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平成２４年６月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２４年６月２８日（木） 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（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），書記（白塚山隆彦），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（１）【議案第 1529号】鈴鹿市教育委員会表彰規程の廃止について （教育総務課） 

（２）【議案第 1530号】鈴鹿市教育委員会表彰規則の制定について （教育総務課） 

（３）【議案第 1531号】鈴鹿市教育委員会表彰規則取扱規程の制定について 

（教育総務課） 

（４）【議案第 1532号】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） 

（５）【議案第 1533号】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） 

 

６ 報告事項  

（１）今後１０年間の幼児（４歳児・５歳児）・児童・生徒数の推計について 

                                （学校教育課） 

 （２）平成２５年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項について      （学校教育課） 

 （３）第２次子どもの健全育成推進基本計画について         （青尐年課） 

（４）平成２４年度教育講演会について                （教育研究所） 

（５）平成２５年成人式について                 （生涯学習課） 

（６）平成２４年度鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会委員について（生涯学習課） 

 

７ その他 

（１）体力の向上について                     （指 導 課） 

（２）鈴鹿市教育委員会 Facebookの開設について             （教育総務課） 

（３）７月教育委員会定例会の開催について            （教育総務課） 
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８ 傍聴人 １人 

 

（委員長）それでは，平成２４年６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。まず，はじめに１番目の議案第１５２９号

から３番目の議案第１５３１号の議案につきましては，互いに関連する議案であり

ますことから，一括してお諮りしたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

（書 記）議案第１５２９号～議案第１５３１号の朗読 

 

（教育長）議案第１５２９号～議案第１５３１号の提案説明 

 

（教育総務課長）議案第１５２９号～議案第１５３１号の詳細説明 

 

（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）最近，何名程度が表彰を受けられたのでしょうか。 

 

（教育総務課長）新たな規則の第２条第１号の「表彰状による表彰」は，これまでほと

んど事例はありません。第２号の「感謝状による表彰」は，これまでに表彰を受け

られた事例は多くあります。また，第３号の賞状による表彰は，各種大会等におい

て教育委員長賞や教育長賞等の御要望がたくさんありますので，表彰を受けられた

事例は非常にたくさんあります。数としては把握していませんが，後援事業等にお

いて主催者から御要望がありましたら，極力，御意向に沿う形で出させていただい

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１５２９号「鈴鹿市教育委員会表彰規程の廃止について」，議案第１５３０号

「鈴鹿市教育委員会表彰規則の制定について」，議案第１５３１号「鈴鹿市教育委員

会表彰規則取扱規程の制定について」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）御異議がないようですので議案第１５２９号から議案第１５３１号を原案の

とおり承認いたします。 

 

（委員長）続きまして，４番目の議案第１５３２号と５番目の議案第１５３３号につい
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ても互いに関連する議案でありますことから，一括してお諮りしたいと思いますの

で，よろしくお願いいたします。 

 

（書 記）議案第１５３２号・議案第１５３３号の朗読 

 

（教育長）議案第１５３２号・議案第１５３３号の提案説明 

 

（文化課長・生涯学習課長）議案第１５３２号・議案第１５３３号の詳細説明 

 

（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）今回は押印の表示だけですので，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１５３２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１５３３号「鈴鹿市立公民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１５３２号と議案第１５３３号を原案のと

おり承認いたします。 

 

（委員長）続きまして，報告事項に移ります。１番目の「今後１０年間の幼児（４歳児・

５歳児）・児童・生徒数の推計について」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。 

 

（教育長）これは４月６日現在の住民基本台帳の年齢別の数字を取り上げているという

ことですか。それとも今後の社会増や死亡率等を考慮した上での数字ですか。 

 

（学校教育課長）住民基本台帳の年齢別の数字を取り上げています。 

 

（委員長）４歳児・５歳児では平成２５年度にかけて尐し増加した後，減尐に転じてい

ますが，これは何かベビーブームの影響等があるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）平成２７年度にかけて減尐する原因をたどったのですが，特に原因と

なるものは見当たりませんでした。出生減ということだと考えています。 



４ 

 

 

（生貝委員）４歳児・５歳児の平成２９年度以降は，どのように推計しているのでしょ

うか。まだ子どもは生まれていませんが。 

 

（学校教育課長）平成２９年度以降については，まだ生まれていませんので未知数です

ので，あくまでも類推の数字となり，県の数式に基づいて算出しています。この数

式は，例えば平成２９年度のデータを出す場合には，直近の過去３年間平成２６年

度，２７年度，２８年度の平均を出し，その数字に一定の係数を掛けて算出してい

ます。 

 

（生貝委員）次のページの小学校児童数の推移ですが，今度は障がい児の部分を見ると，

平成２９年度以降減尐しているわけですが，これはどうして減尐する見込みになる

のですか。 

 

（学校教育課長）これも県の数式に基づいて算出した数字です。障がいのある子どもが

１人でもいる学校は１人とカウントし，１人もいない学校は０人とカウントすると

いう数式で，それに当てはめまして平成３０年度以降については１７人という数字

になっています。 

 

（生貝委員）これらは実際には大幅に変わるということですね。 

 

（学校教育課長）今後，実際に出生状況等により大幅に変わると予想されます。あくま

でも数式に則ったものです。 

 

（委員長）全国的な数値に比べると，鈴鹿市に特殊な事情等はあるのですか。 

 

（学校教育課長）特にそのようなことはありません。 

 

（岡井委員）１０年間の推移を御報告いただきましたが，これらをふまえて今後の課題

について何か掴んでいることはありますか。 

 

（学校教育課長）特に４・５歳児ですが，平成３４年度まで尐しずつ減尐するというこ

とで，私たちが計画として持っています幼稚園再編整備について，各方面と協議し

ながら進めていく必要があると認識しています。 

 

（委員長）将来，減尐していくと教室数や先生の人数等も考慮しなければならないこと

になりますか。 
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（学校教育課長）教室については，児童数が減ることで空き教室も出てくるものと考え

ています。教員数についても，文部科学省の規定で教員定数が配置されますので，

児童数が減れば教員数も減尐傾向になるものと考えています。 

 

（伊藤委員）尐子高齢社会等の昨今の事情を踏まえると，数式上の数字よりも，もう尐

し減尐すると見ておいた方がよいのでしょうか。 

 

（学校教育課長）色々な条件が重なりますので，実際には御指摘のとおり，推計よりも

減尐する可能性もあると考えています。 

 

（委員長）鈴鹿市は，三重県の中では北勢地区に位置していますが，伊勢志摩や南勢地

域に比べて，毎年の児童生徒数の減尐は尐ないと思いますがいかがですか。 

 

（学校教育課長）そのとおりだと思います。それと，先程の私の幼稚園再編についての

答弁の中で「計画」というふうに答弁しましたが，現在はまだ「計画」になってい

ませんので訂正をさせていただきます。 

 

（岡井委員）小学校と中学校の平成２４年度の普通学級の学級数を見ますと，小学校の

場合では３９４学級，中学校は１６２学級となっています。これは上に書いてあり

ますように，標準学級で算出した学級数ですので，実際には，尐人数学級編制によ

り，小学校と中学校で約７０学級以上のプラスになっていると思いますので，ぜひ，

今後とも過密学級の緩和のための施策の推進をお願いしたいと思います。 

 

（学校教育課長）今回の資料の学級数は，標準学級で記載をしています。鈴鹿市の場合

は三重県が行っている尐人数学級編制と鈴鹿市独自で行っている尐人数学級編制を

行っていますので，実際の学級数はこの数字よりも多くなっています。 

 

（生貝委員）女子と男子の数はここでは表わさないのですか。 

 

（学校教育課長）県に提出する資料については，現状では男女別で表わしていません。 

 

（委員長）児童数が減るということは，逆に充実した教育ができるというようにも考え

ることができますので，よろしくお願いします。それでは，御意見もないようです

ので，２番目の「平成２５年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項について」をお願い

します。 

 

（学校教育課長）詳細説明 
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（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）対象の子どもの数，いわゆる「母数」の尐ない地域で，開園条件となって

いる１０人程度というのは，例えば，「母数が１４人であったときは，入園希望者数

が１０人であれば開園するとか，母数に対して８割くらいの希望があれば，１５人

を切っても開園する」等の基準があるのでしょうか。母数に対する割合等の基準は

あるのですか。 

 

（学校教育課長）明確な基準は出していませんが，８割９割が入園希望ということであ

れば，開園を検討する大きな要素となります。 

 

（岡井委員）幼稚園再編整備検討委員会からの答申を受けて，中学校区等を単位として

幼稚園の統廃合や幼保一元化を図っていくとのことですが，１点目として，今後５

年あるいは１０年程度の行程表のようなものがあるのか教えてください。次に２点

目として，地域により様々な事情がありますが，閉園と開園とを繰り返す園につい

ての取扱いとして，例えば５年間に３年以上開園したら継続開園を検討するが，５

年間に１，２年しか開園できない場合は，将来の動向を見ながらということにはな

りますが，閉園するというような考え方は持っていますか。最後に３つ目として，

一昔前までは，募集期間中に職員が手分けをして何度も家庭訪問をして，園児の募

集をしていましたが，現在はそのようなことは行っていますか。募集についてのス

タンスを教えてください。 

 

（教育長）幼稚園再編整備については，先程，まだ計画になっていないという話もさせ

ていただきましたが，幼稚園再編整備検討委員会から答申が出ただけですので，教

育委員会として計画的なものをしっかりと固めて，今年度から関係する地域に入っ

ていきたいと考えていました。しかし，御存知のように，国の方から，「総合子ども

園」等々の制度が出てくる中で，その考え方がまとまりませんので，我々としても

きちんとした考え方をまとめられない状況であり，尐し先延ししようということに

しました。そのような中，最近また，国の方でも方向性が見えつつある状況ですの

で，我々としても早いうちに教育委員会としての考え方をまとめていきたいと考え

ています。したがいまして，このような状況ですので，今現在，次の考え方が定ま

っていない中で，現状の問題点に対する対応策を問われましても，根拠がしっかり

としたものがありませんので，来年度の募集については，今まで通りの同じ考え方

でいきたいということで，この募集要項を作成しています。 

 

（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，３番目の「第

２次子どもの健全育成推進基本計画について」をお願いします。 
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（青尐年課長）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。 

 

（委員長）詳細に作成されており，２４ページ以降の目標値の設定は苦労されたと思い

ます。そこで，例えば２４ページの「非行防止教室の充実」で，現状値４８％に対

して目標値６０％となっていますが，これはどのように設定されたのかをお聞きし

ます。 

 

（青尐年課長）目標値については，現状値や進捗状況を勘案して，３年後にはこうなっ

てほしいという願いも込めて，関係する各課で設定しています。 

 

（伊藤委員）２１ページですが，乳幼児期及び学童期は，生活の基本を身に付ける大事

な時期ですが，子どもに生活の基本やルール等を身に付けさせる家庭や保護者に対

する教育については，どのように行っていくのですか。 

 

（青尐年課長）策定委員会やワーキンググループでの議論においても，この部分が大き

な課題であり，また一番大切な部分でもあるということが出されました。具体的に

は，市内には子育て支援の各種団体がありますので，そのネットワークを深めて，

連携を強化していくということになります。資料の３１から３３ページですが，子

育て支援センターりんりんや放課後の子どもの地域活動，保育所，各種の支援団体，

公的な機関等との連携を深めていくということを考えています。また，「親なびワー

ク」等によって，子育て等をテーマに保護者の皆さんの支援をしていくことも計画

しています。 

 

（伊藤委員）「親なびワーク」というのは，今も行われているのでしょうか。 

 

（生涯学習課）生涯学習課で推進しています「親なびワーク」ですが，現在も実施して

います。これは，ファシリテーターという先導役のボランティアの方がコーディネ

ーターとなって，各小学校，中学校，幼稚園から要望のあったテーマで，議論の内

容は部外には秘密にすることを前提に，皆さんでその場だけのお話し合いをしてい

ただくというものです。皆さんが普段思っている心配ごと等を皆さんで出し合い，

意見を聞き合い，勉強しながら方向性を確かめていく機会にしていただいています。 

 

（伊藤委員）それは，小学校や中学校で親に呼び掛けをして，定期的に行っていただい

ているのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）各学校の家庭教育学級の学級長にお声を掛けさせていただき，今年度
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も一度，説明会を実施して募集をしています。 

 

（伊藤委員）そういうお話し合いに参加をしたいという方が，自主的に参加するような

会なのですか。 

 

（生涯学習課長）子育て等のいくつかのテーマがありまして，御要望をいただいたテー

マに関する専門のファシリテーターを派遣して，御要望のテーマに沿ったかたちで

進めているということです。 

 

（伊藤委員）昨今は核家族が多いので，若い保護者は子どもをどのように育てたら良い

のかわからないということで，やはり親自体が学習することが非常に大事であると

思っています。このようなことを初めて聞かせていただいたので，とても良いこと

だと思います。このような中で，いかにして多くの保護者をこのような所に集める

かが重要になってくると思いますが，出席率や招集時間帯を教えていただけますか。 

 

（生涯学習課長）招集させていただく時間帯については，それぞれの学校単位で家庭教

育学級やＰＴＡの中で御検討いただき募集させていただくという形です。参加者に

は，やはり意識の高い方が来ていただいていると考えており，本来，来ていただく

べき方が洩れてしまっていることもあると思います。３２ページの指標の数値です

が，これは「満足した」という方だけの数値で「ほぼ満足した」という方は除外し

ています。「ほぼ満足した」を入れますと８０％を超える方が満足をされていると理

解しています。 

 

（委員長）悩みとか個人的なこともあるので，同じ小学校の教室の中では話しにくいと

いうこともあると思います。そういう場合はどのように受け皿を作っていただいて

いますか。 

 

（生涯学習課長）「親なびワーク」は冒頭でもお話させていただきましたように，その場

で出たことは，部外へは秘密にするということを前提にしていますので，ある程度

のことはお話しいただけるものと思いますが，一方で本当のことをお話いただくの

は，なかなか難しいという思いもあります。普段顔を合わせても声をかけることが

できなかった保護者同士や，家庭教育学級の中でもなかなか本音を言うことができ

なかった間柄の方が，友達になったり，相談ができるようになったりしているもの

と考えていますが，御指摘のとおり，個人的なことで言葉に出せないことに対する

受け皿という面では，なかなか難しいと考えています。 

 

（委員長）この他，子育て支援センターりんりん等の地域横断的な組織であれば，尐し

話しやすいのかもしれませんが，そのような受け皿もお持ちなのではないかと思う
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のですが，何かありましたら教えてください。 

 

（青尐年課長）子育ての悩みや不安について気軽に相談できるところがあるのは，保護

者にとって大変心強いことだと思っています。地域ぐるみで相談できる体制づくり

により，子育ての不安を抱えている保護者に対して，子育ての楽しさを実感してい

ただけるようにしていきたいと思っています。 

 

（委員長）健康管理の面でも小児科の先生がおっしゃるには，若いお母さん方には，従

来の一般的な病気に対する対処法がなかなかわかってもらえないという悩みをお持

ちのようですので，そういう面でも連携をより良くしていただければと思います。 

 

（岡井委員）３６ページの「事業等による見守り活動の充実」というところで，現在８

事業所・団体に見守っていただいているとともに，平成２６年度までには１４事業

所・団体へ拡大するということはとても良いことだと思います。そこで，現在の８

事業所が，どのような事業所なのか教えてください。次に指標の目標値と現状値に

ついてですが，２４ページの「学校の決まりを守る児童生徒の割合」を見ますと，

現状値４８.８％というのは，子どもに厳しい数字ではないかと思います。私は７割

～９割の子どもは，学校の決まりを概ね守っているのではないかと思っています。

ただ，ここでいう決まりの中に「チャイムが鳴ったら席に着く」とか「廊下を走ら

ない」という生活目標まで入れますと，年に数回破る子どももいるかもしれません。

しかし，校則上の「茶髪禁止」「ピアス禁止」等もあれば，「万引き」は刑法に触れ

る事ですから当然いけませんが，このような決まりのグレードがあると思います。

したがって，ここで言う「決まり」はどのようなものを念頭に置いて，どのような

時に調査をするのかによって，子ども達の答え方が異なると思うのですが，そのよ

うな点も検討していただきたいと思います。次に，３７ページの「組織的支援体制

の充実」では，関係団体が多くあり，それらの団体の方が，補導活動や相談活動，

啓発活動等をしていただいていると思います。この部分の指標が「自分によいとこ

ろがあると思える児童生徒の割合」となっていますが，巡り巡って補導活動や相談

活動の中で子どもに自信を持たせてやれるような働きかけがあるとは思いますが，

取組内容と成果目標とを単純に比較した時に，そぐわない感じがしますがいかがで

しょうか。最後に４０ページの「児童虐待・ＤＶ対策等の総合的な支援」の部分に

は，成果指標を定めていませんが，虐待はあってはいけないことですので，このよ

うにされたのかもしれませんが，ここの部分だけ指標がありませんので，何か指標

は考えられなかったのかということをお聞きします。 

 

（青尐年課長）３６ページの件ですが，現在，御協力いただいている事業所は，タクシ

ー会社，保育園等です。３年間かけて２事業所・団体ずつ増やしていきたいという

ことで１４事業所を目標に定めています。２点目の２４ページの「学校の決まりを
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守る児童生徒の割合」の現状値については，私どもが毎年１１月に生活実態調査と

いう調査を全小中学校宛に実施していまして，この調査の中で「あなたは学校の決

まりを守っていますか」と子どもに向けて質問をしたことに対する，子どもたちの

回答の結果による数字です。子ども達は自分自身に対して厳しい評価をしているの

かもしれません。次に３７ページの件ですが，取組内容と成果目標が結びつかない

という御指摘はそのとおりだと思いますが，組織横断的に総合的に関係機関と連携

することによって，問題行動を未然に防止することに繋げ，これらのことにより児

童生徒自身が「自分は頑張っているんだ。自分は良い所があるんだ。」という自己肯

定感が得られるような方向へ持っていきたいということで，このような目標にして

います。最後の児童虐待等の指標の部分については，策定委員会の中でも指標を掲

げた方が良いのではないかという議論がありましたが，様々な状況を考えた結果，

指標を設けないことにさせていただきました。  

 

（委員長）児童虐待等のケースが多いということですか。 

 

（青尐年課長）守秘義務のことであるとか，カウントするのが難しいのではないかと思

います。 

 

（生貝委員）あいさつについては，規範意識の向上に関しても大切なことだと思います

が，これはコミュニケーション能力の第一歩だと思っていまして，あいさつはなぜ

必要で，またどのような場合にあいさつをしたら良いのか等，「ただあいさつをする

のではない。」ということを教える必要があると考えます。一方で，昨今は，「知ら

ない人にはあいさつをしてはいけない」等ということもあるわけで，子どもたちは

あいさつが大事なことはわかっているはずですが，実際にはあいさつをしてくれま

せん。それが現実なのです。こういうことについて，本当はどのようにしたらいい

のかという議論が，これまでの会議の場で話し合われていればその内容を教えてく

ださい。 

 

（青尐年課長）あいさつは社会で生きていく上での必要最低限のマナーということです

が，あいさつに関して，子どもたちは心の中では思っていても声に出ないことがあ

るようです。このような中，これまでは，人と会ったらあいさつをするということ

でスタートしてきましたが，今後はもう一歩「ありがとう」「すみません」というと

ころまで進めて，社会的人間関係とマナーを身に付けさせることができるよう，取

組を続けていきたいと考えています。 

 

（生貝委員）ぜひそのようになってほしいと思います。 

 

（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，４番目の「平



１１ 

 

成２４年度教育講演会について」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。

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，５番目の「平成２５

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。 

 

（委員長）今回は会場が変更になるということですので，よろしくお願いします。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，６番目の「平成２４年度

鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会委員について」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。 

 

（委員長）この運営委員会は，事業計画を決める委員会でもあるということですが，具

体的にどのようなことを決定しているのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）生涯学習課で事業をしている「放課後子ども教室」と，子育て支援課

が担当している「放課後児童クラブ」の事業計画を御説明させていただいて，また，

現場を見ていただいた上で，今年度の事業の計画や様々なアドバイスをいただくと

いうかたちで委員会を運営させ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，その他の事項

に移ります。１番目ですが，毎回，今日的な教育テーマを選び，それについて協議

を行っているところですが，今回は，「体力の向上について」をテーマにして協議し

たいと思います。それでは，関係課の説明をお願いします。 

 

（指導課長）詳細説明 

 

（委員長）ただ今の説明に対し，御意見等がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（伊藤委員）「鈴鹿市の体力が低い」という資料をきちんとお出しいただいたのは凄いこ
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とだと思います。それだけに，この体力向上に力を入れるという並々ならぬ決意を

感じさせていただきました。とてもありがたく思っています。勉強が先か，体力が

先かといいますと，学校では勉強も大事だと思いますが，体力向上の取組に付随し

て，怪我に対する危険予知ということも次第に備わってくると思います。また，友

達同士のコミュニケーションもあると思いますし，先程のあいさつもそうですが，

人と人との関わりの中で自然に「ありがとう」「ごめんなさい」ということについて

も身に付いていくのだと思いますので，よろしく御指導をお願いします。 

 

（生貝委員）４ページからのグラフですが，グラフの一部分を抜き取って拡大していま

すので鈴鹿市は低く見えますが，目盛を０から取ってグラフ化すると，実際は全国

とそう変りないのではないでしょうか。むしろ年度ごとに下がっている種目が問題

なのではないかということが一つ。もう一つは，なぜ鈴鹿市は体力が低いのかとい

うことですが，基本的には都市部と地方では車を使用する頻度や１日に歩く時間等，

生活の実態が異なると思います。こういう日々の小さな積み重ねが体力の増進に繋

がっているということはありませんか。 

 

（指導課長）このグラフについては，実際に学校の先生方にお示しをさせていただくた

めに，全体的な体力の低下傾向を種目別ではっきりさせて，わかりかりやすくさせ

たものです。確かにもう尐し大きい単位で見れば差が無いということですが，学校

別で見ると学校によって差がある種目や，市全体では平均より低い種目でも，学校

によっては高い結果が出ているというものもあります。このように，各種目の実態

を受けた上で，その対応として授業の組み立てをどうするかということも必要です

ので，差がわかりやすいように示させていただいたものです。もう一点の，都会と

地方の生活様式の差が，体力の差に表れているのではないかということについてで

すが，鈴鹿市内におきましても，都市部側と山間部側との体力を比較すると，概ね

山間部側の方が低いという傾向が出ています。都会の方が必ずしも歩く量が多いと

いうわけではないと思いますが，田舎でも生活様式の変化があって，必ずしも運動

ができる環境が整っているわけではないと考えています。 

 

（生貝委員）ソフトボール投げの結果が，男女共に非常に低いのですが，どういう理由

があるのでしょうか。他の種目の結果は，ばらついているようですが。 

 

（指導課長）ボールを投げる経験が不足していることが一番の原因だと考えています。 

 

（生貝委員）父親とのコミュニケーションの中で行われていたものも減ってきているの

でしょうか。 

 

（指導課長）全体を一言ではなかなか言えませんが，ボールを投げて遊ぶ空間が非常に



１３ 

 

尐ないので，親とのボール投げの経験も，子ども同士での経験も尐なくなってきて

いるのではないかと思います。 

 

（委員長）鈴鹿市の体力測定の結果は，三重県と比べると若干高いという説明でしたが，

三重県の体力が低いというのは，県民性というか，特徴や理由が何かあるのでしょ

うか。 

 

（指導課長）私の考えも多分に含んだ御回答になりますが，子どもたちの生活の様式が

変わってきているということで，自然に運動をする機会が尐なくなっているという

ことがあります。意図的に運動する機会を拡大していく必要があるということが三

重県での課題であると思います。 

 

（岡井委員）子どもが，日常的に運動をしてみようと思う意欲を掻き立てることが大切

です。その一つには，やりたいことができる環境があるということで，遊具や用具

を整備するということは検討する必要があると思います。教育総務課においては，

学校ごとに遊具をチェックしていただいて，学校の希望も聞いていただきながら整

備を進めていただきたいと思います。また２つ目として，いくら環境があっても，

子どもたちがやる気にならなければなりませんので，子どもたちが「できた。」とか

「前よりうまくなった。」となるように，先生がやり方を教えることと，難易度によ

って達成感を味あわせて評価をしてやり，やる気を継続させる仕掛けが必要である

と思います。そしてもう一つ，先生が体を動かすのが嫌いであったら，子どもの体

力向上はできないと思いますので，一番大事なのが先生方の意識改革であると思い

ます。このような資料を使って，研修等を進めていただきたいと思います。ただ，

講師が来てお話を聞いて，１年くらい校内研修をしたからといって，なかなか身に

付かないと思いますので，よろしくお願いします。 

 

（指導課長）新体力テストについて尐し説明をさせていただきます。これは，子どもた

ちに個票が返されまして，子ども自身も自分の体力について知ることができ，意欲

付けにつながりますし，保護者にも子どもの状況を知っていいただくということも

できます。このようなことから，学校では，決められた学年だけで体力テストを実

施するのではなく，全ての学年で実施するところが増えてきています。また，長太

小学校のように，体力の授業研究をしていこうという学校もあり，徐々にですが，

先生方にも関心を持っていただいています。結果はすぐに出てくるものではありま

せんが，何とか頑張っていきたいと思っています。 

 

（伊藤委員）以前テレビで，二人三脚ならぬ，もっとたくさんの子どもがずらっと並ん

で走るようなことをしているのを見たことがありますが，あれは，テレビ局の企画

に学校が乗っていったものですか。 
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（指導課長）それは，学校の方からテレビ局へ，直接応募されたのだと思います。 

 

（伊藤委員）そういう場合は，指導する先生が子どもたちにそういうことをさせたいと

いうことで，企画へ応募すると考えていいのですか。 

 

（指導課長）そういうケースが多いのではないかと思います。 

 

（伊藤委員）五人六脚とか大縄跳びとか，そういうことであれば大きなスペースは必要

ないと思いますので，「休み時間には教室にいない」という習慣を付けていただく等

の取組を最初のステップとして始めていただくのも一つだと思います。 

 

（指導課長）先ほど御説明しました事業の中に，「子どもたちの元気づくり推進事業」と

いうものがあり，モデル的に体育活動支援員の方に来ていただいていますが，その

方には休み時間にも，できるだけ子どもたちと一緒に外で遊んでいただいて，体を

動かすことを推進していただいていますので，こういう取り組みを市内の他の学校

へも広めています。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。課題はたくさんありますがよろしくお願いしま

す。それでは，御意見もないようですので，２番目の「鈴鹿市教育委員会 facebook

の開設について」をお願いします。 

 

（教育総務課長）詳細説明 

 

（委員長）ただ今の説明に対し，御意見等がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（委員長）よろしいでしょうか。様々な新しいツールを活用して市民の皆さんと情報交

換ができたらいいと思いますので，私たちも参加していきたいと思います。それで

は，御意見もないようですので，３番目の「７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，７月教育委員会定例会を７月１９日木曜日午前１０時から，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 
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（委員長）御異議ないようですので，７月教育委員会定例会を，７月１９日木曜日午前

１０時から，開催することにいたします。それでは，これをもちまして６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。 

 

６月教育委員会定例会終了 午後５時１２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 


