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平成２４年２月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２４年２月１４日（火） 午後４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，岡井敬治，伊藤久仁子，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），生涯学習課長（宮崎由美子），スポーツ課副参事兼管理グループリーダー（渥

美敏彦），図書館長（藤田辰也），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）佐佐木信綱記念館条例施行規則の一部改正について        （文化課） 

（２）平成２４年度鈴鹿市教育費予算案について       （教育総務課・文化課） 

 

６ 報告事項 なし 

 

７ その他 

（１）３月教育委員会臨時会及び３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２４年２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，伊藤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１５０７号「佐佐木信綱記念館条例施行規則の一部改正について」をお願いしま

す。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 

 



２ 

 

（文化課長）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）各様式において，改正後の様式の「印」を削除した部分に下線が引いてあ

りますが，これで良いのでしょうか。また，言葉の問題ですが，第３号様式の「方

法」というのは，「利用方法」等の表記にした方がもっとわかりやすかったのではな

いかと思います。 

 

（文化課長）９ページの「印」の部分の下線ですが，改正後の様式にも下線が引いてあ

るのは，「印」を削除したことが分かるように引いているものです。実際の申請様式

については，３ページの改正後の様式のように下線はありませんので御理解くださ

い。また，第３号様式の「方法」の欄には，資料の特別利用に際して，その利用方

法を具体的に記載していただくことになります。例えば，「写真を撮る」とか「コピ

ー取る」等を記載していただくということになります。 

 

（岡井委員）去年の規則改正で，火曜日を休館日にされていますが，また一年で元に戻

すというのは，参観や利用の面で市民からもう尐し開館時間を増やした方が良いと

いう声があったからではないかと思います。そういうことを受けて，今回，体制の

充実を図って，サービスの向上に努めるために，改正するという理解でよろしいで

しょうか。 

 

（文化課長）色々な方面から，以前の状態に戻してほしいという要望がありましたので，

人員を再任用の職員に変えて，体制を整えて，以前のような状態にさせていただい

たということです。 

 

（岡井委員）文化施設で指定管理者制度を導入している施設がありますが，大黒屋光太

夫記念館や佐佐木信綱記念館等の記念館は，指定管理者制度になじまないのでしょ

うか。指定管理者制度の導入について，検討をされたことはありますか。 

 

（文化課長）平成１８年度だったと思いますが，指定管理者制度を実施していこうとい

う市の動きがありました。その時に，佐佐木信綱記念館の場合ですと顕彰会になる

のですが，地元の団体の方々にお願いしたところ，指定管理者になるのは難しいと

いうことで，お断りをされたという経緯があります。その後，指定管理者になって

いただく方がいないということで，今の状態になっています。 

 

（委員長）他によろしいでしょうか。開催時間が長いということは，市民サービスの向

上にとって望ましいことだと思いますので，よろしくお願いいたします。それでは，
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御意見もないようですのでお諮りします。議案第１５０７号「佐佐木信綱記念館条

例施行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１５０７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１５０８号「平成２４年度鈴鹿市教育費予算案

について」をお願いします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 

 

（教育総務課長）詳細説明 

 

（文化課長）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）鈴鹿市史の売却代金のことですが，市史を全て売り払ったということなので

しょうか。 

 

（文化課長）市史につきましては，随時，販売をさせていただきまして，予定の売上金

額を計上しています。 

 

（委員長）在庫をどのくらい確保しているのですか。 

 

（文化課長）在庫はありますが，冊数は手元に資料がありませんので後ほどお答えいた

します。 

 

（伊藤委員）人件費の削減というのは，在籍する職員の給料が減ったのか，人数を減ら

されたのかどちらでしょうか。 

 

（教育総務課長）人件費が減尐する理由としてはいくつかあります。まずは，職員数が

減尐する場合です。また，次年度の人件費の計上は，現時点でのスタッフが翌年度
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も残留すると仮定して計上していますが，人事異動によって人件費の高い職員が転

出して，人件費の安い職員が転入してくることがありますので，このような場合に

も人件費が減尐します。この他には，人事院勧告による給与の減額に伴う人件費の

削減や，各種手当等の減額等があり，これらが複合的に削減の要因となる場合もあ

ります。 

 

（文化課長）文化振興部の人件費の増減も同じような理由でございます。実際には，人

事課で計上していますので，詳細については把握しておりませんが，社会教育費の

図書館費の職員数については，平成２３年度は８人分を計上しておりましたが，今

回は６人分ということになっています。 

 

（委員長）今年度，特にこの部分に重きを置いて予算付けをしたという部分について教

えてください。 

 

（教育総務課長）来年度は，教育費全体で約１０億円，対前年比２１．５％の増額にな

っています。主な要因としましては，各種施設整備事業の計上でございまして，平

田野中学校の建物の建設工事に着手することや，一ノ宮小学校のつり天井の改修工

事の実施，それから，第２学校給食センターが平成２４年度から本格的に建設に向

けて事業が進んでいきますので，用地購入費や基本・実施設計委託料等が，予算増

額の主な要因を占めています。この他の主要な事業については，６３ページ以降に

一覧で挙げさせていただいています。この他にも，就学援助費が年々増加傾向にあ

りまして，平成２４年度も増加しているという状況でございます。 

 

（委員長）ハード面ではお金が掛かることはわかりますし，ソフトの面は就学援助費が

大きなボリュームを占めているということなのでしょうか。 

 

（教育総務課長）そういうことでございます。 

 

（委員長）文化振興部の方はいかがでしょうか。 

 

（文化課長）文化振興部の方は，平成２４年度につきましては，７０周年記念関連事業

が一つ，もう一つは６７ページに主要事業として記載させていただきました施設整

備に関する事業になります。具体的には，７０周年記念事業については，大黒屋光

太夫記念館のグレードアップ事業ということで，光太夫が帰国して２２０周年記念

の事業も兼ねて，日本海事科学振興財団からの助成金２１１万円を活用して，全体

で約４００万円の事業をさせていただきます。この中では，今回初めてとなります

が，朝鮮通信使の胴掛の展示等を企画しています。もう一つは，シティマラソンで

ございまして，これも平成２３年度よりも３００万円程度を増額して，全体として
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８００万円の予算でグレードアップしたシティマラソンを開催させていただこうと

考えています。また，施設整備につきましては，数年後，三重県で高校総体や国体

が行われますので，それに向けてスポーツ施設の改修に取り組む必要があります。

６７ページに掲載させていただきましたが，石垣池陸上競技場の三種公認の更新を

行うための備品購入費用として８００万円，トラックの改修費用として１，８００

万円の予算を計上させていただいています。もう一つは，体育館の老朽化対策のた

めの大規模改修を行う一環として，３，０００万円を掛けて，く体の調査を行う事

業も予定しています。 

 

（委員長）先程の説明によると，埋蔵文化財の方の予算が減ってきているという事をお

聞きしましたがいかがですか。 

 

（考古博物館長）史跡伊勢国分寺跡の都市公園整備を手掛けておりまして，３年が終わ

ろうとしています。現状で，歴史公園整備の造成工事が全て完了します。平成２４

年度以降は，遺構表示といいまして，建物は建ちませんが，土の色を変えたり植栽

で表現したり，色々な方法を取りまして，どこにどの御堂があったのかということ

を表現していく事業に移っていきます。しかし，その矢先に，東日本大震災の影響

で，全国的に同様の整備事業については，要望額の概ね７割相当額に減額されて補

助金の交付を受けるという状況になりました。このような中で，平成２４年度には

３，０００万円を計上させていただいていますが，これが一番大きな減額となった

部分でございます。 

 

（岡井委員）前回，説明いただきましたアクションプランを踏まえて，「生きる力の育成」

を目指した色々な事業が計上されていましたので嬉しく思いました。３２ページの

教育総務費の第３目教育振興費の所で，いくつかお伺いします。まず一つ目は，「奨

学金」とありますが，これは天野奨学金のことだと思いますが，現状並みの給付で

事業を実施していくと，やがて原資が枯渇するのではないかと思いますが，あと何

年くらい制度を維持できるのかをお聞きします。二つ目は，「教育活動費等」として

３０５万２，０００円の計上がありますが，どのような事業を行うのでしょうか。

三つ目は，「すずか夢工房」の５５万円について，講師となる達人には５０人以上の

登録者がおられますが，この予算では，ボランティアによるところが大きいと思い

ます。経費的には，材料費や教材費，移動費などが必要になると思いますが，これ

で十分なのかということです。次に，「不登校児童生徒支援事業」ですが，現在の適

応指導教室の状況，学校への復帰率について，現状をお聞かせいただけたらと思い

ます。それから３４ページの「学力保障推進事業」の２００万円ですが，これは国

が行う抽出調査分以外の学校の学力調査を実施するための予算なのでしょうか。 

 

（学校教育課長）天野奨学金につきましては，平成２２年度末の残高で，６，５００万
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円程度の原資がございます。年間，概ね６００万円の給付を行っていますので，今

後１０年は運用していけるのではないかと思っています。また，創設当時は，貸与

という形で始まりましたので，その返還金ももう尐しあります。 

 

（指導課長）「教育活動費等」につきましては，幼稚園及び学校の教育努力目標を定めて

いまして，それを実現するための教育活動の充実を図るということで，小中学校の

音楽会や美術展，科学作品展，書写作品展等の開催に係る経費でございます。 

 

（委員長）この中身は平成２４年度の新メニューですか。 

 

（指導課長）昨年度からの継続事業です。また，「すずか夢工房」につきましては，小学

校で平成２３年度，中学校で平成２４年度に新学習指導要領の完全実施ということ

もあり，学習指導要領で求めている力を付けていくことが必要になりますので，教

育課程の中に「すずか夢工房」を位置付けて実施していただくために，単発の講座

だけでなく，連続した講座を実施しながら，教科を横断した取組として活用いただ

くということを予定しています。予算の主な内容は，現在５１名の登録をいただい

ている講師の謝金でございます。次に，「学力保障推進事業費」につきましては，主

には，抽出校以外の学校の採点補助や集計をするための経費と全体的な市の傾向や

対策について検討する経費等を含んでいます。 

 

（教育研究所所長）適応指導教室の状況ですが，通級状況については，平成２２年度の

状況では，小学生が９名，中学生が３２名で合計４１名の子どもが通級しています。

この数字は，新たに通級になったり，学校に復帰したり，卒業をしたり，３～４日

通級した後に通級できなくなったりと，１年間を通して様々な子どもが出入りをし

ますので，その様な子どもたちを全て含めています。そして，その復帰状況につい

ては，これも同じく学校へ毎日登校できる子どももいれば，一週間に一度通級しな

がら学校に通うというように，様々なケースがございますので，部分的な復帰も含

めて，１７名の子どもが，何らかの形で学校への復帰をしています。平成２３年度

の現状としては，けやき教室とさつき教室の２教室合わせて，毎日，１４～１５名

の子どもが通級しているという状況です。 

 

（文化課長）先程，御質問いただきました鈴鹿市史の在庫数ですが，１巻から５巻まで

ありまして，全巻合わせて５，５９５冊の在庫があります。 

 

（生貝委員）吊り天井の改修を行う学校が４校あるということですが，それほど改修費

は掛からないのですか。ここに掲載されているのは，全て実施するための予算です

か。 
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（教育総務課長）６４ページの下から２つ目のところに，吊り天井改修事業の概要を掲

載させていただいていますが，これは次期実施計画に基づく記載でございます。こ

の実施計画では，平成２４年度から平成２７年度までの４年間で，小学校４校を工

事する予定で，その総費用が９，７００万円掛かかると見込んでいます。今回その

内の平成２４年度分として，一ノ宮小学校の屋内運動場の吊り天井改修工事をさせ

ていただく予定で，２，００６万９，０００円を計上させていただいています。改

修費用は，体育館の天井面積と構造によって変わり，平成２８年度以降の実施計画

に登載予定の中学校２校も含めると，１校あたり２，０００万円～５，０００万円

程度の費用が掛かると見込んでいます。 

 

（伊藤委員）６３ページの学力保障推進事業というのは，前回の教育委員会で説明いた

だいた学力調査の事だと思うのですが，４月にその学力調査を受けて，結果はいつ

頃出るのでしょうか。 

 

（指導課長）学力調査の実施は，全国で４月１７日に実施をさせていただきます。採点

と集計を８月中に済ませて，９月に結果が出る予定です。 

 

（伊藤委員）その結果や子どもたちの理解力に応じて指導内容を変えたりとか，必要な

副読本を読ませたりというような指導を行うのでしょうか。 

 

（指導課長）もちろん，個々の学力状況も測りますので子どもの弱み等については，個

別に返していきますが，この学力調査の目的としては，調査を受けた当該学年だけ

でなく，学校全体の子どもたちの学習状況・生活実態も含めて状況を掴むというこ

とでございます。個々については，日常的な指導と評価の一体化ということで，ど

のような指導をして，子どもたちにどのように伝わっているのかという事を，日常

的に出来るだけ早く掴みながら，また子どもたちに返していくというように，学力

調査とは別のところで行っているのが現状です。 

 

（委員長）来年度は特に学力アップというのが一番の目標となっていますが，指導で学

力アップを図るのが一番だと思いますが，この他の予算的な面で，学力アップに結

び付く事業は計上しているのでしょうか。 

 

（指導課長）学力調査の事業は状況把握をするということですので，これ以外の学力ア

ップに関しては，尐人数授業の予算やコミュニティ・スクールの予算等，様々な事

業において，総合的に取り組んでいきたいと考えています。 

 

（伊藤委員）結果として全国で何位というような順位が出てくるのでしょうか。鈴鹿市

や都道府県別に学力調査をした時に，個々の位置付けが何番というような結果が出
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るのでしょうか。 

 

（指導課長）来年度の国の調査は，県ごとの状態が分かる程度の抽出調査になりますの

で，結果としては，三重県の順位が公表されます。鈴鹿市が全国のどの程度の順位

かというようなデータは出てきません。 

 

（委員長）図書館は，生涯学習の面からも大きな拠点という面があると思いますが，予

算については，いつもあまり大きくならないというところがあります。それについ

てはどうでしょうか。 

 

（図書館長）図書館の図書購入費につきましては，この４，５年の間２，０００万円で

推移していますが，全体的な予算が減る中で２，０００万円を堅持しているという

ふうに考えています。 

 

（岡井委員）学校にとって大きな関心事である学校配当予算についてですが，学校では，

多様な教育活動を展開して，一人ひとりに行き届いた教育をしたいという思いや，

広い敷地に建物も大きいですので，施設設備の維持管理にも物入りな状況もあると

思います。そんな中，学校からもいろいろと情報をお聞きになって，御検討いただ

いたことだと思いますが，どのように学校への予算配当をしていくのか，その辺り

について考えを伺います。 

 

（学校教育課長）それぞれの学校に対する需用費，教材費，備品購入費，修繕費等の学

校に配当させていただく予算についてですが，一般的な消耗品等については，市全

体予算の４％シーリングに基づいて減額しています。また，教材費については，例

えば理科教育振興事業等の国の補助に係る部分は，現状維持としています。修繕費

については，今年度かなり減額をされ，学校としても苦しかったので，来年度は現

状維持で計上しています。全体的には若干減額となっていますが，何とか計上した

予算で運営できるのではないかと考えています。 

 

（岡井委員）例えば去年の夏は猛暑，今年は思いのほか厳しい寒さで，光熱費は年によ

っては早く消費してしまうこともあると思います。そういう場合に臨機応変に対応

していただければと思うのですが。 

 

（学校教育課長）光熱水費については，学校が工夫と節約によって使用量を減らした場

合には，その分だけ次年度に色々な形で使えるようなシステムができないかと，検

討しているところでございます。また，予算が余った場合には，その一部を２年先

に使えるというような制度も作っていただいていますので，有効的に活用していき

ながら現場に還元していきたいと考えています。 
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（伊藤委員）外国人児童生徒サポート事業についてですが，今，鈴鹿市には，何カ国語

の言語の人が住んでいるのでしょうか。また，市として，その子ども達のサポート

にどの程度対応できているのかを教えてください。 

 

（人権教育課長）鈴鹿市の小中学校に在籍している児童生徒は，今年１月現在で６４０

人います。これは児童生徒全体の３．３％を占めます。国籍別には，今年１月現在

で１８カ国ですが，今年度の初めには１９カ国の国籍の違う子どもたちが在籍して

いました。言語につきましては，共通するところもありますので，何カ国語あるか

は申し上げることはできませんが，全体の傾向としまして，全体の半分がポルトガ

ル語を話すブラジルの子どもたちで，４分の１がスペイン語圏のペルー・ボリビア

等の子どもたちです。その他はアジアの子どもたちが多く，現在多いのは，フィリ

ピンのタガログ語やヴィサヤ語等の現地語を含めたフィリピノ語を話す子どもたち，

その次が中国語の子どもたち，そして最近インドネシア語やスリランカ語，韓国語

などの子どもたちも増えてきました。これらの子どもは尐人数ですが，鈴鹿市へ転

入してきた時に言語の対応をしていくことが必要ですので，その部分の予算も計上

しています。 

 

（岡井委員）私はメールモニターの会員になっておりまして，今でも不審者情報等をい

ただいているのですが，メールモニターには，何％くらいの保護者が加入している

のでしょうか。また，様々な情報が入ってきているので，さらに加入を勧めていた

だく事もお願いしたいのですが。 

 

（委員長）管轄が秘書広報課になり，この場ではお答えできませんので，御了承くださ

い。他によろしいでしょうか。 

 

（文化振興部長）１件追加で御説明申し上げます。５８ページをご覧ください。教育費，

保健体育費の体育振興費の一番上の「スポーツ推進委員費」でございますが，これ

は，昨年スポーツ基本法が制定されまして，現在の「体育指導員」の名称が，平成

２４年４月１日から「スポーツ推進員」に変更になります。そのために，この事業

名称を変更しています。法改正に伴う規則改正につきましては，後日，３月の教育

委員会定例会に提出させていただきますのでよろしくお願いします。 

 

（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１５０８号「平成２４年度鈴鹿市教育費予算案について」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 
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（委員長）御異議がないようですので，議案第１５０８号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）本日は報告事項がございませんので，続きまして，その他の事項に移ります。

｢３月教育委員会臨時会の開催について」及び「３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，３月教育委員会臨時会を３月１日木曜日午前１０時から，３月教

育委員会定例会を３月２１日水曜日午後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，３月教育委員会臨時会を３月１日木曜日午前１０

時から，３月教育委員会定例会を３月２１日水曜日午後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２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。 

 

２月教育委員会定例会終了 午後６時１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 伊藤 久仁子 


