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平成２４年１１月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２４年１１月１３日（火） 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  岡井敬治，伊藤久仁子，福嶋礼子，下古谷博司，長谷川正人 

 

４ 議場に出席した職員 

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），生涯学習課長（森英也），

スポーツ課長（藤井康彰），教育総務課副参事兼学校施設グループリーダー（竹嶋昇），

学校教育課副参事兼保健給食グループリーダー（山本浩），書記（白塚山隆彦），書記

（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（１）【議案第 1540号】平成２４年度教育費第２号補正予算案について 

（教育総務課・文化課） 

（２）【議案第 1541 号】工事請負契約について（鈴鹿市立平田野中学校校舎棟移転改

築工事）                        （教育総務課） 

（３）【議案第 1542 号】工事請負契約について（鈴鹿市立平田野中学校校舎棟移転改

築機械設備工事）                    （教育総務課） 

（４）【議案第 1543 号】工事請負契約について（鈴鹿市立平田野中学校校舎棟移転改

築電気設備工事）                    （教育総務課） 

（５）【議案第 1544 号】工事請負契約について（鈴鹿市立平田野中学校屋内運動場棟

移転改築工事）                     （教育総務課） 

（６）【議案第 1545号】平成２３年度教育委員会活動の点検・評価報告書について 

（教育総務課） 

 

６ 報告事項 

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

（２）第１５回鈴鹿シティマラソンの開催について         （スポーツ課） 

 

７ その他 

（１）給食の献立について                   （学校教育課） 

（２）１２月教育委員会定例会の開催について          （教育総務課） 



２ 

 

 

８ 傍聴人 ２人 

 

（委員長）それでは，平成２４年１１月教育委員会定例会を開きます。本日の会議録署

名委員は福嶋委員にお願いいたします。それでは議事に入ります。議案第１５４０

号「平成２４年度教育費第２号補正予算案について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）平成２４年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案を１２月市議会定例会に提出す

るについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第３号の規定により，

この議案を提出します。詳細につきましては，教育総務課長，文化課長から説明い

たします。 

 

（教育総務課長）それでは，議事１番目の議案第１５４０号「平成２４年度鈴鹿市教育

費第２号補正予算案について」説明いたします。議案書の２ページを御覧ください。

まず，「１ 教育費補正額」でございますが，補正前の額は，５７億７９２万１千円

でございます。今回の補正額は，１，０９２万１千円の増額補正をお願いするもの

でございまして，補正後の額は，５７億１，８８４万２千円となります。次に，補

正額１，０９２万１千円の財源内訳でございますが，国県支出金が１６６万６千円

の増額，その他財源が５００万円の増額，一般財源が４２５万５千円の増額でござ

います。次に，「２ 教育費補正額内訳」について説明いたします。まず，教育総務

費事務局費の「訴訟費」７９万１千円でございますが，これは，鈴西小学校校舎の

コンクリート柱等の強度不足問題に関する弁護士への調停業務委託に係る費用でご

ざいます。本調停事件につきましては，８月教育委員会定例会におきまして御承認

いただき，また，９月市議会定例会において，本調停事件に関する議案を議決いた

だきましたことから，申し立て相手方の施工業者との調停が成立しております。よ

って，これをもちまして，弁護士との委託業務を完了しますことから委託金の支払

いのための費用の計上をお願いするものでございます。なお，本調停事件の解決金

であります５００万円につきましては，既に相手方へ請求し，入金されております

ので，この度の補正予算において，５００万円の歳入予算も合わせてお願いするも

のでございます。次に，小学校費教育振興費の「就学援助費」２２４万８千円でご

ざいますが，これは，経済状況の影響等による対象者の増加に伴うものでございま

して，要保護児童について，当初９２人を見込んでおりましたが，３人増の９５人

となる見込であり，また，準要保護児童について，当初１，０６５人を見込んでお

りましたが，３３人増の１，０９８人となる見込みとなりましたので，これに対応

するための増額補正をお願いするものでございます。次の，社会教育費につきまし

ては，文化振興部所管の補正予算でございますので，文化課長から御説明いたしま
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す。私からの説明は以上でございます。よろしく，御審議いただきますようお願い

申し上げます。 

 

（文化課長）それでは，私からは文化振興部が所管します「平成２４年度鈴鹿市教育費

第２号補正予算案」につきまして，説明申し上げます。まず，補正額の財源内訳の

国県支出金１６６万６千円の増額は，災害復旧事業である金生水沼沢植物群落保護

増殖事業費２３８万２千円にかかる国からの補助でございます。次に「２ 教育費

補正額内訳」につきましては，社会教育費７８８万２千円の増額補正の内訳として，

社会教育総務費で，ふれあいセンター維持修繕費１６０万円の増額でございます。

これは，ふれあいセンターの電気工作物で，屋外に設置されておりますキュービク

ル式高圧受電設備の修繕に伴うものでございます。一つは，キュービクル内の真空

遮断器と呼ばれる装置の交換でございます。これは，漏電等，電気系統に異常が発

生したときに，自動的に回路を遮断する装置ですが，すでに耐用年数を超過し，年

次点検の停電点検において，遮断器を作動させた後に復旧する際，１０回に１回程

度しか復旧できないという指摘があり，実際の停電時や次回平成２５年２月の停電

点検で復旧できない可能性があることから，１２月補正を計上し，点検時までに早

急に装置を交換するものでございます。もう一つは，施設内の電柱に設置されてい

る区分負荷開閉器と呼ばれる装置の交換でございます。これは，施設内で電気事故

が発生した際，自動的に開閉器を切り，周辺施設への波及事故を防止するための装

置ですが，これも，すでに耐用年数を超過しており，実際に事故のときに正常に作

動しなかった場合，配電線を停電させてしまい，周辺施設に送電されなくなるため，

周辺の工場等への損害賠償責任が発生する可能性があることから，今回，真空遮断

器と併せて装置を交換するものでございます。また，これら装置の交換に併せて，

先ほど説明いたしましたキュービクルの底や裏側等に発生している錆の進行を食い

止めるための錆止め塗装を行うものでございます。次に，文化財保護費で金生水沼

沢植物群落保護増殖事業費２３８万２千円の増額でございます。これは，９月３０

日の台風１７号の豪雨により，平成２２年度に国庫補助を受けて設置しました観察

木道の枕木が増水のために浮きあがり，観察道の土台も一部浮き上がった状態にな

り使用不能となっていますので，これを修繕する費用。また，平成２１年度に国庫

補助を受けて設置しました周囲防護フェンスは，刈りわらが外から圧力を加える形

となり，約６０メートルに渡り沼沢内部に向けて傾いた状態になりましたので，こ

れの修繕費用。また，沼沢内に流れ込んだ水路のわら及び表土の撤去の費用でござ

います。次に，公民館費の管理運営費維持修繕費３９０万円の増額でございますが，

これは，深伊沢公民館の屋根防水工事を実施するものでございます。深伊沢公民館

は，昭和５５年に建設され，すでに３０年以上経過していますが，これまで，屋根

の全面的な防水改修をしておらず，既設の防水シートの劣化がかなりひどい状態と

なっております。そのため，今年９月の２度の大雨の際，和室と大会議室で雨漏り

し，和室に設置されている消防用設備の火災感知器に水が入り，誤作動が発生した



４ 

 

ため，現在，感知器を取りはずしてあります。したがって，雨漏りを防止し，火災

感知器を正常に設置できるよう，早急に屋根の防水工事を実施するものでございま

す。以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いします。 

 

（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。 

 

（福嶋委員）就学援助費は近年の傾向として対象者が増加しているのですか。 

 

（学校教育課長）増加している状況です。平成２２年度末の対象者数が１，７４５人で

あったのに対し，平成２３年度末では１，８９１人で，１４６人の増加となってい

ます。 

 

（福嶋委員）国内的にも最近の経済状況を受けて，そういった傾向なのでしょうか。 

 

（学校教育課長）そうだと思います。 

 

（福嶋委員）金生水沼沢の植物群は，今回の災害で被害はなかったのでしょうか。 

 

（文化課長）植物に対する被害は，現在，目視で確認したところでは，確認されていま

せん。ただし，わらや土が流れ込んでいますので，この先，来年になって花が咲く

かどうか等の心配はあります。 

 

（委員長）先ほどの説明にあったかもしれませんが，補正額の財源内訳の内，その他の

５００万円というのは，どのような予算なのでしょうか。 

 

（教育総務課長）この５００万円は，以前の８月教育委員会定例会でお諮りいたしまし

た鈴西小学校の調停の件で，調停が無事成立しましたので，相手側の業者から入金

される５００万円でございます。 

 

（下古谷委員）ふれあいセンター等では，耐用年数を越えているような設備が使われて

いるようです。あるいは，公民館についても維持修繕ということでかなり耐用年数

を経過しているようです。こういった施設設備等については，定期的に修繕を図っ

ていくというお考えはないのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）修繕につきましては，緊急性のあるものから当初予算で計上させてい

ただきますが，突発的なものについては，当初予算に計上していませんので，こう

した形で，補正予算で上げさせていただくことになります。老朽化した施設がかな

り多くなってきていますので，本来は計画的に上げさせていただくのが良いのです
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が，財源的に厳しい面もありまして，緊急性の高いものからという状況になってい

ます。 

 

（下古谷委員）緊急性ということで，目に見える形で出てきたときに対応するのでは遅

いと思います。その一歩手前で交換や修繕をかけられるように考えていただきたい

と思います。 

 

（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１５４０号「平成２４年度教育費第２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 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１５４０号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，議案第１５４１号から議案第１５４４号までの「工事請負契約に

ついて」は，鈴鹿市立平田野中学校の移転改築工事に関する議案でございますので，

一括してお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）議案第１５４１号から議案第１５４４号までの提案理由ですが，いずれも，

鈴鹿市立平田野中学校関係の工事として，施工業者と工事請負契約を締結するにあ

たり，１２月市議会定例会に提出するため，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規

則第１条第３号の規定により，この議案を提出します。詳細につきましては，教育

総務課長から説明いたします。 

 

（教育総務課長）議事２番目から５番目まで，議案第１５４１号から１５４４号までの

「鈴鹿市立平田野中学校移転改築事業に関する工事請負契約について」説明いたし

ます。議案書の３ページから６ページまで，４件の工事請負契約がございますが，

具体の契約の説明の前に，７ページからの鈴鹿市立平田野中学校の移転改築事業の

概要の資料に基づき，事業概要について説明いたします。「１ 事業名称」は，鈴鹿

市立平田野中学校の移転改築事業。「２ 事業目的」といたしましては，同校の校舎

は，昭和３７年度から昭和６３年度にかけて建築されたもので老朽化が進んできて

おります。現在の校舎棟は，平成１７年度に耐震工事を実施していますが，屋内運

動場棟は耐震基準を満たしていないことから，抜本的な耐震対策の必要があります。

また，学校敷地面積が狭く学校施設自体が都市計画法の用途地域の準工業地域に指

定され，東・西・南側の隣接は，工場，北側は，住宅やイオンモール鈴鹿（ベルシ

ティ）が立地していることより，学校敷地を拡張することは難しく，また教育施設
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としての立地も好ましいとは言えない状況から，移転改築を行うものでございます。

「３ 計画概要」を申しますと，（１）新しく移転する学校敷地の所在地は，国府町

字木曽田といい，国府小学校や国府公民館に近く，西側には田園地域が広がる自然

に恵まれたところでございます。敷地面積は，約３万８，０００㎡。現学校の敷地

面積が，約２万６，４００㎡ですので，約１．４倍となります。（２）建物は，校舎

棟として鉄筋コンクリート造り２階建て，延床面積は，約８，０００㎡。屋内運動

場棟についても，鉄筋コンクリート造り２階建てです。延床面積は，約２，５００

㎡になります。このほか，プール，部室，駐輪場，グラウンド，テニスコートなど

を設置いたします。「４ 概算事業費」は，約３７億５千万円。内訳は記載のとおり

でございます。「５ 事業期間」は，平成２２年度から平成２６年度の５箇年であり，

平成２６年９月からの開校，つまり夏休み期間中に移転を行い，２学期からの開校

を予定しています。８ページにまいりまして，年次的な計画は，この表のとおりで

ございます。平成２２年度から２３年度には，設計や測量，各種調査などを行い，

平成２４年度から２６年度にかけて，建築や土木工事を実施いたします。そして，

最終年度の平成２６年度には，残りの工事と必要な備品購入を行って開校する計画

でございます。なお，旧校舎の解体工事については平成２７年度を予定しています。

また，この事業につきましては，学校関係者を始め，関係する地域の皆さんの御協

力が不可欠であることから，平田野中学校建設委員会という組織を設置していただ

き，事業の推進を行っています。６番に，概要が記載してございます。委員会の委

員には，自治会等の役員や中学校ＰＴＡ役員，さらに校区内の小学校の校長やＰＴ

Ａ役員の皆さんに参加していただいています。また，委員会の中に３つの部会を設

け，通学路，運動施設，校舎全体について，設計の段階から協議し，事業を進めて

まいりました。資料９ページには，平田野中学校の現在地と移転先が記載した位置

図が添付してございます。現在の所在地は国府町７７８１番１，移転先は同じく国

府町９１０５番１となり，直線距離で２．３㎞ほど南西の方向への移転です。校区

から言えば，中心地に近い移転となります。資料１０ページは移転先周辺の位置図

です。学校敷地の北側には，県道亀山鈴鹿線が走り，県道の北側には国府幼稚園，

国府郵便局，消防署西分署，国府公民館などの公共施設がございます。資料１１ペ

ージは学校の配置図です。敷地の有効利用を図るとともに，日当たりや冬場の強風

など，自然環境にも配慮して，北側に校舎，南側にグラウンドを配置いたしました。

正門は，北側の県道亀山鈴鹿線に接する場所に設けています。北側から駐輪場と駐

車場。中ほどに校舎棟，屋内運動場，プールを配置し，南側に体育器具庫，グラウ

ンド，テニスコートなどを計画しています。１２ページは，校舎棟の１階の平面図

です。校舎棟は，安全性や移動の効率性から２階建てとなっています。１階には音

楽室などの特別教室や職員室，保険室などを配置しています。１３ページは，校舎

棟の２階の平面図です。２階は普通教室ゾーンとし，各学年のまとまりで分かれて

います。北側が３年生，南東側が１年生，南西側を２年生の普通教室に設定しおり，

また多目的スペースも確保しています。１４ページは，校舎棟の立面図，１５ペー
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ジは体育器具庫の平面及び立面図ですが説明は省略させていただきます。１６ペー

ジは屋内運動場棟の平面図です。１階にアリーナやトイレを，２階は武道場として

剣道場と柔道場を配置しています。校舎棟と屋内運動場棟とはデッキで接続されて

おり，雨に濡れない移動が可能となっています。１８ページは，プール棟の平面図

です。プールは屋外型で２５ｍの６コース，プール棟には更衣室やトイレを配置し

ています。以上が平田野中学校の移転改築事業の概要でございますが，資料８ペー

ジをもう一度ご覧ください。表の平成２４年度と２５年度の建築工事の，駐輪場等

を除いた部分に下線が引いてございますが，このたび議案に上げさせていただきま

したのは，この工事の請負契約についてでございます。通常の工事請負契約は「鈴

鹿市教育委員会教育長事務委任等規則」の規定により教育長に委任されております

が，議会の議決が必要な案件については，教育委員会の決定が必要となります。予

定価格１億５千万円以上の工事請負契約については，議会の議決に付すべき契約と

して条例で定められておりますので，資料３ページから６ページまでの４件の工事

請負契約を上程させていただきました。３ページ議案第１５４１号は，校舎棟の建

築工事です。予定価格は税抜きで１４億１，８６２万８千円，落札金額は税抜きで

１３億３，９００万円，契約金額は落札金額に消費税を加えまして，ここに記載の

とおり１４億５９５万円となります。契約業者名は，堀田・大風・中日本建設特定

建設工事共同企業体です。特定建設工事共同企業体というのは，大規模で技術難度

の高い工事の施工に際して，技術力等を結集することにより，工事の安定的施工を

確保する場合などに用いられる手法で，工事ごとに結成される共同企業体のことを

言います。この場合は３社の共同企業体です。新聞などでは，略してＪＶと呼ばれ

ています。４ページ議案第１５４２号は，校舎棟の機械設備工事です。学校の機械

設備とは，給食用の昇降機や消防設備などが該当します。予定価格は税抜きで１億

９，９８４万３千円，落札金額は税抜きで１億９，９８０万円，契約金額は落札金

額に消費税を加えまして２億９７９万円となります。契約業者名は日本ファシリ

オ・鈴鹿電設特定建設工事共同企業体です。この工事は２社の共同企業体です。５

ページ議案第１５４３号は，校舎棟の電気設備工事です。予定価格は税抜きで１億

５，３１６万８千円，落札金額は税抜きで１億４，５５０万円，契約金額は落札金

額に消費税を加えまして，１億５，２７７万５千円となります。契約業者名は株式

会社鈴鹿電設です。これはＪＶではありません。６ページ議案第１５４４号は屋内

運動場棟の建築工事です。予定価格は税抜きで５億５，６８９万７千円，落札金額

は税抜きで５億３，９５０万円，契約金額は落札金額に消費税を加えまして，５億

６，６４７万５千円となります。契約業者名はイケダアクト・角田建築特定建設工

事共同企業体です。この工事は２社の共同企業体です。以上４件の工事は，１０月

１７日に入札が行われ，それぞれの業者が決定いたしました。現在は，仮契約の状

態にあり，本日の教育委員会の承認を得た後，市議会１２月定例会に上程し，議決

を得た後に本契約を締結して工事着工の予定でございます。工期は，校舎棟の関係

の３件が平成２６年３月１０日まで，屋内運動場棟の１件が平成２６年１月１５日
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まででございます。以上，たいへん長くなりましたが，教育総務課からの説明を終

わります。よろしく，御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

（委員長）平田野中学校移転改築工事について４件一括して御説明いただきましたが，

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。 

 

（福嶋委員）今回の入札については，技術力や地元企業の活用等といった，特定の過程

はあったのでしょうか。 

 

（教育総務課長）この程度の大きな工事になりますと，「鈴鹿市建設工事に係る共同企業

体取扱要綱」に基づいて入札を行っています。工事については，極力，市内の事業

者にしていただこうというのが基本ですが，市内の業者で技術の担保ができないと

困ります。また，競争がないというのも困りますので，競争が少ない場合には，市

外なり，県外の業者を入れる場合があります。今回，建築の場合ですと，非常に金

額も大きなものですので，県内業者１社と市内業者２社の３社で組んで競争をさせ

る形をとっています。電気については，市内に資格を持った業者がたくさんおられ

ますので，市内業者による競争となっています。機械については，市内に大きな工

事をされた経験のある業者がおられませんので，全国の業者から１社と市内業者１

社が組んで競争をさせる形をとっています。このようなやり方は，競争もそうです

が，市内業者の育成という意味合いもありまして，極力市内の業者に取っていただ

きながら，競争もでき，技術力も確保できてというような入札を行っています。 

 

（福嶋委員）なるべく市内や地元の方が参加していただけるのが良いと思います。また，

予定価格との差額ですが，全般的に低入札という傾向がある中で，今回はどのよう

なパーセンテージだったのでしょうか。 

 

（教育総務課長）全体を押し並べてお答えさせていただきます。全部の合計の予定価格

と落札価格を比較したいわゆる落札率ですが，高いのが良いとか，低いのが良いと

いうのは一概には言えませんが，全体で９５.５％でございます。 

 

（伊藤委員）今現在，平田野中学校には何人の生徒が在籍していますか。 

 

（教育総務課長）平成２４年度現在で，普通学級は４９１名，特別支援学級は１２名で

すので，５００名を少し超える在籍数です。クラス数は，普通学級が１６学級，特

別支援学級が３学級です。 

 

（伊藤委員）向こう数年間の生徒数の推移はどうなっていますか。 
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（教育総務課長）５年後の平成２９年度には，４４１人，クラス数１５クラスで１学年

５クラスを見込んでおり，ゆるやかに減っていくと予想しています。１０年後には

４３５人程度になると見込んでおり，クラス数は１４学級となり，１学年で４クラ

スになるものと予想しています。 

 

（伊藤委員）今現在，ホンダ技研やイオンに挟まれていますし，学校自体もかなり老朽

化していますので，移転先の方が環境的には良いと思っています。そこで，学校建

設を行うにあたり，最低限の付帯設備というものは条件があるのでしょうか。生徒

数に応じて，音楽室はいくつ必要とか，国の基準のようなものはあるのですか。 

 

（教育総務課長）当然，基準はございますし，補助金をもらって建設をしますので，そ

の基準に応じた教室の大きさ等で配置をしています。そして，これに合わせて，将

来的に少人数教育に対応できるよう，また，宅地開発等により生徒数が増加するよ

うなことにも対応できるよう，多目的スペース等も確保してあります。 

 

（下古谷委員）１２ページの配置図ですが，階段に注目していただくと，階段が右上，

左上，右下にあり，左下には無くて，中央下あたりに配置されています。なんとな

く，左隅にあった方が逃げるときに良いような気がしますが，特に左下を真ん中に

もっていった理由がありますか。もう一つ，外階段が無いのが，防災面で若干不安

を感じました。 

 

（教育総務課副参事）階段の位置については，生徒の昇降口を学年ごとに分散させてあ

ります関係で，御指摘いただいた左下には設置せず，中央に配置しています。また，

外階段については，校舎と体育館の間に２階どうしがつながる通路がありますので，

こちらに上がれるような形で設置しています。 

 

（下古谷委員）安全上問題が無ければ良いのですが，外階段が１箇所というのは，私は

疑問を抱きます。 

 

（福嶋委員）今回の設計の特徴を説明してください。 

 

（教育総務課長）まず，低層で，２階建てで設計し，極力，生徒の移動が少ない設計と

なっています。また，階ごとに学年が分かれてしまいますと，階段でしか他の学年

と合わないということがありますので，同じフロアに普通教室を配置し，学年間の

交流も確保しつつ，学年ごとのまとまりで教室を配置しています。もう一つは，普

通教室を全て２階に，特別教室を主に１階に配置し，配置を分けた点も特徴です。

さらに，体育館とつながっていますので，移動がスムーズになるようにしています。

また，敷地全体の配置ですが，校舎や屋内運動場を北側に配置し，日当たりを確保
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するとともに，西風を防ぐような配慮をしています。また，駐輪場と駐車場の配置

も，子ども達が自転車を止めに行くときに，駐車場を横断して事故が起こらないよ

うに考えた配置となっています。地元の建設委員会の要望に配慮した点もありまし

て，例えば，グラウンドの東側にテニスコートがありますが，その一つは多目的コ

ートとしており，テニスの他バスケットボール等もできるようになっています。ま

た，コンクリートの建物でございますが，極力，木材の内装材を利用するよう配慮

しています。 

 

（福嶋委員）現在の平田野中学校の校舎については，実は私自身が引越しのため机やい

すを運んだ学年だったのですが，そういうこともあり，感慨無量ですけれども，い

ろいろと考えて設計していただいているところを，もう少しＰＲしていただいても

いいのかなと思います。 

 

（委員長）暑さ対策や寒さ対策についてお伺いしたいのと，生徒のくつろぎや癒しの空

間としての工夫があれば教えてください。 

 

（教育総務課長）１階の特別教室についてはエアコンを設置いたします。普通教室につ

いては，２階で風も通りますし，また，日当たりも良いためエアコン等は付けてい

ません。２階の図書室とコンピュータ室はエアコンを設置します。くつろぎという

観点では，２階には打合せ等に活用できる多目的スペースを２箇所確保しています。 

 

（伊藤委員）平成２２年度に実施した基本設計の設計業者名を教えてください。 

 

（教育総務課副参事）基本設計及び実施設計ともに，株式会社アールアイエーという会

社です。 

 

（伊藤委員）この会社は，このような学校とか大きな建物の設計をやっている会社なの

ですか。 

 

（教育総務課副参事）実績はございます。学校だけではなく，全国的に様々な設計に携

わっていると思います。 

 

（伊藤委員）この設計については県内業者ということではないのですか。 

 

（教育総務課副参事）基本設計及び実施設計ともに，プロポーザル方式で業者の決定を

いたしました。プロポーザル方式といいますのは，技術提案をいただいた上で，こ

の会社が数々の提案の中で優秀な会社であるということで選ばせていただいたもの

です。 
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（委員長）プロポーザルの業者選定には何社の参加があったのですか。 

 

（教育総務課副参事）技術提案書の提出があったのが４社で，その中で３社をまず選定

させていただいて，その後１社に絞り込んでおります。 

 

（委員長）調整池工事というのは設置を義務付けられているのですか。 

 

（教育総務課長）大雨が降った時等に敷地外へ水を一気に流しますと，そこで氾濫が起

きたりしますので，開発に際して指導があった場合には，調整池を整備しなければ

ならない場合があります。 

 

（委員長）何か池のようなものを作るのですか。 

 

（教育総務課長）一度水を貯めて，雨が終わった後に徐々に流していくような施設で，

放流のタイムラグを作るような機能を持たせ，災害を未然に防止するようなる施設

になります。 

 

（伊藤委員）現在の中学校の跡地について計画はあるのですか。 

 

（教育総務課長）引越しをしましたら，極力早い時期に解体をし，基本は第三者に競売

するような形で考えています。ただし，付近で道路の拡幅事業等があり，市の工事

に協力していただけるようなところがあれば，その場合の代替地として出す場合は

あると思います。今後，解体までに，他の部局で公園を作りたい等の利用の希望が

あれば別ですが，そのようなことが無ければ，競売または公共用地の代替地として

放出していく形となります。 

 

（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一括して

お諮りします。議案第１５４１号「工事請負契約について（鈴鹿市立平田野中学校

校舎棟移転改築工事）」，議案第１５４２号「工事請負契約について（鈴鹿市立平田

野中学校校舎棟移転改築機械設備工事）」，議案第１５４３号「工事請負契約につい

て（鈴鹿市立平田野中学校校舎棟移転改築電気設備工事）」，議案第１５４４号「工

事請負契約について（鈴鹿市立平田野中学校屋内運動場棟移転改築工事）」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１５４１号から議案第１５４４号までを
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原案のとおり承認いたします。続きまして，議案第１５４５号「平成２３年度教育

委員会活動の点検・評価報告書について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）平成２３年度教育委員会活動の点検・評価報告書を１２月市議会定例会に提

出するについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第１４号の規定に

より，この議案を提出します。詳細につきましては，教育総務課長から説明いたし

ます。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１５４５号の平成２３年度教育委員会活動の点検・

評価報告書の概要につきまして，御説明申し上げます。この議案は，地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第２７条の規定に基づき，教育委員会の活動状況につ

いて点検及び評価を行い，その報告書を作成するとともに，これを市議会に提出し，

併せて，市民へ公表しようとするものでございます。お手元の資料の２１ページを

御覧ください。１２６ページまでが，報告書の案でございます。まず，２４ページ

の「１ はじめに」を御覧ください。「（１）制度の趣旨」につきましては，点検・

評価を実施する背景や法的根拠を記載しております。この点検・評価は，平成２０

年度から毎年実施し，作成した報告書を議会に提出するとともに公表することが義

務付けられております。２５ページの「（２）実施フロー」では，本点検・評価の流

れを，「（３）点検・評価の対象」では，教育委員会が掲げる「基本目標」と「目指

す子ども像」を実現するために，平成２３年３月に鈴鹿市教育振興基本計画を策定

しましたが，本点検評価は，この基本計画に基づいて，平成２３年度の単年度計画

として策定した，アクションプランを対象に，実施することとしておりまして，教

育振興基本計画に基づく教育委員会活動に対する点検評価としては，今回が初とい

うことでございます。なお，具体的な点検評価項目については，２６ページからの

一覧表，及び平成２３年度アクションプランを御確認いただきたいと思います。次

に，３０ページの「（４）学識経験者の知見の活用」では，法律の規定に則り，点検・

評価の客観性を確保するために記載の２名の方に，担当課が行った１次評価に対し

て御意見を求めておりまて，これらの方からの御意見については，１０５ページ以

降に掲載しております。次の「（５）一次評価シートの説明」では，２３項目の「施

策の方向」の評価及び５０項目の「活動内容」の評価について，それぞれのシート

をどのように作成したかについて，その概要や観点について説明をしております。

具体的には，「施策の方向」評価シート，及び活動内容評価シートの２種類の評価シ

ートを設け，「施策の方向」評価シートでは，各項目に設定した指標の年度末目標に

対して，平成２３年度の実績値を明らかにし，達成度を数値で客観的に捉えられる

シートにしております。また，活動内容評価シートにおいては，当該活動内容につ

いて，「取組の状況」「成果」「課題」という順に自己評価しております。次に，３２
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ページからが「２ 点検・評価結果（一次評価）」でございまして，ここから１０４

ページまでが，アクションプランに掲げている２３項目の「施策の方向」及び５０

項目の活動内容について，各担当課が行った一次評価の内容でございます。個々の

一次評価の内容については，議案をもって，御説明に代えさせていただきます。次

に，１０５ページですが，「３ 学識経験者の知見の活用」を御覧ください。ここか

ら１１８ページまでが，担当課が行った一次評価に対して，お二人の学識経験者か

らいただきました御意見でございます。１０５ページから１１５ページまでが，国

立大学法人三重大学学生総合支援センター特任教授の宮崎冴子様からの御意見でご

ざいます。宮崎様からは，それぞれの活動内容に対して，きめ細かな点検をいただ

き，今後の事業を遂行していく上での様々な御指摘，御提案をいただいております。

また，１１６ページから１１８ページまでが，元三重中京大学現代法経学部客員教

授の田川敏夫様からの御意見でございます。田川様からは，教育振興基本計画と点

検評価との関連付けや，時代状況に則した柔軟な事業の設定等，俯瞰的な観点から

の評価をいただいております。次に，１１９ページの「４ 教育委員による評価（二

次評価）」を御覧ください。これ以降は，教育委員の皆さまからいただきました平成

２３年度の取組に対する評価でございます。以上が報告書の概要でございますが，

本点検評価におきましては，教育委員の皆さまや有識者の方々から，数々の御指摘

や今後の方向性等の貴重な御意見をいただいております。また，担当課の一次評価

においても，様々な課題が見いだされております。したがいまして，これらのこと

を，今後の教育委員会活動に活かしていけるよう，取り組んでまいりたいと考えて

おります。最後に，今後の予定でございますが，本日，この教育委員会で承認をい

ただきましたら，１１月２６日に予定されております市議会１２月定例会の開会日

に，本点検評価報告書の冊子を議会へ提出いたします。また，市民への公表につい

ては，市政情報課の「情報コーナー」や教育総務課の窓口で閲覧できるように冊子

を設置するとともに，教育委員会のホームページに掲載する予定でございます。ま

た，点検評価報告書を公表した旨を，「広報すずか」の１２月５日号に掲載するなど

して周知を図ってまいります。私からの説明は以上でございます。よろしく御審議

賜りますようお願い申し上げます。 

 

（委員長）たくさんありますので，区切って進めて，後でまた全体を通してお伺いした

いと思います。まずは，「１ はじめに」の部分で御質問，御意見がございましたら

お伺いしたいと思います。 

 

（下古谷委員）アクションプランの一覧表ですが，例えば，「Ⅰ 子どもたちの「生きる

力」を育みます」の中の「１ 少人数教育を充実し，自ら学ぶ力を育みます」とい

う部分に，目標値の後ろに括弧して現状値とありますが，この現状値という表現は

平成２３年度の値なのでしょうか，それとも平成２２年度なのでしょうか，どの時

点での現状値なのかを教えてください。１箇所だけは括弧書きで１２月末現在とい
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う表記もありました。 

 

（教育総務課長）現状値については，平成２２年度末の数値を挙げさせていただいてお

りますが，平成２２年度末の数字でないものについては，１２月末現在の数字等と

いう形で整理をさせていただいています。 

 

（下古谷委員）１２月というのは平成２３年１２月ですか。 

 

（教育総務課長）平成２２年１２月です。 

 

（下古谷委員）それ以外は平成２２年３月ということですか。 

 

（教育総務課長）平成２３年３月です。 

 

（下古谷委員）ホームページを見せていただいたところ，ここの値が平成２１年度と記

載がありましたので分かったのですが，この資料には現状値という記述のみでした

ので，いつの値を基準にしているのだろうと思いました。評価シートの中では，目

標値設定根拠の部分にほとんどの項目で平成２２年度のアンケート結果等をもとに

したことが書いてありましたので，ここで少し違和感を覚えました。 

 

（教育総務課長）数字としては，極力，一番直近の数字を拾おうとしていますが，もの

によっては１２月末でしか拾えないものもありましてこのような形になっています。 

 

（福嶋委員）２９ページのアクションプランを見ると，今，一番重点的に取り組まなけ

ればならない項目が，自然に浮き上がってくる指標になっていると思われますが，

そういう面では，これからどの取組を厚くしなければならないと考えておられます

か。 

 

（委員長）重点課題はどれかということですか。 

 

（福嶋委員）そうですね。この中で特に弱かった部分とか，取組の濃淡があれば教えて

いただきたいのですが。 

 

（教育長）基本的には教育振興基本計画に基づいていますが，その中で重点施策として

鈴鹿五策というものを定めていますので，この五策の部分が特に力を入れて行く部

分になると考えています。 

 

（伊藤委員）これは，平成２３年度のアクションプランですが，平成２４年度もアクシ
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ョンプランがあって，これらを見せていただくと，本当に先生方がまじめに取り組

んでいただいているのがわかります。ただ，この前のテスト結果を踏まえたときに，

みんながこの五策に対して取り組んでいるのだと思いますが，先生たちが動きにく

い所があるのではないかと思いますので，テスト結果を踏まえて見直しを掛けてみ

るとか，絶えず結果を見ながら更新していただけるといいと思います。また，３番

の読書活動の推進についてですが，県でお話を聞いてきたときに，本を読まないと

いけないとか，朝読や読み聞かせをするということは，本来，子どもの読解力を伸

ばすためにするものだと思いますが，そういう観点から行われているかどうかとい

うことについて見直しを掛けていただく方が良いのではないかと思います。このよ

うに読んだ結果をまとめるのではなくて，朝読や読み聞かせに親も巻き込んで，も

う少し子どもの読解力を伸ばすという観点から，取組を見直してもらった方が良い

のではないかと思います。 

 

（委員長）今，平成２３年度のものを見て議論を進めています。当然この結果を踏まえ

て平成２４年度のアクションプランについては，安全教育や環境教育の特別推進項

目を設定したといった修正もされていますので，伊藤委員や福嶋委員がおっしゃら

れた重点項目等のこともありますが，平成２４年度のことについて発言する場合も，

平成２３年度の取組を踏まえて言及していただきたいと思います。少し平成２４年

度の議論に入っているように思います。平成２４年度の特別推進項目というものが

ありましたね。 

 

（教育長）教育振興基本計画に位置付けられていな事項で，取組を図らなければならな

い部分を挙げています。 

 

（委員長）それでは，先ほどの伊藤委員の読書活動の御意見について事務局。 

 

（指導課長）読書活動についてはとても大切なことで，学習指導要領の改善事項の中で

も，学校図書館に学習情報センターとしての機能を持たせ，子どもたちの教科の学

習と連携したような読書を推進していく方向です。そういったことを平成２４年度

から強化しておりまして，来年度以降も子どもたちが実際に使えるような読書を推

進していまいりたいと考えています。 

 

（伊藤委員）実際に使えるような本というのが難しいのだと思います。本を読む習慣は

低学年でついてしまうと思います。その後は，自分で好きな本を探していくという

ことですので，３年生くらいまでの本を読む時間と国語の時間とを，どのようにタ

イアップして進めていくのかということを見直していいただけたらと思います。子

どもが「本を読みたい」「お話を聞きたい」と思うような工夫をしていただければと

思います。 
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（指導課長）新しい教科書には，それに関わるような図書の紹介があります。並行読書

と言いまして，学校で習ったことに関連するような図書の紹介があります。こうい

った本をそろえながら，読書に親しんでいくことを推進しているところです。 

 

（委員長）具体的な取組の方に入っていますが，「はじめに」のところで，点検・評価の

指標や進め方等について御意見があればお願いします。 

 

（下古谷委員）深く読んでいきますと取り組まれていることは非常に素晴らしいと思い

ます。しかし，評価の仕方についてはＰＤＣＡサイクルを使って実施されています

が，全体としてのイメージ像が分かりにくいと思います。例えば，平成２３年度の

ＰＤＣＡはこう回る，２４年度はこう回る。そしてこれが基本的には，教育振興基

本計画の１０年を意識した計画になっているのであれば，１０年間におけるＰＤＣ

Ａサイクルのイメージをとれるようなものが一つあるといいのかなと思います。三

重県学校経営品質を見せていただくと，きれいなイメージ図があり，一連してこう

いう方向で進めるということが掲載してありましたので，そのような一覧表のよう

なものがあれば分かりやすいと思いました。 

 

（教育総務課長）教育振興基本計画については，平成２３年３月に今後１０年間の教育

をどうしていくかということを定めましたが，この時に教育振興基本計画には，数

値目標を定めておりません。今後，半期で見直しをする際には，こういったことも

考えて行かないといけないと思っています。と言いますのも，例えば総合計画であ

れば，中期の３年又は４年の目標を定めていますが，教育振興基本計画については，

単年度のアクションプランに目標を設けているのみですので，今後の検討課題とさ

せていただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）ＰＤＣＡを回すのは各担当課で計画し，各担当課でチェックをしている

と思います。これに加え，このＰＤＣＡサイクルの中に，自分たちだけではなく，

外部の方のチェックを入れる必要があると思います。これが，この２名の先生方や

教育委員ということかもしれませんが，そういったＰＤＣＡを踏まれることで，よ

り強固なものになると思います。 

 

（福嶋委員）２５ページの点検・評価の対象において，５つの「目指す子ども像」を掲

げていますが，その中の「郷土鈴鹿に誇りと愛情をもち，未来を拓くたくましい子

ども」のところで，鈴鹿の地元の歴史や祭りなどについて，協力する，理解する，

参加する等の項目も今後は挙げていただけるとありがたいと思います。 

 

（教育総務課長）基本計画が平成２３年度からスタートして，今後１０年間の計画とな
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っていますが，真ん中の５年程度経った時期の平成２７年度頃には見直しを考えて

いきたいと思いますので，今の御意見も参考にさせていただきたいと思います。 

 

（委員長）それでは，次に一次評価の内容である３２ページから学識経験者の評価の前

まで，２３項目の施策の方向に関する評価と５０項目の活動内容評価がありますが，

これについて御質問，御意見があればお伺いします。 

 

（下古谷委員）先ほどの評価の仕方と少し関連してきますが，もう少し読む側が理解し

やすい表現・文章にしていただくとより理解しやすいかと思います。例えば，５５

ページを見ていただきますと，成果の中で「平成２２年度指定校となった愛宕小学

校の取組が評価され，平成２３年度文部科学大臣表彰を受賞した」とありますが，

読んでも取組の中身が分からないので，ぜひ具体的なことを入れていただければと

思いました。良い取組であるのに，それが読み取れない内容になっています。 

 

（学校教育課長）愛宕小学校の場合は，保健委員会の中での取組になりますが，給食の

残量調査等を実施した取組が評価されたということです。 

 

（福嶋委員）目標値，実績値，達成度というのは，例えば，肥満児の割合であれば数値

がはっきり出てきて，数値として評価ができますが，そうではなくて内容の充実と

いう面で参考にしていかないといけない部分があると思います。そういった面で担

当者はどのような観点で数値目標を決めているのか教えてください。 

 

（教育総務課長）行政評価であれば執行率や予算配分を考えた数値の設定をしますが，

教育委員会の点検評価については，お金の部分だけではなく，教育的視点を持った

位置付けで指標を設定しようという努力はしています。行政評価と同じ指標を設定

している部分もありますが，今後も教育的視点からの指標の設定を考えていきたい

と思います。 

 

（福嶋委員）目標としては内容が年々充実していくと思いますし，内容も変わってきま

す。教育の場面では，目標値の査定というのも難しいと思いますので数値化してい

くことがなかなか悩ましいことであると感じています。そういった中で数値も挙げ

る必要はありますので。 

 

（委員長）数値化については，難しい面がありますが，数字そのものについても，吟味

いただくとともに，別の観点から，様々なことを念頭に置いて，今後，見直しをし

ていただくとありがたいと思います。 

 

（福嶋委員）例えば４６ページの「食育の推進と学校給食の充実を図ります」では，目
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標値が２７時間，実績値が２９時間で，達成度が１０７％となっていますので，と

ても効果を上げているようですので，次年度になるとこの目標値は違う目標を設定

することになるのですか。 

 

（教育総務課長）数値を見直すこともあります。また，指標自体を変えるということも

あると思いますが，そうなると，先ほど下古谷委員からの御指摘にもありましたが，

中期的に見たときにどうなのかという難しいところもあります。中期で見ようと思

うと，極力，指標を変えない方が良いとは思いますが，こういう時代ですので，３

年程度経つと指標自体が陳腐化してしまう場合もあり，悩ましいところがあります。

総合計画を担当しておりましたときに，このような指標がありまして，設定が良か

ったのかと思ったことがあり，一方では，毎年指標を変えるのは継続的にどうなの

かということもありました。全部そのまま残す，又は全部変えるということではな

く，指標によってはチェックをして変えざるを得ないと思います。 

 

（教育長）目標というのは船の航路と同じで，あそこへ行くといっても，いろいろな所

へ寄港しながら進んでいくわけです。ですから，短期的にどっちを向いているから

といって，１０年計画の狙いをはかることはできません。ポイントは指標には階層

があるということであり，単年度，中期的，長期的目標が設定されて，初めて評価

ができると思います。根本的な基本計画の中にそれが設定されていませんので，し

かも，昨年４月にスタートしたばかりの計画ですので，この基本計画を改定すると

きに，評価の実施に適する内容にしていくべきだと思います。現状ではこういうや

り方ですので，指標一つひとつを捉えると，個々の指標には問題あるものもあるか

もしれませんので，関連があるものかどうかということを，きちんと見ていかない

といけないと思います。 

 

（委員長）一つひとつ丁寧に，取組の状況や成果等を書いていただいていますが，課題

の所に記載してある問題点のような記述は課題になるのでしょうか。例えば「○○

ができていない。」とか「○○が難しかった。」というような語尾で止まっているも

のがあります。こういうものは，「だから今後こういうことに努力していきたい。」

というような表記にしていった方が良いのではないかと思います。 

 

（委員長）それでは，１０５ページからの「学識経験者の知見の活用」について，御意

見・御質問があればお伺いします。 

 

（伊藤委員）１１８ページの最後の部分に，「鈴鹿の教育は他地域に比べて先進的である

ことを高く評価する」とありますが，先進的ということそのものが先生方の負担に

なっていないかと思いました。他市の教育についてはよく分からないところがあり

ますが，教育委員会としては，津や四日市の取組について研究をされているのかど
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うかお伺いしたいと思います。 

 

（指導課長）いつも他市の状況を把握しているという訳ではありません。一番大事なの

は鈴鹿市の子どもたちの現状で，全国学力・学習状況調査の中には，基礎的な力，

活用する力，学習意欲というのもがあります。また，生活面の調査もあります。そ

ういった子どもの実態を踏まえながら，取組を考えてＰＤＣＡを考えていくわけで

すけれども，他市の状況についても，参考にはさせていただくということで勉強は

させていただいています。 

 

（伊藤委員）「先進的」という部分が少し気になっているだけなのです。シンプルな基本

というものがあってもいいのではないかと思ったのです。四日市市や津市と鈴鹿市

を比較するということではありません。他と比べて先進的というのは，もう少しゆ

るやかであってもいいのではないかと思います。 

 

（福嶋委員）「先進的」と書いていただいてありがたいと思いますが，先進的にしても学

力は少し低い方ですので，効果が出るのに少し時間がかかるのかなと，少し苦笑い

しながら御意見を読ませていただきました。 

 

（委員長）このような点検・評価手法で手続きを踏んで，これを続けていけば，学力に

しても生徒指導にしても効果が出てくるのではないかと思います。また，「先進的」

というのが少しプレッシャーになるのではないかということだと思いますが，お二

人の有識者の方には本当に細かいところまで見ていただき，また，大局的な見地か

らもまとめていただいた知見であると思います。 

 

（下古谷委員）言葉は非常に大事なことだと思っていますが，「児童」という言葉，「生

徒」という言葉は，使い分けがあるということをお聞きしました。そこで，例えば

１０７ページの施策の方向３の部分において，真ん中辺りでは「児童生徒が級友や

後輩に」と書いてありますが，５行ぐらい下がると「児童一人当たりの」というよ

うに書いてあります。生徒が抜けてくると中学生が関係無いのかというように読ん

でしまうということになります。９３ページにおいても，評価シートの中ではすべ

て「児童生徒」という表現になっているのに対して，活動内容評価の中では，「児童」

という言葉と「児童生徒」という言葉の両方が出てきます。それが確かに小学生だ

け又は両方を言っていて統一性が取れていれば問題は無いのですが，少し違和感を

覚える部分がありました。言葉は独り歩きしていきますので，ぜひ適材適所の言葉

を使っていただきたいと思います。 

 

（教育総務課長）確かに法令ですと「学校施設」といった場合と「学校施設等」といっ

た場合とでは，幼稚園の施設が入る，入らない等の違いが出てくる場合があります
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ので，外に出していく以上は，法令等に準じた取扱いをしていきたいと考えていま

す。また，あまり法令用語に縛られすぎると伝わりにくい面も出てきますので，柔

軟に対応しながらも，定義についてはきちんと整理していきたいと考えています。 

 

（委員長）言葉の統一は大事なことだと思いますのでよろしくお願いします。それでは，

１１９ページからの「教育委員の評価」の部分についても，御意見・御質問があれ

ばお伺いします。基本的方向ⅠからⅢまでと，施策の方向も２３項目について，順

番に点検・評価をしておりますが，このようなスタイルも含めてお伺いしたいと思

いますが。 

 

（委員長）この点検評価は２年目ですか。 

 

（教育総務課長）鈴鹿市教育振興基本計画が平成２３年３月にできあがりましたので，

これに基づいた点検・評価は今回が初めてです。それ以前も，これに基づいていな

い単年度の点検・評価は実施してきています。 

 

（委員長）教育委員の評価についての感想ですが，一次評価を事務局の方でしていただ

いたものの総括をしたような文章で書いてありますので，良く似たような感じがし

ます。このような形も必要であると思いますが，その年度の重点施策に関して，例

えば「いじめ防止」や「学力向上」「職業教育」「平田野中学校等の教育環境の充実」

等，５項目程度を取り出して，総合的かつ横断的にどうであったのかということを

検証するということも良いのではないかと思います。例えば「いじめ防止」であれ

ば，「人権教育の充実」や「いじめの防止」「相談事業」「不登校」等の項目もありま

したので，それらをつなぎ合わせて「いじめの防止」としてどうか。また，「学力向

上」であれば，「先生の研修」もあれば「少人数教育」もありますので，「学力向上」

という一つの主要なテーマについてつなげていくというか，「つなぎ つながる 鈴

鹿の教育」という基本理念もありますので，御検討いただければと思います。 

 

（下古谷委員）委員長御指摘のとおり，一次評価で行った部分が繰り返されている部分

がありますが，逆に，中身から読み取れない内容が評価の中に入っているところが

ありましたので，評価の文章としては少し引っかかる部分がありました。具体的に

は，１２５ページの一番下ですが，「子どもたちの安全を優先し，屋内運動場の吊り

天井補強工事等について，早急に対応されたい」とありますが，これは，「施策の方

向４」を見ても読み取れませんでしたので，少し違和感を覚えました。 

 

（委員長）新しいアクションプランに基づいた点検・評価というのが初めてですので，

本年度は本年度としてまとめていただいて，また，次年度からおっしゃっていただ

いたような点に配慮していただきたいと思います。それと，情報教育の部分におい
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て，電子黒板が十分ではないので教育実践が進まないとか，ＬＡＮが十分ではない

とか，デジタル教材等の予算的な面で十分ではなく苦慮しているといったことが書

いてありました。そういうことへの充実のために，今後，年次計画的に情報機器の

整備を行うこと等を書き加えていくことによって，これは市議会にも提出しますの

で，予算の措置への理解につながりやすくなるのではないかと思います。 

 

（教育長）先ほどの下古谷委員の御意見についてですが，この点検・評価の考え方です

が，初め担当課が一次評価をして，そして有識者が評価して，それらを受けて二次

評価として教育委員が評価するということから考えると，最初の各課の評価の中に

出てきていないことであっても，教育委員が「こういうことは進めるべきだ」と考

えることについては，ここに書いていってもいいのかなと思っています。あまり唐

突に出てくるのはどうかと思いますが，各課の評価の中に現れてきていないことで

あっても，教育委員として指摘するべきことは，出てきてもいいのではないかと思

います。 

 

（下古谷委員）今，高等教育機関で行われている評価では，基本的には自己評価をしま

すが，自己評価をするためには，こういう部分が優れているということに関して，

又は劣っているということに関して，エビデンスを全て掲載することになっていま

す。これらによって自己評価をして，目標値達成度が良好だとか非常に優れている

ということについて，エビデンスがあることによってそれが見えてくるということ

になります。なければ仕方がないということです。さらに，これだけでは終わらな

い時代になっており，外部機関による評価というのを受けます。それも，実地とい

う形で，わざわざ足を運んで来ていただいて，全てのエビデンスが本当かどうかを

確認されていきます。例えば，この子どもは点数が８０点という報告をしたら，実

地で答案を確認します。８０点の答案が無くて，４０点の子どもに８０点を付けて

いるとなると，これはおかしいということになります。このような形で全てエビデ

ンスが必要になるわけです。こういうことから，今回作っていただいたこの評価書

の証書版というものも，手を加えていっていただいた方が，今の時代に合った評価

書になってくると思います。エビデンスを付けていただくことによって，私たちが

見たときにも，どんなことに取り組んでいるのかという中身も見えてくることにな

ると思います。そうすると文章の中の表現もやわらかくなり，エビデンスを見れば

わかるという形になり，良くなってくると思います。教育長が言われたように，エ

ビデンスの中にこういう問題点があるというようなことが書かれていれば，私たち

も分かるということになります。今は，エビデンスの無いものは，自分でいくらい

いよと言っても認められない時代になっています。 

 

（福嶋委員）私たち自身がこういうことを書くときに，どこまで踏み込んで行ったらい

いのか悩みます。例えば戦略的なことでいいのか，又は戦術的というか具体的なこ
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とにまで踏み込んでいいのかということが，とても悩ましく思います。どこまで書

き込んでいいのか，どういう形が教育行政上ふさわしいのかというあたりが悩みと

して感じます。 

 

（委員長）たくさん御意見が出ましたが，これらは次年度への課題としたいと思います。

点検・評価報告書については，このような形で作成しておりますので，いただいた

御意見を踏まえて，次年度にまたステップを上がった形にしていきたいと思います

のでよろしくお願いしたいと思います。 

 

（伊藤委員）これはあくまでも点検・評価という報告書ですので，とても厳しい意見も

ありますし，今後の課題等もまとめていただいてあります。一方で，この中には，

本当に良く頑張っていただいて成果が出ているものもたくさんありますので，それ

については，各学校の先生方に対する良い評価をしていただきたいと思います。先

日，新聞で良い方向で褒められると能力が伸びるというのを実験した先生がいらっ

しゃって，学術誌にも掲載されたようです。あまりにも問題山積ということですと，

先生方もがんじがらめになるような気がしますので，結果が出た時点で，各学校で

管理職の先生が，現場の先生方と「これは良かったね」という点について，できた

ものについては大いに認め合うという方向で，評価をしていただくとありがたいと

思います。 

 

（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１５４５号「平成２３年度教育委員会活動の点検・評価報告書につい

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１５４５号を原案のとおり承認いたします。 

 

（教育総務課長）先ほどの平田野中学校のプロポーザルによる基本設計の業者選定の説

明に一部訂正がありましたので，担当の方から説明させていただきたいと思います。 

 

（教育総務課副参事）先ほどプロポーザルの応募社数について，４社と報告させていた

だきましたが，この平田野中学校の後に，第二学校給食センターの業者選定もプロ

ポーザルにより実施しておりまして，私の間違いで給食センターの数字を報告して

しまいましたので，改めて，平田野中学校の数字について報告させていただきます。

平田野中学校につきましては，１１社の応募がありまして，その内の１０社から技

術提案書を提出していただき，書面審査を経て，５社からヒアリングを実施し１社

に選定したということでございます。申し訳ありませんでした。 
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（委員長）それでは報告事項に移ります。１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）報告事項の１ページを御覧ください。平成２５年１月１３日に，鈴鹿

市民会館で開催します，成人式についての詳細が決まりましたので，御報告申し上

げます。まず日時は，平成２５年１月１３日日曜日，時間は９時開場，１０時に式

典を開始し，１１時に終了予定でございます。次に場所でございますが，６月の定

例会で御説明をさせていただきましたとおり，本年まで開催をさせていただいてお

りました県営スポーツガーデンは，成人式開催日にスポーツ大会が計画されている

ことから，実行員会で検討し，鈴鹿市民会館ホールをメインの会場として，市民会

館展示室及び市役所１階市民ロビーをサブ会場として開催させていただくこととな

りました。次に対象者でございますが，１０月５日現在で男性１，０４７人，女性

９３２人，合計１，９７９人となっており，昨年同時期２，０５３人と比較いたし

ますと７４人の減となっております。次に，内容でございますが，オープニングイ

ベントとして，白子高校吹奏楽部による演奏。その後，実行委員から，この日を迎

えるまでの活動報告を行い，式典に移ります。式典では，末松市長による式辞，来

賓祝辞及び来賓紹介，実行委員による誓いの言葉。続いて式典のメインである新成

人へのメッセージとして，癒詩（いやし）作家伊藤一樹さんによる書道パフォーマ

ンスと講演でございます。エンディングは，勝山組による，よさこいの演舞となっ

ています。次に，新成人への招待状の発送及び参加者への記念品はございません。

新成人への周知につきましては，広報すずか７月５日号及び鈴鹿市ホームページで，

日時・場所等の概要を既にＰＲさせていただいております。なお，１１月中旬以降，

公共施設や美容室でのポスター，１２月には広報すずか・ホームページなどで詳細

を周知させていただく予定でございます。裏面を御覧ください。御案内させていた

だく来賓についてでございますが，特別来賓として鈴鹿市選出の国会及び県議会議

員，市議会議長，自治会連合会会長の方々。一般来賓として，市議会議員，商工会

議所会頭，鈴鹿農協組合長ほかの方々。主催者として，市長，両副市長，教育長，

教育委員，社会教育委員の皆様に御出席を賜わる予定でございます。最後に，平成

２５年の成人式の特色を御説明させていただきますと，先ず１点目は，広報等で公

募いたしました，成人式実行委員１０名により，成人式の企画・立案から式当日の

運営まで行って頂いております。５月からこれまでに１１回の会議やポスター・パ

ンフレットの作成，また出演していただく方々との交渉など，熱心に取り組んでい

ただいております。次に成人式のテーマでございますが，実行委員会において，自

分たちは，今までたくさんの人に支えられて成長してきた。夢に向かって頑張って

いる時，壁にぶつかり立ち止まった時，その時々に自分たちを支えてくれる家族や

仲間がいた。今までの感謝の気持ちを伝えるとともに，これからは一人の大人とし

て「志」を高く持ちそれぞれの道を歩んでいく。その決意を込めて「志」をテーマ
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としていただきました。最後に，メインのイベントである新成人へのメッセージを

頂きます，癒詩作家伊藤一樹さんは，岐阜県土岐市を拠点に，活躍される書道家で，

独特の感性と，独自の丸みのある字体で描く言葉は「心癒される言葉」として評判

を呼び，様々な場所での個展や自分自身の体験をもとに「命・出逢い・言葉」をテ

ーマとした講演会活動は，学生から年配の方まで幅広い支持を受けているとのこと

でございます。数名の実行委員が，過去に伊藤さんの講演会をお聞きしぜひ，皆さ

んにもお聞きいただきたいとの要望から，出演していただくこととなりました。最

後に，教育委員の皆様におかれましては，改めて御案内をさせていただきますので，

御多忙のこととは存じますが，何卒御臨席賜り，新成人の門出をお祝いいただきま

すようお願いを申しあげます。 

 

（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。 

 

（福嶋委員）今回の会場は市民会館ですが，市役所１階市民ロビーをサブ会場として使

用するのは，人数の関係があるのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）委員御指摘のとおり会場の都合でございまして，約２，０００人の対

象者の６割から７割の方が出席いただくと約１，４００人となります。市民会館の

ホールの定員が１，２８５人で，展示室に入っていただくのが約１２０人，市民ロ

ビーには約３００人程度収容できるということですので，会場を分けさせていただ

いて，映像と音声を各会場に流す予定です。来場者数によって，まずは市民会館の

ホールに入っていただき，収容人数に達した時には展示室に，その後に市民ロビー

に入っていただく形で会場を使わせていただこうと考えています。 

 

（福嶋委員）市民ロビーには，椅子を配置するのですか。 

 

（生涯学習課長）椅子を配置することを考えています。式典会場にも椅子がありますの

で同じような形で進めたいと考えています。 

 

（福嶋委員）以前は一応目が行き届く会場での開催でしたが，今回は目が行き届かない

会場も出てくることもあり大変だと思いますがよろしくお願いします。 

 

（委員長）それでは，御意見もないようですので，２番目の「第１５回鈴鹿シティマラ

ソンの開催について」をお願いします。 

 

（スポーツ課長）それでは，報告事項の２番目「第１５回鈴鹿シティマラソンンの開催」

につきまして，御報告申し上げます。３ページ以降を御覧ください。鈴鹿市制施行

７０周年記念事業の最後のイベントとなる「第１５回鈴鹿シティマラソン」が，１
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２月１６日日曜日に，鈴鹿サーキット国際レーシングコースを中心に開催されます。

今年は，市制７０周年事業ということで，従来よりも規模を大きくしてイベントを

含めて開催します。特徴的な部分は，これまで１０ｋｍとしてレーシングコース内

を走っていました種目を，今回はハーフマラソンとしてコースの外へ出て御薗の方

の道路を走るコース設定をしています。もう一つ，従来無かった種目ですが，ウォ

ーキングの部を追加して開催いたします。また，レーシングコースの外の部分で開

催しますイベントについては，神戸石取祭りの山車の実演や式典等も開催していき

ます。レーシングコースも１日借りますので，午後２時以降になってくると思いま

すが，モータースポーツ友の会の御協力を得まして，抽選でレーシングカーへの同

乗体験等のイベントも用意しております。また，鈴鹿高校書道部のパフォーマンス

など多彩なイベントも用意しています。寒い時期ではございますが，御案内をさせ

ていただきますので御参加について，よろしくお願いします。ちなみに，開会式が

朝８時１５分からという大変早い時間からの開催でございますが，よろしくお願い

したいと思います。 

 

（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）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，今日的な教育課題などをテーマに協議しておりますが，今回は「給食

の献立について」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。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは「給食の献立」について説明させていただきます。

まず，給食の献立が作成され，子どもたちへ提供されるまでの主な流れを説明させ

ていただきます。栄養教諭１１人と教育委員会事務局員１人から成る献立原案検討

委員会で，実施月の約５カ月前に献立の原案を作成いたします。作成された原案を

もとに，学校長・園長，ＰＴＡ代表，小学校・幼稚園職員代表，調理員代表，給食

センター所長，計１４名からなる献立検討委員会で献立原案検討委員会から出され

た原案を検討し，実施月の約４カ月前に献立を決定いたします。次に，献立の予定

使用量を概算し，各業者へ，その書類を送付します。次に，校園長，ＰＴＡ代表，

調理員代表，栄養教諭，教育委員会事務局員，計１１名からなるサンプル検討員会

で，実際に試食したりして，サンプル品の評価を行います。さらに，給食実施の約

２～３カ月前には，校園長代表，ＰＴＡ代表，栄養教諭，教育委員会事務局員，計

９名から成る物資選定委員会で，見積書とサンプル評価を基に，納入物資と業者を

決定いたします。その後，給食協会から，業者別の発注書を２０カ所の各給食調理

室へ送ります。業者は各給食調理室へ指定期間に物資を配送・納品します。これら

の過程を経て，給食の献立は，子どもたちに提供されます。次に各保護者に，給食

実施月の前月に配布される献立表にまつわる様々な情報を子どもたちに伝える「給
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食室からのおたより」について説明させていただきます。毎日の給食の献立に込め

られた子どもたちへのメッセージです。給食実施日に，配膳が終わり，教室で，子

どもたちが給食を食べ始める時間帯，最も静かに喫食している時間帯に，各小学校

の放送委員会の子どもたちが読み上げる給食室からのおたよりからは，その日の食

材や給食の献立の様々な情報が伝えられます。そこには，地産地消や食に関するマ

ナー，命をいただくことへの感謝，食材に含まれる栄養価，食材の名前の由来など，

食育につながる内容がたくさん盛り込まれています。また，様々な記念日にまつわ

るメニューについての情報も含まれています。また，この献立表の右上にも記載さ

れていますように，鈴鹿市産使用予定の食材は楕円で囲んであり，ベルディ・マー

クでも表示してあります。１１月の献立にまつわる給食室からのおたよりにある，

子どもたちへの特徴的なメッセージを数例，紹介します。１１月１日の献立「鶏肉

の紅茶レモンからめ」については，「大黒屋光太夫が，ロシア女王のお茶会に招待さ

れ，紅茶を振る舞われたことから，この日が『紅茶の日』となりました。」というこ

とが伝えられました。この日は，郷土の偉人・大黒屋光太夫にまつわる，紅茶を使

った鶏肉の紅茶レモンからめが初めて給食に出されました。１１月２日には，１１

月の給食月別目標が「感謝して食べよう」であることから，「毎日食べている食べも

のは，動物や植物の命をいただくことで成り立っていること」や「『いただきます』

という挨拶には『命』をいただくことへの感謝の気持ちがこめられていること，ま

た，『ごちそうさま』は食事を作ってくれた人への感謝の気持ちを表す言葉であり，

おいしく食事が食べられることへの感謝の気持ちを言葉にして表すことの大切さ」

などが発信されました。また，「良く噛んで食べることが消化を助け，脳のはたらき

をよくすること」など，生きた教材である給食を通して行う食育の大切さが，伝わ

るようなメッセージとなっています。１１月５日には，「地産地消」について発信さ

れました。人気メニュー，フライ・ビーンズが出されたこの日は，その原料が鈴鹿

市産の大豆であることや，大豆には肉や魚と同じように体をつくるタンパク質がた

くさん含まれていることが伝えられました。また，「大豆を生産している農家の人は，

『鈴鹿でとれた大豆を使って，地元のしょうゆ屋さんで，しょうゆやみそができた

らいいな。』と思っているそうです。」などと，地産地消につながる内容が盛り込ま

れていました。１１月１６日「みえ地物一番給食の日」のこの日の給食室からのお

たよりには，「親子煮」には三重県でとれた卵，「かみかみふりかけ」には鈴鹿の海

でとれた「こうなご」を使用し，ごはんは鈴鹿市でとれた「コシヒカリ」であるこ

とが発信されます。また，「学校給食が『地産地消』に取り組むのは，食べものを生

産する方たちを身近に感じ，感謝する気持ちが育まれることや，また，地域に伝わ

ってきた食や文化や産業を知り，自然の恵みを実感できることにあります。」という

メッセージが，子どもたちに伝えられます。１１月３０日については，市制７０周

年にあたる１２月１日の直近の給食実施日であるこの日は，鈴鹿でとれた食べもの

を使った献立になっていることや，特に，「こうなごグランプリ」において市長賞に

選ばれた「磯の香シューマイ」を初めてメニューに取り入れたこと，さらに「市内
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で採れた野菜たっぷりの団子汁，鈴鹿のりを食して市制７０周年を祝いましょう。」

という大きなメッセージが伝えられます。以上，給食の献立が作成され，子どもた

ちに実際に給食が提供されるまでの流れの概要と，給食の献立にちなんで伝えられ

る給食室からのおたよりに込められた子どもたちへの主なメッセージを１１月の献

立表を基に説明させていただきました。 

 

（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。 

 

（福嶋委員）いろいろ考えていただいて，アイデアも出していただいて，いいなと思っ

て説明を聞かせていただきました。検討委員会があるということですが，定番のメ

ニューはどのようなものがあるのか，また，新メニューが一月にいくつくらい出て

くるのかを教えてください。 

 

（学校教育課長）定番ということですが，良くあるのはカレーライスやうどん等があり

ます。スペシャルメニューとして，記念日等にちなんだ献立で提供する場合もあり

ます。 

 

（学校教育課副参事）新メニューは一月に何件という目標は設けていませんが，先ほど

御説明しました１１月の献立では，「鶏肉の紅茶レモンがらめ」や「磯の香シュウマ

イ」が新メニューとして提供する内容になります。新メニューの検討については，

いろいろな行事等も考えながら，献立原案を考えています。なるべく子ども達の嗜

好も考えながら，また，栄養教諭とも相談しながら対応しているといった状況です。

給食の現場では，当日納品いただいた食材を手作りで１日に２，３品調理しますの

で，通常の業務量を勘案しながら新メニューへの対応をすることになります。 

 

（福嶋委員）私たちが子どもの頃は，どちらかというと給食が嫌いな子が多くいまして，

いやなイメージがあったような気がしますが，最近は，家庭料理よりもむしろ給食

の方がおいしいというようなこともあり，家庭料理のお手本になるようなものも出

てきているように感じています。随分と様変わりし，また，頑張っているという感

想を持っています。 

 

（下古谷委員）１１月の献立表を見ていますと，パンとごはんはありますが，麺類があ

りません。麺類が無いのは何か理由がありますか。 

 

（学校教育課副参事）学校給食法で主菜はパン又はごはんということが決まっています。

実際にうどん等についても主菜というような解釈はされていますが，調理設備の関

係上，文部科学省が定めています栄養価に見合う分だけのうどん類を，主菜として

提供するには能力的に難しい面があります。しかし，うどんや焼きそば等は，子ど
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も達が大好きなメニューですので，ごはんもつきますが，煮込みうどんやカレーう

どん等の麺類は提供しています。 

 

（下古谷委員）「うどんが出てくると，がんもが付くというような形で，パターンが決ま

っている。「うどんのときはこれとこれ」いうことで，年に２～３回出てくる。メニ

ューを見ると，１カ月か２カ月か分かりませんが，回転が決まっている。」というよ

うなことを子どもたちは感じているようです。付くものが，がんもではなくて，他

のものに変わるとうれしいということを言っています。何年か給食を食べてきます

と飽きてしまったということもあるようです。 

 

（学校教育課副参事）栄養教諭が主体となって作成した原案を，献立検討委員会におい

て，調理員やＰＴＡの方々を交えて献立を決定する際には，基本的に過去２カ月分

の献立に関して，学校，幼稚園，調理室からの感想をいただいています。「このメニ

ューはどうだった」とか「幼稚園児には少し大きかった」「辛くなかったか」等の感

想を踏まえつつ，次の２カ月ないし３カ月分の献立を作っています。こういったよ

うに御意見をお聞きしながら行っていますので，先ほどの御意見についても検討材

料として，また定番というものも考えながら対応していきたいと思います。 

 

（下古谷委員）献立を見ると必ず牛乳が付いてきます。牛乳がだめな子どもはそれに代

わる代替品は用意しているのですか。 

 

（学校教育課副参事）確かにアレルギーの対応等は必要で，好き嫌いとは分ける必要が

あります。牛乳に限らずどうしても分解できないというお子さんについて，本市で

は代替品は提供せずに，除去という形で対応しています。加熱してもだめな場合等

も，そのある一部分を除去した形で提供させていただいています。 

 

（下古谷委員）嫌いな子どもにしてみると，ずっと牛乳を飲み続けなければならないと

いうことですね。 

 

（学校教育課副参事）学校給食法では，牛乳を含めた形で完全給食となっています。確

かに，牛乳に限らず他の食品も嫌いなものがあるかと思います。牛乳は少し難しい

ですが，学校の現場においては，配膳の時に少し減らす，逆に余れば好きな子ども

の分を増やして食べてもらうといった対応を行っています。基本的には牛乳は付い

てきます。 

 

（下古谷委員）子どもの意見としましては，たまには，例えば１週間２週間に１回程度

でも，牛乳がオレンジジュースやアップルジュースに代わるというようなことがあ

ったらいいなということを，周りの子どもさんたちと話しているようです。それと
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もう一点，ミカンの付く日とそうでない日があります。デザートということでしょ

うが，何かもう一品，毎日，デザートに当たるようなものを，例えばゼリーやプリ

ン等を付けるのは難しいのでしょうか。 

 

（学校教育課副参事）イベントや記念日等に合わせて，そのようなものを出すことはあ

ります。１２月のクリスマスの時期に合わせて，デザート等を学校選択で何種類か

の中から選べるようなこともしています。果物としてはリンゴ等も提供させていた

だいていますし，プリン等も伊勢茶を使ったものを提供させていただいたこともあ

ります。いずれにしても，場面場面によってということになります。 

 

（下古谷委員）毎日というのは難しいわけですね。 

 

（学校教育課副参事）基本的には栄養価について，１日当たりの摂取基準として，カル

シウムやビタミン，脂質等について決められています。文部科学省の規定において，

１日のカルシウムの摂取量の約５０％を給食から摂取できるようにという目標が定

められていること等がありまして，給食には牛乳が付いてくるということにもなっ

ています。デザートにつきましても，こういったことを加味した上での栄養価の積

算等に基づいて提供するということになります。例えば，バレンタインのチョコレ

ートを提供する年とそうでない年があるといったことになります。嗜好があります

ので，なかなか御希望どおりにはいきませんが，いろいろな御意見をお聞きしなが

ら，提供していきたいと考えています。 

 

（下古谷委員）鈴鹿市全体の給食調理のシステムを把握していないので申し訳ありませ

んが，学校で調理をしている学校と給食センターから運ばれてくる学校との２とお

りがあるのでしょうか。それで，おそらく，給食センターから運ばれてくる学校の

方だと思いますが，人数分を配膳すると足りないということがあるようで，量的に

増やしてほしいと考えている学校があるようです。例えば，鈴西小学校では，少し

量が少ない日があり，全員に当たらないことがあるようです。給食当番の子どもが，

すくう時に量が多い少ないがあるので，たくさん入れてしまうと全員に当たらない

のかもしれませんが，今日は我慢するという子どもがいるということを聞きました。

ですから，少し量を増やすということはできないものでしょうか。足りないという

のは少しかわいそうだと思います。 

 

（学校教育課長）まず，給食センターからの配送は１１校，自校で調理をしている学校

は１９校あります。鈴西小学校は自校で調理をしている学校になります。足りない

ということですが，給食は，クラス別に食缶に人数分を入れまして各クラスに配膳

します。それをクラスごとに当番が一人ひとりに配膳するわけですが，教職員がつ

ぎ方等を指導しながら配膳をしておりますので，私共としては，あまりそのような
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話を聞いたことがありません。 

 

（下古谷委員）たまにあるような話だったものですから，ちょっとかわいそうだなと思

いました。今日はあきらめたというような話をしているということのようです。そ

れと，給食を作る人が変わると味も変わることがあるようで，ほとんど変わらない

のであればいいのですが，極端に塩っ辛くなるとか苦くなるということがあるよう

です。それも鈴西小学校なのですが，味が極端に変わってしまってみんな食べるの

が嫌になってしまったというようなことを言っていると聞きました。 

 

（学校教育課副参事）調理員に調理をしていただく際には，当日の野菜の一人当たりの

量であるとか，切り方，調理工程，衛生の関係では必ず８５度以上の加熱を確認す

ること，また調味料についても決めており，調理員には指示書という形で調理工程

を示しています。実際には，味噌やしょうゆの調味料については，地元の業者と調

理室が直接契約しています。当然，味も見る必要がありますので，調理員は味も見

てから最終的に提供するようにしています。今回，実際にそのような御意見があっ

たということですので，調理員の研修の機会等に反映させていきたいと思います。 

 

（伊藤委員）概ね６５０キロカロリー前後で献立を組んでいますので，結構大変だと思

います。アレルギーについては，除去食を食べる子どもと，お弁当を持ってきて対

応している子どもがいるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）除去食対応の子どももおりますし，代替食はしておりませんので，除

去食でも難しい方については，お弁当で対応をしていただいている方もおられます。 

 

（伊藤委員）私たちが給食を食べていたころは，最後まで食べないと先生に許して頂け

なくて，涙ながらに食べた記憶もありますが，今は基本的には残しても良いのでし

ょうか。 

 

（学校教育課長）基本的には，作っていただいた方，生産者の方や食材への感謝を込め

てなるべく食べるようにという指導はしておりますが，子どもによっては体力差・

体格差がありますので，自分の中で一生懸命食べていれば，それ以上に無理強いを

するといったことはありません。また，給食の時間を終わってからも食べさせると

いうことは，小学校の場合は給食が終わった後に少し昼休みがあり，すぐに掃除も

始まりますので，衛生面からも行っていません。 

 

（福嶋委員）近年はアレルギーを持っている子どもがだんだん増えてきました。先ほど

除去食の対応はしているとのことでしたが，将来，代替食のことを考えているとい

うことはないでしょうか。 
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（学校教育課長）代替食については，現時点では考えていません。 

 

（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「１２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）１２月教育委員会定例会ですが，１２月１９日水曜日午前１０時から

開催したいと考えておりますがいかがでしょうか。 

 

（委員長）よろしいですか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので，１２月教育委員会定例会を１２月１９日水曜日午

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１１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。 

 

１１月教育委員会定例会終了 午後０時２２分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

           委員長 岡井 敬治 

 

           委 員 福嶋 礼子 


