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平成２３年８月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２３年８月９日（火） 午後３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，長谷川正人 

 

４ 議場に出席した職員 

文化振興部長（幸田至章），教育次長（澁谷実），参事（藏城郁夫）,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），参事兼文化課長（江

藤昭），考古博物館長（東口元），書記（白塚山隆彦），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（1）鈴鹿市教育委員会事務局職員の任免について         （教育総務課） 

（2）県費負担教職員の人事異動内申について           （学校教育課） 

（3）平成２３年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案について     （教育総務課） 

（4）平成２４年度使用中学校教科用図書の採択について        （指導課） 

 

６ 報告事項 

（1）市史跡西の野５号墳における現状変更について        （考古博物館） 

（2）企画展「河曲の考古学-各地との交流-」の開催について    （考古博物館） 

 

７ その他 

(1) ９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 ２人 

 

（委員長）それでは，平成２３年８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，吉本委員にお願いします。 

 

（委員長）それでは，議事に入ります。１番目の議案第１４９０号｢鈴鹿市教育委員会事

務局職員の任免について｣，及び２番目の議案第１４９１号「県費負担教職員の人事

異動内申について」は，人事に関する案件ですので，地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１３条第６項ただし書きの規定に基づき，会議を非公開にしたいと

存じますが，御異議はございませんでしょうか。 
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（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので，議案第１４９０号及び議案第１４９１号の会議を

全会一致で，非公開とすることにします。それでは，関係者以外の方の一時退室を

お願いします。 

 

≪関係者以外退室≫ 

 

議案第１４９０号「鈴鹿市教育委員会事務局職員の任免について」審議・承認 

議案第１４９１号「県費負担教職員の人事異動内申について」審議・承認 

 

≪関係者再入室≫ 

 

（委員長）お待たせしました。ただ今の，議案第１４９０号及び議案第１４９１号につ

きましては，原案のとおり承認されました。 

 

（委員長）続きまして，３番目の議事の，議案第１４９２号「平成２３年度鈴鹿市教育

費第２号補正予算案について」をお諮りします。 

 

（書記 議案第１４９２号 朗読） 

 

（教育長）平成２３年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案を９月市議会定例会に提出する

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３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。 

 

（教育総務課長）詳細説明 

 

（委員長）ただ今の議案に御質問，御意見がありましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）この種の委託金は，この時期に毎年出てくるのですか。年度の下期に活用

される予算になりますが，もっと早く使えるようにならないのですか。 

 

（教育総務課長）今年は市長選挙がありましたので，当初予算が骨格予算で編成されま

した。そのため，６月補正予算を計上しましたが，通常の年は，本市では，６月補

正は行いませんので，この９月補正予算において，国や県からの委託事業等を計上

することになります。 
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（福嶋委員）この時期の予算計上で，円滑に事業が実施できるということですね。 

 

（教育総務課長）年度当初から必要な予算については，当初予算に計上し，４月から事

業を実施します。しかし，今回のような委託事業については，実態として６月補正

がないという前提で物事を進めているため，後半の半年間で実施する形で対応して

います。４月から計上できれば一番良いのですが，国や県の補助・委託事業の制度

上，仕方がない部分があると考えています。 

 

（福嶋委員）「新学習指導要領を踏まえた学力向上事業費」について，この事業で生まれ

た成果は，他の学校や次の年度にどのように活かされていくのですか。 

 

（指導課長）研究成果は，市内の各学校に伝えていきます。その方法としては，学力保

障推進委員会において，改善策等をまとめて各学校へ配布します。また，来年度の

教育努力目標説明会等においても，詳しく説明をするなど，活用を図っていきます。 

 

（福嶋委員）活用の仕方によって，その効果が異なりますので，よろしくお願いします。 

 

（吉本委員）キャリア教育の概念について，簡単に説明してください。 

 

（指導課長）「働くこと」と「学校教育」との接続がうまくいっていない，という社会現

象を受けたもので，「子どもたちが教育を受けて，将来，働いていく力を付ける」と

いうことが出発点です。言い換えると，「社会で生きていく力を付けていくための教

育」ということになります。 

 

（吉本委員）本市では，これまで「学力フォローアップ事業」を行ってきました。また，

「全国学力調査」も行ってきています。このような調査を行ってきている中，今回，

さらに「新学習指導要領を踏まえた学力向上事業費」を行うということですが，こ

れらは関連する部分がありますか。 

 

（指導課長）まず，全国学力調査ですが，平成２３年度については，東日本の震災の影

響から，全国的に中止になりました。また，「学力フォローアップ事業」については，

本市では，市内の小中学校において，ＣＲＴを活用して学力調査を行い，これを学

力の推移の指標として活用しています。併せて，調査結果や研究成果については，

冊子にまとめて各学校へ戻しています。各種事業の関連性についてですが，学力保

障をどのように進めていくかについては，教育振興基本計画に示したとおりですの

で，これに向けた取組を推進するために，今年度については，新学習指導要領に沿

った各種の補助・委託事業が国や県から出されているので，活用していくこととし

ています。様々な事業を活用しながら，教育振興基本計画に示した学力保障の取組
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を，一貫性をもって実施しているところです。 

 

（吉本委員）この事業について，実施する学年と教科を教えてください。 

 

（指導課長）飯野小学校では，３，４，６年生の国語科と算数科において実施します。

また，白子中学校では，２年生の理科と英語科において実施します。当初予算で計

上した学力保障推進事業費では，ＣＲＴの学力調査を用いて，小学校では，５年生

全員が国語科と算数科を，中学校では，２年生全員が国語科と数学科を実施するた

め，飯野小学校では３年生から６年生までが国語科と算数科を，また，白子中学校

では２年生が国語科，数学科，理科及び英語科の４教科の学力調査を実施する形に

なります。 

 

（福嶋委員）各種委託事業において，委託校の選択はどのように行っていますか。 

 

（指導課長）公募で実施しており，各校から応募していただいています。 

 

（福嶋委員）公募ということになると，学校によって委託事業の実施に差が出てくるこ

とはありませんか。 

 

（指導課長）一つの学校に事業が集中することを心配されていると思いますが，事業を

実施した後には，その報告等も行う必要がありますので，多くの事業を抱えるのは，

現状としては難しいと思います。各学校がどの事業に応募するかを十分に考えて，

応募してきているのが現状です。 

 

（吉本委員）「新学習指導要領を踏まえた学力向上事業費」は単年度で終了するのですか。

継続して実施するのですか。 

 

（指導課長）単年度で終了します。 

 

（吉本委員）この事業は国の事業ですか。県の事業ですか。その結果は，国や県に報告

しますか。 

 

（指導課長）県の委託事業ですので，県に結果を報告します。その報告内容を県で取り

まとめた後，県内各地に報告書が配布されます。 

 

（福嶋委員）「学校図書館活用調査研究事業費」も単年度の事業ですか。また，どのよう

な事業ですか。 
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（指導課長）昨年度も実施していますが，基本的には単年度事業です。昨年度は石薬師

小学校で実施し，今年度は栄小学校で実施します。これらの学校を研究拠点校とし

て，市全体へ研究結果を普及させることになります。事業の内容としては，学校図

書館を活用した読書指導のあり方や効果的な教科指導の進め方に関する研究，また，

司書教諭を中心とした教職員，学校図書館巡回指導員，読書環境整備支援員及びボ

ランティアの方々と協働した，学校図書館運営の方法に関する研究等です。さらに，

今回の栄小学校においては，特別支援教育における読書活動の推進もテーマとして

挙がっています。 

 

（福嶋委員）新しい図書を購入するのですか。予算の使い道についても教えてください。 

 

（指導課長）この事業では，子ども用の図書購入は認められていません。予算の使途は，

研究用図書の購入，学校図書館の環境整備に関する消耗品，図書館運営のあり方に

ついて指導していただく講師料等を計上しています。 

 

（委員長）「新学習指導要領を踏まえた学力向上事業費」は予算額が尐ないですが，人材

は投入されないのですか。 

 

（指導課長）この事業では，人材を配置する費用は計上していません。学力調査に係る

消耗品及びその採点料が主な費用です。学力調査結果を活用して，先生方に研究を

していただき，方向性を示していくような事業になっています。 

 

（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，お諮りし

ます。議案第１４９２号「平成２３年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案について」

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１４９２号を原案のとおり承認します。 

 

（委員長）続きまして，４番目の議事の，議案第１４９３号「平成２４年度使用中学校

教科用図書の採択について」をお諮りします。 

 

（書記 議案第１４９３号 朗読） 

 

（教育長）平成２４年度使用中学校教科用図書を採択するについて，鈴鹿市教育委員会

教育長事務委任等規則第１条第１１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。 
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（書記）図書の搬入を指示 

 

《図書の搬入》 

 

（指導課長）詳細説明 

 

（委員長）全ての教科について説明が終わりました。ただ今の議案に御質問，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）今回の教科書の改訂は，学習指導要領の改訂に伴うものですか。また，調

査会のメンバーを教えてください。 

 

（指導課長）調査会のメンバーは，学校の教師と教育委員会事務局の指導主事です。ま

た，今回の教科書の改訂は，新学習指導要領の内容に沿って行われています。 

 

（福嶋委員）内容を十分に吟味して教科書を決めることは大切なことですが，特に主要

５教科において，発行会社が大きく変わっています。これは，子どもが違和感を抱

くことになると思いますが，今年は，例年に比べて，発行会社が変わる教科が多い

のでしょうか。 

 

（指導課長）採用する発行会社が変わることについては，あまり考慮に入れていません。

教科書を調査する項目としては，「学習指導を進める上で適切であるか」「児童の日

常生活，経験及び興味関心に対する配慮がなされており，自主的，自発的な学習を

指導する上でより適切であるか」「他の教科との関連が必要に応じて配慮されている

か」「発展的な学習内容が主たる内容の学習に資するものであるか」「地域の実態に

照らしてより適切であるか」などを挙げて，内容本位で，子どもたちにとって，ど

の教科書か適切であるかを考えて，推薦させていただいています。 

 

（福嶋委員）例えば，国語科ですが，去年は三省堂，今年は光村図書出版というように，

年ごとに教科書が変わってくると，毎年，指導方法を勉強し直したりしなければな

らないなど，先生方にも負担がかかることにもなりますが，その点はどのように考

えていますか。 

 

（指導課長）教科書採択は，教科書の改訂が行われる４年に１回行われます。したがっ

て，今回採用された教科書は，今後４年間使用することになります。教科書が今年

と変わってしまう生徒もいますが，今後４年間は変わりません。 
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（福嶋委員）分かりました。４年間は変わらないということですね。推薦教科書を拝見

して，短時間で分かりにくい部分もありましたが，明らかに良いと感じました。 

 

（吉本委員）細部にわたって調査したことが分かりますが，今回の教科書の調査に関し

ては，調査員は何人の方を指名して，それぞれの教科に何人の方を配置しているの

ですか。 

 

（指導課長）合計で４９人です。各教科に教科部会があり，人数に差はありますが，４

人から９人が集まって協議をしました。 

 

（吉本委員）冒頭の教科書の推薦理由の説明は，教科部会の方が協議してまとめたもの

ですか。 

 

（指導課長）各教科部会の方にまとめていただき，採択協議会で検討していただいた推

薦理由を提案させていただきました。 

 

（吉本委員）採択に当たっては，県でも市と同様に調査をして，その結果をまとめて，

採択協議会へ指導助言をすることになっていると思いますが，その内容はどのよう

にまとめられていましたか。 

 

（指導課長）県の調査結果は，各教科書の特長を重視した内容でまとめられていました。 

 

（吉本委員）以前，歴史認識に関して，様々な報道がなされたことがありましたが，今

回の歴史の教科書の中に，過去の報道にあったような内容の記述は含まれていまし

たか。 

 

（指導課長）各発行会社が，それぞれ重点を置いて教科書を作成されていると考えてい

ますので，様々な立場で書かれているのではないかと思います。 

 

（吉本委員）以前は，発行会社からパンフレット等が送られてきて，調査前に宣伝的な

行為をすることがあったと聞いたことがありますが，今回はどうでしたか。 

 

（指導課長）広告や宣伝物の送付はありました。しかし，教育委員会では，このような

ものは一切受け取らないことにしており，全て返送しています。 

 

（吉本委員）教科書展示の期間を教えてください。 

 

（指導課長）法定展示会は１４日間，中学校での移動展示は３週間実施しました。 



８ 

 

 

（吉本委員）展示会での一般の方からの意見はどうでしたか。 

 

（指導課）意見はたくさんいただきました。法定展示会では３８件，移動展示では７２

件の意見をいただいています。これらの意見については，教科部会へお知らせし，

これらを踏まえて調査結果を出していただくようにしています。 

 

（福嶋委員）「地域の実態に照らしてより適切であるか」という調査項目について，小学

校の社会科等では，このような調査項目に該当するような内容が多くあると思いま

すが，中学校の場合は，より普遍的な内容になっていると思います。今回，この点

に該当するような内容はありましたか。 

 

（指導課長）子どもたちにとって，より具体的で，意欲が湧く内容のものを教科書に推

薦しようという目的で，このような項目を挙げていますが，実際には，小学校のよ

うに地域の教材を扱ったものは尐ないのが現状です。教科書の推薦理由に１点挙げ

させていただきましたが，津市の風力発電の写真が掲載されている部分がありまし

た。 

 

（福嶋委員）学習指導要領においては，学力を上げることを目標にしてきていますが，

そういうことを重視して選んだと考えて良いですか。 

 

（指導課長）学習指導要領の趣旨に基づいて，子どもたちの学力を付けていくという観

点から推薦させていただきました。 

 

（生貝委員）社会科の教科書は，いずれの発行会社でも，紙面いっぱいに情報が掲載さ

れおり，ボリュームが多いという印象です。子どもたちが学習するに当たって，無

理があるのではないか，という意見はありませんでしたか。 

 

（指導課長）各発行会社が，学習指導要領に沿って検定を受けて作られている教科書で

すので，そのような情報量に関する意見はありませんでした。各教科書の中で，よ

り子どもに使いやすいようにという視点で選考しました。 

 

（生貝委員）授業の時間数にも関係してくると思いますが，子どもたちにはしっかりと

指導してほしいと思います。 

 

（福嶋委員）私たちの世代と比べて，今の子どもたちの情報処理能力が変わってきてい

るような面も，反映されているのではないでしょうか。 
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（委員長）音楽については，邦楽を取り扱っていくことになっていますが，指導される

先生はいらっしゃるのですか。どのように授業を行っていくのですか。 

 

（指導課長）教科書に基づいて指導をしていくことになりますが，音楽の先生が邦楽の

実技等を指導することは難しい面があると思います。先生方も研修をしていただく

とともに，様々な方からの御支援もいただきながら，実施していきたいと考えてい

ます。 

 

（委員長）中学校にも夢工房の講師を派遣していますか。 

 

（指導課長）派遣しています。 

 

（委員長）このような教科は，身近に接することが大切ですので，夢工房の達人等の人

材に御活躍いただいて，尐しでも，子どもたちに実感を持ってもらう工夫をお願い

します。キャリア教育と同じように，他の教科にも人材を投入していってほしいと

思います。 

 

（指導課長）中学校武道や邦楽等の伝統文化の継承については，今回の学習指導要領で

強調されている部分ですので，夢工房の講師等に御協力をいただきながら，指導の

充実を図っていきたいと思います。 

 

（生貝委員）社会科の教科書については，公民だけが発行会社が異なっていますが，何

か理由があるのですか。 

 

（指導課長）公民の分野の教科書として，どの教科書がふさわしいかを考えた結果であ

り，地理や歴史の発行会社との関係性はありません。地理，歴史，公民を別々に考

えた調査結果です。指導する内容は，それぞれの教科書で完結していますので，指

導に関して問題はないと考えています。 

 

（福嶋委員）公民の教科書を拝見しましたが，ハローワークのことや金融のことなどが

掲載されており，私たちが学んだときの教科書に比べて，かなり様変わりして，よ

り実践的な内容が盛り込まれているように感じました。 

 

（委員長）公民の教科書については，全体的に，社会活動に結び付くような内容が伺わ

れ，私も同様に感じています。また，理科の教科書についてですが，「科学」という

名称になっていますが，子どもたちや先生方のとらえ方に関して，問題になってく

ることはありませんか。 
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（指導課長）教科書の名前は科学となっていますが，問題はありません。内容的には理

科の内容であり，内容を重視して選考してきました。 

 

（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１４９３号「平成２４年度使用中学校教科用図書の採択について｣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１４９３号を原案のとおり承認します。 

             

（委員長）それでは，報告事項に移ります。１番目の「市史跡西の野５号墳における現

状変更について」をお願いします。 

 

（考古博物館長）詳細説明 

   

（委員長）ただ今の報告に，御質問，御意見がありましたらお伺いしたいと思います。 

 

（生貝委員）この古墳は，どのように保存をしていますか。表示等はありますか。 

 

（考古博物館長）現地近付に表示看板を設置しています。日頃の管理は，年額１８万円

の予算で，草刈り等の管理を行っています。先日の台風６号で倒木の被害がありま

したが，このときは，職員で処理をしました。 

 

（委員長）改良する道路より５号墳の土地の方が下がっているのですか。この現状変更

により，古墳への雨水の流入を防ぐ等，古墳を守ることにつながるのですか。 

 

（考古博物館長）現地は道路面が多尐高い地形になっています。現在，断面図の右側に

ある既設のＵ字溝と同等のものが，左側の古墳側の工事箇所にも敷設されています。

この左側のＵ字溝を深いものに取り換えるというのが今回の工事です。また，その

左側には，上段に盛り土，下段に切り土と表示していますが，これによって，浸水

を防ぐ効果があると考えています。また，今回敷設する可変側溝については，断面

口径が大きいので，ここからの漏れはないという計算に基づいた工事になっていま

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２番目の「企

画展「河曲の考古学-各地との交流-」の開催について」をお願いします。 
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（考古博物館長）詳細説明 

 

（委員長）ただ今の報告に，御質問，御意見がありましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）縄文・弥生時代の生きた社会科教材として，現に遺物が存在していますの

で，特に中学生に対して活用の努力をしてほしいと思います。 

 

（考古博物館長）今回の展示資料の中には，八重垣神社遺跡から出土した，沈線文系土

器というものがあります。これは弥生時代初期のものであると特定されています。

全国的に出土していますが，この辺りではあまり発見されていない土器です。また，

ほぼ完全形で出土しており，沈線文系土器としては，日本の南限の発見ではないか

と言われています。今年３月に開催された文化財調査会においても，市の指定文化

財に推す価値を有する資料として承認されました。こういう資料が，鈴鹿で発見さ

れたことから，当時の文化交流が類推されることと併せて，時代的にも縄文時代か

ら弥生時代への流れを推し測ることができるのではないかと考えています。 

 

（委員長）関連講座に参加できない場合，後日，講座の録音等を考古博物館で聞くこと

ができますか。 

 

（考古博物館長）今まで，そのような対応は行っていないと思います。御指摘について

は，講師の意向等を含め，持ち帰って検討したいと思います。 

 

（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事

項に移ります。｢９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，９月教育委員会定例会を９月２１日水曜日午後４時から開催する

ことに御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，９月教育委員会定例会を９月２１日水曜日午後

４時から開催することにします。それでは，これをもちまして８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。 

 

８月教育委員会定例会終了 午後５時３１分 
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  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

           

           委員長 横田 美喜子 

 

           委 員 吉本  強 


