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平成２４年３月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２４年３月２１日（水） 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  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），スポーツ課長（松岡正朊），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等職員の任免について          （文化課） 

（２）鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について     （教育総務課） 

（３）鈴鹿市青尐年対策推進本部設置要綱の一部改正について      （青尐年課） 

（４）鈴鹿市体育指導委員に関する規則の一部改正について      （スポーツ課） 

（５）鈴鹿市立学校体育施設の開放に関する規則の一部改正について （スポーツ課） 

（６）鈴鹿市立公民館長の任命について               （生涯学習課） 

 

６ 報告事項  

（１）平成２３年度鈴鹿市体育功労者・生涯スポーツ功労者表彰について 

                                 （スポーツ課） 

 （２）速報展「発掘された鈴鹿２０１１」の開催について      （考古博物館） 

 

７ その他 

（１）武道必修化について                      （指導課） 

（２）４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３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。まず，議案第

１５１２号「鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について」でございますが，こ



２ 

 

の議案は，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項ただし書の規定に基づきまして，会議を非公開にしたいと存じます。

議案第１５１２号の会議を非公開とすることに，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）それでは，御異議がございませんので，全会一致で非公開とすることにいた

します。関係者以外の方の御退室をお願いします。 

 

≪関係者以外退室≫ 

 

議案第１５１２号「鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について」審議・承認 

 

≪関係者以外再入室≫ 

 

（委員長）大変お待たせいたしました。ただいまの，議案第１５１２号「鈴鹿市教育委

員会事務局等職員の任免について」は，原案のとおり承認されました。それでは，

次に，議案第１５１３号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織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 

 

（教育総務課長）詳細説明 

 

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

 

（委員長）企画推進グループでは主に２つ事務を行っていたということですが，その内，

幼稚園の再編整備の事務はどこが担当するのでしょうか。 

 

（教育総務課長）これまでと同様に学校教育課の中で，別のグループが担当することに

なります。 

 

（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，お諮り

します。議案第１５１３号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織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。 

 



３ 

 

（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１５１３号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，議案第１５１４号「鈴鹿市青尐年対策推進本部設置要綱の一部改正に

ついて」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 

 

（青尐年課長）詳細説明 

 

（委員長）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。 

 

（委員長）鈴鹿市青尐年対策推進本部は，今までに何回開かれ，どのような事業をされ

ていたのでしょうか。 

 

（青尐年課長）鈴鹿市青尐年対策推進本部は，平成１７年度に立ち上げました。それ以

前は，青尐年の健全育成については，教育委員会が中心に行ってきましたが，平成

１７年度からは青尐年対策推進本部の設置により，市長を本部長としまして，市役

所の中で横断的に全庁的に取り組んできました。その取組内容ですが，設置要綱に

規定しています本部員の方々に御出席をいただいて，本部会議を年に２回開催して

います，また，その下に関係課及び関係機関の長に御出席いただく推進会議を設け

ていまして，これも年２回開催し，これまでの取組状況と今後の取組について議論

をしています。なお，年２回開催している本部会議については，その都度，教育委

員会でも御報告させていただいています。 

 

（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１５１４号「鈴鹿市青尐年対策推進本部設置要綱の一部改正につい

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１５１４号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，議案第１５１５号「鈴鹿市体育指導委員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 



４ 

 

 

（教育長）提案説明 

 

（スポーツ課長）詳細説明 

 

（委員長）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。 

 

（委員長）今回，法改正で「体育」という言葉が「スポーツ」という言葉になったのは

何か理由があるのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）旧法のスポーツ振興法の公布が昭和３６年でかなり古いということが

あり，また現在では，一般的に「スポーツ」という言葉が広く使われるようになっ

てきたことから，全面的に「スポーツ」で統一されたものです。また，新たに「ス

ポーツ推進」という言葉も使われていますが，スポーツをめぐる状況が大きく変化

し，スポーツの価値や社会的役割の重要性が高まっておりますことから，これまで

以上に，推し進めていくという意味合いを持たせたものであると考えています。 

 

（委員長）「これまで以上に，広い分野でスポーツに親しむことができるように」という

意味が含まれているということと理解しました。 

 

（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１５１５号「鈴鹿市体育指導委員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１５１５号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，議案第１５１６号「鈴鹿市立学校体育施設の開放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 

 

（スポーツ課長）詳細説明 

 

（委員長）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。 

 



５ 

 

（委員長）現在，体育指導員は何名ですか。 

 

（スポーツ課長）現在，５８名の方に委嘱しています。その内５２名が各地区から選出

していただいた方で，６名の方が学識経験者の方です。 

 

（委員長）この５８名の方ですが，入れ替わりが多いのか，それとも長年務めていただ

いている方が多いですか。 

 

（スポーツ課長）具体的な年数は資料を持ち合わせておりませんので，今ここではお答

えできませんが，長い方は本当に長く務めていただいています。また，地区により

選出の方法が異なりますので，任期ごとに交代されている方もおられます。 

 

（委員長）体育の指導については，能力を持った方にしっかりやっていただくことが大

切だと思います。 

 

（伊藤委員）学校の施設開放というのは，子どものサッカーや野球，ママさんバレー等

の施設開放ということですか。 

 

（スポーツ課長）学校施設の内，体育館やグラウンドについて，休日や夜間等の学校が

使用していない時間を利用させていただき，サッカーや野球等色々なスポーツを楽

しんでいただいています。 

 

（伊藤委員）ママさんバレー等は，夜間に活発に活動されていますが，その時の体育館

の使用料は発生するのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）夜間照明代については負担していただいています。 

 

（生貝委員）運営委員会には，委員長はおられるのですか。 

 

（スポーツ課長）学校施設開放の運営委員会は各学校単位で組織していただいており，

その中から委員長を決めていいただいています。 

 

（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１５１６号「鈴鹿市立学校体育施設の開放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 

 



６ 

 

（委員長）御異議ないようですので，議案第１５１６号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，議案第１５１７号「鈴鹿市立公民館長の任命について」をお諮りしま

す。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案説明 

 

（生涯学習課長）詳細説明 

 

（委員長）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。 

 

（生貝委員）年齢制限はあるのですか。 

 

（生涯学習課長）高齢化ということも言われていますが，地域には有識の方も多くいら

っしゃいますので，年齢は最高で７５歳までの方としています。以前は７３歳とし

ていましたが，今年度から７５歳とさせていただきました。 

 

（伊藤委員）有識者を御推挙いただいているということですが，この方々が公民館の活

動を何か行う時は，教育委員会との協議が必要なのでしょうか。例えば，地域では，

学齢期前の子どもの体操クラブ等のサークル活動や，大人の料理や習字教室等を行

っています。これらは各公民館が主体的に実施しているのか，あるいは，教育委員

会が相談に乗りながら行っているのか，どちらに権限があるのか教えてください。 

 

 

（生涯学習課長）現在，公民館での活動は，自らの生き甲斐や趣味を高めるためのサー

クル活動，色々な地域の団体の方々に使っていただく貸館，そして一番重要な公民

館の主催事業の主に３つの活動形態があります。主催事業というのは，尐子高齢化，

介護，子育て等の地域や社会の課題を公民館で学習し，学習の成果を地域づくりに

活かしていこうとする事業です。この内，サークル活動と貸館については，各公民

館で受付等をしています。また，主催事業は公民館運営委員会という組織が各地区

にありますので，これが主体となって各公民館の館長及び職員が支援を行い，連携

をしながら事業を行っています。このように，一般的には各地区の運営委員会と公

民館の方で対応をしておりますが，何か大きなテーマや特別な事業をする時には，

特に教育委員会に諮るということもございます。 

 

（委員長）先程お話しいただいた主催事業といいますのは，何かメニュー等あるのでし

ょうか。 



７ 

 

 

（生涯学習課長）特にこちらからテーマを指定することは行っていませんが，成人学級

や乳幼児学級等の以前から実施してきたメニューは，参加される方が入れ替わって

きますので，継続して取り組んでいただいている公民館が多い状況です。また，地

域活性化事業というメニューもありまして，これらは，地域や社会の課題を解決し

て地域づくりに役立てていただこうとするものですが，各公民館から計画を挙げて

いただいて，それを生涯学習課の方で精査させていただき，市からの運営委託とい

う形で委託料を支払って実施していただく事業です。 

 

（委員長）公民館の役割も大きくなってきている中，過去に比べて活動が活発になって

きているという傾向はありますか。 

 

（生涯学習課長）高齢化率の高い地域については，高齢化やその他の様々な課題により

サークル活動ができなくなったという理由で減尐しているところもありますが，人

口が増加している地域もあり，公民館によって地域差があります。公民館活動とい

うものがとても重要視されてきていますので，そういった活動の衰退や地域差を無

くすために，職員研修や公民館運営委員長会議等を開催させていただいて，活性化

に向けて検討しているところです。 

 

（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１５１７号「鈴鹿市立公民館長の任命について」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１５１７号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，報告事項に移らせていただきます。１番目の「平成２３年度鈴鹿市体

育功労者・生涯スポーツ功労者表彰について」をお願いします。 

 

（スポーツ課長）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。 

 

（岡井委員）生涯スポーツ功労者の備考欄に永年表彰とありますが，永年というのは目

安としてどの程度なのかということが一点。また，体育功労者は市長表彰，生涯ス

ポーツ功労者は市長感謝状となっていますが，表彰と感謝状では何か違いがあるの

ですか。 
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（スポーツ課長）一点目の生涯スポーツ功労者の永年につきましては，約２０年以上，

生涯スポーツに関わられた方を表彰させていただいております。生涯スポーツ功労

者につきましては１０年表彰という区分もございます。また，表彰状と感謝状につ

いては手元に資料がなく，今すぐお答えできませんので御了承ください。 

 

（委員長）選出が難航することはあるのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）国際大会出場者や全国大会優勝者は，記録が残っていますので，それ

をピックアップさせていただいて決定しています。それから生涯スポーツ功労者に

ついては，体育指導事務局連絡協議会及び体育指導委員会から推薦をいただき，永

年務めていただいている現状を把握した上で決定させていただいています。 

 

（委員長）生涯スポーツ功労者の方は２名と決まっているのですか。 

 

（スポーツ課長）決まっていません。 

 

（生貝委員）体育功労の内，団体競技の場合は３名程度しか選考されていませんが，ど

のような人選をしているのですか。 

 

（スポーツ課長）三重バイオレットアイリスの３名とホンダヒートの３名についてはい

ずれも鈴鹿市出身者の方で，日本代表のメンバーとして国際大会に出場されたため

選出しています。 

 

（委員長）功労者の人数は増えてきていますか。 

 

（文化振興部長）例年約１０名から１５名程度です。全国大会優勝者や国際大会出場者

は，この５～６年の間で増えてきています。世界選手権等につきましてはバイオレ

ットアイリスやホンダヒートの方が出場していますし，これから伸びていくと期待

しているＦＣランポーレは天皇杯に出場しています。ホンダについてはハンドボー

ルチームも以前は全日本の上位の方に進出していました。また，鈴鹿高専の江藤君

ですが，あと４センチ記録を伸ばせば，標準記録を突破してロンドンオリンピック

へ行ける可能性があるということで，頑張っていただきたいと思います。市長感謝

状につきましては表彰規定がございまして，永年スポーツに振興していただいた感

謝を込めてスポーツ功労として表彰させていただいています。それから，地区から

推薦をいただいておりますが，２０年もの間指導していただく方は尐なく，毎年１

～２名程度となっています。 

 

（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，２番目



９ 

 

の速報展「発掘された鈴鹿２０１１」の開催についてお願いします。 

 

（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。 

 

（委員長）今回の速報展の特色を教えてください。 

 

（考古博物館長）それぞれの遺跡から様々な発掘物が出ていますが，主要展示の７遺跡

の中では，木田町の磐城山遺跡から発掘物が多く出土していますので，これがメイ

ンになると考えています。 

 

（岡井委員）平田遺跡は２２次から２４次，長者屋敷遺跡では２９次とありますが，発

掘している間に新たな広がりが出てきて発掘区域が広がっているのですか。または，

予算の関係や作業時間等を考慮して発掘区域をあらかじめ分割しているのですか。 

 

（考古博物館長）一つの遺跡の中でも３次の調査に及ぶものもございますし，１回で終

わるものもございます。発掘調査には，調査そのものを目的として行う学術調査と，

宅地造成等の開発行為や公共事業で遺跡が壊れる前に発掘調査を行い，記録保存に

結びつけるための調査の２種類があります。このように，発掘に結びつく原因行為

により同一年度内に複数回の発掘を行う場合が生じてきます。この他，長者屋敷遺

跡につきましては，国から補助金が出ているわけではありませんが，７つの遺跡の

中で唯一の国の施設とですので，文化庁の方からの指導要請に基づくものという側

面もあります。 

 

（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，その他

の事項に移ります。１番目の事項ですが，毎回，定例会ごとに，今日的な教育課題

などをテーマにして協議を行っていくつもりですが，本日のテーマは「武道必修化

について」協議してまいりたいと思います。それでは，担当課の説明をお願いしま

す。 

 

（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）剣道と柔道は外部の方の指導とありますが，学校の体育教師の方も指導され

るのですか。 

 



１０ 

 

（指導課長）基本的には体育の先生が指導しますが，十分に指導に慣れていませんので，

指導力向上を目的に平成２１年から２３年までは外部指導者を中心に指導方法を教

えていただきながら，先生が指導するという形で行ってきました。平成２４年度以

降も外部指導者を派遣しますが，主として指導を行うのは学校の先生になります。 

 

（委員長）様々な研修で現場の先生方も指導力が付いてきているのでしょうか。 

 

（指導課長）先日の担当者会議の場においても，先生方が外部指導者の方に指導いただ

いて，指導方法が非常によくわかったという話をしていました。中学校の武道の指

導については，年間３時間から１０時間程度となっており，初歩的な道具の扱い方

や礼儀作法等の指導も多くありますので，これらについて経験者ならではの指導方

法を御教授いただいたことで，先生方から「これならできる。」という御意見も出て

います。 

 

（伊藤委員）突然，体育に武道が現れたと感じています。近頃は，子どもが外で遊ばな

くなってきている状況がありますが，基礎的な体力や運動能力は幼いころから養わ

れるべきものだと思っていますので，武道必修化が義務付けられた以上，小学校の

時にもう尐し基礎体力を付けていただくという考えはありませんか。 

 

（指導課長）体力向上についても大きな課題があると考えています。体力テストを実施

しましても，結果は平均を下回る種目が多い状況です。体育の授業と運動の日常化

により，小さい頃から体力を付けていくことが大切ですので，三重県の委託事業に

よる体力向上を目的にした指導員も派遣させていただきながら，子どもたちの体力

向上に努めて参りたいと考えています。 

 

（伊藤委員）授業時間数が年間３時間から１０時間とのことですが，その時間で我が国

固有の文化である武道というものを伝えるのは難しいと思います。礼儀作法を教え

るのか，剣道や柔道の動きそのものを教えるのか，もう尐し絞っていく必要がある

のではないかと思います。 

 

（指導課長）武道には礼儀作法から本格的な競技までありますが，先生方も子どもたち

にとっても，これまでの経験上，十分に武道に親しんでいるわけではありませんの

で，授業においては，入門程度のものとなり，競技までは難しいと思っております。

文化に親しむという色合いが濃いものになると考えています。 

 

（伊藤委員）資料には男女ともに柔道を行う学校もあることが記載されていますが，先

生方がどのように教えられるのか興味がありますので，体育の授業を見学させてい

ただくことはできますか。 



１１ 

 

 

（指導課長）可能です。 

 

（生貝委員）３ページの表で，防具や柔道着等を平成２３年度までに整備されたという

ことですが，生徒全員分を整備しているのですか。 

 

（指導課長）柔道着は４０着揃えてある学校と３０着揃えてある学校があります。また，

柔道マットも３２畳を整備しています。安全面を考慮してより広い範囲に畳を敷き

たいという場合もあると思いますが，このような場合には，授業時間が年間３時間

から１０時間程度ということですので，指導をする時に学校間で借用して不足なく

行うということを，先日の担当者会議で確認しています。 

 

（生貝委員）防具や柔道着等の衛生面ですが，洗わないというのが武道の作法としてあ

るようですが，これにはどう対処されますか。 

 

（指導課長）武道の専門家の方から，洗濯をした後，日に干して，袋に入れ，防虫剤を

入れる等，丁寧に御指導をいただきましたので，担当者同士で連携して，きめ細か

く匂いや衛生面に気を付けるよう確認をしています。 

 

（委員長）剣道の頭の防具も洗濯をするわけですか。 

 

（指導課長）剣道の防具につきましては洗濯できませんので，日に干したり，年間を通

して使わない時に手入れをしたりして，ある程度は防いでいる状況です。 

 

（委員長）相撲マットは全て市費により整備したのですか。 

 

（指導課長）市費により全て賄いました。３ページの表については，★印は国の事業で

整備をしたもの，●は市費で賄ったもので，その結果として，◎はその年度に授業

が実施できる状態になったことを表しています。平成２１年度に◎が付いている学

校は，それ以前に整備されており，平成２１年度時点で授業が実施可能であったと

いうことです。 

 

（委員長）現場の先生方はこれで大丈夫と思っていらっしゃるのか，それとも何か不安

を抱えていらっしゃるのかいかがでしょうか。また，ＰＴＡの方々から何か御意見

がありますか。 

 

（指導課長）保護者の方々の中には，不安に感じておられる方がみえると思います。指

導課にも電話連絡で「武道をするが大丈夫か。」と心配してみえる方もありました。



１２ 

 

新聞報道でも部活動等の事故が報道され，武道は事故が多いという不安感を周囲の

皆さんが持っていらっしゃると思います。一方，担当者の方は，実施内容が非常に

入門的であること，実際には武道はこれまでも実施していること，学習指導要領の

移行措置期間中に武道の授業を行ってきましたが全く事故が無かったこと，今後も

高度な柔道をするものではないこと等から，そのような不安の声は上がっていませ

ん。 

 

（委員長）授業を受ける側からすると，相撲は女性にとって抵抗があると思うのですが

いかがですか。 

 

（指導課長）女子が相撲をすることに抵抗があることは，体育の先生方も配慮している

面があります。一方，これまで相撲を行った学校もありますが，このときには楽し

く実施されたと伺っています。 

 

（伊藤委員）体育で怪我をされた場合に備えて，保険を掛けていると思うのですが，武

道必修化に伴い，そういうものを尐し強化するような対応は行っていますか。 

 

（指導課長）保険の方は，今の制度の中で対応したいと考えています。万が一事故があ

った場合の緊急対応については，安心感を高めるという意味で，しっかりと連携を

取りながら対応をしていきたいと思います。 

 

（伊藤委員）武道必修化に際して，報道では怪我をして当たり前という傾向がありまし

たが，今日の議論を通して武道の入門であることがよくわかりました。新年度には，

そういうことを保護者にしっかりと納得がいくようにお示し願えたらと思います。 

 

（指導課長）必修化で取り扱う場合は特に柔道に事故が多いとの報道がされていますの

で，御指摘の件については，担当者に対して，また校長会等においても，説明をし

ていくように指導をして参りたいと考えていますし，そういう予定でございます。 

 

（委員長）先程，体力が平均を下回っているという話がありました。学力についてはか

なり低いということを認識していましたが，体力もかなり低いのでしょうか。 

 

（指導課長）全国学力・学習状況調査と同じように，新体力テストというものがあり，

２年間全ての学校で実施をしましたが，多くの種目で全国平均を下回るという状況

でした。 

 

（委員長）わずかに下回っているのか，かなり下回っているのかどういう状況ですか。 

 



１３ 

 

（指導課長）結果はセンチや秒等の単位で出ますので判断が難しいところですが，全体

的には課題は大きいと考えております。 

 

（伊藤委員）その原因はどのように捉えていますか。 

 

（指導課長）市内の小学校の結果を指導課で分析したところ，市内ではそれほど格差は

みられませんでした。原因として一番大きなものは，子どもが身体を使って遊ばな

くなったことだと考えています。運動の日常化というのは，遊び場所の問題や，日

頃から外で遊ぶことに親しんでないということがあり難しい面があります。一方，

中学校でクラブ活動をするようになると，尐し体力が伸びているといった面もあり

ますので，体育の授業における指導の工夫等により，体力向上は考えていけると思

います。 

 

（岡井委員）年間３時間から１０時間ということでしたが，１年生と２年生の２学年に

おいて３時間から１０時間で良いのか，それぞれの学年で３時間から１０時間行い，

合計６時間から２０時間になるのかを教えてください。 

 

（指導課長）学習指導要領では時間の規定はありませんので，時間数については学校で

編成いただくことになります。よって，２年間で３時間から１０時間でも構いませ

ん。４ページの時間数は実際に各校で実施されている時間であり，３時間から１０

時間でなければならないということでもありません。 

 

（岡井委員）４ページの表についてですが，このＨ２４というのは来年度の履修予定と

いうことだと思います。そしてこの表は，例えば神戸中学校ですと，平成２３年度

の１年生は実施なしで，来年度２年生になると男子は剣道を８時間から１０時間実

施するという見方だと思います。次に隣の大木中学校を見てみますと，１年生は剣

道を１０時間行い，来年度２年生になると実施しないということだと思います。そ

こで，これは特異な例だと思いますが，例えば神戸中学校の１年生の生徒が，２年

生になって大木中学校へ転校することになった場合，この生徒は，全ての生徒が履

修するという学習指導要領の趣旨から外れることになりますので，基本的には全て

の学校で毎学年履修するようにしておけば，そのような事にならないと思います。

次に指導計画についてですが，武道を５時間履修するということであれば，１時間

目から５時間目までにどのようなことを指導するのか，また，１０時間履修であっ

たらどの程度のことまで指導するのかといった指導計画を，より良いものにしてい

ただけると良いと思います。ある程度研修会や講習会に参加をした先生でしたら，

それ程技量が無くても，指導計画によって指導がしやすくなると思います。最後に，

以前，小学校の体育には，体の動きが図解でわかる準教科書がありましたが，準教

科書を活用されるということはないのですか。また，中学校には準教科書やＤＶＤ



１４ 

 

等の留意点や技についての資料はあるのでしょうか。もしそういうものがあれば，

役立てていただきたいと思います。 

 

（指導課長）全ての学年で履修した方が良いのではないかということですが，それぞれ

の学校・学年において，学習指導要領に沿って実施しているのが現状です。よって，

御指摘のような場合には，確かに生徒が武道を受けない事例も可能性としては出て

くることがありますが，これは全体の学習指導要領の体育の狙いに沿って実施して

いただくということで御理解いただきたいと思います。指導計画については，国の

委託事業を受けた剣道・柔道について，８時間を想定した指導計画を示して授業を

行っていただきました。時間数が増える学校についてはこれにプラスアルファーが

あり，時間数が減る学校については，その後半部分を実施しないということになり

ます。また，文部科学省から３月９日に指導における具体的な留意点や指導方法等

も出ておりますので，今後はこれらも学校現場にお示しし，指導の充実を図ってい

きたいと考えています。次に図解等に掲載されている技等の指導については，危険

が伴いますので，学校ではそのような指導はしていないと思います。先生が示した

ものよって指導をしていくという状況です。 

 

（岡井委員）保護者には安全に対して不安を持っている方もみえると思います。できる

限り授業で何をしているのかを見ていただく機会を作っていただくと良いと思いま

す。また，指導計画もきちんとできているようですので，その内容を学校通信等で

ＰＲしていただいて，安全対策は万全であるということを示していただきたいと思

います。 

 

（生貝委員）水泳や陸上競技の勝敗と違い，武道の場合は１対１で行われます。資料１

ページの武道の内容にあるように，楽しさや喜びを味わうということが書いてあり

ますが，勝ち負けの部分を除いて，武道の伝統や技の掛け方等に主体を置いて取り

組む武道の授業になるということですか。最終的に突きつめていくと勝ち負けとい

うことになってきますが，学習指導要領には何か勝ち負けについて指導の内容等が

記載されているのでしょうか。 

 

（指導課長）学習指導要領には試合形式で勝敗を決めるというところまで書いてありま

すが，柔道につきましては非常に危険も伴いますので，子ども達の状況や指導者の

指導経験を加味して，鈴鹿市内では当面，試合形式の指導は行わないということを

担当者と打ち合わせをしています。 

 

（生貝委員）それで楽しみがわかるかどうかわかりませんが，尐ない時間で大変な指導

をされるということで，上手に生徒が興味をもって取り組んでもらえるようにして

いただけたらと思います。 



１５ 

 

 

（委員長）武道から離れますが，ダンスについては，例えばヒップ・ホップや現代風ダ

ンスを取り入れていくということをお聞きしています。私達の頃はフォークダンス

が主流でしたが，ダンスについても教えてください。 

 

（指導課長）ダンスについても必修化をされ，伝統的なダンスから現代的なダンスまで

行うことになりました。必ずしもヒップ・ホップをしなければならないということ

ではありませんが，そういったことも扱っていくことになっています。 

 

（委員長）伝統的なダンスというのは民謡等のことですか。 

 

（指導課長）そうです。ダンスには３種類ありまして，フォークダンス，伝統的なダン

ス，現代風ダンスの中から選ぶことになっており，先生方が子どもたちの状況を見

ながら指導をしていくということになります。 

 

（伊藤委員）ダンスも学校として選択をするのですか。 

 

（指導課長）資料１ページの表にあるように，ダンスも必修となっていますので，全て

の学校でダンスを扱うことになります。 

 

（伊藤委員）ジャンル選択の方はどうですか。 

 

（指導課長）内容については学校で決めていただくことになります。ダンスについては，

どの学校がどの種目を行っているかということについて現状の把握ができていませ

んが，通常，体育の先生を中心に種目を決定します。複数の先生が体育を担当する

場合はお互いに相談をしながら決定し，同じ学校では同じ種目を実施することにな

ると思います。学校間では種目が異なる場合があります。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。委員から様々な御意見が出ましたが，武道の実

施に際しましては，安全かつ楽しんで授業ができるようにしていただきたいと思い

ます。それでは，御意見もないようですので，２番目の「４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，４月教育委員会定例会を４月１８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。 

 



１６ 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので,４月教育委員会定例会を４月１８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３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。 

 

３月教育委員会定例会終了 午後５時３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 


