川座長） 
 こういう形でご意見をいただいたことは，貴重なことで，今日の審議に生か

していきたいと思います。一つずつ事務局の意見も聞きながら進めていきます。 
 まず 1 番ですが，これは，※印が抜けていたということなので，※印をつけ
させていただくということでよろしいですか。（各委員了承） 
ご意見があれば，その都度おっしゃってください。2番ですが，夢を育むキャ
リア教育の推進ですが，工業だけではなく，鈴鹿市は農業や漁業も盛んである

ので，農業，漁業も入れてほしいということですが，事務局として何かあれば

お願いします。 

  

（事務局） 
 ご意見のとおり，鈴鹿市は農業や漁業も盛んでありますので，農業や漁業も

入れさせていただきまして，文章を変更させていただきました。 

 
（田川座長） 

7 ページの②を読みます。「本市は，伊勢型紙や鈴鹿墨等の伝統産業が古くか
ら伝わっているとともに，農業や漁業，さらには，近代的な自動車工業をはじ

めとするものづくりを基盤とした産業が盛んなまちです。」と，そういうふうに

させていただきます。以前，ご意見を頂戴したことがありましたね。鈴鹿の特

徴としてあるものは入れたらどうかということです。 
このことについて，ご意見があればおっしゃってください。なければ，異議

ないものとして，訂正させていただきます。（異議なし） 
 3 番は，「新しいものを創造するという観点を入れてほしい。工業の町なのだ
から，クリエイティブなことを入れてほしい。」ということです。③を見ていた

だければ分かりますね。 
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（事務局） 

②の本文の下から 4行目に，小中一貫の取り組みを通しての後ろに，「新しい
ものを創る素晴らしさ」という文章を入れさせていただきました。 

 
（田川座長） 
 ご意見いかがですか。もし，そんな必要がないというのならそれはそれで結

構ですので，遠慮なくおっしゃってください。3番のご意見も「小中一貫の取り
組みを通して，新しいものを創る素晴らしさ」を入れるということにします。（各

委員了承） 
 4番にいきます。具体的な数値目標を入れた方がいいのではないかというご意
見です。12 ページから 34 ページまでのことですが，これは，わたしも意見が
ありまして，数値目標を入れているところも多いのですが，数値目標が馴染む

ものと馴染まないものが教育の分野にはあると思います。無理に数値化をする

と，数字そのものが一人歩きをする面が多々あるのですね。皆さんのご意見を

お伺いして，数値目標を入れるのが可能であり，そのことが施策を実施してい

くうえで具体的になってより効果が上がる場合は，数値があっていいと思いま

すが，そこらへんのご意見はどうですか。教育委員会が作る年度ごとの計画に

は，数値目標は入れると思うのですが。 

 
（宮崎副座長） 
 入れるとなると，数回かかると思います。年度が変わってくると状況が変わ

ってきますので，厳しいかなと思います。単年度で予算執行の前にする方がい

いのかなと私は思います。 

 
（土屋委員） 
 わたしも，数値目標をここに入れるのではなくて，この後，アクションプラ

ンが毎年作られると思うのですが，単年度でその中に入れるのがいいかなと思

うのですが。この中に入れて，5年なりというスパンで達成していくのは，目標
自体を立てることが難しいのではないかという気がします。 

 
（田川座長） 
 事務局の方で，委員さんのご意見を踏まえて，数値目標を入れた方がより具

体化する，その方が効果があるというものはありますか。 

 
（事務局） 
 第 5 次総合計画の中に，単位施策に数値をあげて市民の皆さんに公表してい
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るものがありまして，その部分については重なって参りますので，数値をあげ

る方が，連動という意味ではいいかなと考えております。それ以外にも，具体

的で効果があるいうものについては，数カ所考えてはございます。 

 
（田川座長） 
 原案的な資料があれば，配付してください。（資料配付） 
 平成 21年度の実績に基づいて，23年度から実施に入るということで，5年間
のスパンで，平成 27年までの 5年間で第 1期推進計画を実施するということで
ございますので，27 年度までについて入れられるものは入れてもらったという
資料です。全てが数値化ということにはなっていませんね。かなりはっきりし

たものだけを入れてもらったということですか。 
 説明するところがあればお願いします。 

 
（教育長） 
 数値目標については，よく読んでいただきますと，例えば食育のところなど

は入っているところもあります。より精選してもらって，委員さんのご意見を

もとによく吟味していただけたらと思います。パブリックコメントで市民の方

からご意見をいただいたので，事務局としてはできるだけお答えできたらとい

うことでまとめました。しかも限られた時間の中で，今まであるものと整合性

もとって，今の時点でできるものとして示させていただきました。 

 
（田川座長） 
 すべてに数値目標を設定するとなると，宮崎委員さんもおっしゃっていただ

きましたが，非常に精密な作業が必要になるということで，単年度単位で具体

的な教育委員会としての実施計画を作る中で，入れられるものは入れてもらい，

この教育振興基本計画では，最小限度，入れられるものは入れるという方向に

させていただいたらと思います。 
 どこかに，数値目標についてのコメントをつけてもらうといいと思います。

数値目標については，5年間の達成目標を示しています。これについては，各年
度ごとに必要に応じて見直しを図りますとか。固定化されるとまた困りますか

ら。 
 4番については，はっきり数値化できるもののみを入れていただくということ
でよろしいでしょうか。 

 
（野田委員） 
 数値が入ると，それを目標にしてというのはよく分かるのですが，数値の根
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拠となっているものがどこにあるのかがよく分かりません。例えば，CRT の数
値目標が 21年度 100としたら，27年度がなぜ 101になるのが分からなかった
りとか，図書の貸し出し冊数が 20 冊だから，30 冊に伸ばしていこうという気
持ちは分かりますが，それがなぜ 30なのか，安易に載せるのはいかがなものか
と思います。 
（田川座長） 
 今のお考えに対して，事務局はどうお考えでしょうか。 

 
（事務局） 
 CRTは，第 5次総合計画にそういう数字が掲げられております。その他の施
策についても，数値目標を掲げている現状がございまして，そういったことを

考慮して目標とする数値をあげました。なぜ，30 冊なのかは，特に 30 冊でな
ければならないということではありませんが，このあたりが妥当かなというこ

とで，30冊としました。他の数値目標をあげているところとの整合性もあって，
こういう形にしてあります。 

 
（野田委員） 
 事情は分かりましたが，現場のものとして考えると，CRTが 100から 101と
なると，上昇ではあるけど，あまり変わっていないなという感覚もありますの

で，それが妥当なものかどうか分かりませんが，事情は分かりました。 

 
（田川座長） 
 先ほど私が申し上げたように，コメントを入れていただくということで，そ

れを固定化してしまうと，どこに根拠があるのかということになりますので。 
数値目標については，最小限度，効果があるものに限定しておりますなど，文

言は整理してもらって，年々見直していく余地のあるものだということをはっ

きりさせておくということで。 

 
（明石委員） 
 野田委員さんの現場の声を聞いて思ったのですが，基本目標となると，大体

数値目標は書いてないと思いますね。基本計画があって，その次のアクション

プラン実現についての段階で初めて議論を活発にして，どういう数値目標を立

てていこうか，評価をしようかというのが妥当かと思う。一つの例に鈴鹿市を

とってみた場合，鈴鹿市に福祉計画がありますね。あれも，基本計画の中では，

こういうふうな鈴鹿市の福祉にしていきたいと，実際にアクションプランでは，

この項目については，いつまでに実現していこうという具体的な数値目標があ
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ると思うのです。商工会議所も基本計画を作った場合には，アクションプラン

では，具体的な数値と目標年度を決めていくのですが，先ほど，現場の声をお

聞きして，基本計画なのですから，あまりにも具体的な数値目標は書かない方

がよいと思いました。 

 
（田川座長） 
 明石委員からは，基本計画には数値目標は入れない方がいいというご意見を

いただきました。各年度ごとの具体的な施策のアクションプランには，数値目

標は入りますか。 

 
（事務局） 
 入ってきます。 

 
（田川座長） 
 意見が分かれましたので，私は妥協案みたいなところで，コメントを入れた

らどうかと言いましたが，入れない方がいいということであればそうさせてい

ただきます。 
パブリックコメントをもらった方に，返答をされるのですか。 

 
（事務局） 
 個別に返答はしませんが，回答可能なものについては，させていただきます。

議事録は公開になりますので，それを見ていただくことになります。 

 
（田川座長） 
 意見が分かれましたので，事務局が示した数値目標が入ったままでいいとい

うのと，数値目標は抜いた方がいいというご意見があります。 

 
（山本委員） 
 数値目標をすべて入れていくとなると，数値目標に対してのここでの議論も

必要になってくると思います。いろんな数値目標があると思っていまして，当

然必要となる数値目標も出てくると思いますが，例えば，幼稚園の再編整備と

いうところで，効率化された公立幼稚園数が 21年度０園で，27年度 12園とあ
りますが，国の子ども・子育て対策の動向も注視しながらということで，今，

保育所と幼稚園が一緒になってしまうのではないかという動きがあります。そ

うなったときには，この数字が一人歩きしていくような気がしますので，数値

目標を残されるのであれば，この中でも確認をとりながら入れていただければ
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と思っております。 

 
（田川座長） 
 最後に，事務局の考えを聞かせてください。 

 
（教育長） 
 特にそこはこだわりませんので，パブリックコメントを実施して 6 人の方か
らご意見をいただいたことについて，基本計画に直接関わる部分については，

できるだけ丁寧に取り扱っていこうということで出しました。また，限られた

時間の中でどうしたらいいのかということで，今示せるものについては，数値

を示させていただきました。あとは，ここでご審議いただいたら，それに従っ

ていくのが道理かなと思っておりますので。場合によっては，数値については

アクションプランで示していくということでいいと思います。 

 
（田川座長） 
 アクションプランもすべて公開されるわけですね。 

 
（事務局） 
 そうです。 

 
（田川座長） 
 何かご異議があればおっしゃってください。数値目標を入れるとどうも数字

が一人歩きしてしまうし，5年間のスパンでは状況が変わっていくということで
あれば，毎年毎年のアクションプランの中で数値目標を示してもらった方がい

いのではないかという意見が多くなったように思います。よろしいですか。 
 私の妥協案は却下されました。数値目標は入れないということにします。パ

ブリックコメントに対しては，アクションプランの中で示させていただきます

ということでご了解願いたいと思います。（各委員了承） 
 次に行きます。「ナショナルスタンダード」については，用語解説をお願いし

ますということですが，これは，よろしいですね。※印をつけて用語解説に入

れさせていただきます。 
 次は，「狭隘化」にかなをふってくださいというご意見ですが，ルビをふって

いただいたら問題ないと思います。狭隘化を易しい言葉に変えると・・・。 

 
（事務局） 
 この言葉は日常的にはあまり使わずに，狭いということですが，これに代わ
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る言葉がございませんでしたので，ルビをふらせていただくということで考え

させていただきました。 

 
（田川座長） 
 狭隘化にルビをふっていただくということでお願います。 

 
（大井委員） 
 こういう言葉を基本計画の中に入れ込むということはどうかと思います。一

般の方が分かるかどうか。狭隘化に変わる言葉は非常に難しいと思うので，老

朽化等という言葉ではいけないのでしょうかと思いました。この言葉を入れる

のはどうかと思います。 

 
（中瀬委員） 
 一字で変えようと思うから大変になるので，文章を長くすればいいじゃない

ですか。 

 
（田川座長） 
 これは，意味が通じればいいわけですから。本質的な問題ではないので，変

われば変えてもいい，変わらないのであればルビをふるということで対応して

もらったらいい。 

 
（教育長） 
 ここは，読みやすいとか読みにくいとかいう以上に，私は鈴鹿の子どもたち

を守ってやりたいというか，教室が少ないということを言っているだけで，こ

れは残さないといけないと私は思っておりまして，少人数学級の達成率が 95％，
97％というのは，ここなのですね。95％きているのは，あとどこの部分かとい
うことなのです。狭隘化の部分で教室が足りないということです。ここは，教

育総務の人が苦労して書いておるところで，確かに市民の人には分かりにくい

かも知れませんが，教室不足でもいいので残しておいてもらいたい。老朽化等

にしてもらうと困るのです。 

 
（大井委員） 
 今の教育長のお言葉のような内容を，○○化というような単語で示さずに，

小々長くなってもいいので，説明的な言葉で入れてもらった方がいいのではな

いでしょうか。 
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（宮崎副座長） 
 私も教育長と同じように，少人数を進めれば進めるほど部屋がほしくなるの

で，教室不足への対応などでいいのではないでしょうか。 

 
（坂本委員） 
 外国籍の子の対応で，桜島小学校はプレハブを建ててくれましたが，そうい

う問題も鈴鹿だと国際教室をという問題も複数の学校で出てくると思います。 

 
（田川座長） 
 教室不足の面と狭いという側面があると思います。トータルでいうと，教室

不足への対応ということになるでしょうか。教育総務課の担当の方はどうです

か。 

 
（事務局） 
 教室の不足等ということで結構かと思います。 

 
（田川座長） 
 言葉を分かりやすくして，「教室の不足等」に変えたいと思います。（各委員

了承） 
 では，次に行きます。46 ページの「現在，すべての小学校で安全安心パトロ
ール隊が組織されている人。」と表記されていますが，表現が少し変ではないで

すかということですが，表現がおかしいということなので，人をとればいいで

すね。よろしいですか。（各委員了承） 
では，8 番へ行きます。本市の教育をめぐる現状で，「児童虐待における教育
研究所の取組について明記して下さい。」についてですが，各諸機関との連携と

いうことが出ましたけど，鈴鹿の実態も踏まえてはっきりさせておいた方がよ

いということですが，事務局で何か考えていることがあればお願いします。 

 
（事務局） 
 23 ページをご覧ください。これまでの委員会の議論を踏まえまして，座長に
も言っていただきましたが，2 行を挿入し追記させていただきます。「また，児
童虐待については，子ども家庭支援室を専門窓口として，関係機関と連携を取

りながら早期発見，未然防止に努めます。」を施策内容の 1-12-42 の相談体制
の充実に追記させていただきたいと考えております。 

（田川座長） 
 追記するということですが，このことに関してご意見ございませんか。それ
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では，そのようにさせていただきます。（各委員了承） 
 9番目ですが，「75の施策に優先順位をつけたり，年度ごとにどれから取り組
むのか決めたりする必要はないのか。」についてですが，先ほどの数値目標と関

連があるかわかりませんが，委員さんのご意見を伺いたいと思います。どうで

しょうか。 

 私の個人的意見になるか分かりませんが，施策内容が頭にあるから優先順位

が高い，2番目，3番目にあるから優先順位が低いという構成になっております
か。そういう構成になっているとしたらちょっとまずいですね。どの項目一つ

とっても非常に重要な事項ばかりなので，優先順位をつけるとかえって強調さ

れてしまって，おかしいじゃないかというのが私の意見です。 

 
（宮崎副座長） 
 全体で優先順位は厳しいと思います。各セクションでやるなら，アクション

プランで明示するという方法もあると思います。私の意見は，同時多発的にや

れるところからやる，それに予算をつけられるところからつけるというのが，

現実だと思います。アクションプランの中では，各課で優先順位がついてくる

と思いますし，つけていかないといけないと思います。 

 
（田川座長） 
 事務局として，何かお考えはありますか。 

 
（事務局） 
 事務局としても，基本計画については優先順位をつけない方がいいと考えて

おります。 

 
（田川座長） 
 それでは，各年度ごとのアクションプランで，早急に取り組まなければなら

ない課題は，予算も当然優先順位がつくわけで，そういった中で，緊急に取り

組まなければならない事業は，各年度毎で優先順位をつけていただくと。基本

計画は，このままでいくということでよろしいですか。（各委員了承） 
 ここまでは，修正に関わるご意見ということで，全体的に言い漏らしたとか，

その他意見のある方はいませんか。 
 ないようですので，パブリックコメントの 2 ページまでは，そのように修正
をさせていただくということでお願いしたいと思います。 
 3ページ以降ですが，その他の意見として，これ以降の事項は，基本計画の内
容修正には関係しないものですが，今後の教育行政運営に参考となるご意見と
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して受け賜っておくということでよろしいでしょうか。 

 1 番は，「インクルーシブな考え方や鈴鹿らしさが盛り込まれており，素晴ら
しい内容となっている。」ということで，こういうふうに見ていただいていると

いうことは，大変ありがたいことであると思います。 
 2番ですが，市の第 5次総合計画との整合性，市民の意見を聴く会は実施しな
かったのか，3番は，市長部局で実施されている「市民の意見を聴く会」は，な
ぜスケジュールの中にないのでしょうか，4番は，重要な教育の進むべきものを
示したものであるので，市議会の議決の対象にしたらどうかについて，5 番は，
来年度市長，教育長が変わる場合があるが，この場合，基本計画はどうなるの

かの項目について事務局の見解があればお願いします。 

  
（事務局） 
 第 5次総合計画との連動ですが，第５次鈴鹿市総合計画は，平成 18年４月か
ら 28年３月までのめざす将来都市像や取り組む基本方針を定めたもので，教育
振興基本計画の施策の方向及び内容は，その単位施策と連動しております。     

 また，各学校については，教育振興基本計画の内容を十分周知するとともに，

それを反映した年度毎のアクションプランに基づき，学校経営の方針を定めて

いただくように指導して参ります。 

 次に，市長部局で実施されている「市民の意見を聴く会」は，なぜスケジュ

ールの中にないのでしょうかに対しましては，本計画においては，市民の意見

を反映していただく幅広い市民層から委員を選出するとともに，パブリックコ

メントをもって市民の意見を求めることとしておりますので，それでお願いし

たいと考えております。 

 次に，鈴鹿の教育の歩むべき姿，方向性を示す重要な基本計画なので市議会

の議決対象にして下さいというご意見ですが，折りを見て，議会の方に教育振

興基本計画の報告をして参りたいと考えております。 
 次に，平成 23年４月からスタートということですが，選挙で市長や教育長が
変わった場合，この基本計画は，どのように扱われていくのかについてですが，

期間は１０年間の計画としておりますので，見直しの時までは変わらないもの

と認識しています。以上でございます。 

 

（田川座長） 

 基本計画の変更に関わる事ではないのですが，これらの意見を頂戴しました。

鈴鹿市の総合計画と連動しているということは，言うまでもないことです。 

また，あとの部分は非常に大事なことでありまして，教育委員会だけのもので

あったら作った意味がないので，学校でいかに活用してもらうか，学校それぞ
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れの教育計画の中で生かしてもらうために議論をしてきたので，一番重要な部

分ではないかと思います。まとまりましたら，冊子やダイジェスト版を作って，

市民の方や学校にも配付し，先生だけではなくて市民の方にも協力してもらい，

学校の活動が，生き生きしたものなっていくために，いろんな方策をとっても

らうための指針になることを願って作っておりますので，そのために活用して

いただきたいと思います。 

 3番は，パブリックコメントやホームページでも掲載してもらい，ご意見も日
常的に頂戴しているということで，改めての公聴会という形は実施しませんで

した。 

 4番は，教育委員会は市長部局から独立しておりますが，いずれ議会に報告を
されることになります。資料も提出して，こういうメンバーで，こういう期間，

こういう議論をし，パブリックコメントもいただいて振興計画を作りましたと

いうことを報告してもらうと思います。これは 12月議会ですか，3月議会にな
りますか。 

 
（事務局） 
 できるだけ早く報告したいと思います。 

 
（田川座長） 
 教育長に予定通り 11 月 25 日に答申をさせていただきますが，その後，鈴鹿
市教育委員会にかけさせていただいて，そこで了承していただくことになりま

すね。 
 

（宮崎副座長） 

 今，座長は議会に報告とおっしゃったが，4番の方は，市議会の議決と書いて
ありますが，議決するのですか，教育委員会から報告ですよね。教育委員会は

一般行政と自主独立していることを再確認しないと。 

 
（事務局） 
 決めていくのは，教育委員会ですけど，その間に，ここでの会でまとめあげ

ていただいたら，議会にしかるべき時に，できるだけ早い時に報告させていた

だくことになります。これは大事なことであると思っておりますので，よろし

くお願いいたします。 

 
（田川座長） 
 議会は，全員協議会というのがあるのですね。議員さん全員が集まって，重
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要な所管事項を報告する場がありますね。そこで，報告していただくことにな

りますね。 

 
（事務局） 
 最終的に教育委員会で承認をいただき，議会に報告をいたします。 

 
（田川座長） 
 5番は，首長や教育長が変わろうと，一旦作ったものは 10年間は変わらない
ということです。勿論，アクションプランは毎年作っていきます。基本計画は，

今度の見直しまで継続するということになります。 
 6 番は，読ませていただきます。「現在の評価制度は，教師を「多忙」にだけ
追い込んでいると思います。数値化しているものについても，その根拠等，説

明責任が不十分です。先生がパソコンの前にすわっている時間を，もっと子ど

もや保護者と話し合う時間，職場の情報共有の時間に充ててほしいです。」 
 これは，当然のご意見ですね。この委員会でかねがね申し上げていることは， 
子どもと接触する時間を少しでも増やすことが大事であること，授業に関わる

教材研究に費やす時間をどう増やかについては，一貫してこの委員会の中でも

取り上げてきました。こういうご意見があったことを，今後生かしていきたい

と思います。 

 7 番は，「児童虐待，男女共同参画に係る職員研修をもっと増やして下さい。
また，教育研究所の所長を毎年変えるのはやめて下さい。」ということですが，

教職員研修については，教育研究所の話も出ましたが，これは力を入れてやっ

ていただくことになります。所長云々については，人事の話になりますので，

この審議会の審議事項にはなじまないということで，事務局の参考意見にして

いただきたいと思います。こういうことで，よろしいでしょうか。 
 8番は，「平成 21年度と平成 22年度で委員が変わっているのですが，平成 21
年度の委員がそのまま続けてほしかったです。あて職的な考え方よりも審議の

継続性を大事にしてほしいです。」というご意見です。校長先生等，変わってい

ただきましたが，引き継ぎ的なことはやっていただいておると思います。これ

までの会議録を読んでもらっているので，審議の継続性がないということはな

いと思います。委員の皆さんにご不便をおかけしたことはなかったでしょうか。 

 
（Ｈ22年度からの委員に確認する。全員問題なかったことを確認する。） 

 
 9 番ですが，「校長先生や教頭先生が，すばらしい意見を言っても，その校長
先生や教頭先生が，教職員からも，子どもからも，保護者からも，地域の人た
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ちからも信頼されていなければ，何の成果も得られません。目に見えないもの

ですが，人と人との信頼関係というものを，最も大事にして，計画を実行して

いってほしいと思います。」という一つの願いや期待ですが，これもごもっとも

なご意見です。私も，教育員会にいた時によく言っていたことがありまして，

校長がかわれば学校がかわると，かわるには漢字が２つあって，交代の「代」

と変化の「変」です。私は変化の「変」という意味で，校長自身が変化への取

り組みをすれば，教師も変わるし生徒も変わり学校も変わります。どうにもな

らない時には，交代の「代」で，代わってもらうことになります。しかし，学

校はトップダウンばかりではいけないですね。いかにして，教職員と管理職が

気持ちを一つにするかということが，成否の鍵ということになります。これは，

当然のことと思います。 

 
（一見委員） 
 校長が変わると学校が変わるとよく言われますけど，校長一人でやって学校

がどうのこうのというのは，まずは難しいです。職員とスクラムを組んでやら

ないと学校は変わらないと常々思っております。そういうことで，職員との相

互理解とか，あるいは，校長一人の目で見るより職員がたくさんの目で見てい

る学校，地域の方からもいろんな情報がありますので，そのあたりを大事にし

て学校経営をしていくべきだと思っております。ここにあるご意見，その通り

だと思います。 

 
（田川座長） 
 現場でご苦労していただいている校長先生のご意見ですので，重みがありま

すね。 
 それでは，次の 10番ですが，「その間，ここにはございませんが，非公開で，
教育委員会と策定委員の皆さんとの懇談会を計画していきたいと思いますので，

よろしくお願いします。」という記述がありました。非公開の懇談会が必要であ

ったのか，明確にして下さい。鈴鹿市教育委員会定例会の議事録は，三重県教

育委員会よりも先にネット上で公開になりました。鈴鹿市教育委員会には，こ

のような実績があり，日々情報公開の推進にご努力されているのに，なぜ，非

公開の懇談会を事務局サイドから提案されているのか，全く理解できません。

というご意見です。これは，最終的に教育委員さんに決定をしていただきます

が，もしそういう機会があったら，この委員会の席で教育委員さんにもお越し

いただいて，ご意見を賜る場を設けたらということを，事務局に申し上げた事

がありますが，それを非公開でということはその時に全く申し上げていないの

で，事務局と私の申し上げたいことにちょっと齟齬があったということでして，
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この策定委員会は，非公開ということは考えられないので，教育委員さんのご

意見を聞く時でも，すべて公開するべきだし，公開したと思います。時間の調

整がつかなかったため，結局実施できませんでした。議事録にこういう言葉が

あったということですが，私の意図するところと事務局との理解が不十分であ

ったと思いますので，そういうことでご理解いただきたいと思います。傍聴に

も来ていただく方もございましたので，非常にありがたいことであったと思い

ますので，原則公開ということで進めて参りました。 
 以上ですが，通して何かありませんか。パブリックコメントに対して事務局

で付け加え等はございませんか。 

 
（事務局） 
 ありません。 

 
（田川座長） 
 修正点を入れて，案を作り上げると思います。 
 ここで，少し休憩をとります。 

 
【5分間休憩】 

 
（田川座長） 
 それでは，後半に入らせていただきます。 
 11月 25日（木）に，私から教育長に鈴鹿市教育振興基本計画の案を取りまし
て，提出をさせていただきます。教育長室で 16 時 30分を予定しております。
その日は，審議がございません。今日で審議は終了ということになります。時

間のある方は，16 時 30 分に教育長室にお越しいただきたいと思います。ご用
のある方は，手渡しだけですので結構でございます。 
 それでは，今から，お一人お一人からお言葉をいただいて，終わりにしたい

と思います。 

 
（宮崎副座長） 
 今までありがとうございました。たくさんの意見が出て，それを集約してよ

うやくここにきたということで，これは法律でやることになっておりますので，

いち早く鈴鹿市はなさって，他のところと比べると丁寧だと思います。感心し

ております。多種多様な方を委員としてお招きなさって，各委員さんもとても

見識の高い方ばかりで，鈴鹿はすごいなというのが正直なところです。 
 これができあがったのは，出発点でございますので，今後しっかりと委員さ
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ん方も見ていただいて，事務局とともにみんなが地域ぐるみで鈴鹿の教育を元

気にしていきたいと思います。 

 
（加藤委員） 
 この策定委員会に参加させていただきまして，座長さんが私たち一人一人の

気持ちを汲んでくださいまして，話しやすい場を作ってくださったことが，温

かい基本計画になったんじゃないかなと思います。子どもに向き合った，子ど

もが主体となった基本計画ができあがったと私は思います。鈴鹿らしさという

のが，とっても嬉しかったです。ありがとうございました。 

 
（中瀬委員） 
 ありがとうございました。せっかくいい基本計画ができたのですから，あと

は，いかに実行していくかが一番大事だと思いますので，みんなに周知徹底し

てみんなが力を合わせて頑張れるようなことを，今後は，策定よりもさらに力

を入れていただきたいと思います。 

 
（明石委員） 
 11 回に渡りこのような基本計画を策定してもらった教育長はじめ事務局の方，
ご苦労さまでした。そしてまた，座長はじめ，副座長さん，委員の皆さん，私

もこの委員会に参加させていただき，いろんな委員さんの方々のご意見を聞き

まして，大変勉強になりました。私は，鈴鹿商工会議所ですので，商工業の関

係で，どういうふうな形で教育振興基本計画に携われるのかと思っておりまし

たけれども，最初に挨拶したと思いますが，子どもに対する教育というのは，

親や家庭があって，そして学校があって地域があると言われていますけれども，

はやり企業も地域を構成する一員でありますので，小さな商店も一員でありま

すので，皆さんが力を合わせて教育が成り立っているんだな，その一員として

商工会議所もあるということを痛感させていただきました。今回，鈴鹿市教育

振興基本計画，これからの鈴鹿市の教育の指針でありますし，ベイシックとい

うことで基本理念という形になると思いますので，この実現に向けまして，私

たち地域の経済団体ですが，何かお役に立てることがあれば協力をしていきた

いと思いますので，よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 
（大井委員） 
 鈴鹿の子どもたち，鈴鹿の未来を担っていく，鈴鹿の地域の宝だと，私はい

つも子どもたちのことを思っております。その宝である子どもたちを，これか

らどのようにして育てていくかということを，この策定員会の中で話し合いま
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した。教育長さんの熱い教育にかける思い，そして事務局の方が一生懸命鈴鹿

の教育について考えていただいていることが，本当によく分かりました。 
また，この策定委員会では，座長さんはじめ，副座長さん，委員の皆さんの

アットホームな何でも言い合える雰囲気の中で，みんなが真剣になって子ども

たちをどう育てていくかを考えてきたその一員であることを，とても嬉しく思

いました。子ども中心に視点を置いた，素晴らしい鈴鹿らしい基本計画ができ

たと思って 
おります。これからが，私は勝負だと思います。この基本計画に基づいたプロ

グラムをどのようにして実行していくか，実践していくかというところが，こ

れからの勝負どころだと思います。私も地域みんなで子どもたちを育てていこ

うという意識をもつように，努力していこうと思います。ありがとうございま

した。 

 
（嶋委員） 
 毎回，いっぱい話をさせていただいて，それをきちんと受けていただいたと

いうのが，心から嬉しいなと思いました。これから 10年，この基本計画をもと
に，子どもがどこのお家に生まれても，どこに住んでいても，どんな子どもで

も，いろんなことを学んで，いろんな人とつながって生きていってほしいなと

思います。そのための基本計画を作ったんだなと思います。そういう意味では，

ここまでの形になったというのが，心からよかったなと思っている次第であり

ます。自分の気持ちを言うだけでも受けてくださる温かい場を作ってくださり

ありがとうございました。 

 
（瀬口委員） 
 毎回緊張してここに座っておりました。一母親でも基本計画を手にとって目

に留めて見たくなるようなものを，配っていただきたいと思います。 
 私の下の子は，高等部 3 年でやがて社会に出ていきますけど，無関心ほど恐
いものはないと思っております。学校に通っているお子さんをお持ちの方は勿

論ですけど，お持ちでない方も皆さんにも，学校また子どもたちに関心を持っ

ていただけるというふうになっていくといいなと思います。ここに参加して，

教育について考えるいい場を提供していただいたことに感謝しております。あ

りがとうございました。 

 
（坂本委員） 
 お世話になりました。母親の立場としては，自分の子どもが鈴鹿の小学校，

中学校を卒業して，高校も鈴鹿市内の学校で二人とも学ぶわけですが，そうい
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う環境で，とても大事にしてもらい友だちにも恵まれてというので，そういう

ことを，これからここで育つ子どもたちにもそうなってほしいなと思います。

こういう場に関わらせていただいて，社会の一員として大人として次の子ども

たちにそういう場を提供できるようにやっていくのが，自分たちの役割かなと

思っています。 
 私は，多文化共生について考えていました。昨日は集住都市会議に参加して，

そこのパネルで，三重県を多文化共生へのモデルへということで全国に宣言を

してきました。その後，鈴木副大臣（文科省）のところへ行って，鈴鹿を多文

化共生のモデルにするんだと宣言をしてきました。鈴鹿だったらそういう環境

ができると思っています。21 世紀に外国の人たちと一緒にやっていくというの
は，外国人のためではなくて，日本人にとっての大きなテーマだと思っていて，

それに応えてくれている外国人の人もいっぱいいるのですね。多様性が豊かさ

になって，いろんな違いを認められる社会というのは，誰にとっても幸せなん

じゃないかなと思っています。昨日も一日いろんなことを考えていたのですが，

やれるかどうかじゃなくて，本当にそういう社会をつくるんだと自分自身が自

分の心に宣言することかなと思いながら帰ってきました。本当にそういう町づ

くりの中で一緒に関わらせてもらったことを，これからも進めていきたいと思

います。 

 
（野田委員） 
 一年間，お世話になりました。現場の代表ということで，子どもと毎日接し

ていることを，この場に出すのが自分の役割かなと思っていましたが，上手に

しゃべれなくて，伝えられなかったこともたくさんあったかと思います。気持

ちだけは，随分わかっていただけたと思いますので，本当に嬉しく思いました。

これからですが，ここで皆さんに言っていただいたこと一つずつが，心にしみ

ました。自分がこれからやっていって困った時は，ここへ立ち戻ってもう一度

振り返ることで，やっていけるんではないかという，そんな力をいただいたよ

うに思います。特に，つなぎ つながるというところで，みんながつながって，

子どもを育てていくんだ，いつも学校でやっていますと，子どもと自分たちと

いうところで，煮詰まってくるところもあるのですが，こんなに多くの応援団

がいたんだということを再確認できまして，とても嬉しく思いました。これか

らまた現場で頑張っていきますので，よろしくお願いします。どうもありがと

うございました。 

 
（山本委員） 
 ４月からになりますが，この会が，子どもたちが中心に座っているというこ
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とと，学校が生き生きとしていないといけない，先生らが元気でないといけな

いということが根本にあって，いろんな人の意見を聞かせていただき，本当に

勉強になりました。いろんな熱い思いというのも聞かせていただいて，当たり

前なんだけど，もう一度，子どもたち一人一人を見つめ直してみよう，学校が

地域にとってどうなんだ，先ほど，校長先生，教頭先生という言葉がありまし

たけど，私たち教職員も含めて学校自体が地域に信頼されているのか，保護者

に信頼されているのか，鈴鹿市を取り巻くいろんな関係機関の方に学校が信頼

されているのか，手を取り合っているのか，そういったことで，深く考えさせ

られました。そうした形で信頼を受けるような一緒に手をつないでもらえるよ

うに，いろいろ情報発信しながら取り組んでいきたいなと思いました。先ほど

からも，座長さんのいい雰囲気作りだとか，教育委員会事務局の方が，一人一

人の意見をこの施策の中に反映させようと努力していただいたことに大変感謝

しております。ありがとうございました。 

 
（南部委員） 
 私も４月から中学校長会長として参加をさせていただきましたが，皆さんと

ともに，この策定委員会に携わらせていただいたことを本当に感謝しておりま

す。広く教育を見つめ直すこともできましたし，皆さんのご意見をいただきま

して，本当にたくさんのことを学ばせていただきました。ありがとうございま

した。わたしも鈴鹿市在住ですので，間もなく退職になってくるのですが，そ

の後は一市民，地域の人となって，つなぎ つながって子どもたちのために頑

張っていきたいと思います。ありがとうございました。 

 
（土屋委員） 
 私も４月から策定委員会に入れていただいて話し合いをさせていただきまし

た。私は小学校ですので，平成 23年度から学習指導要領の完全実施となります
が，大事なこの時に策定委員として，様々なことを考えることができました。

特に討議の柱が毎回宿題のように出ましてので，自分なりに一生懸命考えるこ

とができたんじゃないかと思っております。教育振興基本計画ができあがりま

して，一番いいのが鈴鹿市の教育理念がはっきりと打ち出されたこと，そして

様々な目標も具体的に出されて，現場で実際に教育活動をしている者として，

大変素晴らしい指針になるのではないかと思っております。この基本計画に沿

って，学校で取り組んでいきたいと思います。早速，学校目標や学校の改革方

針にこの考えをたくさん入れて，この計画が達成できるようにしていきたいと

考えておりますので，よろしくお願いします。 
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（一見委員） 
 いろいろなお立場の方からご意見を聞かせていただき，勉強になりました。

いつも同じ仲間と話をしておりますが，また違った視点からお話をしていただ

き，勉強になりました。素晴らしいものを作っていただきまして，学校が進む

べき道しるべとなるものができましたので，これを基に，また，教育委員会か

ら出ますアクションプランを基に，学校経営に励んで参りたいと思います。 
皆さん，これからだよとおっしゃいましたが，本当にその通りだと思います。

身が引き締まる思いでおります。がんばりますので，よろしくお願いします。

ありがとうございました。 

 
（岡井委員） 
 私たちは委員として，多種多様な意見を出しましたけど，事務局の方は快く

受け入れて，一本筋の通った基本計画にまとめていただきましたことを，教育

長さんはじめ事務局の皆さんの労に敬意と感謝を表したいと思います。また，

難しい時もあったと思いますが，会議をリードしていただいた座長さん，本当

にありがとうございました。私が，この振興基本計画の策定を通して一番嬉し

く思いましたことは，鈴鹿五策です。手をこまねいておれば，置き去りにされ

そうな子どもたち，学習に遅れがちな子どもや外国籍の子ども，障がいのある

子ども，そういった子どもさんにしっかり光を当てていただいて，具体的な方

向なり施策なりを展開していただいたことは，本当に嬉しく思います。また，

キャリア教育ということで，以前の中教審の答申に「教育は自分探しの旅をす

るのを支える営みである。」というようなことが書いてありましたけど，子ども

が夢を持って自分探し，自分の落ち着く先に向かって進めていくようなキャリ

ア教育のことも取り上げていただき，良かったなと思います。 
 先ほどから出ておりますが，仏をつくったら魂を入れることが何より大事に

なるわけでございますので，学校の先生方，保護者の方，教育に関わる地域の

方，すべての方にこの振興計画の精神，考え方，具体的な施策についていかに

届けるか，心に響かせながらいかに届けるかということが大事であると思いま

すので，そういう場や機会を工夫していただいて，これからが勝負ですので，

具体的な取り組みを実現されますように期待をしております。ありがとうござ

いました。 

 
（藤原副座長） 
 私自身，鈴鹿に来て５年ほどにしかならないのに，重要な役割を与えていた

だきまして，皆さんのいろいろなお話を聞けたということは，本当によかった

と思います。私にとりまして，教育の基本となる計画を策定する仲間に入れて
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いただけたということは，本当に誇りにしていいことだと思っております。 
 外の生活が長い人間が，この話し合いの経過を見て，少し驚いたことをいく

つかお話しますと，現在，日本は国際社会との摩擦が大きくなっておりすよね，

また，格差社会が声高に言われながらも，格差が縮まる方向になかなか行かな

いという中で，教育の基本ということでフラットな人間関係にきちんと着目さ

れた教育基本計画の策定作業がされたということは，本当に素晴らしいことだ

と思います。 
 昨夜，ネパールの方がされているインド料理の店に寄ったら，他にお客がい

なかったので，いろいろ話をしました。ネパールの方が他に鈴鹿におられます

か？と聞いたら，ほとんどいないと思いますということでした。そういう意味

では，坂本さんがおっしゃいましたけど，いろんな外国の方が鈴鹿の地で生活

されている，話し合いの中では外国の方を地域の中の平等な一員として考えて

いこうというとことがしっかりしている，委員会の中でも，ものすごく時間を

使って議論をされたことが，私自身感銘をもって受け止めました。私も大学で

キャリア支援を担当しておりまして，ここで話された教育についての皆さんの

思いとかアイデアとかが，大学の教員としてやっていくためにも非常にプラス

になったと思います。鈴鹿医療科学大学は医療技術系の大学ですので，外国の

方との触れ合いや情報交換は不足していると思いますが，むしろ鈴鹿の地とい

うのを模範にさせていただいて，私自身の教員としての大学での生活も今一度

考えてみたいと思います。本当にありがとうございました。学ぶことが多かっ

たです。 

 
（田川座長） 
 皆さんには，いろいろとお気持ちをおっしゃっていただき，ありがとうござ

いました。皆さんのお力でここまでまとめあげていただいたのと，事務局がよ

く頑張ってくれました。みんなの意見を記録として残して，その意見を大事に

しながら集約してまとめていくというのは，大変なことです。大変だったけれ

ども，皆さんそれぞれ勉強もされたんじゃないかと思います。いろんな思いが

ありますが，大事なことは，いろんな立場の一般市民の方が参加していただい

たことであると思います。学校教育関係者と事務局だけで作り上げたんだった

ら，こういう形にならなかったと思います。それが非常に重要な要素であって，

素晴らしい委員さんがあって，素晴らしい意見が出て，素晴らしい計画ができ

るということであると思います。そういう意味で，皆さん方のお力に心から感

謝を申し上げたいと思います。 
 飯野小学校の視察では，ボランティアの方が教室に入りサポートをしていた

だいておりました。これは，鈴鹿が一番進んでいると思いますね。安心安全の
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サポートもそうですが，外国人の子どもたちのサポートも一生懸命やっている

ということで，いろんな課題がある鈴鹿ですけども，将来はその課題を見据え

た一つの先進的な取り組みのテーマとしてやっていただいております。それを，

さらにおし進めるのが，振興基本計画であると思います。坂本さんもおっしゃ

いましたが，共生化社会の仕組みというのは，まさに鈴鹿が出発点になるかと

思います。全国のモデルになっていくようにしないといけないと思います。 
 心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 
（拍手） 

 
（教育長） 
 各委員の皆様には，昨年 11月より約 1年間に渡って大変お世話になりました。
今日も，委員さんから，この委員会に入って良かった，勉強になった。学校の

先生方は自分の学校を見直したとか，地域の皆さん方は，子どもの教育を通し

て地域を見直したとか，産業界から力強いお言葉をいただいたり，それぞれの

皆さん方，各お立場から，教育に対する熱く深い思いをいただいたことを，私

は何よりもありがたかったと思います。途中，フリートークやテーマ別での話

し合い，あるいは飯野小や白子中を見ていただき，子どもたちの授業や現場の

人たちとの話を通して意見交換もしていただきました。そんな中で，学校現場

を見ていただいて，厳しいご指摘もいただけたかなと思っております。  
いずれにしても，田川座長さん，そして，藤原・宮崎教授には副座長として，

そして委員の皆さん方には，多くの時間をさいていただき深くご審議いただい

たこと，お教えいただいたことに，心から感謝申し上げたいと思います。この

後は，議会にも報告したり最終的に教育委員会の承認を得たり，市民の方に分

かりやすく伝えていくために，年が明けたら教育フォーラムという形で，教育

行政ということではなくて，いい意味で川岸市長を中心に鈴鹿の中で，行政の

中で教育行政をやっておりますので，ともに，つなぎ つながる 鈴鹿の教育

の在り方について，プランを市民の皆さんに分かりやすくフォーラムという形

で提示して，ご理解を求めていきたいと思います。学校の現職の方に出てもら

っておりますが，もう一度学校を見直して，それをこれからの学校教育の中に

生かしていこうということをおっしゃっていただきました。そういうお言葉が

出てきたのは，何よりも田川座長さんの深く慈愛に満ちた，しっかりとした教

育理念，社会を見つめる目，そういったものがあって，委員の皆さんが共鳴さ

れて，いい形でできたのかなと思って感謝しております。最後になりますが，

事務局の職員に感謝して終わりたいと思います。本当にありがとうございまし

た。（拍手） 
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（田川座長） 
 連絡事項はありますか。 

 
（事務局） 
 次回は，ご都合のつく方，4時 30分からになりますのでよろしくお願いしま
す。 

 
（田川座長） 
 それでは，これで終わらせていただきます。 

 

第 11回教育振興基本計画策定委員会 午後 5時終了 

 
以上，会議の顛末を録し，ここに署名する。 


