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平成２３年４月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２３年４月１９日（火） 午後１時３０分から 

 

２ 場  所  鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

       

３ 出席委員  横田美喜子，福嶋礼子，吉本強，生貝初，水井健次 

４ 議場に出席した職員 

文化振興部長兼文化課長事務取扱兼スポーツ課長事務取扱（幸田至章），教育次長（市

川春美），参事(澁谷実),参事兼教育総務課長（長野克之），学校教育課長（西繁），指

導課長（鈴木英文），青尐年課長(北口幸弘)，人権教育課長（篠原政也），教育研究所

長（長嶋高之），生涯学習課長（宮崎由美子），考古博物館長(東口元),考古博物館主

幹兼埋蔵文化財ＧＬ（新田剛），書記（白塚山隆彦），書記（中川聡子） 

 

５ 議 事  

(1) 専決処分（鈴鹿市立公民館長の任免）の承認について          (生涯学習課) 

(2) 文化財の指定について                       (考古博物館) 

 

６ 報告事項 

(1) 平成２３年度アクションプランの具現化に向けて 

「各課の取組」について                   （関係各課）  

（2) 平成２３年度・２４年度体育指導委員の委嘱について      (スポーツ課) 

  

７ その他 

(1)  ５月教育委員会定例会の開催について                (教育総務課） 

 

８ 傍聴人  １名 

 

（教育総務課長）議事に入ります前に，４月１日付けの人事異動によりまして，教育委

員会事務局及び文化振興部へ転入・昇格されました管理職の方から御挨拶をさせ

ていただきます。 

   

（該当職員 挨拶） 

 

（委員長）それでは，平成２３年４月教育委員会定例会を開きます。本日の会議録署名

委員は，生貝委員にお願いします。それでは議事に入ります。１番目の議案第  

１４８０号｢専決処分（鈴鹿市立公民館長の任免）の承認について｣をお諮りしま
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す。 

 

（書記 議案第１４８０号 朗読） 

 

（教育長）鈴鹿市立公民館長の任免を行うについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委  

任等規則第３条第１項の規定により専決処分したので，同条第２項の規定により，

この議案を提出します。なお，詳細は担当課長に説明いたさせます。 

  

（生涯学習課長） 詳細説明 

  

（委員長）ただいまの議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（委員長）それでは，御意見もないようですので，お諮りします。議案第１４８０号｢専

決処分（鈴鹿市立公民館長の任免）の承認について｣を原案のとおり承認すること

に，御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同） 異議なし。 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１４８０号を原案のとおり承認いたし  

ます。 

 

（委員長）続きまして，２番目の議案第１４８１号「文化財の指定について」をお諮り

します。 

 

（書記 議案第１４８１号 朗読） 

 

（教育長）鈴鹿市の文化財として指定するについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委  

任等規則第１条第１３号の規定により，この議案を提出します。なお，詳細は担

当課長に説明いたさせます。 

 

（考古博物館長）詳細説明 

 

（委員長）ただいまの議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）２点とも貴重な物で，大変立派な物だと思います。考古資料としては，何

点が文化財に指定されていますか。 

 

（考古博物館長）考古資料としては，全部で３点ございます。 
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（福嶋委員）考古博物館というのは，県内でも珍しい博物館ですし，いろいろな活動を

していただいていており，最先端の施設だと考えていますが，いかがですか。 

 

（考古博物館長）確かに考古に限定して展開している博物館は珍しく，それはメリット

なのですが，その半面，敷居が高いと思われているということもあると思います。

展示内容や年４回の企画展など，誇れる内容ですし，日々の埋蔵文化財の発掘調

査も力を入れて取り組んでいます。 

 

（福嶋委員）私たちも，敷居の高さを取り除く努力をしなければならないと考えていま

す。今回の文化財も含めて，学校教育の方にも活用していけたらと思います。 

 

（委員長）平成１６年からの発掘で，今年になって文化財に指定されるというのはどう

いうことですか。 

 

（考古博物館長）平田遺跡は，鈴鹿市水道局第五期拡張（変更）事業計画に基づく，平

田送水場の更新計画の中で，送水場を取り壊す前に，私共で一昨年，昨年と第１

９次から第２２次で発掘調査を行った経緯があります。その直近の調査が終わっ

たので，これまでの成果を踏まえて，今年の文化財調査会にお諮りした次第です。 

 

（委員長）文化財調査会には，どれくらいの件数が上がってくるのでしょうか。 

 

（考古博物館長）文化財調査会は年に２回開かれますが，年によってばらつきがあり，

審議する文化財がない場合もあり，平均的には年に数点です。 

 

（委員長）他によろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮りし

ます。議案第１４８１号「文化財の指定について」を原案のとおり承認すること

に御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同） 異議なし。 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１４８１号を原案のとおり承認いたし  

ます。 

 

（委員長）続きまして，報告事項に移らせていただきます。１番目の「平成２３年度ア

クションプランの具現化に向けて「各課の取組」について」をお願いします。 

 

（関係各課長） 詳細説明 
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（委員長）ただいまの報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（吉本委員）これは，アクションプランの中身から抜き出したものですか。それとも，

アクションプランとは別の所からの事業も入ってきているのでしょうか。 

 

（教育総務課長）アクションプランは，単年度の重点施策を挙げますので，平成２３年

度に特に力を入れていくことを，教育委員会全体でＡ３サイズ１枚にまとめてお

ります。そして，その中身をより具体的にかみ砕いて説明させていただいたもの

が，このＡ４サイズの「各課の取組」です。 

 

（吉本委員）アクションプラン本体と「各課の取組」とで，事務事業名が異なっている

ので，双方がどのようにリンクしているのかが分かりづらいように思います。教

育委員会の業務を他の方に紹介する際に，このアクションプランを使うことがあ

りますが，これでは説明しづらいです。例えば，指導課の取組のⅠの（３）に，「第

二次鈴鹿市子ども読書活動推進計画に基づいた読書活動を推進します」とありま

すが，これはアクションプラン本体のどの部分に該当してくるのでしょうか。こ

のような点がもっと分かりやすくならないですか。 

 

（教育長）指導課の取組の「第二次鈴鹿市子ども読書活動推進計画に基づいた読書活動

を推進します」という所は，アクションプラン本体のⅠの３，「読書活動を推進し

ます」の内容をより具体的にしたものです。このアクションプランは，教育委員

会全体の重点施策で，課単位にすれば，もっと具体的になってきますし，内容に

よっては，課をまたぐ事業も出てきます。例えば，尐人数教育は学校教育課にも

指導課にも関わるものです。このように見ていただければ，御理解いただけるの

ではないかと思います。 

 

（吉本委員）これは，アクションプランの中身を具体化したものだということですので，

そうだとは思いますが，どことどこがリンクしているということがもっと分かり

やすければ良いなと思うのです。例えば，「第二次鈴鹿市子ども読書活動推進計画」

自体はアクションプラン本体には載っていないので，「各課の取組」においても，

アクションプランのⅠの３，「読書活動を推進します」という項目を挙げていただ

いた上で，その下に「第二次鈴鹿市子ども読書活動推進計画に基づいた・・・」

というのを書いていただいた方が分かりやすいのではないでしょうか。５ページ

の人権教育課の取組のⅢの１，「日本語教育支援システムの強化に努めます」とい

うのも，こういう語句はアクションプラン本体には載っていません。このように

所々でリンクさせづらい部分があります。 
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（教育長）指導課の件について尐し経過説明をしますと，アクションプランを作成した

のは昨年の１２月から今年１月にかけてのことでしたが，一方で，「第二次鈴鹿市

子ども読書活動推進計画」は，市長部局の文化振興部などと共に作ってきた計画

で，まだ県内でも改訂していない市町も多いですが，本市では，アクションプラ

ンの尐し後にできました。吉本委員のおっしゃることもよく分かりますし，アク

ションプランに「第二次鈴鹿市子ども読書活動推進計画」ということも載せられ

れば良かったのですが，アクションプランの方が先にできていたという事情があ

ります。それでも，「第二次鈴鹿市子ども読書活動推進計画」は，実際に指導課が

取り扱っていく計画ですし，この計画の中には具体的な施策も入っていますので，

「各課の取組」には是非盛り込んでいった方が良いだろうと考えました。 

 

（指導課長）教育長が申しましたとおり，アクションプランが出来上がった後に，「第二

次鈴鹿市子ども読書活動推進計画」」が出来上がってきた経緯があります。指導課

としては，アクションプランに盛り込んだ，読書活動の推進ということを，「第二

次鈴鹿市子ども読書活動推進計画」に基づいて推進していくということで，「各課

の取組」において具体化させていただきました。 

 

（福嶋委員）アクションプラン本体と「各課の取組」は，例えるなら「縦の引き出し」

と「横の引き出し」と考えたら良いのかなと感じました。実際に運用していくの

は学校現場ということになるので，学校現場では，どのようにこのプランを動か

していくのかということを補足していただけますか。 

 

（学校教育課長）全ての「各課の取組」の中に，「各学校園での取組」というのがまとめ

てあり，各学校園では，鈴鹿市教育振興基本計画やアクションプランに基づいて，

経営方針を立てていただいて，長期的，短期的な計画を作っていただいています。

その計画を実践していくときにポイントとなるのが，この「各学校園での取組」

という部分です。 

 

（福嶋委員）最終的な目標達成度は，年度末に結果を集計していくということですか。

また，結果が数字として出てくると分かりやすいですが，その数字に中身が伴っ

ているかという「質」の問題を，どのように克服していこうとお考えですか。 

 

（教育長）アクションプランと「各課の取組」の内容を学校でどのように取り組んでい

くかということは，確かに課題だと思います。教育委員会では，実際に各学校を

訪問して，今年度はどう取り組んでいただくかということを話し合っています。

この面談の中で，学校ごとに資料を作り，アクションプランに基づいて，各学校

の教育目標，目指す子ども像，それに到達するために授業力をどう向上していく

か，教育環境をどう活用していくか，どうやって開かれた学校にしていくかなど
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を話し合います。地域の方々とどう教育活動に取り組んでいくかについても，学

校運営協議会を通して，学び，ふれあい，つながりをどう深めていくか，それぞ

れの学校が具体的なプランを示していただいています。そのプランを，これから

始まる鈴鹿型地域コミュニティスクールで，委員さんに提示し，熟議を重ねてい

ただいて，実践をしていただきます。年度末には，学校ごとの成果について，白

書や学校自己評価，アンケートというような形で出していただいています。モデ

ル校を指定して事業に取り組む自治体もありますが，本市ではモデル校を指定し

ないで，全体で取り組んでいます。義務教育の根幹は，機会均等であること，一

定の水準を保つことだと考えるからです。それぞれの学校の特色はありますが，

最低限の学力保障をしていかなくてはならないと思います。今の時期，市内全て

の学校を回って面談し，年度当初の各学校の目標を聞かせていただいています。

また，学校訪問は，１０月と年度末にも行っています。このように，各学校でも

アクションプランに基づいて計画を立てていただいています。 

 

（参事）数値目標と内容の充実に関する御質問についてですが，数値目標は，物事の一

つの断面，切り口を，何とか数字で表現できないかということで設定しておりま

す。例えば，アクションプランの中の，「読書活動を推進します」の所で，学校図

書館での一人当りの年間貸出冊数の目標値が２３冊というのがありますが，現在，

教育長が学校訪問を行いながら，この数字だけを目指すのではなく，子どもたち

に読む力を付けることこそが大切だと指導しています。学校訪問や毎月の校園長

会などの機会を通じて，数値だけでなく，より中身が充実するように努めていく

ということについて認識を共有しています。 

 

（福嶋委員）学校訪問などを通じて，常に各学校と対話され，それぞれの学校の特色を

尊重されていることもよく分かりました。 

 

（委員長）２ページの，深伊沢小学校校舎・屋内運動場増改築事業についてですが，こ

れは，校舎も解体するということですか。もしそうでしたら，子どもたちの授業

などはどう対応するのですか。 

 

（教育総務課長）解体するのは屋内運動場だけで，校舎は増築になります。敷地が狭い

ため，屋内運動場に教室を併設するような工事を実施します。 

 

（委員長）それから，食育の推進という所ですが，給食時間の十分な確保についても御

配慮をよろしくお願いします。 

教育長が学校現場と話し合って全体を把握されてみえるということに，とても

安心しましたし，各課の取組内容も充実していますので，横の連絡，連携も密に

取っていただいて，実施することに重点を置いて，この計画を推進していただき
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たいと思います。 

 

（福嶋委員）アクションプランの目標値の中で，学校現場からして目標達成が困難と思

われている部分はどこですか。 

 

（指導課長）目標値を設定する際には，努力すれば達成できるような設定にしてありま

すので，それほど無理な部分はないと考えています。 

 

（学校教育課長）アクションプランにある数値は，市全体としての数字ですが，学校に

よってそれぞれの実態があります。アクションプランの目標値は，市全体の目標

としてしっかり持っておいて，目標値に到達している学校もあれば，していない

学校もあるので，そういう実情を見ながら，各学校と話し合って，具体的な取組

を支援するのに活用できる手段だと考えています。 

 

（教育長）福嶋委員がおっしゃった，どこが一番困難な所なのかという点は，私共も大

変気になる点です。まず一つには，学力の問題があります。国は，「全国学力学習

状況調査」を実施し，基礎基本の力とそれを活用する力を調べています。ただ，

私は，学力はそのような側面だけではないと思っています。子どもの学力という

のは，基本的な生活習慣をベースにして，基礎基本の力，それを活用する力，そ

して第三の力が，共に生きる力，助け合う力，支え合う力だと思います。そして，

この第三の力が，子どもに一番付けてあげたい力です。今回の東日本大震災でも，

この力の大切さが再認識されています。私は，この第三の力も含めて，学力を広

く捉えています。知識理解や基礎基本の部分の成績が良いことももちろん望まし

いことですが，それだけに執着するのではなく，共に生きる力が大事であると思

います。このような広い意味での学力観というのは，何度も学校現場ともすり合

わせる必要がありますし，テストの点数を上げてほしいという保護者からの要望

もありますので，何が大事かということを私たちが説明していかなければならな

いと思っています。 

 

（福嶋委員）震災という大きな災害もあり，何が本当の学ぶ力なのか，教育を再検討す

る時期でもありますね。 

 

（生貝委員）アクションプランのⅡの３，「開かれた学校（園）づくりを推進します」に

ある，ホームページからの情報発信の充実についてですが，先日，各学校のホー

ムページを見たのですが，内容が充実している学校とそうでない学校と，かなり

ばらつきがあるようです。ホームページは世界中からアクセスできる物なので，

外に向けて発信することは大事だと思います。そういう取組は，このアクション

プランにはないのですか。 
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（指導課長）そういった学校の取組を支援していくために，指導課の取組の中の，「ＩＣ

Ｔ機器の活用実践集の作成」などを行っていきますので，アクションプランに直

接は載っていませんが，学校訪問などを通じて，情報教育の充実をお願いしてい

る状況です。 

 

（生貝委員）情報教育も大切ですが，子どもたちの教育活動の結果を発信することも，

大事なことだと思います。 

 

（学校教育課長）何年か前に比べると，各学校のホームページは充実してきましたが，

まだ，ばらつきがありますので，学校教育課の取組の中にも載せていますが，そ

れぞれの学校のホームページを充実させていただくように働きかけています。 

 

（教育長）情報発信を積極的に行うことは大いに賛成です。今私たちは，鈴鹿型コミュ

ニティスクール事業を進めていますが，これまでも，学習支援ボランティアや安

全安心ボランティア，読み聞かせボランティアなど，様々な方に学校に入ってい

ただいています。全国の様々な自治体や文部科学省と話していますと，忙しい学

校現場に無理をさせてホームページの更新等をしてもらうのはどうか，という話

になります。私が実際に見学した，東京都三鷹市の小中一貫校「にしみたか学園」

など，地域住民の方にボランティアで学校のホームページを更新していただいた

り，先生や保護者，地域から情報を集めて発信していただいたりしている所も増

えています。行政や学校だけで教育活動を行うのには限界もありますので，地域

の方に協力していただける部分は協力していただくことも視野に入れて，守秘義

務の面も考慮しながら，各校のホームページも是非充実させていきたいと思いま

す。 

 

（委員長）行政や教育委員会，学校だけでなく，家庭や地域も一緒になって，子どもた

ちのために取り組んでいっていただきたいと思います。 

 

（委員長）続きまして，２番目の「平成２３年度・２４年度体育指導委員の委嘱につい

て」をお願いします。 

 

（文化振興部長兼スポーツ課長事務取扱） 詳細説明 

 

（委員長）ただいまの報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（委員長）長い方は，何年くらい務めていただいていますか。 
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（文化振興部長兼スポーツ課長事務取扱）最長で８期１６年務めていただいています。

３３歳から６６歳の方までみえます。 

 

（福嶋委員）地区によっては，委員のなり手がいない所があるということですが，どう

いう理由があるのでしょうか。 

 

（文化振興部長兼スポーツ課長事務取扱）人選には，各地区の自治会も苦労されていま

す。週末に仕事をしている方も多いということもあると思います。白子，玉垣地

区は，体育振興会が解散しており，推薦母体がなくなっていて，推薦していただ

くのが難しい状況になっています。 

 

（福嶋委員）若い世代は特に尐ないということですね。考え方の変化があるのでしょう

か。 

 

（文化振興部長兼スポーツ課長事務取扱）地区の運動会などに携わっていただく方も，

高齢化しています。年齢層などバラエティに富んだ方にお願いできると良いので

すが，皆さんそれぞれ事情があり，難しいのが現状です。 

 

（吉本委員）体育指導委員が携わるのは，学校体育とは区別した社会体育ということで

すか。 

 

（文化振興部長兼スポーツ課長事務取扱）体育指導委員の方には，ジュニアから高齢者

まで，幅広い年齢層の指導をお願いしています。スポーツ教室，体験等は，学校

の協力も得て，子どもたちを集めていただいたり，普段，スポーツをしない子に

も声を掛けていただいたりしています。 

 

（吉本委員）体育指導委員には，何か資格は要りますか。 

 

（文化振興部長）資格は必要としません。 

 

（委員長）年間に開催される事業が多くて，負担になりすぎているということはありま

せんか。 

 

（文化振興部長兼スポーツ課長事務取扱）委員は全部で５６名ですが，１回の事業に出

ていただけるのは平均３８名ほどですので，それぞれの御都合の中で，調整して

いただいていると思います。 

 

（委員長）他によろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，その他の
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事項に移ります。｢５月教育委員会定例会の開催について｣をお願いします。 

 

（教育総務課長） 詳細説明 

 

（委員長）それでは，５月教育委員会定例会を，５月１６日，月曜日，午後２時から開

催することに，御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員全員） 異議なし。 

 

（委員長）御異議ないようですので,５月教育委員会定例会を，５月１６日，月曜日，午

後２時から開催することにいたします。それでは，これをもちまして４月教育委     

員会定例会を終了します。ありがとうございました。 

 

４月教育委員会定例会終了 午後２時５６分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

           

           委員長  

 

           委 員  


