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平成２３年１１月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２３年１１月１７日（木） 午前９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），参事兹教育総務

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），参事兹文化課長（江

藤昭），生涯学習課長（宮崎由美子），スポーツ課長（松岡正朊），考古博物館埋蔵文

化財グループリーダー（新田剛），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           （学校教育課） 

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

（３）平成２２年度教育委員会活動の点検・評価報告書について    （教育総務課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２４年成人式について                   （生涯学習課） 

（２）専決処分（損害賠償の額の決定）の報告について        （考古博物館） 

 

７ その他 

（１）学校の防災対策について                     （指導課） 

（２）１２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）それでは，平成２３年１１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，生貝委員にお願いいたします。それでは，議事に入ります。 

議案第１５００号「就学等に関する規則の一部改正について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 
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（学校教育課長）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）非常に複雑な自治会区域の改正があったということですが，配布された図

面の色を塗ってある部分全体が，これまでの花野自治会であって，こんなにたくさ

んの自治会に分かれたということですか。 

 

（学校教育課長）現在は３つの自治会が設立され，南花野自治会の更に南側にある赤線

で囲まれた部分が，今後，新自治会設立予定となっており，全部で４つの自治会に

なるということです。 

 

（吉本委員）４つ目は，まだ自治会の名前が決定していないということですね。ここに

も住宅が建つのですか。 

 

（学校教育課長）宅地造成工事中と書いてある所は，住宅建設が予定されています。 

 

（吉本委員）「左記自治会を除く旧花野自治会区域」という文言がありますが，これは，

新自治会設立予定地を指しているのですか。 

 

（学校教育課長）そうです。まだ新自治会名が決まっていませんので，旧花野自治会と

しています。 

 

（吉本委員）北花野，中花野，南花野と以前からある東花野という４つの花野の名前が

付いた自治会がありますが，これらの内，新たに設置された北花野，中花野，南花

野の３つの自治会は，どこの学校に行くのですか。 

 

（学校教育課長）新自治会設立予定地と，北花野，中花野，南花野を合わせた４つの新

しい自治会は，愛宕小学校の校区になります。しかし，共通学区として，旭が丘小

学校にも通学しても良いという形で，旭が丘小学校の共通学区の欄にも書かせてい

ただいています。 

 

（吉本委員）共通学区としては，旭が丘小学校にも通学できるということですが，基本

的には愛宕小学校であるということは，この改正文の中でどのように読み取れば良

いのですか。 

 

（学校教育課長）愛宕小学校の通学区域の欄を見ていただくと，岸岡町の括弧書き部分
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の次に，北花野から南若松町北原永自治会まで，自治会名を列記していますが，こ

の中に御指摘の北花野，中花野，南花野及び「左記自治会を除く旧花野自治会区域」

の４自治会が含まれており，愛宕小学校の校区であることが書かれています。また，

岸岡町については，玉垣小学校の通学区域の欄にもありますが，愛宕小学校の通学

区域の欄に記載されている岸岡町内の自治会を除く部分が，玉垣小学校の通学区域

の欄の岸岡町の括弧書きの中に書かれています。このように，岸岡町については，

愛宕小学校と玉垣小学校に校区が分かれています。 

 

（吉本委員）新自治会ができると，再度，規則改正が必要になるということですね。 

 

（学校教育課長）新しい自治会が設立されれば「左記自治会を除く旧花野自治会区域」

という表記を新しい自治会名に変更しなければなりません。 

 

（吉本委員）附則に，「この規則は，公布の日から施行し，改正後の別表の規定は平成２

３年１０月１日から適用する」となっていますが，現在，在学している児童は，学

校を転校しなければならないということは無いのですね。 

 

（学校教育課長）平成２３年１０月１日からの適用ということですが，学区自体を変更

する規則改正ではありませんので，現在，在学中の方については，自治会名が変わ

っても，転校する必要はありません。 

 

（吉本委員）様式の改正において，特に二重国籍の外国人の就学猶予の申請を念頭に置

いて改正するということで説明を受けましたが，様式中の「その他の証明書等」と

は，誰が証明するものなのですか。 

 

（学校教育課長）外国人の二重国籍の場合は，国籍証明書が発行されますので，それを

提出していただくということです。 

 

（委員長）二重国籍の方の証明書は，毎年どの程度の件数があるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）年間で１０件程度だと思います。 

 

（委員長）病気のための証明書は，何件程度受けていますか。 

 

（学校教育課長）数は多くなく，数件であると認識しています。年度によっては０件と

いうこともあります。 

 

（生貝委員）旧花野自治会の区域については，今後，就学児童が増えることが予想され
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ますが，愛宕小学校に行くことが望ましいのですか。 

 

（学校教育課長）望ましいという捉え方ではなく，国道２３号を挟んでおりますので，

どちらに行っていただいても良いという規定です。実際には，旧花野自治会区域の

皆さんは，旭が丘小学校に通学している状況です。 

 

（生貝委員）国道２３号を渡らなければならない危険はあると思いますが，旭が丘小学

校は，児童数が多いですので，学校がますます大きくなってしまうことを考えると，

ここでもう尐し検討が必要なのではないでしょうか。 

 

（学校教育課長）旭が丘小学校は児童数が多い学校ですが，白江区画整理事業地，及び，

今後，宅地開発が予定されているＮＴＴ研修センター跡地において，合わせて，約

３６０戸の宅地ができると予測しています。ここから小学校１年生から６年生まで

の子どもの推計を，国の指定している出生率等から換算しますと，６学年で最大約

４０人の増加となります。現在，旭が丘小学校の児童数は９７４人ですが，最大値

で１，０１１人程度になると推測しており，現在の旭が丘小学校の教室数で十分対

応でき，現状では問題ないと捉えています。 

 

（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１５００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）御異議がないようですので議案第１５００号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，議案第１５０１号「平成２３年度鈴鹿市教育費第３号補正予算案につ

いて」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 

 

（教育総務課長）詳細説明 

 

（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。 
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（生貝委員）日本スポーツ振興センター共済給付金３，７７０万円は，クラブ活動での

事故等における治療費ですか。 

 

（学校教育課長）これについては，平成２１年９月２６日に，市内中学校の体育祭にお

いて，一時心肺停止状態になって倒れた，特定の１人の生徒のための障害見舞金と

して計上させていただいたものです。既に，治療費については，共済給付金として

約１７６万円の給付をさせていただいています。この度，当該生徒については，三

重大学付属病院で除細動器を埋め込む手術を受けたことによる，障害見舞金の支払

いが発生すること，及び，高機能脳障害という後遺症が出た場合にも障害見舞金を

支給するという規定になっていることから，その障害がどの程度なのかという再審

査を受け，早ければ来年１月頃に障害等級が確定して障害見舞金が支給される可能

性があります。しかし，現在のところ，どの程度の障害等級になるかは予測できま

せんので，最高等級の３，７７０万円を予算として計上させていただき，１月に障

害等級が決定した時点で，それに見合う障害見舞金を給付させていただくこととし

ています。 

 

（委員長）今回，就学援助費の増額を計上していますが，家庭内では困窮度が高かった

ということの現れと解釈してよろしいでしょうか。 

 

（学校教育課長）リーマンショック以降，生活保護や準要保護対象の就学援助を申請す

る例が増えております。増え方はリーマンショック以降，尐し和らいできた感もあ

りますが，平成２２年４月には，要保護及び準要保護全体で１，６６４人であった

ものが，平成２３年４月には，１，７６９人というように，毎年１００人以上，申

請者が増えています。また，今の時点では，既に１，８００人を超える申請が出て

いる状況で，今年度の予算執行率は，上半期で既に８７％となっております。そこ

で，今回，補正予算を計上させていただいて，２月の第３回の支給に間に合うよう

予算措置をさせていただきたいということです。 

 

（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１５０１号「平成２３年度鈴鹿市教育費第３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１５０１号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，議案第１５０２号「平成２２年度教育委員会活動の点検・評価報告書

について」をお諮りします。 
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（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 

 

（教育総務課長）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）この報告書も今回で３回目となり，全体として非常に多くの内容を，今ま

でに比べて，とても分かりやすくまとめていただいてあると思います。先ほどの説

明の中で，活動内容が３７項目ありますが，この内２５項目について，事業ごとの

点数評価がされていますが，その２５項目の内，７６％の項目において，達成度が

１００％を超えています。昨年度とは事業内容も異なっていますので，一概に比較

はできませんが，昨年度，達成度が１００％を超えた事業は，全体の６３％程度で

したので，事業に対する努力が伺えると思います。ただ，達成度が１００％を超え

ていないものも見受けられますので，そういった事業については，更に実績を上げ

ていただけるように取り組んでいただきたいと思います。逆に，達成度が非常に高

いものも数件あります。これは良く見ますと目標値の設定が前年実績よりも低めに

設定され，やや甘い設定ではなかったかという思いがしました。３回目の報告書の

作成になりますが，これまで目標値の設定について，非常に根拠が不明確なものが

ありましたが，今回は目標値の設定が前年実績より下に置いたものがごくわずか見

受けられますが，全体としては前年実績より高めに置いてありますので，事業推進

意欲が感じられるところでもあります。外部の有識者の意見においても，鈴鹿市の

教育事業の取組は，他の地域に比べて先進的であり，また，高く評価ができると述

べられております。今後の励みになると思いますので，引き続き，教育行政の推進

に努力をお願いしたいと思います。 

 

（生貝委員）この報告書は非常に読みやすくとても良かったと思います。いくつか補足

したら良いと思う点について指摘したいと思います。まず１９ページのＣＲＴとい

う語句ですが，５５ページのＩＣＴという語句の用語解説では，ＩＣＴが

「Information and Communication Technology」であるという解説が書かれてい

ますが，ＣＲＴについては，唐突に出てきていますので，ＩＣＴと同様な解説があ

れば分かりやすいと思います。次に，２３ページですが，「すずか夢工房－達人に学

ぶ－」の実績値の部分で，目標値１万人に対して，実績値１万２，８６３人となっ

ていますが，後のページに記述してある開催講座数１７６講座ということも，ここ

に記述すると，もっと具体的で，こんなにも沢山の講座をしているということが分

かり，読む方にとっても，とても分かりやすくなると思います。同じくチャレンジ

１４事業についても，後に６２８事業所で職場体験活動を行ったことが出てきます
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が，２３ページに記述されていれば，大変努力されていることが分かり，インパク

トがあると思います。以上，付け加えていただくと，努力が皆さんに伝わるのでは

ないかと思います。 

 

（委員長）昨年，一昨年に比べて，非常にシンプルにそして分かりやすくなっていると

感じました。目標値の設定については様々な議論があると思いますが，実際の目標

値設定上の悩みなどがあればお聞かせください。 

 

（教育総務課長）活動内容に対して，いかに適切に目標数値を設定するかということに

なりますが，これまで，評価対象項目の事業のボリュームに対して，目標数値を設

定している事務事業のボリュームが，うまく整合しないような場合がありました。

そこで，今回から，活動項目の大きなボリュームの事業枠の中に，事務事業評価の

目標数値を取り入れて，評価報告書を集約しましたので，多尐なりとも不整合さは

なくなったと思います。目標数値に何を持ってくるかということについては，各事

業によって色々と方法がありますので，これからも検討の余地があると思います。

また，生貝委員御指摘の用語解説等の加筆については，修正した上で完成させたい

と思いますので，御了解いただきたいと思います。 

 

（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お諮りしま

す。議案第１５０２号「平成２２年度教育委員会活動の点検・評価報告書について」

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１５０２号を原案のとおり承認いたします。

続きまして報告事項に移ります。１番目の「平成２４年成人式について」をお願い

します。 

 

（生涯学習課長）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）会場の音響についてですが，今年は，壇上でお話された方の声はよく聞こ

えましたが，下のプールの所で話された方の声は非常に聞きづらかったことがあり

ました。来年，講演していただく小嶋さんは，どこで講演をされますか。 

 

（生涯学習課長）小嶋さんは，式典会場正面へ登壇していただきます。また，今年はア

ンプの位置が原因で会場内の音響が悪く，特に車いすを利用された方には大変ご不
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便をおかけしました。来年は，音響設備については万全を期したいと思います。 

 

（委員長）来年の成人式の運営ついては，実行委員会のメンバーに，子ども議会に参加

された方が入っていらっしゃいますので，随分と力が入っているのではないでしょ

うか。 

 

（生涯学習課長）実行委員会の欠席者も尐なく，最近では毎月２回程度，熱心に取り組

んでいただいています。それでも，ポスターやチラシの仕上がり等では，相当厳し

い状況です。実行委員の皆さんは，それぞれ勤めていたり学生であったりと立場が

違いますが，熱心に取り組んでおられますので，私たちも支援をしていきたいと考

えています。 

 

（委員長）それでは，御意見もないようですので，２番目の「専決処分（損害賠償の額

の決定）の報告について」をお願いします。 

 

（考古博物館埋蔵文化財ＧＬ）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）この事故を客観的に見た場合に，どちらが悪かったのかという判断はない

のですか。 

 

（考古博物館埋蔵文化財ＧＬ）事故の割合につきましては，考古博物館の職員側が２５％，

相手側が７５％になっております。 

 

（吉本委員）責任の度合いとしては，考古博物館職員の方が軽いですが，補償内容は，

それを加味して約１０万７千円ということになったのですか。相手側からも市へ補

償が入ってくるのですか。 

 

（考古博物館埋蔵文化財ＧＬ）相手方からの補償もありますが，市側の車両はリース車

両ですので，相手方からはリース車両の所有者に対して支払われることになります。 

 

（吉本委員）歳入歳出予算には通らないのですか。 

 

（考古博物館埋蔵文化財ＧＬ）予算には通りません。 

 

（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。１番目の「学校の防災対策について」の説明をお願いします。 
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（指導課長）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。 

 

（委員長）実際に学校がどのように対処したのかということが一番肝心であると思いま

す。８月３１日までに，状況報告をすることが書いてありますが，どのような内容

の報告だったのでしょうか。 

 

（指導課長）この時点では，県の津波の浸水想定区域が見直されるということでしたの

で，学校では，どの想定を基に計画をすればよいのか分からないということがあり

ましたが，このような中，学校では，様々な避難場所や避難方法について検討して

いただきました。また，一部の学校ですが，危機管理マニュアルを作成し直した学

校もあります。地震発生時の避難場所等について，本当に細かい所まで検討が加え

られていますが，１０月に県から新しい津波の浸水想定が出ましたので，もう一度

検討していただいて，見直しをしていただいているところです。 

 

（吉本委員）市の「災害から命を守る学校における防災教育」の資料では，地震を中心

に書かれていて，津波のことは何も出てきていません。県の津波浸水想定がはっき

りと出ていませんでしたので，そこまでは考えられていないのかもしれませんが，

今後は，地震については，もう尐し震度が強いものになると想定され，また，津波

も想定する必要が出てくると思いますので，それらを十分にこの中へ取り込んでい

ただきたいと思います。「災害から命を守る学校における防災教育」の資料は，教育

委員会が作っていると思いますので，津波を想定した見直しを検討していただきた

いと思います。 

 

（指導課長）現在の資料では，津波は想定しておりません。現在，文書通知等により，

津波の対応について，各学校で考えていただいていますが，教育委員会としても，

津波を踏まえ，今年度中に「災害から命を守る学校における防災教育」を改訂して，

各学校に配布したいと思います。 

 

（吉本委員）防災教育モデル校ですが，鈴鹿市指定の３校のモデル校以外の，県のモデ

ル校２校については，まだ決定ではなく申請の段階ですか。 

 

（指導課長）既に決定されて，取組を進めていただいています。 

 

（吉本委員）現在，小中学校が４０校ありますが，モデル校が５校というのは尐ない気

がします。国道２３号よりも東には，学校は何校ありますか。 
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（教育総務課長）国道から東では，小学校７校，中学校２校の９校ありますが，国道か

ら西の区域で，栄小学校が新しい津波浸水想定区域に入っています。 

 

（吉本委員）せめて，それらの学校はモデル校として研究していただいた方が良いと思

います。あるいは国道よりも，もう尐し西へ範囲を広げても良いと思います。名古

屋市では，名古屋駅まで津波が来るとの想定の元に，防災対策をしていますので，

国道の東よりも，もう尐し想定を大きくした方が良いのではないかと思います。こ

れについての考え方はいかがですか。 

 

（指導課長）防災計画には，津波の想定がどうなるかということについては考えていま

せんでしたので，実際に，学校で防災教育を進めていくに当たって，モデル校で先

進的に取り組んでいただき，その成果を他の学校に還流していく形を考えていまし

た。その他の学校についても，防災計画の見直や緊急点検等を行っており，決して

モデル校だけが取り組んでいるという訳ではありません。先進的に取り組んでいた

だく各学校の成果を，他の学校と一緒に交流し，情報交換しながら，進めていると

いった状況です。 

 

（吉本委員）生徒に対しての防災教育ですが，今回の大震災が起きてから様々な報道を

見て感じたことを述べたいと思います。報道では，防災計画通りに生徒が動いた所

では，多くの生徒が亡くなられていました。一方，避難場所を個人個人の判断で移

動したことが生存につながったということで，ある女子中学生の行動が取り上げら

れていましたが，多くの避難者に向けて「ここへ避難してください。」と次々に避難

場所の移動を呼び掛け，その通りに従った多くの人が助かったことが報道されてい

ました。小学校でも中学校でもそうですが，そういった非常時の場合に自ら行動で

きるような避難教育・防災教育というものに，力を入れていただきたいと思います。 

 

（指導課長）今後配布される予定の防災ノートという個人個人が持つノートを活用して，

自分がどこへ避難するべきなのかを，しっかりと把握させていきたいと考えていま

す。避難場所については，防災安全課と協議の上，それぞれの学校において，最終

的に安全な場所を示し，それを選択肢の一つとして子どもに理解をさせ，最終的に

は，その場所へ行けば安全であり保護者とも出会えるというような場所を示してい

きたいと考えています。 

 

（生貝委員）学校が避難場所になった後の学校の再開計画や，児童生徒への対応に関す

る具体的な計画，避難場所での教師の対応等，地震が起きた後の行動計画について，

何か決めていることはありますか。 
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（指導課長）先程紹介させていただいた，三重県教育委員会が出している「学校におけ

る防災の手引」には，学校の教育再開復旧に向けた対応が詳細に書かれています。

例えば，応急教育計画の策定，震災直後の学校における被災状況の把握の対応，教

育再開の決定，教科書学用品等の調達等です。これらのことを，市が作成する冊子

へ掲載するかどうかについては，今後，冊子を改訂する中で，併せて検討を行った

上で，より分かりやすい冊子となるよう努めていきたいと思います。 

 

（委員長）特に海岸沿いの保護者は切実な思いを持っていると思いますので，よろしく

お願いします。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「１２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，１２月教育委員会定例会を１２月１６日金曜日午後３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，１２月教育委員会定例会を１２月１６日金曜日午

後３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１１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。 

 

１１月教育委員会定例会終了 午前１０時５２分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

           委員長 福嶋 礼子 

 

           委 員 生貝 初 


