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平成２４年１２月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２４年１２月１９日（水） 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 

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），生涯学習課長（森英也），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），生涯学習課副参事兼

生涯学習グループリーダー（片岡健二），生涯学習課生涯学習グループ主幹（清水健

司），書記（白塚山隆彦），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（１）【議案第 1546号】平成２５年度教職員人事異動基本方針について（学校教育課） 

 

６ 報告事項 

（１）鈴鹿市第二学校給食センターの基本設計について       （教育総務課） 

（２）平成２４年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了式・卒業式及び 

平成２５年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の入園式・入学式について 

（指 導 課） 

 

７ その他 

（１）「親なびワーク」について                  （生涯学習課） 

（２）１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１２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，下古谷委員にお願いします。それでは議事に入ります。議案第１５４６

号「平成２５年度教職員人事異動基本方針について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 



２ 

 

 

（教育長）平成２５年度教職員人事異動基本方針を定めるについて，鈴鹿市教育委員会

教育長事務委任等規則第１条第８号の規定により，この議案を提出します。詳細は

学校教育課から説明いたします。 

 

（学校教育課長）議案第１５４６号，平成２５年度教職員人事異動基本方針について，

説明いたします。２ページを御覧ください。昨年度と変わっております箇所は，三

重県教育委員会の基本方針の４行目の部分で，「学校経営品質」の後に「向上活動」

の文言が挿入された部分と，５行目「魅力ある学校づくり」の前に「家庭や地域と

連携・協力して」という文言が挿入された部分でございまして，それ以外の変更は

ございません。市の異動基本原則につきましては，昨年度の基本原則を継承するこ

ととし，変更はございません。それでは，読みあげて説明とさせていただきます。 

 『平成２５年度教職員人事異動基本方針 

 県の人事異動基本方針をふまえ，教職員の異動を積極的に推進し，鈴鹿市の教育の

振興と刷新を図る。 

 平成２５年度教職員人事異動基本方針（三重県教育委員会） 

  三重県教育ビジョンで示している「自立する力（輝く未来を拓く力）」，「共に生きる

力（共に生きる未来を創る力）」を育む教育を各学校で着実に推進し，本県の教育水準

を向上させ，県民の公教育に対する信頼を高めていかなければならない。また，各学

校においては，学校経営品質向上活動の取組により，継続的な改善を進めるとともに，

家庭や地域と連携・協力して魅力ある学校づくりを一層推進する必要がある。こうし

た中で，教職員一人ひとりが，やりがいを高め，その能力を十分に発揮し，使命感と

情熱を持って，児童生徒の目線に立った教育の実践に取り組めるよう，次の基本方針

に基づき，積極的，計画的な人事異動を行う。 

 １ それぞれの学校の経営方針に資するため，教職員の適正配置に努める。 

 ２ 校長の意見を尊重する。 

  ３ 教職員の年齢・教科・勤続年数等を考慮し，学校運営組織の充実に努め，あわ

せて気風の刷新を図る。 

  鈴鹿市内異動基本原則 

（１）異動については，学校あるいは個人にとって著しく公平を欠くことのないよう

にする。 

（２）異動にあたっては，原則として現任校勤務３年以上の者を対象とする。 

（３）現任校での勤務年数は，原則として８年を限度とする。 

（４）近親者（血族３親等，姻族２親等）の同一校勤務は，できる限りこれを避ける。 

（５）往復人事（Ａ校←→Ｂ校）は，できる限りこれを避ける。 

（６）特別な条件を伴う人事については，検討する。 

 上記の内容は，市立幼稚園教員にも準用する。』 

以上でございます。 
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（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。 

 

（伊藤委員）「校長の意見を尊重する」の項目ですが，先生方の人事異動はその学校で校

長が意見を取りまとめて，教育委員会へ出すという流れですか。 

 

（学校教育課長）そのとおりです。学校長が希望調書を取りまとめ，本人との面談も行

った上で，校長の意見を付して教育委員会へ提出することになります。 

 

（伊藤委員）校長から上がってくる意見と先生方の調書の内容のすり合わせを行うとい

う機会はあるのですか。 

 

（学校教育課長）校長の意見として校長意見書というものを提出していただきますが，

校長と教育委員会との聞き取りの際に，そのような確認等を行っています。 

 

（福嶋委員）希望調書についてですが，個人の調書にはどのようなことが記載されてい

るのか教えてください。また，教育委員会として，この学校はこういう特色を持っ

た学校運営方針でやってほしいということで，その分野を得意とする先生方を配置

するということはあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）希望調書の内容ですが，勤務年数，前任校，希望する学校名・地域・

市町等，本人の家族状況や生活の本拠等の情報を記載するようになっています。次

に先生の配置ですが，教育委員会と校長との面談の際に各学校の重点方針をお聞き

し，それに添える部分はできる限り考慮しながら人員配置を考えていきます。 

 

（福嶋委員）希望調書の中に「自分はこのようなことを学校で教えていきたい」とか「自

分のこういう能力を活かしたい」というようなことは書かれていないのですか。 

 

（学校教育課長）本人が積極的に異動を希望する場合には，そのようなことに重きをお

かれて書かれている場合もあります。 

 

（福嶋委員）「学校でより良い授業をやっていこう」とか「自分のこういう能力を活かし

た」ということを積極的に記入する欄を設けていくことが大切ではないでしょうか。 

 

（下古谷委員）原則として３年以上の者が対象で，最長８年ということになっておりま

すが，平均的には何年くらい在席されるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）８年いらっしゃる方もおられますし，３年で異動希望を出される方も



４ 

 

いらっしゃいますが，平均的には５～６年ではないかと思います。 

 

（下古谷委員）本人の希望ではなく，同僚の先生方から見て「この先生はうちの学校に

残っていてほしい」というような意見が反映されることはあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）年間３回の職員との面談をする機会がある中で，そのような御意見を

お聞きすることもありますが，最終的にはこちらで総合的に判断して，最良の方向

性を出していくことになります。 

 

（委員長）まず，市内異動の基本原則は去年と同様であるということですが，学校運営

の課題として，例えば，校種間交流を盛んにするとか，新規採用教員を多数採用し

て刷新を図る等，次年度の方針的なものも盛り込むことを考えていくと良いのでは

ないかと思います。次に，（１）（２）には前段に「異動については」という文言が

付いていますが，その他は付いていません。この文言は無くても意味は通じると思

いますので，また，来年度御検討いただけたらと思います。最後に，県の方針には

「人事異動」という言葉が使われていますが，鈴鹿市の方は「異動」あるいは（６）

には「特別な条件を伴う人事」ということで，「人事」という言葉が使われています。

「人事」というと広く昇任等も含めるのだと思いますので，この辺りの整理も今後

取り組んでいただければと思います。 

 

（伊藤委員）この基本方針は，正規採用教職員の人事異動方針と考えて良いのですか。

いろいろとお手伝いで入っていただいている方は何とお呼びすれば良いのですか。 

 

（学校教育課長）一点目の御質問については，正規教職員の方針として策定しているも

のです。次の御質問ですが，正規教職員に対して，「期限付き講師」と呼んでおりま

して，１年間の期限付きとなっています。 

 

（伊藤委員）講師の方はあくまでも１年更新なのですか。 

 

（学校教育課長）はい。 

 

（伊藤委員）その１年間というのが何回まで，最大何年まで更新ができるのですか。 

 

（教育次長）人事異動基本方針は，正規の三重県の教職員を対象に策定していますが，

講師の方については，希望調書は提出していただきませんので，人事異動基本方針

の対象からは外れます。したがって，期限付き講師については最長８年という規定

も適用されません。原則１年間の契約となっており，長くても５～６年程度の任用

が一般的ではないかと把握しています。 
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（伊藤委員）ルールとしてこのように決まっているものではないということですか。 

 

（教育次長）講師については決まっていません。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の場合，期限付き講師は，正規教員に比べて何割程度いらっしゃる

のですか。 

 

（学校教育課長）正規の職員は，今年度１，０９７人おりまして，期限付き講師は正規

の中に数字としては含まれておりますので，申し訳ありませんが，今，数字として

持ち合わせておりません。 

 

（福嶋委員）大体何割くらいかは分かりませんか。 

 

（教育次長）学校の規模によっても違いますし，中学校では教科による配当，例えば数

学で何人，英語で何人というように，正規の教員で埋まらない場合に期限付き講師

を配当します。多い学校で５名くらい，少ないところでは０人という学校もありま

す。数字的には申し訳ありませんが持ち合わせておりませんので，何割というのは

お答えが難しいです。 

 

（委員長）では次回にお答えをしていただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）教育は人から人へということですので，人事は最も大切なことだと思いま

す。ですから，様々な面を考慮いただき，より良い人事をお願いしたいと思います。 

 

（下古谷委員）期限付き講師は概ね５年から６年であるということでしたが，最近聞い

た話ですが，事務系の職種では，３年間非常勤で働くと４年目くらいからは正規社

員として取り扱わないといけないということを聞きました。期限付き講師について

は３年を越えたから正規職員にしなければならないということは無いのでしょうか。 

 

（教育次長）期限付き講師以外にも臨時的講師や非常勤講師という方もいらっしゃるの

ですが，講師を何年以上勤めたら正規になるということはありません。採用試験を

受けて合格しないと正規にはなれないということです。 

 

（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お諮りしま

す。議案第１５４６号「平成２５年度教職員人事異動基本方針について」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。 

 



６ 

 

（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１５４６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ります。１番目の「鈴鹿市第二学校給食センターの基本設

計について」をお願いします。 

 

（教育委員会参事）それでは，第二学校給食センターの基本設計について報告いたしま

す。１ページを御覧ください。「１ 事業名称」は，第二学校給食センター施設整備

事業です。「２ 事業目的」は，鈴鹿市立の中学校における学校給食の実施のための

施設整備です。平成２２年３月の「鈴鹿市における中学校給食に関する答申」の基

本的な考え方を受け，新たに学校給食センターを建設することにより，市内の全中

学校１０校における完全給食を実施し，食育を推進するとともに，安全で安心な学

校給食の充実を図るものでございます。「３ 施設の概要」ですが，（１）「施設の種

類」は，学校給食法第６条に規定する共同調理場に該当します。（２）「所在地」は，

稲生四丁目５３５０番１地内で，３ページの右下に位置図を添付しております。現

在の土地所有者は，鈴鹿市土地開発公社です。施設の敷地面積を本年１２月に確定

させ，来年の市議会３月定例会において議決を受けた後，所有権移転の手続きを行

う予定です。（３）「建築構造」は，「鉄骨造，地上２階建て」でございます。（４）「敷

地面積」は，南側の道路敷地等を含む「開発区域面積」９，８９３㎡，「建築敷地面

積」８，７９５㎡でございます。都市計画道路西玉垣秋永線にアクセスする道路を

給食センター敷地の南側に敷地の西端まで築造しています。４ページの敷地配置図

で御確認ください。（５）「建築面積」は２，６３２㎡，「延床面積」は３，４５７㎡

を予定しています。（６）「調理能力」は，中学生分量換算で，１日最大７，０００

食。「提供する献立」は，「統一献立」と言い，同一の１種類の献立です。「炊飯施設」

は設置せず，小学校給食と同様に民間施設の活用を予定しています。また，「アレル

ギー対応」が可能なように，１００食程度の専用の調理室を設けます。「４ 概算事

業費」は，「約２４億４，０００万円」で，各中学校における搬送用昇降機の設置な

どの整備費用も含んでいます。「５ 供用開始の時期」は，平成２７年４月からを予

定しています。「６ 基本・実施設計業務委託の概要」でございますが，「事業者」

は，「パシフィックコンサルタンツ株式会社三重事務所」，「委託期間」は，平成２４

年７月５日から平成２５年７月１５日までで，この後，実施設計を予定しています。

「厨房協力者」，厨房機械設備の製造業者は，タニコー株式会社三重営業所でござい

ます。これは，学校給食センターの施設設計は，厨房機械設備の配置を含めた設計

が必要であり，設計業者と厨房機械設備の製造業者との協力が不可欠であること。

厨房機械設備は，製造業者間の互換性がないため，同一製造業者で仕様を合わせる

必要があること。このようなことから，プロポーザル方式を採用して，設計段階か

ら厨房協力者を指定しています。続きまして２ページを御覧ください。「７ 基本設

計の資料」としまして「設計概念」から「鳥瞰図」まで８枚の図面を添付していま
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す。３ページを御覧ください。「設計概念」，いわゆる「設計コンセプト」を記載し

ております。『「食」を通して未来を拓いていく子ども達に貢献できる施設となるた

めに』を基本コンセプトとして，以下９つの方針を掲げています。４ページを御覧

ください。敷地配置図でございます。左側が南で右側が北になります。「ＨＡＣＣＰ」

ハサップと呼ばれておりますが，食品製造の工程上の危害要因を分析し，危害の発

生を未然防止する管理手法に基づく衛生管理によるワンウェイ方式の平面を実現す

るために，食材の搬入や給食の配送・回収動線を考慮した配置計画としています。

敷地の南側に歩車道を分離した幅員１０ｍの道路を築造しまして，この道路に出入

り口を２ケ所設けています。食材搬入車，配送・回収車の車両出入口は，西側に設

けています。食材は，建物の南側から搬入し，給食の配送・回収は建物の北側から

行います。また，一般車両の出入口は，東側に設けています。搬出入の車両と明確

に区分し，機能的にも安全面でも明快な配置計画となっています。歩行者用エント

ランスは，最もアクセスしやすい東側に配置し，スロープも設置することでバリア

フリーに配慮しています。駐車場を東側に配置し，建物を道路境界からセットバッ

クさせることで，施設からの発生音や臭気の影響を軽減して地域の環境確保を行っ

ています。駐車場の地下には，調整池を設けています。５ページに立面図を添付し

ております。清潔感のあるシンプルなデザインを採用しています。太陽光発電のた

めの太陽光パネルを南側に面して配置する予定です。６ページは，１階平面図でご

ざいます。市の事務室を東南の角に配置し，施設来訪者のチェック，食材搬入車の

チェック等が行いやすい計画としました。また，調理員の出入り口を別に東面に設

け，一般来訪者が給食エリアに誤って立ち入ることが無いように，玄関や通路等を

明確に区分して計画しています。給食調理の流れは，後で説明させていただきます

が，南から北へのワンウェイとする計画となっています。７ページは，２階平面図

でございます。東南の角には，生徒等への食育学習や衛生管理のための講習会を始

め，献立会議や献立の試作などが行える会議室を配置しております。２階には調理

員の休憩室，更衣室，食堂を計画しています。このエリアは壁で区画されており，

１階と同様に調理員と一般来訪者のエリアを区分しています。また，２階に見学ス

ペースを設け，下処理から調理，洗浄まで給食調理の一連の流れを見学できる計画

としています。矢印の部分に設けた窓から調理業務を見学することができます。８

ページを御覧ください。断面図です。２階見学通路からこのように見ることができ

ます。９ページを御覧ください。衛生区画および作業動線図です。デザートを除く

食材は南側から入荷し，検収を行い下処理室，上処理室を経由し，加熱調理後は配

缶の後，コンテナ室に流れて行き，北側から配送されます。デザートは北西口から

搬入します。各学校から回収された，コンテナ，食缶，食器は，北側から回収し洗

浄します。コンテナは，コンテナ洗浄機で洗浄し，洗浄を終えた食器を収納してコ

ンテナ室に運び，熱風消毒保管します。安全で衛生的な給食を提供するために非汚

染作業区域へは，前室のエアシャワーを介してのみ進入できる動線とし，調理員同

士の交差汚染をなくしております。また，アレルギー対応食は，他の調理室と独立
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したアレルギー対応調理室で調理を行います。最後に，１０ページは，都市計画道

路西玉垣秋永線側から見た鳥瞰図でございます。私からの説明は以上でございます。 

 

（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。 

 

（福嶋委員）１日最大７，０００食ということですが，現実には約何食で，どの程度の

余裕があるのか教えてください。 

 

（教育総務課長）現在の数字で６，５００食相当で，供用開始時も６，５００食相当と

しています。 

 

（福嶋委員）そうすると約５００食の余裕があるということになりますが，他の給食セ

ンターにおいても，概ねその程度の余裕を持って建設しているのでしょうか。 

 

（教育総務課長）他の給食センターにおいても，調理能力は６，５００食，７，０００

食，あるいは７，５００食というようなオーダーで作られていると思います。 

 

（福嶋委員）アレルギー対応では１００食程度の調理室を設置ということですが，この

１００食という数字はどのような根拠の数字ですか。 

 

（学校教育課副参事）現在，小学校・幼稚園で完全給食を実施している中で，除去食の

対応を行っている児童数が１４１名おります。この中には除去食の依頼が出てきて

いるものの，給食では使用しない食材に関するものも含まれています。幼稚園を含

めての数字ではありますが，単純計算で中学校は３学年ございますので，これを半

分にして約７０名となります。一般的には年を重ねていくと，アレルギーについて

は反応しなくなるといわれている一方，年々アレルギー対応を必要とする児童が増

えてきていることも事実ですので，７０名に対して１００名までの対応ができると

いうことで，このような能力にしています。 

 

（福嶋委員）アレルギー対応というのは，代替食ではなく除去食ということですか。 

 

（学校教育課副参事）はい。鈴鹿市では除去をするという形での提供を行います。 

 

（福嶋委員）除去食をするために１００食の調理室を設けるということですね。 

 

（学校教育課副参事）はい。 

 

（伊藤委員）７，０００食に対して，調理員と管理栄養士の数は何人程度を想定してい
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ますか。 

 

（教育総務課長）実際に委託をどこまでするのかを決定していませんので，直営の部分

と民間委託の部分とを分けて考えてなければなりません。仮に全調理から運搬を委

託するとした場合，市の事務所には所長１人と管理栄養士３人は最低限置く必要が

あると考えています。民間委託の部分を市の方からこの位の人数と指定できません

ので，その部分については未定です。 

 

（下古谷委員）コンセプトを見せていただいて，９つの概念から成っており非常に素晴

らしいと感銘を受けました。最近のノロウィルスやアレルギー等にも対応した最新

の施設になるということですが，個人的に興味を持っているのは，⑧番の地球環境

負荷低減というところで，省エネルギー型の各種設備を選定と書いてありますが，

これは単純に節電型であるのか，何か特徴的な設備を考えているのでしょうか。 

 

（教育委員会参事）断熱性に優れたガラスを使用するとか，屋根には断熱アスファルト

防水を使用する等，断熱効果を高めることを考えています。また，照明は使用上問

題ない部分として会議室や廊下には，ＬＥＤ照明を使用して省エネルギー化に取り

組むということでございます。また，太陽光発電を設置する予定でございます。 

 

（下古谷委員）そうすると建物としての省エネタイプということで，給食を作るための

機械類については，特に節電型の配慮は無いということですか。 

 

（教育委員会参事）厨房機器についても，何が良いのかを検討した上で，ある程度省エ

ネタイプのものを選定したいと考えています。 

 

（下古谷委員）給食の調理過程で残飯等の食品残さが出ると思いますが，こういったも

のは食品産業廃棄物として処理してしまうのか，あるいは家畜の飼料等に持ってい

くのかという点はいかがですか。 

 

（教育委員会参事）午前中に使用した野菜の残さについては，一部を肥料として使用で

きるように検討しています。 

 

（福嶋委員）資料の３ページの①番の部分に「２時間以内給食」ということが書いてあ

りますが，これはどういう意味なのか教えてください。 

 

（学校教育課副参事）「２時間以内給食」といいますのは，学校給食法の中に「学校給食

における衛生管理基準」というものが定められておりまして，こうした大量調理を

扱い場合の厚生労働省の大量調理マニュアルにおいては，調理後２時間以内の喫食
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に努めることが定められております。これは努力規定ではございますが，菌の繁殖

が一定時間を過ぎると大幅に増えるということから，その時間以内に子どもたちに

食べさせることを入れさせていただきました。 

 

（福嶋委員）そうすると配送時間等が大きく問題になってくるということですね。 

 

（学校教育課副参事）そうです。 

 

（福嶋委員）では，一番遠い学校で配送時間はどの程度かかるのでしょうか。 

 

（学校教育課副参事）現在，同時に配送計画も検討しています。一番遠い学校は鈴峰中

学校ですので，鈴峰中学校について検討している中で，食器を先に配送しておき，

調理後の給食の入った食缶をなるべく一度にたくさん運べるような計画を立ててい

ますので，２時間以内給食は可能であると考えています。 

 

（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，２番目の

「平成２４年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了式・卒業式及び平成２５年度

鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の入園式・入学式について」をお願いします。 

 

（指導課長）それでは，報告事項の２番目「平成２４年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）

の修了式・卒業式及び平成２５年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の入園式・入学

式について」について，説明いたします。１１ページを御覧ください。幼稚園につ

きましては，修了式期日は，平成２５年３月２２日金曜日午前１０時，入園式期日

は，平成２５年４月１０日水曜日午前１０時，会場は，各幼稚園です。小学校につ

きましては，卒業式期日は，平成２５年３月１９日火曜日午前１０時，入学式期日

は，平成２５年４月９日火曜日午前１０時３０分，会場は，各小学校です。中学校

につきましては，卒業式期日は，平成２５年３月１５日金曜日午前１０時，入学式

期日は，平成２５年４月９日火曜日午後１時３０分，会場は，各中学校です。なお，

開式時刻につきましては，一部の幼稚園・小中学校で変更となる場合があります。

教育委員の皆様の参加につきましては，後日，御連絡をさせていただきます。 

 

（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）特にございませんか。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協議を行っていま

すが，今回は「親なびワークについて」話し合っ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。 
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（生涯学習課長）親なびワークの概要について説明いたします。資料１を御覧ください。

先ず，現状と経過についてですが，乳幼児期から青少年期にかけて，人格形成にも

っとも重要な時期に家庭・学校・地域社会がお互いに連携して，子どもたちが夢や

希望をもって健やかに成長していけるよう支えていかなければならない中，家庭教

育力の低下が問題となっています。かつては，地域や家族の中で子育てについての

知識やスキルが伝えられてきましたが，核家族化が進んだ今，親の役割を学ぶ機会

が減ってきました。三重県教育委員会は，平成２０年３月に「家庭の教育力向上支

援会議」により，参加者同士が意見を出し合い，話し合うことで，親の役割や自分

の成長について気付き学び，また，参加者同士が交流することで，つながりをつく

っていくことを主眼に子育てについて，考え学ぶための教材「親なびワークシート

～ただ今子育て中編」が発行されました。次に，導入でございますが，平成２２年

度に「三重県健康福祉部こども局こども未来室」により実施されました「親なびワ

ーク」事業を，市内公立幼稚園５園において試行いただき，参加いただいた皆さん

からは「学びが深まり，悩みや問題意識が共有できたことで育児に向き合う自信が

もてた」など，育児に関わる孤立感や孤独感から開放され，とても楽になったとの

意見を多くいただいたことから，平成２３年度から鈴鹿市主催事業として開始する

ことになりました。次に，ワーク会場での進行についてでございますが，「親なびワ

ーク」はファシリテーターとして２名の進行役が，十数人から８０人程の参加者を

４人から６人のグループに分け，積極的な発言を促し，話の流れを整理，認識の一

致を確認して進行し，参加者の合意形成や相互理解をサポートしていきます。また，

内容を焦点化することで，貴重な時間内での雑談を避ける効果もあります。なお，

ファシリテーターが中立的な立場で進行を行うのが大きな特色となっております。

また，ワークで重要なのは冒頭に三つの約束を皆さんにお願いをさせていただきま

す。先ず第１に個々の話の内容は持ち帰らず，いいなと思った「方法」や「アイデ

ア」のみ持ち帰り，子育ての参考としていただく。２番目に，人の話は，うなずい

て聞き，ワークの場を盛り上げる。３番目に，参加者が均等に発言できるよう，互

いが配慮していただく。以上３つの約束を守っていただくことにより，日ごろ心配

なことや迷っていることを，素直な気持ちで互いに話し合う環境をつくることがで

きます。裏面を御覧ください。実績でございますが，先ほども説明させていただき

ました平成２２年度に公立幼稚園５園でスタートしました親なびワークでございま

すが，２３年度には公立幼稚園８園，小学校７校，合計１５校。本年度は，公立幼

稚園４園，小学校８校，中学校１校，合計１３校となっております。なお，満足度

については，満足と回答頂いた方の割合が６１～７１％となっておりまして，ほぼ

満足と回答いただいた方を含めると，ほぼ９９パーセントの方が満足いただいた結

果となっています。次に，事業の効果といたしましては，先ず，グループ内での意

見交換によって自分が悩んでいる子育てに関する問題を，既に経験した保護者から

解決法などを聞くことによって，子育てに関する問題解決の糸口を発見することが

できます。また，問題解決に対して，自分だけでなく他の保護者も同じような対応
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をしていることを知ることにより「保護者が子育てに自信がもてる」こと。さらに，

同じテーマに対して保護者同士が意見交換をすることによって連帯感も醸成されま

す。また，保護者だけでなく先生もグループに加わることで「家庭と学校の連携強

化」にもつながっているものと考えております。次に事業の評価ですが，評価方法

としては自己評価と外部評価を実施しております。先ず，自己評価としてファシリ

テーターの事業実施の総括と反省，また外部評価①として事業主催者である学校の

担当者による親なびワーク事業についての評価。次に，外部評価②として参加者全

員からアンケート形式により，当日の内容についての満足度の５段階評価と自由記

述により記入いただきます。アンケートの結果については，外部評価２の参加者か

らのアンケート結果を事業主催者である学校や園に提供させていただいております。

次に，親なびワークについての広報活動でございますが，年に１回「ＰＴＡ家庭教

育学級説明会」におきまして，家庭教育の概念とその重要性，また家庭教育学級に

期待されること，並びに｢親なびワーク｣の事業詳細を市内幼小中６０校園の家庭教

育学級長に周知をさせていただいております。最後に，事業で重要な役割であるフ

ァシリテーターの人選についてございますが，三重県教育委員会が実施しておりま

すファシリテーター養成講習会を修了した，指導機会の豊富な人材を選任させてい

ただいております。また，生涯学習課職員が「親なびワーク」に同席し，進行等に

ついてアドバイスを行う等，ファシリテーターの資質向上を図っております。資料

２を御覧ください。「親なびワーク」開催時の様子でございます。①ファシリテータ

ーの自己紹介と，初対面の参加者同士の抵抗感をなくすためにアイスブレイクを行

います。②ゲーム形式で，ワークグループ分けを行います。③で自己紹介カードを

選び，④グループ内で自己紹介，⑤ワークシートにテーマについて自分の意見を記

入，⑥グループ内でそれぞれの意見発表を行い，意見交換をします。⑦最後に，参

加者全員で，話し合いの振り返りを行ってそれぞれが参考になる意見を整理し持ち

帰っていただきます。資料３を御覧ください，先ほど説明いたしました「親なびワ

ーク」についての説明会の際に配布しておりますチラシでございます。裏面中段を

御覧いただきますと，ワークテーマが記載されております。この中から，それぞれ

のＰＴＡ家庭教育学級で実施するテーマを選択いただいております。以上が，親な

びワークについての事業説明でございます。 

 

（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。 

 

（伊藤委員）子どもが小学校の時にＰＴＡの役員をさせていただいた時もありまして，

家庭教育学級の内容を検討して活動させていただいたこともありましたが，こうい

った所に出て見える母親は，基本的に子育てに関心があって，子どものことを見て

いる方達の出席が多いと思います。ですから，この活動はベターであって，ベスト

ではないと思います。こういう所に出て見えない母親の意識を，どうすれば子育て

に関わってもらえるものにするのかということを，もう一歩踏み込んで今後考えて
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いかなければならないと思います。この「親なびワーク」については，非常に良い

企画であると考えていますが，出て来られる方が限られていると思います。特に幼

稚園児くらいまでの母親をどうやって子どもと向き合うように今後指導していくの

かということが大切で，核家族化で親から学ぶことが難しかったり，転勤等によっ

て父親の勤務地に着いて行かざるを得ないような状況があったり，単身赴任で皆で

そろって生活ができなかったり等，社会状況が非常に複雑になってきており，両親

や祖父母が近くにいるというような少し前の形態の家庭環境の方は少ないと思いま

す。一番難しいのは仕事をすることよりも人を育てることだと思っていますが，そ

れだけに教育ということが芯になっていくと思います。ですから，もう少し踏み込

んで，幼稚園児がいるくらいの母親に対して，どうやって子育ての援助をしてあげ

られるのかを考えていただきたいと思います。 

 

（委員長）一点目としては，出て見える方よりも，むしろこういう所へ出て見えない母

親に対して，もう一歩踏み込んで意識を高めていただくような取組と，核家族社会

の中で，特に幼児期の子どもを持つ方への子育て支援をどのようにしていくのかと

いうことだと思いますが。 

 

（伊藤委員）今後，何か計画を立てる予定があるのかとか，教育研究所のほうで，来年

度，具体的な話を考えているということがあればありがたいのですが。 

 

（生涯学習課長）委員がおっしゃられることはそのとおりだと思います。講演会にして

も，地域のイベントをするにしても，参加いただく方は意識の高い方が多くなって

います。これはやむを得ないのかなと思っています。当課としては，学校の家庭教

育学級の中で様々なＰＲをしていただいた結果，参加していただいている方という

ことですので，こちらから直接そういう方を募らせていただくことが難しい状況も

あります。今後，そういう方への参加しやすい方法を検討していく必要はあるとは

思いますが，今のところ予定はありません。 

 

（福嶋委員）先ほどの三重県の人事異動基本方針においても「家庭や地域が連携・協力

して」という文言が追加されたという状況からも，それに合致した取組として評価

できると思います。一方，広報活動としては，学級長へ活動の概要をＰＲし，学級

長がそれではやりましょうというようなことで，実績を広げているのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）そのとおりです。１年に一度，年度が新しくなったときに，それぞれ

の学校の家庭教育学級の長にお越しいただき，活動の内容と活用についてＰＲさせ

ていただき，その中で手を挙げていただいた学校に対して支援をさせていただくと

いうことです。 
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（福嶋委員）実績としては，小学校はかなり増えてきて，中学校は１校出てきましたが，

幼稚園は今回減少しています。これには何か理由があったのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）こちらについては，そこまで調査をさせていただいていません。例え

ばリピーターになっていただいている学校等については，前委員長からの引継ぎの

中で御案内いただいたりしたことがあったのではないかと思います。その他，追跡

調査を行っていませんので，今後，利用された家庭教育学級長に対して確認させて

いただくようなことも考えていきたいと思います。 

 

（福嶋委員）私自身も学級長をやった経験がありまして，どういうことを行えば良いの

かと迷ったことがありましたので，積極的に広報活動を行っていただくと，実績も

伴っていくのではないかと思います。 

 

（下古谷委員）実績について，満足度が６０～７０％となっていましたので，少し低い

と思いましたが，説明の中で「ほぼ満足」を含めると９０％以上ということですの

で，参加された方は概ね満足されて帰られているということで，非常に良いことだ

と思います。ただ，この資料の中に今後の課題というものが出てきませんが，例え

ばファシリテーターの方や実施者側から見た課題や，参加者側から見た課題等があ

れば教えていただきたいと思います。 

 

（生涯学習課主幹）実施者側の課題としては，事業の中でかなり参加者のばらつきがあ

り，学校によっては８０人参加いただいている学校もありますので，今後はファシ

リテーターの養成に力を入れて参加者を増やす必要があると思います。参加された

側からはアンケートの結果等からも，父親にも参加してほしいというものがありま

す。参加される方は母親がほとんどで，今年度１２講座を開催させていただいた中

で，総参加者約４３０名の内，父親は５名でその他は女性でしたので，そういった

ことについても課題に挙げられると考えています。 

 

（下古谷委員）今，８０名くらい参加される場合があるということですが，そういう場

合でも，ファシリテーターは２名なのですか。 

 

（生涯学習課主幹）６０名を超える場合には３名入っていただいています。 

 

（下古谷委員）そうすると，１人のファシリテーターが２０人以上を担当しないといけ

ないということですね。グループにすると１つのグループが４～５人ということで

したので，１人のファシリテーターが４～５グループを担当するということですね。

そうするとファシリテーターの経験が大切になってくると感じました。もう一つ，

伊藤委員からもありましたが，やはり参加していただきたい方に参加してほしいと
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いうことがありますが，幼稚園の教諭においては，この子どもの親には参加しても

らったらいいのかなというような思いを持っておられる方もいらっしゃると思いま

すので，そういう部分で連携して，強制ではないですがお声かけをするのも良いの

ではないかと思います。 

 

（生涯学習課主幹）以前，幼稚園ではありませんでしたが，そういうお声かけをしてい

ただいたこともあり，大変ありがたかったことがありましたので，そういったとこ

ろも課題としていきたいと思います。 

 

（福嶋委員）先ほど，父親の参加が少ないというお話がありましたが，実際に父親が参

加しやすい時間帯や土・日曜日の開催の設定があるのですか。 

 

（生涯学習課長）基本的には学校が開いている時間で，水曜日の午後など平日の日中に

開催しています。 

 

（福嶋委員）そうすると父親は参加しにくい時間帯ですね。学校としては対応が難しい

でしょうが，努力が必要なのではないでしょうか。テーマとしても，父親の子育て

に関する役割等，あらかじめ父親が参加しやすいテーマを設定する等，工夫をお願

いできたらと思います。これからは，父親と母親がスクラムを組んでやっていく時

代ですので，よろしくお願いしたいと思います。 

 

（生涯学習課長）年度初めに，皆さんにお越しいただいてＰＲさせていただく際には，

開催日時についても父親が参加していただきやすい時間帯に設定していただくよう，

当課からもお願いをさせていただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）幼稚園，小学校，中学校と対象が変わってくると，子育てといっても違

ってくると思いますが，中学校ぐらいになると具体的にはどのような内容のことを

されるのでしょうか。 

 

（生涯学習課主幹）今年度，中学校で実施させていただいた中では，「反抗期について」

や「異性への対応について」等をさせていただいています。 

 

（委員長）今のことに関連して，５ページにテーマを挙げていただいていますが，実際

には，予めテーマを決めて実施するのか，開催した時に話し合いの中でテーマを決

めていくのか，どのようにしているのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）予めテーマを決めていただき，それについてワークをしていただきま

す。募集する際にも，こういうことについて皆で考えましょうというふうにＰＲを
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していただいているのが現状です。チラシには掲載させていただいていませんが，

これらの他にもテーマはありますので，ＰＲの際には，もう少し詳しい内容を御説

明させていただいています。例えば，携帯電話に関することや自分や家族，友達，

異性の気持ちに関することなどもあります。県の方でもう少し詳しいワークシート

を作成していただいていますので，その中からも選択していただくことができます。

チラシに載せていますホームページの方に，詳しいテーマ等が掲載されています。 

 

（伊藤委員）組織として「親なびワーク」というものを通して母親達を啓発するという

ことも大事だと思いますが，根本的にどんなに時代が変わっても子どもと親の関係

というものは変わっていないと思います。父親であれ母親であれ，子どもを認めて

やる肯定感というものを，いかに親が強く持つかが基本になると思います。小学校

になった子どもを抱っこするのは難しいかもしれませんが，せめて幼稚園くらいま

では，子どもが嬉しそうな顔をしている時に抱っこしてあげるとか，少し不安そう

な顔をした時には「今日は何かあったの？」というように，シンプルで簡単なもの

だと思います。この辺りのことをもう少し指導していただけたらいいなという気持

ちがあります。若いお母さん達は，栄養のこととか，学校の教育のこと等，目の前

に問題が山積していて，子どもの嬉しそうな表情等を認めてあげている暇がないの

だと思います。親にしても，おじいちゃんやおばあちゃんにしても，自分を必ず肯

定してくれるという安心感を子どもに植え付けるというのが第一歩だと思います。

昔，新聞で読んだのですが，料理家の平野レミさんのお父さんが，「必ずお前は大物

になる」ということを言い続けたそうです。それで自分は大物になると思い続けて

今まで生きてきたというエピソードを読んだ時に，私も自分の息子にも試してみよ

うということで，怒るときには必ず「あなたは大物になるんだから」ということを

言い続けました。それで，息子が高校生になった時，本人が「僕は大物になるんや」

と言ったので「何で？」と聞いたところ，「お母さんがずっと言っていた」と言って

いました。子どもというのは親が肯定感をもって接していくと自信になるのだと思

います。自分の周りの人が自分を認めてくれているということが子育ての中で大事

なことではないかと思います。どこかの幼稚園や学校で，絶えず子どもを夜抱っこ

して，声掛けをするようなことを続けたときに，子どもにどのような変化があるの

かということを行っていただければと思います。 

 

（委員長）御自身の子育ての経験を元にお話しいただきましたが，このような御意見が

出てくるような「親なびワーク」になると良いのではないかと思います。今のよう

に伊藤委員のような方に行っていただいてお話をしていただくということも良いの

ではないでしょうか。 

 

（伊藤委員）これは，教育研究所の方で，どこかの幼稚園や学校で，一度原点に戻って

いただけないかというお話をしていただいた上で，先ほどのような取組を継続して
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行った時に，子どもにどのような変化があるのかということを，意見を聞いていた

だけたらと思います。 

 

（委員長）講習会や講座もありますが，「こういう働きかけをするとうまくいきますよ」

という場も取り入れていただくと良いのではということですね。 

 

（伊藤委員）幼少時期においては，「何々しなさい」「早く食べなさい」というだけで親

は話をしているようで，実は子どもの目をしっかり見てあげることができていない

ような気がしています。根本的なものはそこにあるような気がしてなりません。 

 

（委員長）３ページの写真を見ると，非常に和やかな親なびワークの行程が浮かびます

が，集まって日ごろの苦労話を交換するだけでも，孤独感や疎外感をある程度やわ

らげていく効果があると思いますので，今後も引き続き充実してほしいと思います。 

 

（伊藤委員）子育てはこうすれば良くなるという完全なものが無いと思います。仕事で

あれば一定の成果で評価ができると思いますが，生涯というロングランの中のごく

一部をとって教育をしていかなければなりませんので，みんな時代の変化等を踏ま

えながら，試行錯誤の中で子育てしているのが現状だと思います。母親が落ち着い

て安定しているのが子どもには良い影響が出ると思いますので，そういったことか

らは，母親を肯定するのが早いのかもしれませんが，こういったことも含めて指導

をしていただけたらと思います。 

 

（教育長）今日は「親なびワーク」のことについて議論していただいているわけですが，

伊藤委員は，この「親なびワーク」を指導の場に変えてはどうかということをおっ

しゃってみえるのですか。親同士の話し合いの場ではなくて，そういうことを教え

ていく場に変えてはどうかとおっしゃって見えるのですか。 

 

（伊藤委員）肯定感を母親に与えることができるような取組を足していただけたらと思

っています。 

 

（委員長）親なびワークの場で参加者同士の話し合いの中から，子どもが肯定感を持て

るような意見が出てくるような取組になればとおっしゃってみえるわけですね。 

 

（生涯学習課長）今，伊藤委員が言われるような場が親なびワークの場であると考えて

います。ファシリテーターは，あくまでも，皆さんが意見を出しやすいような先導

役をしていただくものです。それぞれの御意見のどれが正解というものはなく，そ

れぞれの経験を語っていただきながら，その中からこれはいいなという引出しを見

つけていただくというものですので，はじめに説明しましたように，あくまでも人
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の話は肯定する，そして意見を出し合う，そして良い意見を持ちかえるという形に

進んでいると考えています。 

 

（伊藤委員）参加メンバーについては，父親の参加の促進という話がありましたが，お

じいちゃんやおばあちゃんが参加するという可能性も無いわけではないのですね。 

 

（生涯学習課長）中には家庭の中で相談されて，おばあちゃんが参加される場合もあり

ます。そういう時にも，それぞれのお立場で御意見をいただいています。 

 

（委員長）さらに，広報活動を行っていただいて，父親やその他の方の参加も含めて，

たくさん参加できるような取組をお願いします。何よりも魅力ある親なびワークに

なるように取り組んでいただきたいと思います。 

 

（文化振興部長）報告を１件，連絡を１件させていただきたいと思います。１２月１６

日日曜日，第１５回鈴鹿シティマラソンを開催し，教育委員の皆様にも御参加いた

だきありがとうございました。市制７０周年記念として実施し９，６７８人の申込

みがあり，当日参加は８，７３５人でした。３７都道府県から参加があり，市内か

らは約３，０００人の参加がありました。各企業からもかなり参加をしていただい

ておりまして，企業の方を含めるともう少し多くの参加者であったと思います。第

１４回と今回の違いについてですが，１０ｋｍをハーフマラソンに変更しました。

また，高齢者を対象としたレーシングコースを歩いていただくウォーク部門を追加

いたしました。当日の渋滞は少しありましたが，スタートに間に合わないといった

トラブルは生じませんでした。ハーフマラソンでは，警察や消防をはじめ地元自治

会の皆様にも給水等に参加いただき，応援等をしていただきながら実施いたしまし

た。ハーフマラソンについては，長くなりましたことから，交差点での渋滞が発生

し，その苦情がかなりありました。けがについては，肉離れが５人，貧血が１人の

他はすり傷程度で，大事故もなく無事に終了することができました。７０周年とい

うことで多彩なイベントも実施し，鈴鹿茶やＡＧＦコーヒーの振る舞いや，レーシ

ングコースをマシンに乗って同乗体験するイベントを市制７０周年にちなみ７０人

の方にスピードを体感していただきました。これは，希望者が６００人に上り抽選

で実施いたしました。その他，車の展示，神戸石取りの山車の演奏，鈴鹿太鼓の演

奏，生活学校のバザー，市内物産の販売等も行い，物産については，持参いただい

た産品がすべて完売と盛況でした。また，市内の３体のぬいぐるみキャラクターの

全員集合，バイオレットアイリスやＦＣ鈴鹿ランポーレのボール体験で子どもさん

とのふれあいもありました。また，ＣＮＳが今年２０周年ということでイベントを

行っていただいたり，消防から救急車１台の展示もしていただいて，子どもたちに

乗車体験をしていただいたりしました。また，例年行っている鈴鹿回生病院や市内

の先生方による医科学の相談も実施していただき，好評でした。市長も１２.３ｋｍ



１９ 

 

のウォークを完歩しましたほか，近隣の菰野町長さんもハーフマラソンを完走され

ています。市内約６００人のボランティアの方に運営をしていただき，真剣に対応

していただきました。特に中学生・高校生の対応がすばらしいと，インターネット

等でお褒めの言葉をいただいており，おもてなしの心をもって対応いただいたこと

をうれしく思っています。今後は反省点も踏まえまして１６回大会に備えたいと思

います。次に連絡ですが，すでに御案内をさせていただいているかと思いますが，

１月１３日日曜日午前１０時から，市民会館で成人式を開催いたします。教育委員

の皆様におかれましては，新春早々お忙しいとは存じますが，ぜひ，新成人の門出

をお祝いいただけるようお願い申し上げます。 

 

（委員長）第１５回のシティマラソンについては，安全無事に終了したという報告をい

ただきました。当日は皆様には，スタッフとして円滑な大会運営をしていただきあ

りがとうございました。それでは，２番目の「１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）それでは，１月教育委員会定例会を１月２１日月曜日午後３時３０分

から開催したいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（委員長）それでは，１月教育委員会定例会を１月２１日月曜日午後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，１月教育委員会定例会を１月２１日月曜日午後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１２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。 

 

１２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 岡井 敬治 

 

           委 員 下古谷 博司 


