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平成２４年５月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２４年５月２４日（木） 午前１０時から 

 

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（藏城郁夫），参事（小河謙一），教育総務課長

（冨田佳宏），学校教育課長（井上浩），指導課長（鈴木英文），青尐年課長（中道公

子），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（森英也），図書館長（大藪宏紀），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）鈴鹿市立学校施設使用条例施行細則の一部改正について    （教育総務課） 

（２）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） 

（３）鈴鹿市立公民館条例施行規則の一部改正について       （生涯学習課） 

（４）鈴鹿市ふれあいセンター条例施行規則の一部改正について  （生涯学習課） 

（５）鈴鹿市考古博物館条例施行規則の一部改正について     （考古博物館） 

（６）鈴鹿市教育委員会傍聴人規則の一部改正について      （教育総務課） 

（７）専決処分（学校運営協議会委員の任命）の承認について   （青尐年課） 

（８）平成２４年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について      （生涯学習課） 

（９）平成２４年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱について  （生涯学習課） 

 

６ 報告事項  

（１）平成２４年度園児，児童，生徒数について           (学校教育課) 

 （２）専決処分（損害賠償の額の決定）の報告について       (教育研究所) 

 （３）平成２４年度鈴鹿市立図書館運営委員会委員について    （図 書 館） 

 

７ その他 

（１）小学校・中学校外国語教育について         （教育研究所・指導課） 

（２）６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 ０人 

 



２ 

 

（委員長）それでは，平成２４年５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，岡井委員にお願いいたします。それでは，議事に入ります。１番目の議案

第１５２０号から５番目の議案第１５２４号については互いに関連する議案でござ

いますので，一括上程とさせていただきます。 

 

（書 記）議案１５２０号から議案１５２４号を朗読 

 

（教育長）議案１５２０号から議案１５２４号を提案説明 

 

（教育総務課長ほか各担当課長）議案の詳細説明 

 

（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）もし，取消し通知を出さなければならないことが起こった時，暴力団に対し

てどのような文言を書き入れるのでしょうか。許可書の裏面の使用者の心得を見る

と，それぞれ書き方が多尐異なっています。例えば，ふれあいセンターの場合は，「暴

力排除の主旨に反すると認められる」という部分がありますし，考古博物館の場合

は，「条例に違反する」というような内容になっていて多尐違いがあります。暴力団

に対して，どのように取消し通知書を書けば納得してもらえるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）暴力団排除条例の改正規定が，それぞれの施設の既設の管理条例の規

定に関わらず，暴力団を排除することができるということですので，特に所定の文

言でないとならないということはありません。 

 

（委員長）暴力団に対して，「あなたは暴力団なのか」と，直接，言いにくいものがあり

ますが。 

 

（教育総務課長）実際にそのような時は，暴力団排除条例を管轄する部署と協議させて

いただきたいと考えています。 

 

（生貝委員）改正規定は，暴力団に限らず，当然，一般の方にも守っていただくという

ことで規定するのですね。 

 

（教育総務課長）そのとおりです。 

 

（委員長）施設の使用にあたり暴力団関係者の方とトラブルになったことはあるのでし

ょうか。 
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（教育総務課長）私の知る限りでは，トラブルが起きたということは，最近は聞いてい

ません。 

 

（文化課長）私たちが管轄している施設として，これ以外にも文化会館や市民会館があ

りますが，トラブルはありませんし，一旦貸し出したものを途中で許可を取り消す

という事例もありません。 

 

（岡井委員）学校施設使用条例施行細則や考古博物館条例施行規則等の使用許可書には，

教育委員会の印が必要となっていますが，佐佐木信綱記念館条例施行規則の様式に

は印の表示がありません。印は統一して押す必要はないのでしょうか。 

 

（教育総務課長）基本的には，取消し通知書の場合は，印を押すことになると思います

ので，修正をさせていただきたいと思います。なお，今回の議案においては，それ

ぞれの規則の中で，他の様式にも印という表示がない規則の様式は，全て統一して

印の表示をしていません。また，他の様式に印の表示がある規則については，同様

に統一して印と表示しています。実務としては，取消し通知書をお渡しする時には，

権利の制限になりますので，印を押して渡すということになります。 

 

（文化課長）文化振興部も同様の取扱いです。 

 

（委員長）よろしいですか。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１５２０号「鈴鹿市立学校施設使用条例施行細則の一部改正について」，議案第

１５２１号「佐佐木信綱記念館条例施行規則の一部改正について」，議案第１５２２

号「鈴鹿市立公民館条例施行規則の一部改正について」，議案第１５２３号「鈴鹿市

ふれあいセンター条例施行規則の一部改正について」，議案第１５２４号「鈴鹿市考

古博物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１５２０号から議案第１５２４号を原案

のとおり承認いたします。 

 

（委員長）続きまして，６番目の議案第１５２５号「鈴鹿市教育委員会傍聴人規則の一

部改正について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（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。 

 

（伊藤委員）市議会の傍聴ができることは聞いたことありますが，教育委員会定例会が

一般に傍聴できるということをあまり聞いたことがありません。今回，広く一般の

方に傍聴していただけるようになりますので，開かれた定例会という捉え方で傍聴

が可能なことをお知らせする機会はあるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）これに関する周知については，鈴鹿市教育委員会のホームページでお

知らせしています。また，直近では，広報すずかの５月２０日号に「教育委員会は

傍聴できます」という記事を掲載させていただきました。年に１回は，市民の皆さ

んへの啓発も図って参りたいと考えています。 

 

（委員長）１０人以上の傍聴人が来られて，抽選になるような状況になると良いと思い

ます。 

 

（委員長）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１５２５号「鈴鹿市教育委員会傍聴人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１５２５号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，７番目の議案第１５２６号「専決処分（学校運営協議会委員の

任命）の承認について」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。 
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（委員長）学校運営協議会というのは，かなり活発に協議がされているのでしょうか。 

 

（青尐年課長）学校運営協議会は，昨年度，市内全小中学校に設置し，今年が２年目に

なります。今年は充実を図る年ということで，年間６回以上の開催をお願いしてい

るところです。学校の抱える課題につきまして，地域住民の皆さまから広く御意見

を頂戴しながら，学校運営に活用させていただいているところです。 

 

（委員長）よく挙がってくる学校の課題には，どういったものがあるのでしょうか。 

 

（青尐年課長）学校の課題には子どもの課題が多くあり，学力向上の問題，安全安心に

関する問題，防災に関すること等，様々な課題があります。 

 

（委員長）多種多様な分野から委員に参加していただいていますので，活発に議論して

いただけると良いと思います。 

 

（生貝委員）役職をみると，どこの学校でも地域の代表の方が多いですが，保護者の方

や例えば自薦の方等もおられるのでしょうか。地域の代表として，あるいは保護者

としての立場から運営に参加しようという方が様々みえると思いますが，一覧を見

ていますと，地域の方が多い気がします。何か特色のある学校があれば教えてくだ

さい。 

 

（青尐年課長）４０校あれば４０通りの学校運営協議会のスタイルがあり，大変活発な

話し合いが行われています。研究指定校になっている明生小学校では，地域の方が

「草取り隊」というグループを作り，学校の環境を良くしようと取り組んでいただ

いています。また，「親父の会」というものを結成していただいて，学校行事の時に

御協力いただく等，実際に学校を支援していただく活動の話し合いがされています。 

 

（生貝委員）まさに鈴鹿型という取組をされているということで，今後，協議の場等も

見ていきたいと思います。 

 

（伊藤委員）私は学校区が若松ですので，若松の委員名簿を拝見させていただきますと，

色々と活動をされてみえる方ばかりなのですが，尐し年齢が高い方が多いと思いま

す。お時間があるという意味で自然とそうなるのだと思いますが，学齢期の子ども

を持つ方がお見えにならないのが気になります。この委員構成ですと，生活面や安

全面に関するバックアップは大いにしていただけると思いますが，学力向上や学校

内部の活動の充実については，学齢期の子どもを持たない委員が多い状況では，校

長先生が意図的に議題を出されて取り組んでいかないと，協議会の本来の目的から



６ 

 

外れるような気がしますがいかがでしょうか。 

 

（青尐年課長）委員につきましては，校長先生の推薦により任命しています。私も名簿

を見せていただきますと，年配の方が多いという印象を持ちますが，やはりそれだ

け経験が豊富であるということや多方面で御活躍いただいた経歴があるということ

で推薦いただいているものと考えています。学力向上の問題については，校長先生

が第１回の委員会の時に議題として提案するという傾向が多いように思います。中

には授業参観等を見ていただきながら，先生の指導力や指導方法を見ていただいて，

御意見を頂戴する場面もありますので，問題は無いと考えています。また，保護者

の方々にも委員として参加していただいていますので，保護者の視点も入っていま

す。 

 

（委員長）学校側からも，率直に学校の現状と課題というものをお話していただいたら

良いと思います。 

 

（岡井委員）校長先生が，自治会長や地域の代表者等，必要と認めたと方ということで

委員が構成されているわけですが，公募の方はいらっしゃいますか。次に，ある学

校の委員を見ると学校評議員の方が３名おられます。また，学校評価の中には学校

関係者評価というものもあり，これも地域の方で組織されている委員会があると思

います。これら学校運営協議会，学校評議員会，学校関係者評価について，趣旨は

違いますがよく似た組織の整合を今後どのように図っていくのかお尋ねします。次

に，民生児童委員が５人程度入っている学校もありますが，様々な御意見を頂戴す

る必要があるということだと思いますが，どのようにお考えでしょうか。 

 

（青尐年課長）まず，公募については現段階では考えていません。やはり学校運営に関

わることですので，校長先生の経営方針を御理解いただいた上で，多方面から御意

見を頂戴できるということが必要ですので，校長先生の推薦ということを第一に考

えています。２つ目の学校評議員会等との整合については，内容的に重なる部分が

ありますので，統合できる部分は統合して進めて行こうと考えています。しかし，

学校評価の部分等，全てが学校運営協議会で実施できることではありませんので，

今後１年間程度を掛けて精査していこうと考えています。それぞれの会議の趣旨は

良いことでありますが，会議が多くなれば委員の皆さまや学校現場の負担感も多く

なりますので，その辺りをふまえて整理をしていきたいと思います。最後に，民生

委員の皆さんは，地域の状況やそれぞれの家庭の状況等を把握しておられますので，

大変貴重な委員であると思っています。 

 

（委員長）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１５２６号「専決処分（学校運営協議会委員の任命）の承認について」を原
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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１５２６号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，８番目の議案第１５２７号「平成２４年度鈴鹿市社会教育委員

の委嘱について」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。 

 

（委員長）社会教育委員会の開催回数や議題を教えてください。 

 

（生涯学習課長）毎年２回開催させていただいています。まず１回目は７月ごろ開催し，

主要事業の説明や年間活動について御説明しています。２回目は次年度の方針や目

標の見直しと予算について御説明をさせていただき，御意見を頂戴しています。ま

た，社会教育委員として研修会に参加していただいたり，各種行事に御参加いただ

いたりという活動内容です。 

 

（委員長）次年度の目標というのはどのようなものを挙げられているのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）昨年度は，先ほど御説明させていただいたような形で開催させていた

だきましたが，当年度と次年度の予算等，同じような議題ばかりになってしまって

います。そこで，昨年度は，社会教育施設を見ていただいて，社会教育の資源を御

確認いただいくことを試みましたが，天候等の都合上，中止になりました。したが

いまして，今年は幅広く市内にある社会教育の資源を見ていただくことを考えてい

ます。 

 

（委員長）学校教育と社会教育とが接点を協議して，教育の広がりが出てくると良いと

思います。 
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（委員長）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１５２７号「平成２４年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について」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１５２７号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，９番目の議案第１５２８号「平成２４年度鈴鹿市公民館運営審

議会委員の委嘱について」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。 

 

（伊藤委員）先ほどの鈴鹿市社会教育委員名簿と，この公民館運営審議会委員名簿は，

概ね同じ方が挙がっていますが，具体的に公民館運営審議会ではどのようなことを

議論されるのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）社会教育委員には，現職の公民館長を委員として選考させていただい

ており，それが，郡山公民館長です。また，公民館運営審議会の職務として，公民

館長の諮問に応じ，公民館における各種事業の企画実施について調査審議を行うこ

とから，現職の公民館長ではなく，前鈴鹿市立旭が丘公民館長にお願いをさせてい

ただこうというものです。 

 

（委員長）社会教育委員と公民館運営審議会委員の委員が重なっていることに，何か利

点があるのですか。 

 

（生涯学習課長）委員を委嘱する基準としては，どちらも同じ基準となっています。先

程，御説明させていただきましたように，基準としては，「学校教育及び社会教育の

関係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者又は学識経験者のある者の中から教

育委員会が委嘱する」というようになっていますので，基本的には同じ方にお願い

をさせていただいています。なお，公民館運営審議会につきましては，現職の公民



９ 

 

館長から諮問が出されたときに，諮問する側と審議する側が同じ現職では問題があ

るということで，過去に公民館長の経験のある前職の方にお願いをさせていただき

ました。 

 

（伊藤委員）この公民館運営審議会は，１年に何回程度開催されるのですか。 

 

（生涯学習課長）公民館運営審議会は，今まで，実際に諮問が一度もないようですので，

諮問に応じた審議はこれまで開催されていません。よって，社会教育委員会の時に，

公民館の全体の説明をさせていただく形で開催させていただいています。今年につ

きましては，社会教育委員と委員構成が違いますので，諮問があった際には開催さ

せていただこうと考えています。 

 

（伊藤委員）公民館運営審議会委員は，諮問があった時のみお願いをするというのが役

割なのですか。 

 

（生涯学習課長）そのとおりです。社会教育法及び公民館条例において，そのように規

定されています。社会教育法第２９条におきまして，「公民館運営審議会は，館長の

諮問に応じ，公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとす

る。」と規定されていますので，その場合に招集させていただくものです。 

 

（委員長）公民館では一般の方が利用される場面が多いので，どちらかと言いますと，

一般の利用される方々の代表の声があっても良いと思いますが，これについてはど

う思われますか。 

 

（生涯学習課長）そちらにつきましては，各公民館の運営委員会に，利用者の方や地域

の方に入っていただいて審議をしていただいています。 

 

（委員長）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１５２８号「平成２４年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱について」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１５２８号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）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２４年度園児・

児童・生徒数について」をお願いします。 
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（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。 

 

（岡井委員）休園の幼稚園が３園ありますが，尐数でも入園の希望者があったのかどう

かと，休園の基準を教えてください。また，小・中学校の児童生徒数の今後１０年

の推移と，それに伴う学校施設等の施策があれば教えてください。 

 

（学校教育課長）休園の詳細については，本年度は石薬師，庄内，深伊沢の３園を休園

とさせていただいています。実際に庄内幼稚園の場合ですと，希望の方はありまし

たが，本市が定めている集団保育の成り立つ基準の園児数というものがありますの

で，その基準に園児数が達しなかったということで，御理解を承りまして休園とさ

せていただきました。次に推移についてですが，現在休園している３園について，

庄内及び深伊沢幼稚園につきましては，人口が尐ない地域であるということで，就

園児の年齢の母数そのものが尐ない状況です。現在，推移の集計を取っている最中

ですが，場合によっては休園が続くケースもあるということです。また，児童生徒

の過去５年間の推移については，小学校と幼稚園の場合は減尐傾向にありますが，

中学校は横ばいになっています。また，今後については，具体例を申し上げますと，

稲生小学校では，児童数の増加が見られ，教室が足らなくなってくることが予想さ

れていますので，プレハブ教室も視野に入れる必要があると考えています。 

 

（生貝委員）小学１年生は前年度に比べて２００人程度尐なくなっています。平成２４

年度の小学生の一番下の統計を見ると１，７９１人となっています。他の学年は平

成２３年度の資料と見比べてもそれ程変わらず２，０００人程度で推移しています

が，今年の一年生に関しては尐なくなっています。将来，転入や転出があるとは思

いますが，これには何か原因があるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）特にこれといった顕著な原因は把握していません。 

 

（委員長）昨年は休園であった井田川と天名が開園しましたが，これは保護者の方がも

う一度幼稚園を復活させようと頑張られた結果なのでしょうか。 

 

 

（学校教育課長）開園の基準に達したため再開に至ったということです。公立幼稚園に

通わせたいということで，地域の皆さまが頑張られた結果でもあると思います。 

 

（伊藤委員）保育園では保護者が働くのに応じて，早朝や延長保育というものを行って
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いますが，幼稚園ではそのような措置はありますか。 

 

（学校教育課長）延長保育については，尐数ではありますが，できる限り，対応できる

部分は対応しているという状況です。 

 

（伊藤委員）以前，私たちが子どもを育てていた時には，幼稚園と小学校は公立同士で

連携をしている部分があり，校長先生が園長を兼務されているということも含めて，

子どもに最小限教えるべきことは，幼稚園の先生と連携して実施しているという説

明を受けてきました。昨今は，延長保育が可能な保育園にどうしても子どもが流れ

がちな傾向があると思いますが，この辺りを「できる限りで」と言うのではなく，「こ

れだけの対応が可能である」というように全面的に出していただけると，園児の数

が増える可能性があると思います。今までの休園は，たまたま希望者が尐なかった

だけであったかもしれませんが，現状の延長保育のニーズが高い傾向では，他にも

そのような休園が出る可能性がゼロではないという気がします。小学校については，

学童保育等がありますが，幼稚園については現状のニーズに対して「ここまでは預

かれますよ」というように，もう尐し具体的にお示しいただくと園児数の確保がで

きるのではないでしょうか。 

 

（学校教育課長）保護者のニーズは多様化しており，子ども子育て新システムというこ

とで法案が現在審議されていますが，多様なニーズに応えられるように，就学前の

子どもの色々なケースを想定しながら，対応していかなければならないと考えてい

ます。 

 

（委員長）幼稚園・保育園については，国の方でも色々と検討中でなかなか難しい時期

ではありますが，鈴鹿市の裁量の範囲でできる市独自の幼稚園メニューを作成する

ということは可能なのでしょうか。 

 

（教育長）基本的には可能であると思います。しかし，施設で受け入れ可能な定員以上

に幼稚園や保育所に入園，入所を希望する子どもがいれば良いのですが，都市部と

は異なり今の鈴鹿市の状況では，保育所も含めて施設の定員とニーズがちょうど合

っている状況です。公立として幼稚園をある程度維持していきたいというのは当然

ですが，そのことについて頑張り過ぎると私立の幼稚園・保育園の民業を圧迫する

ことになりますので，公私のバランスというものが大切であると考えています。先

程，学校教育課長がお答えしましたが，国の制度等を見ながら，その上で私立とも

話し合いながら，どのように役割分担をしていくのかしっかり方向付けをしないと，

一方的に公の都合だけでというのはなかなか難しいと考えています。よって，延長

保育等についても，現実的には対応はしていますが，非常に柔軟な対応をしていて，

全幼稚園の方向性としてなかなか打ち出せない状況です。 
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（伊藤委員）鈴鹿市の場合は，都市部ほど待機児童はいないと考えてよろしいでしょう

か。 

 

（教育長）理論上は，現在，鈴鹿市では待機児童はいないという状況です。国が示して

いる制度では，待機児童が沢山いるような東京等の理論でずっと話をしていまして，

こちらの方の事情というのは入っていないような気がしています。 

 

（伊藤委員）今，公立幼稚園の場合は，希望する子どもが行くというスタンスを取って

いますので，今後，尐子化ということを考えますと，幼稚園は休園傾向にあるのか

と思われ，寂しく思っています。 

 

（教育長）既に幼稚園については，過去に検討委員会を設置して，そこで方針が出てい

ます。その方針では，基本的には６つの幼稚園と，保育所と一体にするようなかた

ちで６つ，最終的には１２園にしようという考え方の方針をいただいています。教

育委員会としては，基本的にその方針を尊重しながら今後進めていきたいと考えて

いるのですが，保育所との一体化については，国の制度が審議中ではっきりしてき

ませんので，外へ向いてはなかなか考え方が出せない状況です。 

 

（生貝委員）今，私立の役割という話もありましたが，中学校については１５０人程度

が中学校に行ったときに減っています。これは，私立や国公立の中学校に行って，

公立に行かない人数であると考えてよろしいですか。 

 

（学校教育課長）中学校進学時には，私立や国公立の中学校に進学される方も見えます

ので，人数については，概ね御指摘のとおりです。 

 

（生貝委員）私立へ入学する子どもは都会に比べると圧倒的に尐ないので，公立の中学

校の役割というものは大きいと思います。色々と問題は抱えていると思いますが，

保護者の期待というものは相当大きいと思います。地域性もあると思いますが，中

学校への期待が相当あるのではないでしょうか。 

 

（岡井委員）小学校や中学校で１，０００人近く，あるいは１，０００人を超える学校

があります。このような学校では，様々な学校運営上の深刻な課題があるのではな

いかと思いますので，超大規模校の解消についても，あまり遠くの課題と考えずに，

検討していただきたいと思います。 

 

（学校教育課長）確かに，白子中学校，旭が丘小学校では児童生徒数が多く，特に白子

中学校においては，県内でも一番のマンモス校ということで，様々な課題を抱えて
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いるということも認識しています。 

 

（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，続きまし

て，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。 

 

（教育研究所長）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）特にありませんでしょうか。それでは，続きまして，３番目の「平成２４年

度鈴鹿市立図書館運営委員会委員について」をお願いします。 

 

（図書館長）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）このボランティアグループ代表というのは，図書館でのボランティアグルー

プですか。 

 

（図書館長）木村由美子委員については，「お話会アリス」の代表です。また，その下の

太田三千代委員については，録音関係の「鈴の音」の代表です。 

 

（伊藤委員）運営委員の方々には，図書館の本の補充や年間の使用人数の把握等につい

て審議していただいているのでしょうか。 

 

（図書館長）図書の購入等は事務方が行っています。図書館の主たる事業は貸本という

ことになりますが，図書館運営委員の皆さまには，図書館の運営内容として，貸本

事業以外で，図書館で実施可能な事業に関する計画等について審議をしていただい

ています。 

 

（伊藤委員）どうしても今年度こういう本を入れたいということは，この委員の方々に

審議していただくわけではないのですか。 

 

（図書館長）そうではありません。たくさんの本のリクエストがありますので，図書の

選定については，図書選定基準に基づき処理をさせていただいています。 

 

（委員長）図書館は鈴鹿市のシンクタンクの一番の核になる施設です。予算が尐ないと

ころで苦労されていると思いますが，ぜひ，企画やあるいは環境を整える意味から
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も，広く積極的に活発に運営委員会を実施していただいて，充実した環境を整えて

いただけるようにお願いしたいと思います。 

 

（図書館長）市民サービスの充実が一番求められていますので，本年度から新しく「サ

ービス方針」を策定し，より一層市民の皆さまに御利用いただけるよう，環境を充

実させていきたいと考えています。 

 

（委員長）図書館からも行事等を積極的に実施していただければと思います。 

 

（委員長）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番目ですが，毎回の定例会におきまして，様々な教育課題の中から

今日的なテーマを選んで協議していますが，今回は「小学校・中学校外国語教育」

について協議していきたいと思います。それでは，担当課の説明をお願いします。 

 

（教育研究所長）詳細説明 

 

（委員長）ただいまの説明に，御意見，御質問がございましたら，お願いします。 

 

（伊藤委員）ここに座っておられる方々が受けた英語教育というのは，まず文法から入

ったと思います。この度，小学校５，６年生から，まず音としての英語から入って

いただけるというのは，非常に嬉しいことだと思っています。ただ尐し難しい面が

ありまして，ここで資料を読ませていただきますと，「日本人はなぜ英語が苦手か」

というものですが，言語と周波数帯の関係として，日本語は周波数が低く，１２５

Ｈｚから１，５００Ｈｚまで。英語は２，０００Ｈｚから１２，０００Ｈｚという

非常に高い音域にあります。ですから，本質的に日本語を話している人が英語を聴

き取るというのは非常に難しいという基礎があるということですが，これについて

は御理解いただいていますか。 

 

（指導課長）周波数のことまでは，承知していません。 

 

（伊藤委員）日本人は基本的に英語を聴く耳が育っていないのです。したがって，イン

トネーションやリズム，英語の並びは日本語と全く違いますので，基本としてまず

英語に対して耳慣れをするということが小学校では一番大事だと考えます。私たち

は最初「ＤＯＧ」は「犬」というところから英語に入ったと思います。とりあえず

頭の中で英語の単語と日本語を置き換えて勉強するというのが今までの英語教育で

あったと思います。しかし，小学校では音をしっかり聴いて言語に耳慣れをすると

いうことが一番大事で，それが中学校になった時に「英語が難しいな」と考えなく

てよくなるのではないかと思うのです。ですから，小学校の英語の授業では，外国
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人の方も御協力いただけるとのことですので，このことを御理解いただいて，様々

な話し掛けをしていただけるとありがたいと思います。 

 

（指導課長）小学校外国語活動の目的には，「話す，聴く」ということを中心に，もう一

つ「異文化に触れながらコミュニケーションを図っていこうとする基礎を養う」と

いうことがあります。本年度から，小学校外国語活動のアシスタントの方を，小学

校外国語活動が実施される３５時間中３０時間派遣します。アシスタントは，でき

るだけ地域に住んでいるネイティブスピーカーを派遣し，子どもたちが外国語に慣

れ親しむということを重視して取り組んでいます。 

 

（伊藤委員）ネイティブスピーカーの方の国籍を教えてください。 

 

（指導課長）小学校外国語活動は，その主旨から必ずしもアメリカの英語圏の英語を学

ぶということではありませんので，地域に在住しているフィリピン，イギリス，ア

メリカ等の国々の方に来ていただいています。教育委員会に在籍の支援員は，ウガ

ンダ出身でイギリス英語圏の出身です。 

 

（伊藤委員）外国籍の支援員を小学校外国語活動の全３５時間中３０時間派遣するとい

うことですが，学級担任も一緒におみえになるのでしょうか。 

 

（指導課長）学習指導要領では，外国語活動については担任が行うということになって

いますので，担任が主として行い，それを補助するという形でアシスタントを派遣

しています。 

 

（伊藤委員）学校の先生にとっては，授業数も増えましたし，英語も増えています。特

に英語は学級担任が行うということですので，かなり専門的な知識を要するように

なってきて，先生方の大変さが手に取るようにわかります。学級担任が国語を教え

る時はしっかり日本語を教えていただいて，英語を教えていただく時はドアを開け

る時に「ハーイ」から入る等，そのくらい思い切って取り組まなければかなり難し

いのではないかと思います。そこでお聞きしましますが，英語の授業の研究会等の

計画はあるのでしょうか。 

 

（指導課長）教育研究所で講座を開いています。トワイライトイングリッシュというこ

とで，教職員の英語の指導力を高める努力をしています。研究会については，教育

委員会が主催しているものはありませんが，現在，自主的な組織として，小学校外

国語活動の研究会等があります。そういった所に市内の先生方も多く参加していた

だいています。 
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（伊藤委員）もしよろしければ，私たちがお邪魔してもいいような研究会の日程を２つ

３つ教えていただいて，時間が合えば一度見せていただきたいと思います。後日，

詳細について教えてください。 

 

（指導課長）わかりました。 

 

（委員長）年々，授業参観等で研究校の英語の授業等を見せていただくと，かなり積極

的に取り組んでいただいており，楽しい英語の授業をしていただいています。むし

ろ私は，国語のコミュニケーション能力を身に付けることへの積極性があると良い

と思っています。次にＳＥＦとＪＥＴの説明をしていただきたいのですが。 

 

（指導課長）ＳＥＦとＪＥＴは基本的な業務内容は同じです。現地の人を募集するとい

うことで，ＳＥＦの場合は，友好都市の協定を提携しているベルフォンテン市を含

むローガン郡の教育委員会，そしてオハイオ州立大学の方でお世話になって，現地

で採用面接をしていただいています。ＪＥＴの方は総務省，文部科学省，自治体国

際化協会が協力して，大きなプロジェクトとして海外の青年を招致しているという

違いがあります。もう一つ，ＪＥＴの方は財政的な部分で国の交付税措置がありま

すので，ほとんどの費用について交付税で賄うことができるという違いがあります。

指導していただく内容については，基本的に学校の担当教員が指導する助手になり

ますので，そういったことで大差はないと考えています。 

 

（委員長）鈴鹿の場合は，スズカ・イングリッシュ・フェロー（ＳＥＦ）が全てなので

しょうか。 

 

（指導課長）本年度は５名在籍していまして，今は全てＳＥＦを採用していますが，そ

の内２名が本年８月で帰国します。後任の２名の補充の内１名をＪＥＴで採用した

いと考えています。 

 

（委員長）ＪＥＴの場合は国の補助がありますが，ＳＥＦの場合も取組内容が同じなの

で国の補助が受けられるような措置を働きかけることはできないのですか。 

 

（指導課長）現在，国に対して，地域で採用する英語アシスタントへの補助をしていた

だけるように要望を出しているところです。 

 

（岡井委員）「慣れ親しむ程度でいいですよ，専門的な学習は中学校からですよ」といく

ら言っても，英語の専門的な知識や技能が無い先生が，５，６年生の担任になった

から，原則として担任が行うということは，相当な負担になります。そういう中で，

将来的には専科教員といいますか，英語の専門的な方にバトンタッチをしていくよ
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うなことは可能なのかをお尋ねします。また現在，３０時間程度，ＡＬＴとしてネ

イティブの方を派遣いただき，環境整備をしていただいていると思うのですが，も

し当分の間，担任の先生が授業をされるのであれば，ＡＬＴとの打ち合わせをする

時間があまりないと思いますので，担任とＡＬＴが一緒に取り組むチームティーチ

ングの研修について，どうお考えか教えてください。次に，２つ目として，この英

語活動については，通知表や指導要録上はどのような評価をされているのか教えて

ください。最後に，３つ目として，５年生になってから急に取り組むのではなく，

４年生の総合的な学習の時間の中で，国際的な日課として英語活動を位置付けられ

るものなのかどうかお尋ねします。 

 

（指導課長）現在，学習指導要領においては，小学校外国語活動は教科として位置付け

られていません。この位置付けのままですと教科担任制というのは難しいと考えて

います。２点目の研修ですが，本年度から各学校に対し，担任の先生とアシスタン

トの打ち合わせの時間を十分に取っていただくように，必ず時間確保をしていただ

くように指示をさせていただいたところでございます。また，アシスタントについ

ても，全体研修として，どういった形であればうまく授業が運べるのかについて，

研修を進めていきたいと思います。また，教員についても学校からの要請で研修を

される学校もありますが，全体としては先程申し上げました，教育研究所の講座等

を紹介しながら，研修を進めていきたいと思っています。３，４年生の総合的な学

習の時間での外国語活動ということについては，元々は，小学校外国語活動は総合

的な学習の時間に行われるということで位置付けられていましたが，現在は，その

ような位置付けではなく，小学校外国語活動として位置付けられています。総合的

な学習の時間に，小学校３，４年生で実施が可能かというと，不可能ではないと思

われます。しかし，総合的な学習の時間の狙いがありますので，その狙いを学校で

しっかり考えていただき，目標を定めていただいて，その狙いの達成のために外国

語活動を取り入れるということは可能であると思います。最後に，評価につきまし

ては，普通の教科の評価ではございませんので，各学校で目標を定め，その目標に

対して達成できたかどうかという評価になります。指導要録についても数字の評価

ではなく観点の評価になります。 

 

（生貝委員）外国へ行っても自分にやる気が無ければ話すことはできないと思います。

まして日本で，子どもだから話せるようになるという訳ではありません。先程，文

法の話がありましたが，必然性があってそのような文法や発音ができていることを

ふまえて，まだ小学校に上がらない幼稚園の子どもに上手に教えてくださる外国人

の先生がいらっしゃいます。一方，ＡＬＴの先生方は，おそらく専門でされている

のではなく，外国に住んでおられたということで採用されていると思います。この

ようなことから，全てではなくてよいのですが，そういう指導方法を日本人に合わ

せて文科省で作っていただければ，もう尐し話す力が上がってくるのではないかと



１８ 

 

思いますし，小学校のうちからある程度できるのではないかと思います。日本語は

特殊であると先程おっしゃってみえて確かにそうですが，バングラディッシュやイ

ンドでは公用語に近い形で英語を話していますが，発音が良いとは言えません。日

本人は彼らの発音を聴いてもわからないのですが，英語圏，米語圏の方はそれを理

解してくれます。そこには何かがあると思うのです。それを英語学者等がまともに

取り合ってくれていない現実があると思います。そういうことを鈴鹿発でもいいで

すが，発音に関しては尐し置いておいて，コミュニケーションができるような英語

教育をしていただければいいなと私は思っています。形ではなく，これだけ時間と

お金を消費するのですから，話すことができないのはもったいないことだと思いま

す。例えば，アメリカに行くと，必ずコミュニティーカレッジという英語を話すこ

とができない人たちが移住をする場所がありますが，そういった場所には，特殊な

プログラムで，英語で英語を教えています。ですから，根本的に日本人の先生が日

本語に近いような形で英語を教えていたら，私はうまくならないと思います。ＡＬ

Ｔの方に良い形で御活躍いただいて，子どもに合わせて取り組んでいいただけるよ

うなことをして，「鈴鹿は英語力が向上し英語を話せるようになった」というような

教育と研究活動をしていただきたいと思っています。 

 

（委員長）幸いな事に鈴鹿市は外国人の方が多いので，実際に様々な機会や見本になる  

方がいらっしゃいますので，それを踏まえて，鈴鹿型の英語教育というものを開発し

ていただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）学校に電子黒板はあるのでしょうか。というのも，何か映像を映した時に，

自然に子どもはそれを発音と絵で捉えることができるようなことが大切ではないかと

思います。そのような取組によって，子どもが英語に入りやすいのではないかという

ことです。設備的な面でお金が掛かりますが，目で見て聴いてというように，最初そ

の辺りから入っていただけるとすごく良いのではないかということです。また，先程

おっしゃられましたように，鈴鹿市は外国籍の方が増えてきていますので，周りに日

本人ではない方が多くいるという捉え方を持っている今の子どもたちは，以前の子ど

もたちよりも異なる言語にスムーズに入れると思います。言語の違う人が同じ鈴鹿市

に住み，例えば神戸小学校には，２カ国語，３カ国語話すことができる子どももみえ

るということですので，そういう意味で子どもたちは活発に捉えることができるよう

な環境にあると思います。まず見て聴くということを重点的にお願いできたらと思い

ます。 

   

（委員長）今は民間の英語教室が積極的に行われているので，そういうところの良い部

分を取り込んだり，勉強する機会を設けたりすることができれば良いと思います。 

 

（岡井委員）教育研究所の最初の説明の中で，小・中学校で外国語教育に関する悩みが
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繋がっているという説明がありましたが，どのような悩みなのか教えてください。

また，小学校で英語ノートという準教科書のような教材があったと思いますが，ど

のようなものなのか，次回のこのような話題のときで結構ですので拝見させてくだ

さい。 

 

（教育研究所長）悩みについては，報告書の中にありますので，尐し説明をさせていた

だきますと，「できる子とできない子の差が出てくること。そして，そうなった場合

に活動内容に影響が出てきますので，その辺りについてしっかり考えていかなけれ

ばならないということ」また，「５年生，６年生ですので最初から英語の知識のある

子どもと尐ない子どもの差があり，英語をよく知っている子どもを見て，知らない

子どもは不安に思っていたりすること」が，小・中学校の指導者が話し合う中で出

てきています。このように，小・中学校で目標は違いますが，共通の悩みがあるの

ではないかという報告がされています。 

 

（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

の「６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，６月教育委員会定例会を６月２８日木曜日午後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，６月教育委員会定例会を６月２８日木曜日午後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５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。 

 

５月教育委員会定例会終了 午前１１時５６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 岡井 敬治 


