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平成２４年８月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２４年８月９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），青少年課長（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），スポーツ課長（藤井康彰），教育総務課学校施設グループリーダー（竹嶋昇），

書記（白塚山隆彦），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（１）【議案第 1535号】平成２４年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案について 

（教育総務課） 

（２）【議案第 1536号】損害賠償請求の調停について       （教育総務課） 

 

６ 報告事項  

（１）市内公立小学校における不適切な指導事案について     （指 導 課） 

 （２）市制施行７０周年記念「大黒屋光太夫記念館第８回特別展（第１期）」の開催 

について                        （文 化 課） 

  

７ その他 

（１）平成２４年度研修講座について              （教育研究所） 

（２）９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８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１５３５号「平成２４年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案について」をお諮りし

ます。 

 

（書 記）議案を朗読 



２ 

 

 

（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。 

 

（生貝委員）教育総務費の教育振興費の中に１５万円，２０万円程度の金額の事業があ

りますが，金額が少ないので事業が実施可能なのかどうかと思います。これらは総

予算として計上されているものなのか，事業費の上乗せなのかお聞きします。 

 

（指導課長）一つ一つの事業は独立しています。これら以外にも他の事業の予算で教育

活動を行っていますので，研究指定という意味の事業を設けて，上乗せで行うとい

うことです。 

 

（生貝委員）総予算ではないということですか。当初予算があってその事業の予算を膨

らませたのかどうかということですが。 

 

（指導課長）そうではありません。別の単独の事業です。 

 

（生貝委員）この金額で足りるのですか。 

 

（指導課長）この予算の範囲で行うということです。 

 

（委員長）これらは県費が生じてきたものなので，それに合わせて事業を行うというこ

とですね。先程の教育総務費の教育振興費ですが，今後，研究指定校で色々と事業

を行った後，他の学校に対して，どのように広げていくかのかお聞きします。 

 

（指導課長）二つありまして，一つは研究成果をまとめまして各学校に配布し研修をし

ていただく方法と，もう一つは，事業の中で研修会を持つ場合には，全校を対象に

研修会をさせていただきます。 

 

（委員長）事業の研究指定校は，学校から手を挙げたものなのか，それとも教育委員会

事務局において決めているのかお聞きします。 

 

（指導課長）基本的には，公募をさせていただいて，学校の方から手を挙げていただい

て実施する形をとっています。 
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（委員長）積極的に手を挙げていただく学校はありますか。 

 

（指導課長）これらの事業を行うということで，それぞれ差はありますが，手を挙げて

いただける学校はあります。 

 

（伊藤委員）道徳教育総合支援事業についてですが，鈴西小学校を指定校として実施す

るということですが，もしこれに効果があれば，今後，随時，他の小学校等でも取

り組まれる予定なのでしょうか。それとも，この単独の予算で今年度限りと考えて

いるのでしょうか。 

 

（指導課長）この研究指定事業につきましては１年限りの事業になっています。研修指

定校は先程申し上げましたように，実践的研修成果をまとめるということでは１校

を指定していますが，市全体で受けている事業ですので，研修会等は全校を対象に

持たせていただきます。また，道徳につきましては，学習指導要領の重要な改善事

項ですので，事業の有無に関わらず，内容的には進めていきたいと考えています。 

 

（委員長）保健体育費の体育施設費の方は，半額に減額になったということですが，も

ちろん努力があったと思いますが，内容的には水準は大丈夫なのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）御指摘のとおり当初予算に比べて半額ということでございます。当初

予算では，ほぼ全面に足場を組んで，安全性を保った上で調査をするという手法を

設計段階で考えていましたが，できるだけ経費を節減するという意味合いから，高

所作業車を活用することでかなり安くなるということがわかりました。実態的には

調査に支障も出ませんので，予算の有効利用という観点から，この段階で減額補正

をさせていただきたいと考えています。もう一つは，武道館の畳の補修についても，

かなり以前から言われていましたが，この差金で修繕させていただきたいというも

のでございます。柔道男子の日本一を決める全日本柔道選手権が毎年４月に国の武

道館でありますが，その大会の東海ブロックの代表枠２名の出場選手を決める大会

が来年３月３日に開かれます。東海四県から選手が集まって来て，三重県が当番県

で鈴鹿市の武道館で行われるということが決まっていましたので，できればそれに

合わせて，きちんとした畳で大会を行いたいということで，今回の補正予算を上げ

させていただきました。 

 

（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１５３５号「平成２４年度鈴鹿市教育費第１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 
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（委員長）御異議がないようですので，議案第１５３５号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして２番目の，議案第１５３６号「損害賠償請求の調停について」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）５００万円という金額は，相手方から提示された金額なのでしょうか。 

 

（教育総務課長）調停の中で，まず調停委員会から１，０００万円という数字が出され

ました。これは私どもの意見を聞き，また相手方の意見を聞いて，調停委員会から

提案された金額です。この１，０００万円には確かな根拠があったという訳ではあ

りませんが，調停委員会から出されました根拠には，当該工事における金額が，資

料にありますように１億９，８００万円とあり，その利益率を５％と推定すれば約

１，０００万円となります。その利益分をペナルティとして請求の根拠にされては

どうかというのが一つです。もう一つは，請求額の約７，０００万円の内，仮設教

室や立証に関する費用を抜きますと，補強工事にかかる費用が４，０００万円です。

建て替えサイクルを４０年としますと，２０年は使用したのだからあと半分の期間

が残っており，補強工事にかかる費用の半額の２，０００万円の内，少なくとも施

工業者に責任の２分の１はあるだろうから，２，０００万円の半分の１，０００万

円を一つの上限とされたらどうかと双方に提案がありました。それに基づいて相手

方がこれの半額で提示をされたということでございます。私どもは調停委員の提示

した額である「少なくとも１，０００万円を」という形で要求したのですが，相手

方は５００万円が限度であるということでございました。 

 

（生貝委員）調査の結果で過剰な水分が混入したということですが，この水分というの

は，２０年前のことですので推測でしかないと思いますが，施工時に水道水から入

ったものなのか，雨水なのか，そのようなことはある程度わかるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）当初の検査結果は残っていないのですが，コンクリートミキサー車か

ら水分が多いコンクリートがそのまま投入されることは考えにくいと専門家がおっ

しゃっていますので，これは推測ですが，型枠にコンクリートを注入した前後に，
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雨水が入ったのではないかということが強く推測されるということです。 

 

（生貝委員）資料の（４）にあるように，補強工事を施工した後，現在は校舎を使用し

ているということですが，施工後のコアを抜き取って検査をした結果，今度は大丈

夫なのでしょうか。 

 

（教育総務課長）きちんと検査をしていますので，問題ありません。 

 

（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お諮りしま

す。議案第１５３６号「損害賠償請求の調停について」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１５３６号を原案のとおり承認いたします。 

 

（委員長）それでは，報告事項に移ります。１番目の「市内公立小学校における不適切

な指導事案について」をお願いします。  

 

（指導課長）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）最初の事案ですが，公園の中に土俵が設置されているということなのです

が，基本的に不特定多数の方が入る公園の土俵があった場合，当然その上を歩くこ

とはあると思います。この内容からだけではよくわからないので，実際にはどのよ

うな状況だったのでしょうか。 

 

（指導課長）少し高く盛り土がしてある上に設置してある土俵です。 

 

（生貝委員）要するに，先生が子どもに対して怒るほど問題になる土俵なのかというこ

とです。子どもの足のすねを蹴らなければならないほど，入ってはいけないという

厳重なものなのか，それとも，指導上，土足のまま土俵にあがってはいけないとい

うことなのか，そのような状況が全くわかりません。 

 

（指導課長）当該の学校では，危険を伴うため集団で遊ぶような場所ではないので，土

俵を使用しないようにという約束事が事前にされていたということです。 
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（委員長）土俵は神聖な所であるため登ってはいけないというような教育なのですか。 

 

（指導課長）そういう意味合いはございませんが，場所も狭いため子どもが多数行った

場合，危険も伴うということで，その場所を利用しないように事前に指導されてい

たということです。 

 

（委員長）この土俵は，競技で使用されている土俵なのですか。 

 

（指導課長）市外にある施設ですので，競技で使用されているかどうかは分かりません

が，相撲場の土俵として設置されている状況です。 

 

（委員長）文面を読ませていただくと，児童が歩いていたところ向こう脛を蹴るという

飛躍があると思うのですが，実際には何かプロセスがあって蹴るような事態になっ

たのでしょうか。 

 

（指導課長）集合時間や後片付けの時間ということもありますが，学校では行ってはい

けない場所であるということになっていましたので，注意をして入ってはいけない

という指導があり，それに従わなかったということで，このような行為となってし

まいました。 

 

（岡井委員）事例１についてですが，まず一つは，対象児童の在籍している学校への，

この件に対する関わり方や対応等についてお聞きします。２つ目に，７月２０日に

保護者の御理解をいただいたということですが，この保護者は，当初，御立腹であ

ったことと思います。対応を重ねる中で，当初の心情と御理解いただいたという心

情というのは，どのようなものだったのでしょうか。 

 

（学校教育課長）対象児童の学校への関わり方についてですが，当該の不適切な事案を

起こした教諭と学校長がそちらの学校の方へ訪問し，お詫び及び再発防止について

何度も話し合いを持たせていただきました。もう一点の保護者の御様子でございま

すが，事案当初は感情的になられていました。当該の教諭と学校長が相手方の保護

者の自宅へ６回に渡りお詫びに伺い，併せて，今後，当該教諭をどのように変えて

いくのか，あるいは指導していくのかについて，お話を繰り返し申し上げたところ，

保護者の方から温かいお気持ちをいただきました。当該教諭は今後も教員として働

くということになるので，二度とこのような不適切な事案を起こさないということ

と，それに伴う学校長の指導について，詳細にお話をさせていただき，そこで，そ

ういうことであれば，当該教諭の今後について見守らせていただくということとな

り，御理解をいただきました。 
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（生貝委員）この事件が発生したのは４月２７日で，７月２０日に御理解をいただいた

ということですが，４月２７日の夕方頃から話し合いというのは持たれたのでしょ

うか。 

 

（学校教育課長）当日，すぐに当該学校長と当該教諭が謝罪に行っています。その後，

保護者の御意向で，「何らかの処分が出るまでは，自分の子どものこともあるのでし

ばらくそっとしておいてほしい。処分が出た時点で，再度，訪問いただきその内容

について色々とお話を聞かせていただきたい」ということでしたので，間隔が開い

ています。 

 

（伊藤委員）事案２の方ですが，「教室外において複数の教員が対応をしていた」とか，

「当日，教頭先生と担任が対応していた」ということで，学校側もかなり努力をし

ているのが見受けられますし，何とか落ち着かせようと一生懸命に対応しているの

ですが，最後には警察に届けたり，またそれがどのようなかたちか中日新聞にも載

ったりしてしまいましたので，先生方の努力を思いますと，全然違う方向に動いて

いったということがとても残念に思います。やはり根本的には就学時検診等の機会

に，１年生の全児童を対象に専門家のカウンセリング等を受けて，学校側と保護者

側が同じ見解を持って，子どもの成長を見守る必要があるのではないかと思います。

６年間は，特に身体の成長が大きい時期だと思いますので，この辺りを一つにして

いないということが課題なのではないかと思います。このような対応には予算も必

要であるということをお伺いしていますが，何とか近い将来に，保護者と学校側が

統一見解を持てるように，専門家に入っていただいて，同じ方向を見ていただくよ

うな指導をお願いしたいと思います。 

 

（指導課長）そういった方向で現在は進めています。当初そういうことが不十分であっ

たと思いますが，今後はそのようなことがないように努めてまいりたいと思います。 

 

（委員長）事案１と事案２では性格が少し違うように感じています。事案２については，

結構努力されている中でそのようなことが起こってしまったということがあります

ので，どのようにすれば防げるのかということを考えていかなければならないと思

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２番目の「市

制施行７０周年記念大黒屋光太夫記念館第８回特別展（第１期）の開催について」

をお願いします。 

 

（文化課長）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。 

 

（生貝委員）パンフレットの発行はあるのですか。 

 

（文化課長）図録を出す予定をしておりまして１，０００冊を作成する予定です。 

 

（委員長）大黒屋光太夫やラクスマンについては，社会科の本にも出てくる非常に有名

な存在ですので，それをより活用していただければ良いと思いますので，ぜひ宣伝

の方も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，今日的な教育課題をテーマにして協議を行っ

ておりますが，今回は「平成２４年度研修講座について」を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）様々な角度から充実していただいているようですが，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。 

 

（伊藤委員）参加される先生方は，１校当たり何人という形で募集しているのか，興味

のある方が参加されるのかどちらでしょうか。 

 

（教育研究所長）研修講座の案内を学校に対してさせていただき，各学校で先生方が希

望に応じて参加していただいています。特に何校何名といった指定はしていません。 

 

（伊藤委員）これだけの講師を呼んでカリキュラムを組んでいますので，実施にあたっ

て最低人員は何人程度という目途は立てていないのですか。 

 

（教育研究所長）最低人員について特に何名以上というのは設けていませんが，講義内

容や開催場所等を考慮して定員を決めています。確かに中学校武道の講座では中学

校の体育の先生が中心でしたので１３名ということで，参加人数としては少なかっ

たのですが，ほとんどの中学校から１名程度は参加していただきました。その他の

講座は，概ね４０名から多い講座で６０～７０名，あるいは会場によっては，例え

ば，現在実施済みの講座の中では，７月３０日の障がい者問題では２６０名程度の

参加を得ている講座もあります。 

 

（伊藤委員）様々な講座がありますが，講座を聴かれた方が，自分の学校に戻ってから，
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講座内容についてのミーティングをされるというような取り組みはされているので

しょうか。 

 

（教育研究所長）参加された先生方が学校へ戻られてから，職員会や研修会等で還流研

修をしていただいていると聞いています。また，私どもの研修講座の内容について，

簡単ではありますが教育委員会のフェイスブックで紹介させていただいたり，教育

委員会だよりの「遙か」で紹介をさせていただいたりしています。 

 

（委員長）進行中ですが，放送が入りましたので黙とうを行いたいと思います。 

 

【一同起立の上，１分間の黙とう】 

 

（委員長）ありがとうございました。それでは続けます。 

 

（伊藤委員）昨年度から，私どもの「わか菜の杜」という障がい者の方々に働いてもら

っています水耕栽培の事業所で，教職員の研修を受けさせていただいております。

これは教職員向けの研修講座なのですが，中学校の職場体験学習の中で，もしこの

ようなことを実習したいという子どもさんがお見えでしたら，随時，受けさせてい

ただきたいと思っていますので，御検討いただき，取り組んでいただきたいと思っ

ています。 

 

（教育研究所長）ありがとうございます。中学校の方にも，職場体験学習等で御利用い

ただけるように，指導してまいりたいと思います。 

 

（委員長）今日的な課題というものが絶えず起きていて，それに対応する講座を作って

いかなければならないですし，対応していただいているという印象を受けました。

これからもどうぞよろしくお願いします。 

 

（岡井委員）アクションプランに基づく重点的な教育課題の解決も含めて，講師の方に

も様々なところから来ていただいて，これだけの講座を開催するというのは大変だ

と思いますので，事務局の方には敬意を表したいと思います。そこで，私がこの内

容を見ていて，希望ですが３つお願いしたいと思います。一つは指導の難しい子ど

もさんの例がありましたが，危機管理の面から，事例をもとにした演習形式の講座

を開催することです。例えば指導の難しいお子さんへの対応や，教科領域の指導の

中で例えば体育中の事故等を含めた対応，連れ去り等の事案に対する子どもの安全

への対応等の危機管理について，理論的にお話をしていただいて，事例について参

加者もグループで討論できるような研修があると良いと思います。二つ目ですが，

教師の専門性というと，一つは各教科領域の指導力，わかる授業を行う力を身に付
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けるということがありますが，もう一方では，学校の組織の一員として，管理職試

験の受験間近の人だけではなく，先生になった時から学校運営に関わっていく力を

育成することも大切だと思います。管理職試験を受けられた方は，直前に色々な研

修をされていると思うのですが，担任の仕事においても，指導要録を付けることや

教科書を使用すること，教育指導を行うこと，または教育委員会との関係等につい

ても，全て教育法規の下で行われていますので，もう少し若年の段階から，学校と

いう組織がどういう法的な考えの基に運営されているのかということを学ぶ機会が

必要なのではないかと思います。教育法規と言いますと堅い感じがしますが，この

ようなことを，新採は新採なりに，１０年経っている人は１０年経験している者な

りに意識を持ち，学校運営に関わっていこうとする意欲を高めるために，気軽に参

加できるように，身近な例も含めながら行っていただければと思います。私も若い

うちはあまり関心がなく，教頭試験を受ける直前になってから，学校教育法や地教

行法を紐解いたのを思い出しますが，やはり校長や教頭が組織に乗っかっている鍋

蓋組織から，裾野が広がってみんなで学校運営に関わっていくというように展開で

きるような講座を取り入れていただくと良いと思います。三つ目ですが，人間関係

がなかなかうまく作れない学級がありますが，心が解放できるようなレクリエーシ

ョンなどの講座があると良いと思います。子ども達が休み時間等に友達や先生と外

へ遊びに行ったときや，お楽しみ会などの学級集会などの機会に実施できるような，

みんなが心を解放して楽しめるようなゲームのようなもので良いと思いますので，

子ども同士の温かい人間関係を築けるような，そういった研修会も良いのではない

かと思いました。 

 

（委員長）三つの御提案がありましたが。 

 

（教育研究所長）ありがとうございます。今後，検討していきたいと思います。まず一

つ目の危機管理として事故等への対応についての研修をワークショップ形式でとい

うことでしたが，例えば，今年度実施した４番の「モンスターペアレント論」の研

修では，一つの危機管理への対応の研修として開催し，保護者への対応という部分

で，後半はワークショップ形式で行いました。まだまだ十分ではないと思いますが，

今後，検討していきたいと考えています。学校運営に関しましても，学校評価等が

導入された時期に，計画させてもらった経緯がありますが，今後も，教職員全員で

学校を運営していくという意識はとても大事であると思いますので，検討していき

たいと思います。三つ目の人間関係構築のためのレクリエーションという部分では，

今年度も体育の研修講座として，１０番の「子どもたちが意欲的に取り組む体育の

授業」という研修の中で，同様のお話もありまして，体育館でお話を聴きながら，

レクリエーションも取り入れ，先生方も一緒に汗を流したというような研修講座も

開催しています。今後も，先生方のニーズをしっかり捉えて，研修講座の中身を充

実していきたいと考えています。 
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（生貝委員）２６回の講座の内，７月，８月に集中的に行われていますが，ほとんどは

講演会形式だと思いますので，やはり聴くだけではなく，ワークショップ等で自主

的に研修して，肌で感じる研修を３回に１回程度は設けていいただく等，もう少し

増やしていただくと良いと思います。もう一つ，ある特定の教科においては，同僚

に対してプレゼンテーションをする機会が，年度内で１～２回行われていますが，

せっかくこれだけの研修講座を開催しているのですから，ブロックを作って，先生

方で発表をし合って，色々な分析を図るような機会を，ぜひ設けていただいたら良

いと思います。自分自身が教師という立場ですので，自己研鑽をしなければ，聞き

手だけでは能力が上がっていかないと思っていますので，有効な研修になるように

取り組んでいただければと思います。 

 

（教育研究所長）講座を聴いているだけでは，２割位しか効果がないということもお聞

きしますので，教職員が積極的に自分の自主研究を発表する場を設けることができ

れば良いと思っています。その一つの例として，私どもの長期研修員が発表できる

場を昨年度から作っています。また，８月の１週間位を，中学校区で小中連携の実

践交流会を設ける週にしていますので，その場でも各校の実践を発表し合って，お

互いに研修をするという取り組みもしています。今後も充実していきたいと考えて

います。 

 

（伊藤委員）「こういった講座があれば」という一つの例ですが，小学校に料理をする教

室はあるのでしょうか。 

 

（指導課長）家庭科室で調理はできます。 

 

（伊藤委員）教職員の研修ということから少し離れますが，食育ということもふまえて，

小学校１年生で，親子で料理をする機会を作って，小学生に一度包丁を持たせてみ

ると良いと思います。きっと子どもは慎重に頑張れると思いますし，その姿を親が

見て，親なりに家庭での料理を手伝わせることが積極的にできると思います。余談

ですが，芦田愛菜ちゃんは，３歳から子どもの料理教室に通っていて，３歳から包

丁で野菜を切ったりしたということです。あえて危ないことを親が付き添いの上で

させるというようなカリキュラムを入れていただくために，その事前の先生達の講

座として，検討していただくことができればありがたいなと思いました。 

 

（委員長）教育研究所の仕事は，教育界の中でも大きな駆動輪なので，しっかり頑張っ

ていただきたいと思います。 

 

（文化課長）先程の発言について，訂正がございます。光太夫の特別展の報告の中で，
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図録は１，０００冊の作成ということを申し上げましたが，正確には２，０００冊

ということですので，訂正させていただきます。これにつきましては来館者の方に

配布させていただきます。 

 

（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２番目の「９

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，９月教育委員会定例会を９月２８日金曜日午後４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 

 

（委員長）御異議ないようですので，９月教育委員会定例会を９月２８日金曜日午後４

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８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。 

 

８月教育委員会定例会終了 午前１１時２０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 


