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平成２３年１０月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２３年１０月１９日（水） 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  福嶋礼子，生貝初，吉本強，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），スポーツ課長（松岡正朋），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）就学等に関する規則の一部改正について             （指導課） 

（2）鈴鹿市が設置する公の施設からの暴力団排除措置要綱の制定について 

       （青尐年課） 

 （3）指定管理者の指定について                 （スポーツ課） 

 

６ 報告事項 

（1）平成２４年度幼稚園児募集結果について            （学校教育課） 

（2）平成２３年度佐佐木信綱記念館特別展等の開催について       （文化課） 

（3）特別展「ヤマトタケルと白鳥伝説」の開催について       （考古博物館） 

 

７ その他 

（1）学校給食センターについて                 （学校教育課） 

（2）コミュニティ・スクールについて               （青尐年課） 

(3) １１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 なし 

 

（委員長）１０月１日から教育委員長に就任しました福嶋礼子です。どうぞよろしくお

願いします。平成２１年１０月に教育委員会委員になりまして以来，早２年が経ち

ました。鈴鹿市の教育全般にあたりまして様々な角度から学ばせていただき，尐し

ずつ理解を深めてきたところございます。教育とは文字通り，教え育むということ



２ 

 

です。未来へ向かう子供たちに，知識・知恵を伝えて，体と心の健やかな成長を守

り，環境を整えていくことだと思います。鈴鹿市には先人が，十分御検討いただい

た鈴鹿市教育振興基本計画がございます。それに基づいて様々な施策を実施してい

くことが大切だと思っています。微力ではございますが，ここにいらっしゃいます

皆様のお力を借りてさらに前に進みたいと思っております。どうか一層のお力添え

をいただきますようお願い申し上げます。ではどうぞ一年間よろしくお願い申し上

げます。それでは，平成２３年１０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。それでは議事に入ります。一番目の議案第 

１４９７号「就学等に関する規則の一部改正について」をお諮り致します。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 

 

（指導課長）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。 

 

（吉本委員）今回は，中学校の指導要録の改正ということですが，小学校の指導要録の

改定はないのですか。 

 

（指導課長）小学校については，昨年度末に改定させていただき，今年度から施行して

います。 

 

（吉本委員）選択教科が無くなったことによって，必修教科の授業時間数に変更があり

ますか。 

 

（指導課長）基本的に選択教科で自由採用であったものが，各教科に割り当てられてい

ますので，授業時間数は，国語・数学・理科等で増えています。また，外国語活動

などが，今まで選択教科の中で行われていましたが，教科の授業数としてカウント

され，最低授業時間数に入れられています。 

 

（吉本委員）選択科目がなくなったことにより，４教科については時間数が充実された

ということですね。 

 

（指導課長）中学校につきましては，総授業時間数も増えております。 

 

（吉本委員）それは４教科について増えた分が，総授業時間数の増加につながっている
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ということですか。 

 

（指導課長）そのとおりです。 

 

（生貝委員）指導要録に書き込む事柄についてですが，観点別学習状況の欄には，どの

ような表記がされるのでしょうか。 

 

（指導課長）基本的には，小学校では○×を記入しています。今回改正する中学校では，

ＡＢＣで評価を行っています。 

 

（委員長）ＡＢＣはＡが最も良い，Ｂが普通で，Ｃが努力を要するということですか。 

 

（指導課長）そのとおりです。文部科学省からは，ＡＢＣで評価をするようにといった

表記の指定はありませんが，多くの学校がＡＢＣを採用しております。学校によっ

ては，○×により評価している場合もあります。Ａ又は○が「十分満足できる」，Ｂ

又は記述なしが「概ね満足できる」，Ｃ又は×が「努力を要する」ということです。

また，評価に当たっては，基本的には文部科学省から評価基準の例が示されており，

それに基づき，各学校の特色に応じて評価基準を定めております。大きな差はござ

いませんが，多尐，学校の特色があると思います。 

 

（生貝委員）要するに例示に則って評価をしているのですね。 

 

（吉本委員）ちなみにＡというのは何点以上ですか？ 

 

（指導課長）評価基準に対して，十分達成しているかどうかの判断でありまして，点数

ということではありません。 

 

（委員長）全ての欄にＡＢＣのいずれかが入るということですね。 

 

（指導課長）そのとおりです。 

 

（委員長）今回改正する指導要録では，先生が記述する部分が増えていますが，現場の

先生にとってはどのように感じておられるのでしょうか。「より細かく子どものこと

について記述できるかどうか」という心配も出てきますがいかがでしょうか。 

 

（指導課長）枠は広がっていますが，改定により記述する内容が変わったということで

はありません。教員に対しては，様式の変更に伴い，改善された部分について，十

分説明させていただきますので，学校現場で御指摘のような心配を感じられること
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はないと考えています。 

 

（委員長）ほか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１４９７号「就学等に関する規則の一部改正について」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）御異議ないようですので，議案第１４９７号を原案のとおり承認します。続

きまして，２番目の議案第１４９８号「鈴鹿市が設置する公の施設からの暴力団排

除措置要綱の制定について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 

 

（青尐年課長）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。 

 

（吉本委員）市長部局も教育委員会部局も一つの要綱で制度化していくということです

が，市長部局の方は，この要綱について既に決定しているのですか。 

 

（青尐年課長）市長部局についても，並行して手続きを進めております。 

 

（吉本委員）既に市長部局が要綱を決定しているのであれば，教育委員会で議論して修

正することはできるのですか。 

 

（青尐年課長）要綱制定の手続きについては，市長部局の決裁と教育委員会の承認とが

必要になります。本日，この教育委員会で修正があった場合には，市長部局へ修正

協議をかけることができるようにしてあり，最終の調整をさせていただいて，２１

日の告示へ臨むということになります。 

 

（吉本委員）教育委員会では，市民委員会規則，情報公開や個人情報に関する規則等に

ついて，市と教育委員会のお互いが制定して，お互いが運用している形を取ってい

ますが，今回の要綱は，なぜ市と教育委員会とが一本化されているのでしょうか。 

 

（青尐年課長）この要綱の制定については，別々で制定する案と，一本化する案とが出
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ていましたが，対象が市の施設ですので，市長部局の総務課と教育総務課とで協議

をしまして，最終的に一本化でまとめるという形になりました。 

 

（吉本委員）要綱ですから，一本化した方が効率的だと思います。次に，条文について

ですが，第２条に暴力団や暴力団員等の定義がされていますが，施設の使用申請の

段階で，これに該当する方なのかどうかということは，市の職員が判断できないと

思います。また，施設の使用申請を受けてから，許可を出すまでの時間的な余裕は

どの程度ありますか。 

 

（青尐年課長）各施設については，基本的には申請をいただいたその時点で許可をする

形となっています。したがって，後から申請者が暴力団関係者であると判明した場

合には，許可したことが問題になりますが，これにつきましては，運用協定書によ

り，許可をした後でも警察に照会をかけることが可能であり，その後，警察が暴力

団関係であると判断した場合には，事後において，許可の取消しができる形で運用

を行う予定でございます。また，申請時に暴力団関係者であると判断できるかとい

うことについては，これまでも議論になっております。実際の運用にあたっては，

今まで聞いたことのある団体や利用実績のある団体であれば，特に問題はありませ

んが，聞いたことのない申請者の場合に，全く問題ないという判断をした申請が，

実は暴力団関係者であって，そのまま許可に至ってしまうケースが起こり得ると考

えられます。このような場合，警察からは，その場での判断は難しいので，不明な

場合は，必要以上に照会をかけてもらって良いという判断をいただいています。 

 

（吉本委員）窓口の職員が非常に気の毒であり，トラブルになるようなケースを心配し

ます。次に，「暴力団を利する」ということは，どういうことを言うのでしょうか。

単に施設を使用して利するものが無いような借り方，例えば，何かを相談するだけ

という様な借り方はよろしいのでしょうか。 

 

（青尐年課長）基本的には，「暴力団を利する」という意味は，暴力団の活動全てを言い

ます。したがって，暴力団の活動であるということが分かった場合は，全て「暴力

団を利する」ものということで，排除をしていくというのが基本的な考え方です。 

 

（生貝委員）鈴鹿市の暴力団関係の実態というのは分かりませんが，過去にそういう事

例はあったのでしょうか。 

 

（青尐年課長）鈴鹿市において，このような事例があったということは，聞いておりま

せん。これは，全国で統一して全ての自治体が条例を制定し，さらに要綱や運用協

定によって警察と各自治体が連携をして，あらゆる面から暴力団を排除していこう

という意図で行うものでありまして，世間に周知していこうという意味も持ってい
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ます。 

 

（生貝委員）鈴鹿市という地域に限定しましたが，他の地域からやって来るという事も

当然含まれていて，むしろその方が多かったりするかもしれませんので，よろしく

お願いします。 

 

（委員長）過去に，全国的にも暴力団関係者が幅広く活動していた時期がありましたが，

最近は，活動を潜めている時期かと思います。この制度の趣旨としては，キャンペ

ーンとしてもこういう事をやりたいという狙いもあるのですね。 

 

（青尐年課長）その通りです。今回の件は「公の施設からの排除」ということでありま

すが，その他，県警本部が中心となって，市街地や繁華街から暴力団を排除してい

こうという活動も同時に進められており，様々なところで力を入れていただいてい

ます。 

 

（吉本委員）第９条で具体的な手続きについて別途定めるという事になっていますが，

その内容というのは要綱の第５条，第６条を指しているのでしょうか。それとも，

別の事柄を指していますか。 

 

（青尐年課長）第３条の警察への照会及び照会に基づく警察からの回答，第４条の警察

からの通知，第５条の施設利用の取扱い及び第６条の利用の許可決定の取消しに関

する警察との事前協議並びにその決定に基づく警察への通知，第７条の不当介入に

関する通報及びその通報に基づく警察の対応等について，具体的に別途定めること

としています。 

 

（吉本委員）施設の管理者というのは市の職員ばかりではなく，指定管理者の方もいま

す。それらに対して，こういった条例や要綱ができたという周知は行っていますか。 

 

（青尐年課長）要綱案については，事前に教育委員会及び文化振興部の各所属長に説明

をさせていただき，関係する出先機関への周知を依頼しております。各幼稚園及び

小中学校についても，事前周知はさせていただいており，再度，校園長会において，

詳しく説明をしていきたいと考えております。指定管理者についても，所管する所

属長から周知を図っていただく形で進めております。また，並行して，市長部局に

ついても，先日，関係部署への周知をしたと聞いております。 

 

（生貝委員）例えば，斎苑は暴力団の使用を断れないと思いますが，教育委員会の管轄

で，これと同様に使用を断れないような施設はありますか。 
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（青尐年課長）事前に協議をした中では，そのような施設は該当がないことを確認して

います。しかし，一つの例ですが，スポーツの行事で学校の体育館を借りて活動を

される場合に，活動団体そのものは暴力団関係者でなくても，実際に使用する人の

中に暴力団関係者が含まれるような事例は起こりうると考えています。しかし，こ

れにつきましては，団体の活動自体は，暴力団を利する活動とは読み取れませんの

で，そういう場合はやむを得ないという解釈をしております。 

 

（教育総務課長）８ページの第３条にありますように，「公の施設のうち，多人数を収容

できる会議場・集会場その他これらに類する施設」ということですので，斎苑の様

な施設は，暴力団といえども個人的に使うわけですので，容認されるのではないか

と思います。あくまでも，多数の人間が集まって何かをする時に，という前提の要

綱ととらえていただきたいと思います。 

 

（委員長）暴力団として組織的に使用する場合ということですね。 

 

（吉本委員）暴力団としての組織が集まるということを想定しているとのことですが，

暴力団員の一人二人が何かをしようと思って一般人を集めるという場合もあるかも

しれませんが。 

 

（青尐年課長）今，吉本委員から御指摘いただいたことについては，前者も後者も「暴

力団を利する活動」と考えています。 

 

（委員長）御父兄の中の一部に暴力団関係者がいて，その人達がグループで集まって何

かをしようとした時はどうなのでしょうか。 

 

（青尐年課長）そのような微妙な取扱いについては，どこまでが境目なのか難しいとこ

ろだと思いますが，この要綱を常に管理者が意識をしていただき，運用していただ

きたいと思います。 

 

（吉本委員）一旦，許可をした後に許可を取り消す場合に，警察が立ち会うということ

はないのですか。 

 

（青尐年課長）実際に，取消しの通知を出す場合に警察が同行するということは，運用

協定書には記載していません。この暴力団排除については，常に警察と連携し，警

察との協議の上での通知であることを，はっきりと明言して対応していくことが重

要かと思います。その場合，もし，クレームがあったり，不当な介入があったりし

た場合は，すぐに対応をいただくという形で考えております。 

 



８ 

 

（委員長）ほか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１４９８号「鈴鹿市が設置する公の施設からの暴力団排除措置要綱の

制定について」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）御異議ないようですので，議案第１４９８号を原案のとおり承認します。続

きまして，３番目の議案第１４９９号「指定管理者の指定について」をお諮りしま

す。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 

 

（スポーツ課長）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。 

 

（生貝委員）この会社は，鈴鹿市や三重県にゆかりのある会社ですか。 

 

（スポーツ課長）現在も同施設について指定管理者として運営をしていただいている会

社です。名古屋に母体を持っている三幸と，指導者を抱えてスポーツ指導等のソフ

ト事業を行っているスポーツマックスという会社の共同体となります。 

 

（生貝委員）この会社は，三幸及びスポーツマックスという別々の会社ということです

か。 

 

（スポーツ課長）共同体として，施設管理面に強い三幸と，実質のスポーツ指導等の運

営面についてスポーツマックスに参加していただく形で，今回，指定管理者の候補

として提案させていただいています。 

 

（委員長）指定管理者の過去の実績として，事業の能力やサービス面等について，どの

ような評価が出ていますか。 

 

（スポーツ課長）サービスの向上に努めているとか，施設の管理運営の経費節減，安定

した運営管理等，様々な評価項目があり，指定管理者選定委員会の中で，各委員に

より評価をいただき，５００点満点中，今回は３２９．７５点の評価をいただいて

おります。最終的には候補者として適切であるという評価をいただいています。 
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（吉本委員）前回は５団体程度の申請があって，選定委員会で審査した結果，この団体

になったということでした。今回は，前回と同じ事業者の方が候補になっています

が，何団体の申請がありましたか。 

 

（スポーツ課長）今回は１団体だけでした。 

 

（吉本委員）市内に指定管理者を置いている施設が１６施設程度あったかと思います。

これらの指定期間については，４年間であったと思います。一方，今回の５施設の

指定期間は２年間ということですが，これはどういうことでしょうか。 

 

（スポーツ課長）今回の施設については，当初，指定管理を始めた時期が他の施設より

も２年早かったという経緯があります。そこで，次回，指定管理者を選定するとき

に，他の施設に全部合わせようということになりまして，今回は２年の期間を設定

しています。 

 

（吉本委員）候補者には了解を得ているのですね。 

 

（スポーツ課長）御理解いただいています。 

 

（生貝委員）もし指定管理の時期を合わせるとなると，次回は，全施設を一社が受け持

つという可能性も出てくるわけですね。 

 

（スポーツ課長）そういう場合も出てくるかと思います。 

 

（委員長）ほか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１４９９号「指定管理者の指定について」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）御異議ないようですので議案第１４９９号を原案のとおり承認します。続き

まして，報告事項に移ります。１番目の「平成２４年度幼稚園児募集結果について」

をお願いします。 

 

（学校教育課長）詳細説明 

 

（委員長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 
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（生貝委員）母数に対して希望者が半分程度に達しているのは，旭が丘，加佐登，椿幼

稚園ぐらいです。周りに私立幼稚園がある等，地域によって諸事情があると思いま

すが，なぜこういうことが起きているのか教えてください。 

 

（学校教育課長）旭が丘幼稚園については，特にこの地域は近隣に私立の幼稚園や保育

園，公立保育所が無い地域で，旭が丘幼稚園に対する希望が非常に多いということ

です。他はどの小学校区につきましても，幼稚園の近隣に私立の幼稚園や保育園，

公立保育所がありまして，市全体の傾向としては，母数に対して，概ね４分の３が

私立の幼稚園や保育園，公立保育所に，残りの４分の１が公立幼稚園にという状況

です。母数に対する公立幼稚園の園児数はいずれも大変低いと思っています。 

 

（生貝委員）旭が丘地区は園児の絶対数が多い中で，半分の約７０名は他の幼稚園・保

育所へ行っているということになります。私立の幼稚園ですと送り迎えがあるよう

に，公立幼稚園の細かいサービスや教育内容に保護者が満足していないということ

はありませんか。 

 

（学校教育課長）それぞれの幼稚園における保育内容や教育内容については，公立幼稚

園の先生方が一生懸命頑張っていることと合わせて，幼稚園綱領という，いわゆる

小学校・中学校の学習指導要領に当たるものに基づいて行われていますので，幼稚

園の教育内容によって敬遠されるということは尐ないのではないかと思います。む

しろ，勤めている保護者のニーズとして，延長保育を望まれる方が近年多くなって

おり，公立幼稚園は降園時間が午後２時３０分となっていることから，私立なり公

立保育所等，延長保育があるところへ行かれるという状況が続いています。 

 

（吉本委員）５歳児の学級数が３つ増えますが，先生の対応はどのように行うのですか。 

 

（学校教育課長）３クラス増えたことにより教職員数も３名増となりますが，これらに

ついては嘱託職員での対応を考えております。 

 

（吉本委員）嘱託職員はこれから採用されるということですか。 

 

（学校教育課長）そのとおりです。 

 

（委員長）平成２３年度の５歳児全体の計が４３０人で，平成２４年度は４７４人と尐

し増加していますが，これはどういう理由ですか。 

 

（学校教育課長）平成２４年度は対象の５歳児の母数全体が多い分，若干増えていると
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いうことが言えると思います。ちなみに平成２５年度は，また母数が尐なくなりま

す。 

 

（委員長）年によってかなり人数に増減があるのですね。 

 

（学校教育課長）以前は，一学年当たりの母数は，概ね２，０００人を上回っていまし

たが，最近は，この資料のとおり，４歳児が１，５５４人，５歳児が１，６９９人

というように，尐子化の傾向が随分進展しており，徐々にそれぞれの学年の母数は

減尐傾向にあります。その中でも来年２４年度の５歳児の母数は比較的多いという

ことです。 

 

（委員長）天名と井田川は開園するということですが，これは，どういう理由があるの

ですか。 

 

（学校教育課長）資料の天名の所を見ていただくと，５歳児の母数が２５となっていま

す。ちなみに昨年閉園したときの母数が１０人という状況で，実際には５人しか集

まりませんでした。今年は２５人の母数がありましたので，９人の園児が集まりま

した。井田川も同じように母数が２４というように，来年開園する２つの園は，母

数が多かったという判断ができると思います。 

 

（吉本委員）天名は２年間休園して来年度開園となり，井田川も一度休園した後開園し，

再度，休園・開園を繰り返していると思います。このように開園の基準が１０名程

度という園では，これからも休園・開園が繰り返されるのではないかと思います。

このような中で，以前から幼稚園再編や幼保一元化の話が進められてきました。ま

た，国では新たな制度を取り入れつつありますが，鈴鹿市でのこのような幼稚園再

編に関する進捗状況はいかがでしょうか。 

 

（学校教育課長）これについては，平成２１年から鈴鹿市立公立幼稚園の再編整備検討

委員会を立ち上げ，１３回の委員会を経て，答申をいただきました。これに基づき，

２５人から３０人程度の適正な規模の集団で教育を受けることが，小学校へつなが

るということから，幼稚園の再編整備計画を昨年から今年にかけて策定しており，

現在，最終調整を図っているところです。これができましたら，具体的に教育委員

会において委員の皆様にお諮りしたいと思っています。今のところ，現在の２３園

を，幼保一元化と幼稚園統廃合により，１２園程度に絞り，各中学校区に１園程度

に再編整備していく計画となっており，適正規模での幼稚園運営が行えるよう進め

ているところです。 

 

（委員長）遠い所からバスの送り迎えをしていく等のアイデアはありますか。 
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（学校教育課長）現在は，原則として，４歳児は保護者の送迎，５歳児は小学生の子ど

もたちと共に通園しているという形ですが，色々な形で検討を加えていく必要もあ

ると考えています。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，続きまして，２番目の「平成２３年

度佐佐木信綱記念館特別展等の開催について」をお願いします。 

 

（文化課長）詳細説明 

 

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

 

（生貝委員）お孫さんの幸綱先生等，関係者の方々は，過去に講演会に来ていただいた

ことはあったのでしょうか。 

 

（文化課長）今回の講演会には来ていただけませんが，１１月２７日の歌会には，幸綱

先生に来ていただこうと思っています。 

 

（委員長）過去に幸綱先生にもお越しいただいたことが何度かあったと思います。信綱

は鈴鹿市が誇る文化人ですので，たくさんの人に御来場いただけたらと思います。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，続きまして，３番目の特別展「ヤマ

トタケルと白鳥伝説の開催について」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，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（吉本委員）ヤマトタケルというのは，実在の人物ですか？ 

 

（考古博物館長）第十二代景行天皇という方がいらっしゃいまして，ヤマトタケルはこ

の方の皇子ということが言われています。日本書紀と古事記において，色々な事が

書かれていますし，神話の世界の人物としても位置付けられたりしています。実在

かどうかについては，後の第十四代仲哀天皇が在籍をされており，この方の父上だ

ということが言われていますので，実在だったのだろうと思います。ただ，御活躍

の内容については，神話の域を出ないと言いますか，かなり脚色をされているとい

う事が様々な書き物の中で分かってきているようです。 
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（委員長）モデルも一人とは限らず，色々な人をモデルに神話ができてきたという話も

ありますね。 

 

（吉本委員）三重県のゆかりについては，ヤマトタケルノミコトが三重県の津まで来て，

ここまで来たのに，「まだ都が見えん」ということで三重になったということを聞い

たことがあります。 

 

（考古博物館長）諸説ありまして，日本書紀や古事記の間でもかなり人物像の評価が分

かれています。両方に書かれています活躍の場面，事象というものは共通していま

すが，その中で描かれているヤマトタケルの人物像は，１８０度くらい違う書き方

をされています。日本書紀はどちらかというと紳士的に，古事記では荒ぶるような

人物像となっています。三重の地名については，これも諸説ありまして，どれが本

当かは分かりません。 

 

（委員長）高等学校の教科書にも出てきており，この事業によって，鈴鹿も注目を浴び

るということになりますので，皆様も是非，御覧いただきたいと思います。 

 

（委員長）ほか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。今回は，様々な教育施策の中から，今日的な２つのテーマを選

んで，内容を深めていきたいと思います。 

 

（委員長）まず，１番目の「学校給食センターについて」の説明をお願いします。 

 

（学校教育課長）詳細説明 

 

（委員長）ただ今の説明に御質問，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）給食センターの運営方式は，検討委員会からの答申通りですか。 

 

（学校教育課長）現行の学校給食センターと同じように，給食センターにおいて給食を

実施するという内容で答申をいただいており，今のところ答申に沿った形になって

います。 

 

（吉本委員）全て公営ではなくて，一部民営を取り入れるという形であり，答申の内容

と合致しますか。 

 

（学校教育課長）そのとおりです。 
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（吉本委員）今は，中学校はランチサービスですが，中学校単位に，調理員や栄養士は

いるのですか。 

 

（学校教育課課長）現在は，中学校に配属されている栄養教諭等はおりません。鈴鹿市

には１２名の栄養教諭及び学校栄養職員がおり，この１２名が，全て小学校に在籍

しています。中学校１０校については，その栄養教諭等が出向きまして，他の教職

員とともに食育を推進しています。調理員は，中学校で給食を実施していませんの

で在籍していませんが，ランチサービスの配膳等をお手伝いする臨時職員の配膳員

が，中学校に配置されています。 

 

（吉本委員）平成２７年になると，新センターが開設されて，給食が始まるということ

ですが，そうなると，中学校では給食だけになるのですか。あるいは，弁当方式と

併用ということもあるのですか。 

 

（学校教育課長）今のところは，小学校と同様に給食のみの実施で考えています。 

 

（吉本委員）調理する９，０００食ですが，小学校と中学校の分を別々の調理室で作る

のでしょうか。小学校と中学校では，食材とか食べ物の趣向が多尐違いますので，

どのように考えていますか。 

 

（学校教育課長）細部については検討中ですが，現在，小学校では，市内統一献立で実

施していますので，基本的には，小学校も中学校も同じメニューで実施し，中学校

については，学校給食法に定められた小学校の１.２倍の量を確保する形で実施した

いと考えています。同じ献立で実施すれば，小学校用も中学校用も一緒に給食セン

ターで作って，仕分けの時に量を調整するということになり，非常に効率的になる

のではないかと思います。 

 

（委員長）これを進めるに当たり，課題はどういうものがありますか。 

 

（学校教育課長）一つは，今後，多額の経費が掛かるということです。教育委員会とし

ては耐震対策や学校改修等，様々なハード面の整備を実施しなければなりません。

それらと給食センターとを並行して進めていかなければならないということで，財

政面での調整に大きな課題があると思います。もう一点は，受入側の中学校の課題

ですが，小学校と同じような給食を実施することによって，学校内での配膳時間や

昼食時間の確保など，一日の日課を見直すことが必要になってきます。中学校では，

来年度から，授業時間が全体として１時間増えますので，全体的に日課の調整が問

題になってきます。また，受入れの学校によっては，校舎が分かれている学校もあ

り，個々によって実情が異なりますので，そういう学校に対してどのように施設整
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備をしていくか，という課題もあります。３つ目は，大規模なセンターの運営をど

のようにしていくかということですが，現在のセンターのノウハウを生かしながら，

１.５倍の規模のセンターの運営方法を綿密に調整する必要があると考えています。

さらには，平成２７年の４月の開設となりますと，非常に時間的に厳しい事業期間

となりますので，間に合うのかどうかという，大きな課題も抱えています。 

 

（教育長）給食センターだけではなく，学校側の整備や平田野中学校の移転改築等もあ

りますので，時間的に可能かどうかという課題があります。 

 

（委員長）時間的にも資金的にも難しいところがあるということですね。 

 

（生貝委員）白子中学校は，特に大変ではないでしょうか。 

 

（学校教育課長）１，０００人を超えている学校ですので，１，０００食分を給食の時

間までに生徒に配膳するのは大変だと思います。また，施設が分かれていることも

課題だと思います。 

 

（吉本委員）９，０００食というのは相当な量だと思います。答申では，デリバリー弁

当にすると，５，０００食以上作ることができる業者がいないということが書かれ

ていました。９，０００食となると，いくら公設といえども，対応できる業者があ

るのかという疑問があります。数社で調理するということもありえるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）業者選定の際に，１社に限らない場合もあるかもしれませんが，一つ

のセンターの調理業務に，複数の業者が入るのは難しいと思います。給食は，弁当

を，一つ一つ並べて９，０００食作るということではありません。現行の給食セン

ターでも，１００人分程度が一度に作れる大きな鍋で炊いて，それを２０人分程度

の食缶に分けるという方法です。県外にも１万食前後の給食センターがあります。

また，市内に限ると難しいかもしれませんが，県内では，これに対応できる業者が

いくつかあります。既に，伊勢・伊賀・松阪等では，給食センターの調理業務を民

間委託して実施している実績があります。 

 

（生貝委員）小学校の給食というのは，今も昔も変わらないと思うのですが，中学校の

給食は，どのような方式にするのでしょうか。ランチサービスのように配達される

のか，小学校と同じように配膳をするのかということですが。 

 

（学校教育課長）現在のところは，小学校と同様に配膳をするという形を考えています。

市内の中学生は，全て小学校６年間で，配膳を経験してきていますので，子どもた

ちはすぐに対応できると思います。 
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（生貝委員）対応はできると思いますが，給食係などの一部の生徒に任せてしまうよう

な状態になりはしないでしょうか。小学生とは違い，中学生では自我が出てくる時

期でもありますので，その辺りはいかがでしょうか。 

 

（学校教育課長）先ほどの課題でも御説明しましたとおり，受入れる中学校側に，給食

指導というものが新たに入ってきますので，学校側として教職員を含め，どのよう

に指導体制を取っていくのかということが，これからの大きな課題です。 

 

（吉本委員）今年度，新給食センターに関する予算措置は何か行われていますか。 

 

（学校教育課長）本年度は，６月補正予算において，土地の鑑定料の予算化をさせてい

ただいています。 

 

（吉本委員）そうすると，設計等の本格的な予算化については次年度からということだ

と思いますが，３年間での施設整備とともに，衛生管理面をはじめ様々な取り決め

を業者と行っていく必要があると思います。業者もまだ決まっていませんが，今後，

様々な方面とコミュニケーションを深くしてやっていかなければならないと思いま

す。 

 

（学校教育課長）現在稼働している６，０００食の給食センターについて，建設から稼

働，そして現在の運営に至るノウハウを，教育委員会としても持っていますので，

それらをフルに活かしながら，検討していきたいと思っています。また，新センタ

ーでは，民間委託する業務が若干増えてくる予定ですので，委員御指摘のとおり，

管理体制等について，契約時には綿密な協議を踏まえて，しっかり対応していきた

いと思います。 

 

（委員長）様々な課題の中で大きなものは，資金と時間の問題だと思いますが，教育長

に補足説明をしていただけたらと思います。 

 

（教育長）資金繰りについては，全体の中での話ですので，給食センターだけを取り上

げれば，その分，他の施策の対応についてどうかということになります。それは市

長部局が調整することだと思います。市長の公約について，市長自身どう考えられ

るかということでもあります。それ以外に，中学校側の受入れの課題と時間的な部

分については，どのように効率的に行っていくかだと思います。 

 

（吉本委員）今，小学校の給食費は４，０００円だったでしょうか。 
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（学校教育課長）そのとおりです。 

 

（委員長）給食費の不払いの問題は，どのような状況でしょうか。 

 

（学校教育課長）まだ０になったというわけではございません。平成２０年度から２２

年度にかけて，人数・額ともに増えてきましたが，今年になって，人数も減尐し，

金額も減額しています。これは，昨年からＰＴＡ等にも御協力いただき，各学校で

取組を重点的に行った結果です。 

 

（委員長）支払能力があっても，支払わない方がいるということですか。それとも支払

能力の関係で支払うことができないのでしょうか。 

 

（学校教育課長）平成２０年度から２１年度にかけては，経済的な状況で支払えない方

が多くおられましたが，最近はそういう方よりも，協力していただけない方が出て

きています。一方，全額未納の人数はかなり減ってきており，１か月分，２か月分

を未納している部分未納が増えています。全額未納が減ってきていますので，全体

の未納額は減尐しています。 

 

（生貝委員）給食の量が中学校では小学校の１．２倍という説明がありましたが，給食

費は，中学校では５，０００円近くになるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）量が２割程度増えますので，給食費も単純に考えれば２割程度増額と

いうことですが，他市，他県の状況では，５，０００円までは徴収していません。

平均すると４，５００円位ではないかと思います。今後，綿密に計算をしていく必

要があります。 

 

（委員長）ほか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，続きま

して，２番目の「コミュニティ・スクールについて」の説明をお願いします。 

 

（青尐年課長）詳細説明 

 

（委員長）ただ今の説明に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（生貝委員）コミュニティ・スクールの定義について考えたときに，例えば，他国の例

ですが，コミュニティ・カレッジというのは普通の学校を指しています。今議論し

ているコミュニティ・スクールとは学校運営協議会のことを指していると認識して

います。岡山市やその他の地域では，名称を変えているという説明でしたので，こ

れはおそらく誤解を防ぐために名称を変えているのではないかと思います。各学校
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でのコミュニティ・スクールに対する認識や意識の向上が課題となっているという

ことでしたので，名称を変えるということも，今後の検討課題として，必要なこと

ではないでしょうか。 

 

（青尐年課長）コミュニティ・スクールという言葉を，あえて使わないということを，

検討課題としてとらえていく必要があるということですか。 

 

（生貝委員）コミュニティ・スクールは英語ですので，これが持つイメージが，分かり

にくいということです。学校運営協議会の委員の方には，お年寄りの方も多いと思

いますので，もっと開かれた学校運営協議会ということであれば，分かりやすいも

のでなければいけないと思います。コミュニティ・スクールという，単語自体がわ

からないのです。 

 

（青尐年課長）岡山市については先程も触れましたように，国がコミュニティ・スクー

ルという名称で取組を展開する以前の，平成１４年度からスタートしていることか

ら，「地域協働学校」という名称で進められてきたのではないかと思います。コミュ

ニティ・スクールは横文字ですので，分かりにくい面があるかもしれませんが，コ

ミュニティ・スクールと聞くとすぐに御理解いただけるように，今後，浸透させて

いきたいと思います。 

 

（委員長）今後，教職員と地域の方の意識を高めていきたいという説明がありましたが，

学校や教職員はどのように受け止めているのでしょうか。 

 

（青尐年課長）私たちが校長会や研修会等で説明させていただいた内容については，校

内の研修会や職員会議等を通じて，各教職員に伝わっていると認識していますので，

教職員は，今年度から鈴鹿型コミュニティ・スクールを進めていくことは，当然理

解していると考えています。しかし，取り組んでいく姿勢や意欲，具体的には，「各

教職員がこれにどれだけ関わっていこうとしているか」「どのように学校を良くして

いこうと考えているか」ということについては，学校によって差があると感じてい

ます。学校ごとの厳密な状況把握はできていませんが，研修会等での様子を見せて

いただいても，学校によって若干差がある状況はつかんでおります。これは，学校

長の意識・意欲の差にも関わると思います。また，学校運営協議会の委員の皆さん

についても，意識・認識には差があると思っています。今後，全体的にレベルアッ

プを図る必要があると考えていますし，保護者への周知にも努めていかなければな

らないと考えています。 

 

（吉本委員）これは一つの意見ですが，コミュニティ・スクールというよりも学校運営

協議会といった方が，一般的で分かりやすいと思います。何も片仮名が良いとは限
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らないと思います。また，この鈴鹿型という意味が私にはよく分かりません。国の

法令に基づいて行うのであれば，なぜ鈴鹿型なのかということです。国の法令に定

められた内容から，大事な部分が取り除かれて，鈴鹿型になっているのではないか

思います。法律では，学校運営協議会に対して与えられた権限があります。校長が

出した学校運営方針に関する承認，学校運営に関する事項に対して意見を述べるこ

と，もう一つは，教職員の採用任用について意見を述べる人事権です。この３つの

大きな権限を駆使しながら，学校運営協議会は開催されるべきだと私は思っていま

す。そこで，先ほどの説明において，これまで開催されてきた学校運営協議会の内

容を挙げていただきましたが，こういった内容が一切入っていません。学校運営協

議会が既に２回開催されていますが，その中で委員の皆さんは，自分たちはどうい

う立場であるのかを理解されて，参加されているのかどうか疑問を持っています。

各学校では多くの委員が任命されていますが，委員に対して，学校運営協議会とい

うものの説明は行っているのですか。 

 

（教育長）私自身，これは非常に大きな問題だと感じております。鈴鹿市全体の住民を

巻き込んだものですので，うまくこの事業を進めることは非常に大きな課題だと思

います。コミュニティ・スクールについては，基本的には，吉本委員がおっしゃら

れた承認権や人事権を駆使して，学校運営に住民が参画するというところを文部科

学省としては狙っております。コミュニティ・スクールに至るまで，国としても施

策を次々と打ってステップアップをしていった積み重ねがありますが，そこでさら

に革新していこうと打ち出されたのがコミュニティ・スクールだと思います。しか

し，この時点で，今まで狙っていたターゲットとコミュニティ・スクールで狙った

ターゲットに尐しずれが生じたのだと思っています。そのずれたターゲットに向か

って，一気にそれを推し進めると，現場で混乱を起こすのではないかという意識を，

文部科学省が持っております。鈴鹿市が立ち上げるに当たっては，文部科学省との

調整の上で，柔軟に対応しても良いということになりましたので，鈴鹿市では，承

認権や人事権というところは尐し抑えた形でスタートしています。先程ターゲット

がずれたと言いましたが，学校の経営者としての立場である校長先生が，そこを理

解していただいていれば良いのですが，先程言いましたように，校長先生は，これ

までの開かれた学校づくりに向けて積み上げてきた意識がまだ残っていますので，

このターゲットのずれをしっかり意識している校長先生と，今までの発展形なのだ

と真っ直ぐのままでとらえている校長先生とがいると感じています。したがって，

意識を改革させるための取組を，もう尐し我々事務局としてもしっかりやっていか

ないと，うまく機能しないのではと考えています。校長先生がしっかりしていない

と，当然ながら教員の方の考え方は変わりませんし，地域の方にも伝わらないと思

いますので，校長先生の考え方というものを，国なり我々が狙っている所へしっか

り向けさせるというのが，今一番の課題だと思います。意識をしっかり持ってスタ

ートするということになっていませんので，スタートして歩きながら動いていかな
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ければならない状況です。 

 

（吉本委員）それで良いと思います。私も内心はそういうものだと思っていました。こ

れを始める当初から，その点について，しっかり説明していただけたら良かったと

感じています。 

 

（委員長）教育長が言われたのは，国の政策と今まで鈴鹿市がやってきものがずれたと

いうことですか。 

 

（教育長）鈴鹿とずれたのではなく，文部科学省が今まで積み上げてきたものと，コミ

ュニティ・スクールで狙っている目的・目標とがずれてきたということです。本質

的には以前から狙っていたことであるかもしれませんが。 

 

（委員長）承認権や人事権というのは，学校運営に対する監査機能を皆が持ちましょう

というような方針ではないのですか。 

 

（教育長）評価という部分では徐々に入ってきており，住民の目というのを意識させる

ように持って来ていますが，今までは，承認権や人事権というのはありませんでし

た。これまでに積み上げてきた取組は，ボランティアの皆さんに，学校の苦しい部

分や課題の部分を協力していただく形で来ていた訳ですが，今回の狙いは，学校の

運営そのものを地域に委ねようということだと思っています。 

 

（委員長）学校運営について，市民の立場から，もう尐ししっかりと見ましょうねとい

うことではないのですか。 

 

（教育長）承認権を考えると，文部科学省の考えとしては，その程度のことではないと

思います。しかし，一気に全部そこへ持って行くのは難しいと考えており，したが

って，この鈴鹿型が成立しているのだと思います。 

 

（委員長）尐し時期を見ていきましょうということですね。 

 

（教育長）軟着陸の部分ではないかと考えています。 

 

（吉本委員）承認権や人事権が法律には書いてありますが，説明の段階で，そういう説

明があれば，鈴鹿型という意味も良くわかったと思います。確かに新しく入ってい

ただく７～８人の学校運営協議会委員の皆さんが，承認権や人事権というのを判断

することは難しいと思います。 
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（委員長）鈴鹿型ということについては，これまでどのような議論があったのですか。 

 

（青尐年課長）人事権と承認権については，前回にも御意見をいただいておりますし，

説明をさせていただきました。これについては，全く法的にも抵触しないというこ

とで，説明をさせていただいたと思います。 

 

（委員長）法律的なことではなくて，鈴鹿型を作ろうという時に，どういう議論があっ

たのかということを教えてください。 

 

（青尐年課長）国が平成１６年度に打ち立てたこの制度ですが，実際にコミュニティ・

スクールを実施しようとする学校や市にとっては，人事権，承認権の部分が最大の

ポイントになってきたと思っています。したがって，平成１６年度から始まった制

度にも関わらず，いまだに約７００校しか実績が伸びてこないという実態があると

思います。私たちとしても，コミュニティ・スクールに取り組むに際して，この２

点が一番の問題点ということで，十分議論をしました。まず承認権につきましては，

「熟議」と呼んでいますが，学校運営協議会において十分議論をし，お互いの議論

で最終結論を出すという方法を取りました。承認権という形で与えますと，どれだ

け校長が一生懸命頑張っても，承認しないと言われた場合，認められないことにな

ります。そうなると，最終の責任は学校長にあるはずなのに，承認されないことに

よって混乱が生じる恐れがあります。従って承認権という言葉は使わないことにし

ています。これは，委員さんの権利を無視するわけではなく，十分議論をいただい

て，その結論に委員の意見を活かしていこうという結論にしました。また，人事権

についてですが，まず，現状から申し上げますと，４０校で学校運営協議会を開催

していただいていますが，委員の皆さんから「人事権が無いのはおかしい」という

声は１回も聞いていません。むしろ，「人事権については，鈴鹿が今とった形が良い

のではないか」という意見を多くいただいています。私たちとしても，「学校運営協

議会には人事権は与えていませんので，そういう話を出していただいたら管轄外で

すよ」というようなことは，全く言っていません。むしろ，どんどん出してくださ

いということを言っています。人事につきましては，これまでも，色々な方面から，

校長に対して意見が出されていました。例えば，「小学校で運動会がうまく運営でき

ないので，体育の先生が必要だ」とか，「陸上の先生を入れてほしい」など様々あり

ました。そのような必要な意見について学校運営協議会で出していただくのは，ど

れだけ出していただいても結構だと思っています。それを受けて，学校長が必要で

あると判断すれば，校長から教育委員会に対して，人事に関する意見聞取りの際に

反映してもらえば良いと思っています。このような形で進めておりますので，むし

ろ現場の混乱を考えた結果，２つの権限について外させていただいています。また，

学校や委員さんの理解をいただいているとも思っています。実際に，全国でコミュ

ニティ・スクールを実施している７８９校のうち，私どもが勉強させていただいた
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関西方面の学校では，この２つの権限を外しています。そういう全国的な傾向もあ

り，また，国の方針として，地域や学校の実情に応じて多様な形で運用し，人事権

に関する意見を述べない学校運営協議会もあるということがはっきり出されていま

すので，この２つの権限を外した形でスタートすることが，私たちが辿り着いた結

論です。御理解をいただきたいと思います。 

 

（吉本委員）良く分かりましたが，教育課程の編成や校長が作成する基本的な方針は，

学校運営協議会で説明して承認を受けるという事になっていますが，鈴鹿市では，

それらは説明にも出していかないという事ですか。 

 

（青尐年課長）第１回目の学校運営協議会で，そういう部分については全て説明してい

ます。承認という形は取っていませんが，意見のやり取りを行い，改善すべきとこ

ろは改善して修正を行っています。 

 

（吉本委員）もう１つの人事権ですが，学校が任命権者へ意見を出す場合に，学校運営

協議会の委員個人が出すのではなく，協議会として意見を出すという形になると思

いますが，委員個人でもよろしいのですか。保護者の中に個人的に人事に関する意

見を出される方がいますが，委員個人としての意見も可能ということになれば，一

般の方と変わらないということになるのではないですか。 

 

（学校教育課長）平成１５年ごろからコミュニティ・スクールに三重県内で一番早く取

り組まれていた，津市内の小学校へ行ってきました。ここでは，当初，人事権と承

認権を踏まえた形で南が丘地域教育委員会という名前で，取り組んでいました。人

事については，委員御指摘のとおり，協議会としてまとまった形で校長としっかり

議論するというのが本来の姿ですが，ここでは，その枠を大きく飛び越えて，個人

が人事について学校や教育委員会へ多くの意見を出し，大混乱を起こしたと聞いて

きました。他のコミュニティ・スクールを実施されている学校においても，本来，

国が狙っている人事権の在り方を超えて，非常に混乱したという事件があり，校長

の権限が問題になり，文部科学省も本来の法律の趣旨とは異なるという懸念から，

柔軟な対応を模索してきたのだと思います。こうしたことから，私たちにおいても，

人事権を与えることによって，本来の目的である，「地域とともに学校づくりをして

いきたい」という方向とは違う方向に，コミュニティ・スクールが行ってしまうの

ではないかという懸念を持ったわけです。今まで，ネットワーク等で地域が学校を

支援していただく活動はかなり進んできていますが，一方で，学校が学校力を高め

て，地域に貢献をするということは，まだまだできていない現状があります。「双方

向のお互いの関わり合いができるような成熟した地域と学校との関係」又は「地域

の中心となったより教育力を持った学校を作り上げたい」ということが，本来の鈴

鹿型コミュニティ・スクールの目的ですので，その目的については，文部科学省に
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おいても一番大事なことだと認めていただいており，そこに人事権によって目的を

阻害するような要因が生まれるのであれば，外した方が良いのではないかというこ

とで，最終的に判断をさせていただきました。 

 

（生貝委員）第２回以降の学校運営協議会の中身を見ていると，未成熟だと感じます。

もともと，未成熟なところから始まっていますので，今後，委員の皆さんが，本来，

どのようなことを討議すればいいのかということを，しっかり踏まえていただいた

上で，進んでいく必要があると思います。 

 

（学校教育課長）現在，学校訪問をさせていただいており，各校長が，学校運営協議会

に対して，どのような認識をされているかということを，一人ずつ伺っているとこ

ろです。校長によっては，認識の違いがあるのも事実です。このような中，学校づ

くりを行う一番重要な位置付けが，学校運営協議会であるという認識を，しっかり

持っていただくような働きかけをしているところです。 

 

（委員長）学校の先生方も多くの負担が掛かっていると思いますが，更なる学校の充実

という面で，努力をしていただきたいと思います。 

 

（委員長）ほか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，３番目

の｢１１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，１１月教育委員会定例会を１１月１７日木曜日午前９時３０分か

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）御異議ないようですので，１１月教育委員会定例会を１１月１７日木曜日午

前９時３０分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１０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。 

 

１０月教育委員会定例会終了 午後４時７分 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 
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