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第１回鈴鹿市総合教育会議 議事要点録 

 

１ 日 時 平成２８年７月１９日（火）１５：００～１６：４０ 

 

２ 場 所 鈴鹿市役所本館６階庁議室 

 

３ 出席者 市長，教育長 

      教育委員会委員：山中秀志，福嶋礼子，伊藤久仁子，下古谷博司 

（順不同，敬称略） 

 

４ 説明者 教育次長，教育委員会事務局参事，参事兼教育総務課長，学校教 

      育課長，教育指導課長，教育支援課長，教育支援課主幹兼子ども 

      支援グループリーダー，教育支援課主幹，子ども家庭支援課長 

 

５ 事務局 政策経営部長，総合政策課長，総合政策課副参事 

      総合政策課副参事兼政策推進グループリーダー,政策推進グルー 

      プ副主幹 

 

６ 傍聴人 ２名 

 

７ 内 容 下記のとおり 

 

 

（１）開会 

≪事務局≫ 

・開会挨拶  

・鈴鹿市総合教育会議の設置及び運営に関する要綱の改正について 

  

≪事務局から市長へ司会進行の交代≫ 

 

（２）事項２について 

≪教育支援課長から不登校対策について説明≫ 

・不登校の定義として，３０日以上の欠席を「長期欠席」と呼び,欠席理由は,「病

気」,「経済的理由」,「不登校」,「その他」の４つに分類される。 

「病気」は,心身の故障等による入院,通院,自宅療養等による欠席で，「経済的理
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由」は,家計を助けるためにアルバイト等による欠席のことで，小中学校で

は,ほぼ存在しない。「不登校」は,他の生徒からのいやがらせ,教師との人間

関係,遊び・非行,無気力,身体の不調を訴えるなどの理由で,登校しない，あ

るいは登校したくともできない状態にある。「その他」は,「病気」でもなく,

「経済的理由」でもなく,「不登校」でもない状況，あるいは，理由が２つ

以上あり,特定できない場合を「その他」としている。具体例として,「保護

者の教育に関する考え方,無理解・無関心，家庭の事情」など。 

・本市の不登校の現状は，平成２５年度から平成２７年度までの３年間で,小学

１年生から中学３年生まででは,学年ごとに「長期欠席」の理由別の人数は，

平成２７年度の小学６年生では,「病気」が８人,「不登校」が８人,「その他」

が１３人となっている。中学１年は,病気が３人,不登校が６０人,「その他」

が１９人となっている。小学６年生の段階から中学１年生にかけて不登校の

人数が，急増していることがわかる。また,「その他」，「保護者の教育に関す

るする考え方・家庭の無理解・無関心,家庭の事情」といった人数が,小学校

の低学年の段階からかなりの人数となっていることがわかる。 

・全児童生徒数の中での不登校児童生徒の比率を「出現率」と呼び，平成２２

年度から平成２６年度までを，本市・県・国で，比較したところ,本市の不登

校は,大変高い状態で推移しているといえる。 

・「不登校になったきっかけと考えられる状況」について,三重県や全国を比較

すると，本市小学生の一番のきっかけと考えられるものは,「無気力」で,２

番目が「不安など情緒的混乱」,３番目が「親子関係をめぐる問題」という順

になっている。三重県や全国と比較すると,「無気力」,「学業の不振」,「家

庭の生活環境の変化」が高く,本市の特徴といえる。中学生の不登校になった

きっかけは,本市では,「無気力」,「遊び・非行」,「不安など情緒的混乱」

という順番となっており,「遊び・非行」の割合が，著しく高いという特徴と

なっている。 

・「小学校における不登校傾向のある児童数」について,昨年度１月末の段階で

は,不登校が４０人,不登校以外の長期欠席者は８６人いた。その上の「不登

校相当」とみなされる児童は,３８人となっており，この「不登校相当」とい

う数字は, 「欠席日数・保健室登校日数・遅刻早退の日数を２で割ったもの」

のトータルが３０日以上となっている児童数を「不登校相当」と表している。

「不登校相当」は,欠席日数そのものは，３０日以上という不登校の基準に達

していないが,教室で過ごす時間が少なくなり,学校生活に適応しにくくなっ

ている児童で,今後,何かのきっかけで不登校状態に陥る可能性が極めて高い

児童のこと。「準不登校」とは,「欠席日数・保健室登校の日数・遅刻早退の

日数を２で割ったもの」が,１５日以上３０日未満の子どもたちを表している。
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この「準不登校」の人数が１３７人となっているが，連続した欠席は少ない

ものの,休日明けに欠席が多かったりして,今後,何かのきっかけで不登校状

態に陥る可能性がある児童である。 

・国立教育政策研究所は,この「不登校相当」,「準不登校」の児童生徒をどれ

だけ減らせるかが,不登校減少の大きなポイントであると学校現場に呼びか

けており，不登校状態に陥った児童生徒への十分な支援は当然必要だが，

様々な要因・背景を抱え持っている不登校の子どもたちを学校復帰させてい

くことは極めて難しく，なかなか改善されていかない状況がある。 

・不登校の予備軍である「不登校相当」，「準不登校」の段階の子どもたちに適

切,迅速に対応していくことが必要である。 

・平成２６年度から,地域人材を活用し,小学校にスクールライフサポーターを

派遣して,子どもたちの自宅から学校までの登校を支援する取組を進めてい

る。平成２６年度からスクールライフサポーターが派遣された１６校では,

不登校児童が１０人減少していることがわかる。派遣されていない学校は,

４人のみの減少であったことを考えると,スクールライフサポーターの取組

は，一定の成果を収めているのではないかと考えている。 

・中学校では,今年度から,教員ＯＢを不登校対策支援員として中学校４校に派

遣し,不登校の初期対応の充実を図る方向で支援を進めている。また中学校

で不登校生徒が急増するという状況を改善するために,昨年度から学識経験

者を不登校対策アドバイザーとして招き,不登校担当者の力量を強化する研

修会の開催や校内支援体制充実に向けたアドバイス等をいただいている。 

・不登校状態に陥り,学校に登校できない子どもたちのために「けやき教室・さ

つき教室」という適応指導教室を設置しており，昨年度１年間で,利用した中

学生は３４人,小学生は６人。この児童生徒４０人中,「１０１日以上」つま

り週３日ないし４日程度通えた中学生は４人,小学生は２人であった。また

「５１～１００日」というのは,週２日ペースで通えたということである。

「１１～５０日」は,週１日程度,１０日以下というのは,一月に１日来たか

どうかということである。適応指導教室を利用している児童生徒４０人の中

で,ほぼ完全に学校復帰できた子どもたちは９人,部分復帰できた児童生徒

は,９人という結果であり,昨年度１６人の中学３年生のうち１５人が進学

できた。 

・市内中学校の女子生徒の事例では,当初は,部活内でのＬＩＮＥ（ライン）等

のトラブルをきっかけに,友だちとの関係が重荷になり,徐々に元気をなく

していった。一人親家庭で,母親は精神疾患を抱え，保育所に通う妹の育児の

ことも大きなストレスになっていた。生活保護等,各種福祉サービスを受け

ている世帯で，学校は,継続的な家庭訪問で励まし,登校できたときは,学校
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内の支援教室で個別に支援をしている。子ども家庭支援課も,電話での相談

や訪問支援等様々な場面で福祉のサービスが受けられるよう支援している。

支援を継続していく中で明確になってきたこととして,中学生個人が抱えて

いる対人関係を作っていく力が十分に育てられていないという課題，ＬＩＮ

Ｅ（ライン）のトラブル等で傷ついているにも関わらず，ＬＩＮＥ（ライン）

等にかなりの時間を費やしてしまっている状況，家庭が抱えている課題，精

神疾患や情緒の不安定さなど，保護者自身が抱える課題など，いろいろな面

での課題が複雑に絡み合っている状況が明確になってきた。本事例は,学校

側の懸命な取組，子ども家庭支援課等による適切な支援により，学校に登校

できた事例である。 

・不登校に限らず何らかの「不適応」を起こしている子どもたちの背景には,虐

待やＤＶ,保護者の精神疾患,依存症など,子どもたちの生育環境に解決すべ

き課題を抱えている状況が見受けられることもある。 

・子どもだけを対象とした支援には限界があり,生育環境に直接介入すること

が,今後ますます必要になってくるものと思われる。しかし,教員が保護者の

養育姿勢や考え方,あるいは,家庭の状況に課題を抱えていると把握をして

いても,直接的に働きかけることは,極めて難しい現状があり，学校での教育

相談活動の充実が必要であるとともに，子ども家庭支援課等による養育相

談・療育相談等,福祉的な施策の充実が必要であると考えている。同時に,深

刻な事態になる前にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

を有効に活用することで,支援が必要な家庭,保護者に早期に対応していく

ことが必要である。 

・教育委員会として,今後の学校現場における不登校対策の基本的な方向性と

して，不登校になった子どもたちへの支援は，当然必要であるが，不登校に

ならないための未然防止の取組を充実させていくことが極めて重要である

と認識している。 

・一つ目には，すべての児童生徒にとって魅力ある学校づくり，学級づくりを

進めることが,未然防止の取組の基本であると考えている。学校生活の中で

一番長い時間は授業なので,楽しく分かりやすい授業,子どもたちが参加,活

躍できる授業づくりを，より充実させていくことが必要だと考えている。 

・二つ目は,不登校対策担当者を中心とした組織的な不登校対策の体制づくり

を進めること。 

・三つ目,四つ目は,その子ども,そして,その家庭を支えるため,学校が積極的

に関係機関と連携を深め,あるいは関係機関同士の連携強化が図られるよう

学校が情報発信やコーディネートをすること。 

・五つ目は,「中１ギャップ」等の問題もあり,より緊密に小中連携を進め,中学
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校区全体で,早期対応,早期支援を整えていくこと。 

・不登校の問題は,その要因・背景が多様であり,教育上の課題としてのみとら

えて対応していくことが困難であるが,児童生徒に対して学校教育が果たす

べき役割は極めて大きいものがあり，若者の引きこもりやニート等,様々な

社会問題が取りざたされている中で,鈴鹿の子どもたちが,たくましく将来

に向けて社会的自立を図っていけるよう,効果的で充実したあり方を探って

いきたいと考えている 

 

（市長） 

 ・これらの説明を踏まえ，意見や具体的な提案をいただきたい。 

 

（福嶋委員） 

 ・不登校比率が三重県・国に比べて高いが，外国人家庭が多いことによるもの

なのか，考えられる大きな理由は何か。 

 

（教育支援課長） 

 ・外国人児童生徒数の欠席率は，日本人に比べると比較的高い傾向にあるが，

不登校比率を押し上げるというところには至っておらず，学校側・保護者や

家庭の状況等の複数の要因と考える。 

 

（福嶋委員） 

 ・不登校になるきっかけは，無気力とか不安など情緒的混乱といった明確な原

因ではなく，漠然としているという分析であるが，幼少期の頃からの生活な

どに起因しているのか。 

  

（教育支援課長） 

 ・小学校や中学校の段階で，急に無気力や情緒的混乱を引き起こすというより

も，幼少期からの生育歴の中で徐々に積み重なってきたのではないかと考

える。 

 

（福嶋委員） 

 ・幼少期にも，その後の小学校や中学校に向けて考えていかなければならない

要素があると認識した。 

 

（市長） 

 ・無気力の子が，これほど鈴鹿に多いのかと驚いた。 
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 ・鈴鹿市のものづくり産業による，親の勤務形態等が子どもたちとの生活のバ

ランスに合わずに，子どもに無関心になったり，子どもたちの生活に対して

気が回らなくなったりといった結果が多いのか。 

 

（山中委員） 

 ・無気力の部分も含めて，情報を数値化する際には，どうしても分類化しなけ

ればならない。市域を西部，東部と細分化することや，環境等の分析も，教

員には必要である。 

 ・不登校相当・準不登校の数値に着目し，注意していくという方向性は間違っ

ていない。学校現場では，この部分に力を注ぎ，子どもたちをフォローして

いけるか。スクールライフサポーターも含め，お金や人を注いでいけばもっ

と効果が出ると思う。 

 ・小学校，中学校という分類だけではなく，大規模校・小規模校といった分類

も必要であり，長期的には学校規模の適正化といった課題にもつながる。 

  

（下古谷委員） 

 ・中学生が不登校になるきっかけとして，遊び・非行という項目が鈴鹿市の特

徴として現れているが，三重県や国と比べて多い原因をつかんでいるのか。 

  

（教育支援課長） 

 ・十分に分析できていない。 

 

（教育委員会事務局参事） 

 ・携帯電話というのを遊びに分類しているところが，ほかと違うところで，国・

県と比べて，それほど大きな違いはない。以前のような非行も少なくなって

きている。 

 

（下古谷委員） 

 ・小学校にスクールライフサポーターを派遣しているところが多くなり，小学

校の不登校が平成２６年から２７年の間に，１４名減となったことを評価し

たい。 

 ・スクールライフサポーターにより立て直したその対策を，中学校でも上手く

つないでいただければ，中学校での不登校も歯止めがかかるのではないか。 

 

（教育長） 

 ・昨年，スクールライフサポーターの効果による成果が出てきた。今年度は中
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学校についても不登校対策のアドバイザーとして声をかけていただく。 

 ・子どもたちにとって，遊び，無気力は誰かに関わってもらえることにより， 

  意識が変わり，学校へ目を向けてくれる。学校の先生方は楽しい学校づくり，

授業づくり，仲間づくりをすることで，多少は減っていく。 

 ・不登校をゼロにということを話しているが，そう簡単にはいかないのが  

現実。少しでもそういう手立てを加え，併せて教員の指導力も問題になって

くると思う。 

 ・早期発見，早期対応が一番良いが，経験をもった教員の大量退職時期を迎え，

若い教員を大量に採用する時期でもあり，研修期間を増やしたり，ノウハウ

等を伝えるような形で校内研修したりする必要がある。 

 ・家庭環境も大きく，家庭または地域がどれだけ支援してもらえるか，家に帰

ってからの居場所としての家庭がどれだけバックアップしてもらえるのか

が大事だ。 

 

（伊藤委員） 

 ・発たち障害の子どもたちが成長すると，不登校になるという結果はないの

か。 

 

（教育支援課長） 

 ・そのデータは現時点では把握していない。 

 

（伊藤委員） 

 ・障がいの子がいたりとか勉強が嫌いな子がいたり，いろんな子どもたちがい

るなかで，その多様性にどのように学校とか親が対応していってあげるの

が良いのか，そういう考え方もひとつあるのではないか。 

・中学校２年生の生徒たちをキャリア教育として受けているが，４日間の期間

の中で，朝，お茶碗を洗ってもらっても，きちんと洗ってくれる。子どもは

違った環境で，すごく興味深く対応し，その一生懸命さがすごく良いと思う。 

・不登校の生徒たちにも，その子に合ったキャリア教育を，現状を踏まえた上

で，やっていければと思う。 

 

（教育支援課長） 

 ・全ての中学校で，２年生の段階だけでなく１年生から３年生，あるいは小学

校の段階で，将来の夢とか希望を踏まえて，どう生きるのかとか，あるいは

どのような職業に就いていくのかを考える授業を行っている。 

・不登校の子どもたちだからこそ，そういった働きかけを家庭訪問の段階であ
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るとか，支援の時に丁寧に行っている。 

 

（伊藤委員） 

 ・不登校の子どもたちには，けやき教室で外に出たときに変わったとか，追跡

はしているか。 

 

（教育支援課長） 

 ・例えば高校生活入門講座とか，オープンキャンパスであるとか，時にはハロ

ーワークに連れて行くなど，その子に応じた取組を学校で工夫していると

いうのが現状。 

 

（教育委員会事務局参事） 

 ・職場体験学習等で保育園とか幼稚園，その子たちもそういったところには参

加するということで自信をつける生徒はいる。 

 

（伊藤委員） 

 ・何かの機会で，学校の勉強から離れて，この子たちの将来に繋がれば良いの

かなと思う。 

・引きこもりとか不登校というと，何かのきっかけでこんな可能性もあるよと

か，親を含めてになるかと思うが，そういうチャンスをどうやって探してい

いか分からない人が多いと思う。きっかけを計画していただくと良いのかな。 

 

（山中委員） 

 ・不登校対策の教職員研修講座，年間２回の内容はどんなもので，どういう研

修講座でどんな講師を招くのか。 

 

（教育支援課長） 

 ・子どもの気持ち，子どもの言葉をちゃんと受け止められるような研修が一番

の課題である。 

・自分自身のイメージをマイナスイメージに捉えている，自己肯定感を持てな

い自信をなくしている子どもたちに，どのような働きかけをしていけば自信

とか将来をどう思ってもらえるのか，自己イメージを高めてもらえるのか，

そういった働きかけの研修を考えている。 

 

（山中委員） 

 ・非常に重要な研修講座である。 
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・スクールライフサポーター導入の結果，良い傾向が表れている数値が出た 

が，その中で前向きな良い結果が出た学校の教員が，他校の教員に伝える，

そういう場面がすごく必要だと思う。 

・小学校の場合，学級担任は孤立しがちなとこもあり，相談もなかなかできな

い，そういった状況を解消していけるような校内体制や支援，前向きな研修

を今の若い教員には是非ともしていく必要がある。 

 

（福嶋委員） 

 ・中学校では，教員が様々な問題を抱えており，学力に加えて不登校生徒を支

援しなければならない。負荷がかかると思う。 

・若い教員が増えていることに加え，中学生は思春期ということから，小学生

とは少し違った接しかたや複雑さというのもある。 

・ ＬＩＮＥ（ライン）を使った仲間外れなどの問題等，大人の社会でも抱え

ている問題が，子どもにもある。 

・教員一人では抱えきれない部分を，専門員にサポートしてもらうことが必要

ではないか。積極的な市の財政支援を求める。 

 

（教育長） 

 ・子どもたちが安定するような政策をやらなくてはいけないと考えている。 

様々な工夫をしながら取り組んでいく。 

・夏休みを控え，また９月１日に二学期を迎える。この段階でできるだけ不  

 登校にならないような手立てをやらないといけない。 

・不登校の子どもたちを抱えている担任は，夏休み家庭訪問で保護者と話を

していただく，また地域に誘い出してくれるという取組をしていかなけれ

ばならないと思う。 

・子どもたちが夏休みをどういう形で過ごすのかが大きなポイントになると

思う。 

・子どもたちが認められて，子どもたちが自分の居場所というか，生きがいが

出てくると変わってくるのかなという気がする。 

・支えていただくのは当然学校だけでは無理なので，家庭はもとより地域の

夏祭りとか，科学教室等イベント等を通しながら，子どもたちに学ぶ楽し

さ，友たち同士でいる楽しさを味わせながら，なんとか二学期を迎えさせ

てあげたいと思っている。 

・後半になると，夏休みの宿題がなかなかできなくて９月１日に行くのがも

のすごい不安になる子どもがいるので，提出物よりも君の笑顔が見たいと

いうくらいの気持ちで迎えさせたい。 
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・校長会や教頭会で，９月１日は子どもたちがいろんなことを気にして自殺

する率が一番高い日と言われているので，二学期を楽しい学校生活が迎え

られるように教育委員会も努力していきたい。 

 

（市 長） 

 ・子どもたちがこれだけ不登校が多いと，学校の先生の不登校はないのか。 

   

（教育委員会事務局参事） 

 ・不登校の生徒を抱えると，特に担任は負担が大きく，最低３日に一度くら 

  い家庭訪問とか，朝，連れに行く等の仕事が増えることから，そこに対す 

る意識は高い。 

 

（市 長） 

 ・なぜ，こんなに無気力が多いのか。どうすれば探れるのか。どういう調査が

いいのか。 

 

（下古谷委員） 

 ・夏休みを上手く乗りきっていくのは大事だと思う。もう少し上の年代にな 

  っても夏休み明けが一番自殺が多いということですので，いろんな原因が 

あると思うが，夏休みを乗りきるのは担任の先生は気を使う。 

・ある程度分担というか，分けてやるというのが重要で，専門的な知識を持た

れた方の支援を仰ぐというのも，どこかでお願いしなければならない。 

・いろんな原因があるので，これだというものはないが，ただこういうことは

やっていかないといけない。そこに専門的な方の配置というのも今後考え

ていただければ良いという気がします。 

 

（山中委員） 

 ・児童支援加配の存在は大きく，気になる子を担任以外の目として様子を見 

  に行ったり，休み時間に一緒に遊んだり，時には担任を差し置いて家庭訪 

問したり，いろいろな役割をしてくれる。 

・そこで救われたり，いろいろ結果を出してくれる存在ってすごく大きいと 

 思う。 

・スクールライフサポーターは週２回程度でなかなか来ていただくのも踏み 

込んでいくのも難しいと思うので，フォローしていけるのが児童支援加配

とか，担任を支える存在とかそういった教員を増やしていくというのが，大

切じゃないか。 



11 
 

 

（市 長） 

 ・本市の不登校が多いというのは，三重県教育委員会にとっても課題だとい 

  う風に思っているので，総合教育会議の中でこういう話があったというこ 

とを要望活動し，しっかりと訴えていきたい。 

・６年生から中学生になったらこれだけ一気に不登校が増える，特に本市の 

 場合は，中学校の不登校が課題にあると思うので，調査の仕方，施策をど  

 ういうところにあてていくかが課題である。 

・追跡調査を，学年によっての不登校比率が上がったり下がったりするかと 

 思うので，そういった追跡調査も今後しっかりとしていけるような体制を 

 整えていきたい。 

 ・特にスクールライフサポーターだけでなく，中学校の不登校支援員という 

  ところも今年度から始まった事業なので，来年度どういった成果が得られ 

たかを，見定めていきたい。 

 ・なかなかこれだという答えがでるような問題ではないが，意見交換によっ 

  て，いろいろなヒントや課題が浮き彫りになると思うので，引き続き調査 

  してまいりたい。 

 

（伊藤委員） 

 ・どうしても親は目の前のことに対してすごく敏感になってしまっている。 

  学校はテストも多いし，成績っていうこともあると思うが，家庭や民間活 

動，とりあえず受け入れてくれる誰かがいるという環境を作るのが一番大事 

なんじゃないかなと思う。 

・おばあちゃんのみえないところ，核家族でみえないところは近所とか公民 

 館とかで何か企画をしてもらうとか。そういう地域づくりというのも一つ 

 下支えしてくれるんじゃないかと思う。 

 

（市 長） 

 ・不登校だけに限らず，学力向上に向けた，全て家庭や地域の中から成り立 

  つことである。 

・総合的な地域づくりとか，本市で取組んでいるコミュニティースクールと 

 かが大事になってくるかと思う。 

・併せていろいろな課題がクリアできるようなかたちの中で，そこまで最近 

 は踏み込んでやっていかないと，孤立化している家族や経済的不安な家族 

 もたくさんいるので，教育委員会と共にサポートしていきたい。 
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（市 長） 

 ・事項３について，事務局からの説明を求める 

  

（３）事項３について 

≪事務局から市内高等学校への「工業に関する学科」又は「工業の課程」の設置

について説明≫ 

 

（総合政策課政策推進ＧＬ） 

・地方創生の取組の一環として，「ものづくりのまち」で「ものづくりを学び

たい」プロジェクトと題して，市内県立高等学校に「工業に関する学科」又

は「工業の課程」の設置を目指し，取組を進めている。 

 ・【２】の取組経過に記載のとおり，昨年７月，三重県に対しての要望・提言 

活動を皮切りに１１月には，企業アンケート実施した。 

 ・【資料２－１】の１ページ，アンケート実施に当たり，市内のものづくり企

業３１７社に対して，郵送による調査を実施し，回答者数は１０２社で，回

収率は３２．２％であった。 

・問１では人材の不足状況を調査し，概ね６割程度が不足している結果となっ

た。 

・問２以降では，人材が不足している職種，不足している理由や人材を確保す

るための有効な取組策などのほか，本市の取組が実現の際の企業協力，支援

について回答を得た。 

・【３ 平成２８年度の取組】は，昨年度，実施した人材不足状況や企業支援に

ついての意向を把握するための企業アンケートに続き，今年度は，本市の取

組推進にあたり，市内公立中学校２年生とその保護者に対し，進路希望等の

ニーズ把握のため実施 

・【資料２-２】では，中学校２年生を対象に１,９４８人に対して実施し，回

答数１,８７３人，回収率は９６．1％の結果となった。アンケートの実施に

あたり，ホームワーク等の時間を利用して実施したことから非常に高い回収

率であった。 

・問２では，中学校卒業後の進路希望についての設問結果を，問３では，進路

希望を高等学校と回答した生徒のうちの希望する学科についての設問結果

を示している。 

・例年，全生徒数の約１割程度が工業高校へ進学している状況から，現時点で 

の進路希望として，２５９人，約１５％という割合は非常に高い数値を表し 

ていると考えている。 

・問４では，市内の県立高等学校に工業課程が新設された場合，進学を希望す
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ると回答した割合と受検先の候補の一つとして考えると回答した割合と合

わせて７７４人，４５．２％となっている。 

・問５では，問４で進学を希望する，受検先の候補の一つとして考えると回答

した方に希望する学科について尋ね，機械，自動車，建築の順に多い結果と

なった。 

・問６では，「ものづくりに関わる仕事をしたいと思いますか」という設問に

ついての回答結果。 

・問７では，「将来，鈴鹿市内で働きたいと思いますか」という設問について

の回答結果。以上が，中学校２年生対象の調査結果。 

・【資料２-３】では，中学校２年生の生徒を持つ保護者に対して実施した調査

結果概要について，対象者数は，１,９４８人で回答数は１,６１５人，回収

率８２．９％という結果であった。 

・問１で進学希望を尋ね，問２で進学を希望する地域を尋ねた。市内を希望す

る回答数が８９６人，５５．９％，県内他市町を希望する回答数が６４１人，

４０％となった。 

・問３では，進学を希望する学科について尋ねた。工業科を希望すると回答し

た保護者数は３４５人，２１．６％であった。 

・問４では，市内の県立高等学校に工業課程が新設された場合，進学を希望す

ると回答した割合と受検先の候補の一つとして考える割合と合わせて， 

１,００３人，６２．７％となり先ほどの中学校２年生の回答割合４５．２％

を大きく上回った。 

・問５では，「ものづくりに関わる仕事に就いてほしいと思いますか」という

設問についての回答結果。 

・問６では，「将来，鈴鹿市内で働いてもらいたいと思いますか」という設問

についての回答結果。 

・【資料２】，【３ 平成２８年度の取組】では，先ほどの中学校２年生及び保護

者の方のアンケート調査結果を踏まえ，７月２１日には昨年に引き続き，三

重県への要望・提言活動を実施する。 

・【４ その他】では，今後は企業アンケート回答事業者に対し，企業訪問によ

る，支援確保の強化を図り，具体的な取組方策について稲生高等学校との意

見交換を行っていく。 

 

（市 長） 

 ・これらの説明を踏まえ，意見をいただきたい。 

 

（伊藤委員） 
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 ・稲生高校は，もうすでに設置校として決定しているのか。 

 

（市 長） 

 ・稲生高校が今，学校側からも，県教委からも，一番設置するという点では良

いのではないかということを言っていただいている。 

・知事もはっきり明言しており，できれば稲生高校の中に工業課程を創ってい

きたいという方向性で思っている。 

・鈴鹿サーキットからも近く，実習のときに，高校でできなければ鈴鹿サーキ

ットへ行って実習をするとか，あるいは今使用している部屋を拡張するなら

稲生高校は可能であるということで，その方向性で進めていきたい。 

 

（伊藤委員） 

 ・以前，市長が神戸高校をもう少し鈴鹿市のブランド化にしたいとおっしゃっ

ていた。神戸高校ではだめなのか。 

・鈴鹿に工業高校はないが，四日市中央工業高校とか普通の工業高校は就職が

ほとんど早い段階で決まっている。 

・工業高校の就職率はかなりいいので，鈴鹿市に工業高校ができるのは，すご

く嬉しいが，津や四日市それぞれに県立高校として目玉を持っている。 

・神戸高校をクローズアップして，中・長期的に考えていただき，神戸高校の

トータル的なレベルをこの際に押し上げていただきたい。 

 

（市 長） 

・御意見として承る。 

・本市は高校が５つあり，すべて普通科高校である。これは本市の発展に伴

い，当時の市民の皆様方から普通科高校を創って欲しいという意向がかな

り強かったという歴史があった。 

・人口が減少して，少子化の中で，それぞれの専門性や自分たちのこれからの

仕事にどう結び付けていくかという時に，普通科高校でも一定のレベルま

でいけるが，そうではなく特に工業科や自動車工学，機械系に就きたいと

いう子どもたちも増えている。 

・高専もあるが，先の就職まで考えると地方創生にも繋がってくるが，本市は

ものすごい産業がたくさん進出していて，特に富士電機さんやホンダさん，

旭化成さんとか。いろんな企業が投資をして拡大もしていただいた分，雇

用をしていこうという時に地元の子たちをなかなか雇用ができていない状

況がある。 

・設問の中にもあるが，できれば鈴鹿の学校を出て鈴鹿で就職していただい 
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て，鈴鹿に住んでいただけるというストーリー性を，長期的ではなく，でき

れば早い段階で実現に向けて取組を進めたいと思った時に，稲生高校は一

番環境が整っている。 

・神戸高校は入学定員希望者が割っていない。稲生高校とか石薬師高校とか

は定員割れをしているので，合併をするというよりは，普通科高校も生き

延びながら専門性を持たせ，お互いにどういうふうなことを求めていくの

が良いかということを考えた時に，一番，稲生高校がベストではないかと

いうことに至った。 

・今はまだ決定したわけではないが，稲生高校と一緒に進めているのは事実。

神戸高校にこの話を持っていったら，神戸高校はＮＯと言うと思うので，

神戸高校は商業科をなくす時に普通科と理数科として神戸の鈴鹿市の一定

レベルを上げるということで，商業科をあえてなくした経緯がある。そこ

に工業科をと言うと，いやうちはという話になる可能性もある。その辺を

含め，またこんなこともあったよと神戸高校にも話をしていきたい。 

 

（福嶋委員） 

 ・市長が目指す，子どもたちに地元で働いてもらう，少なくとも仕事をもって

鈴鹿市で住み続けることができるようにするのが一番の大きな目標と思う。 

・会社側もどういう人が欲しいかというと，ものづくりに即戦力として加わっ

てもらう，実践力がほしいというのがアンケートを見ていると読みとれる。

さらに技術力があればなお望ましいと考えているように思う。 

・他県の学校に進学し卒業後県外で働くよりは，市内の工業高校を卒業後、親

御さんの近くにいて鈴鹿市の将来を考えつつものづくりをする若者。そうい

う姿を想像しながら将来の鈴鹿を考えると、「工業に関する学科」の設置は

早急に実現できるよう努力すべきことだと思う。 

 

（市 長） 

 ・２，０００名くらいの子どもさんの中で，約半分近くが専門性のある学科，

あるいは高校ができたら進学を希望する，あるいは選択の中に入れるとい

うことを，子どもたちや保護者の皆さんが考えていることが分かったこと

もすごいと思う。 

・多分１０年前，２０年前だとこんな数値ではなかったと思う。その背景は 

 鈴鹿市の高校が普通科ばかりだということがあると思うので，時代背景の中

に学校の編成というか，専門科目の編成も取入れていくべきだというふうに

思う。そういう意味では子どもたちにアンケートを取った中で，こういう数

値が見えてきたということは，本市の施策の方向性が間違っていないのでは
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ないかと，ある程度の自信を持った。 

・是非，応援や御協力をお願いしたい。 

 

（福嶋委員） 

 ・学校と鈴鹿市内の企業がバックアップしますよという気持ちがあると，保護

者の方も安心しできるのではないか。 

 

（伊藤委員） 

 ・今，ものづくりは全部海外に行き，高卒の人で工業系を出た人がものづくり

の基本から勉強できる人たちをつくらないと，日本に人材，おそらく開発そ

のものが残らない。 

・危機感を皆さんが持っており，なんとか工業高校をという思いと，鈴鹿市は

ものづくり支援をしていることから，企業に入った高卒の人たちにいろんな

研修をしていて，基礎教育というのを，市がしているので，そういう意味で

は理想的な流れだと思う。 

・せっかく工業高校が鈴鹿市にできるということなので，市自体が本腰入れて

取り組んでいかないと，１０年先２０年先ものづくりの鈴鹿市では無くなる

可能性が出てくるというつもりで取り組んでもらいたい。 

 

（山中委員） 

 ・今ほとんどの工業高校を目指す子どもたちは，四日市工業高校か四日市中央

工業高校か津工業高校ですが，四日市中央工業高校へは，遠くて大変な時間

をかけて通っている。その子どもたちからすれば，学べるならば市内の高校

に学科ないし課程で，魅力があれば絶対選ぶ。 

・小さい工業高校じゃなく，学科ないし課程で何かに特化した，自動車産業に

特化した，ここでしか学べないような部分を大いにアピールしていかないと，

新しいところは出発が大変なところがあると思う。なんとかそこをクリアで

きるようなもの，是非とも進めていただきたい。 

 

（下古谷委員） 

 ・工業にとらわれることなく，ものづくりが盛んになれば，販売とかルートと

かになったら商業的な部分も出てくるので，総合的な学校を思い切って創

ってしまった方が良いのでは。 

・稲生高校にしても，学科なり課程を設けていこうとするときに，やはり教員

の問題とか出口のところで，企業との何らかのタイアップ等を見据えてやっ

ていくと思う。 
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・卒業生を出したいとなってくると企業との密接な関係が必要になってくる。

愛知県では，工業高校の上に専攻科という２年の課程を設け，そこで企業の

方に先生として来ていただき，２年間勉強していただくということをやって

いる。どんどん進んでいて，看護系あるいは水産系の高校が成功している。 

・一つ懸念するのが，専門職業大学があと２年か３年すると設立されるので，

兼合いがどうかなという気がする。 

・お父さん，お母さんも地元に残って欲しいとアンケート結果にあったので，

どんどん進めていただき鈴鹿の中に鈴鹿市の子どもたちが残っていただけ

る環境作りを進めていただきたい。 

・ただ，今の時代とか教育システムそのものが大きく変わってきているので，

教育の流れを見ながら踏込んでいっていただきたい。 

・教員の問題もあり，その辺をよく見ていただければと思う。 

 

（市 長） 

 ・他の工業高校もあることから，県教委と連携をしながら，大きな教育システ

ムが変わる中で，潮流を見ながら取組を進めていきたい。 

 

（３）その他について 

≪事務局で日程調整を行い改めて開催の通知をする。≫ 

 

≪市長から閉会の挨拶≫ 

・以上をもって，第 1回鈴鹿市総合教育会議を終了する。 


