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平成２５年１月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年１月２１日（月） 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  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），スポーツ課長（藤井康彰），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）【議案第 1547号】鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正について 

（学校教育課） 

（２）【議案第 1548号】鈴鹿市立学校における学校事務の共同実施に係る組織，運営

等に関する規程の一部改正について             （学校教育課） 

（３）【議案第 1549号】専決処分（鈴鹿市立公民館長の任免）の承認について 

（生涯学習課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２５年度アクションプラン（案）について     （教育総務課・文化課） 

（２）第６回美し国三重市町対抗駅伝について             （スポーツ課） 

 

７ その他 

（１）教職員定数に占める期限付講師の割合について         （学校教育課） 

（２）幼稚園・小・中学校における読書活動の推進について      （指 導 課） 

（３）２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 １人 

 

（委員長）ただ今から，平成２５年１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，伊藤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１５４７号「鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正について」と２番目
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の議案第１５４８号「鈴鹿市立学校における学校事務の共同実施に係る組織，運営

等に関する規程の一部改正について」は，互いに関連する議案でありますので，一

括してお諮りします。 

 

（書 記）両議案を朗読 

 

（教育長）両議案とも，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第２号の規定に

より，これらの議案を提出します。詳細は学校教育課長から説明いたします。 

 

（学校教育課長）議案第１５４７号「鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部を改正す

る規則」について御説明いたします。２ページを御覧ください。本市では，保護者

や地域の住民が一定の権限と責任をもって学校運営に参画することにより，そのニ

ーズを迅速かつ的確に学校運営に反映させ，より良い教育の実現に取組むために，

平成２３年度から学校運営協議会制度を発足させました。その鈴鹿市学校運営協議

会設置要領の第５条第２項には，学校評議員がその中の委員として位置付けられて

おります。一方で，学校教育法施行規則第４９条に「学校評議員は設置者の判断に

より，学校に置くことができる」とあります。学校運営協議会が発足して２年経過

し，学校運営協議会の委員としての学校評議員の機能や役割は，学校運営協議会の

中において十分に果たせる状況となってきております。３ページの「鈴鹿市立学校

の管理に関する規則改正部分新旧対照表」を御覧ください。これらのことから，鈴

鹿市立学校の管理に関する規則第１９条の３「学校に，学校評議員を置く」の条項

を削り，その機能と役割を学校運営協議会へ移行してまいります。また，鈴鹿市立

学校の管理に関する規則第１９条の３「学校に，学校評議員を置く」条項を削るこ

とにより，いわゆる「条ずれ」が生じてまいります。このことにより，「第１９条の

４」を「第１９条の３」に改めさせていただきます。引き続き，議案第１５４８号

「鈴鹿市立学校における学校事務の共同実施に係る組織，運営等に関する規程」の

一部を改正する訓令について説明いたします。６ページの「鈴鹿市立学校における

学校事務の共同実施に係る組織，運営等に関する規程改正部分新旧対照表」を御覧

ください。先の鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正に伴い，「鈴鹿市立学校

における学校事務の共同実施に係る組織，運営等に関する規程」の第１条にある「第

１９条の４」を「第１９条の３」に改めさせていただきます。また，その他所用の

規定整備として，第９条にある「第３条第１号」を「第３条第１項第１号」に改め

させていただきます。以上でございます。 

 

（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）削除するということは，学校評議員を無くすという方向ですか。全て学校運

営協議会の方で組織して，評議員組織というものは作らないということですか。 
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（青少年課長）学校評議員については，「置くことができる」という規定ですので，鈴鹿

市教育委員会としては，今後，「学校評議員を置かない」ということにしていきたい

と考えています。これは，学校運営協議会が学校評議員制度の役割を十分担ってい

るという考え方でございまして，また，学校評議員制度を廃止した時のメリットと

して，学校の事務負担の軽減等，いくつかのメリットを考え合わせ，学校評議員制

度を廃止し，学校運営協議会に移し，その機能を任せたいと考えています。 

 

（下古谷委員）設置基準には抵触しないのですか。 

 

（青少年課長）学校教育法施行規則第４９条に「学校に学校評議員を置くことができる」

とされていますので，「置かなければならない」ということではありません。各教育

委員会で，学校の実情に応じて，これに代わる機能があれば変えてもかまわないと

いうことになっていまして，国の方からも同様の意向があることを，三重県教育委

員会を通じて説明を受けています。 

 

（福嶋委員）地域の方にとっても様々な委員が重複することで大変なこともありますの

で，こういったところは簡略化していく方が良いと思います。 

 

（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１５４７号「鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正について」

と議案第１５４８号「鈴鹿市立学校における学校事務の共同実施に係る組織，運営

等に関する規程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１５４７号及び議案第１５４８号を原案の

とおり承認いたします。 

 

（委員長）続きまして，３番目の議案第１５４９号「専決処分（鈴鹿市立公民館長の任

免）の承認について」を，お諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立公民館長の任免について，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則

第３条第１項の規定により専決処分したので，同条第２項の規定により，この議案

を提出します。詳細は生涯学習課長から説明いたします。 
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（生涯学習課長）それでは，議案第１５４９号専決処分の承認について説明いたします。

議案書８ページを御覧ください。一ノ宮公民館の林義智館長から，一身上の都合に

より昨年１２月３１日をもって，退職したい旨の届け出がなされたため，この後任

に，一ノ宮公民館運営委員長から推薦のありました井上哲雄様を，専決処分により，

館長といたしましたので，御承認を頂きたく，お諮りするものでございます。井上

様は，生涯学習や社会教育に熱意があり，地域の人望も厚い方で，年齢は６２歳で

ございます。任期は，前任者の残任期間である平成２５年１月１日から平成２５年

３月３１日までです。よろしく，御審議賜わりますよう，お願い申し上げます。 

 

（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。 

 

（委員長）御意見もないようですのでお諮りします。議案第１５４９号「専決処分（鈴

鹿市立公民館長の任免）の承認について」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１５４９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「平成２５年度アクションプラ

ン（案）について」をお願いします。 

 

（教育総務課長）それでは，報告事項の１番目，平成２５年度アクションプラン（案）

に関しまして，私からは「学校教育分野」について，説明いたします。まず初めに，

アクションプランの策定の趣旨について，説明いたします。アクションプランは，

平成２３年３月に策定した教育振興基本計画に基づき策定するものでございまして，

各年度の具体的な取組の中で，教育委員会が１年毎に，特に力を入れて取り組む項

目について，取りまとめたものでございます。また，このアクションプランについ

ては，毎年度に行っている点検評価の対象となるものでございまして，単年度のＰ

ＤＣＡサイクルのＰ（プラン）になるものでございます。次に平成２５年度アクシ

ョンプランの概要について説明いたします。資料１ページには平成２５年度の清書

版を，資料２ページには平成２４年度プランの上に，平成２５年度の内容を修正し

た「見え消し版」をお配りしていますので，見え消しの資料にて説明いたします。

全体の構成は，昨年度と同様に，「教育振興基本計画」に掲げる３つの「基本的方向」

及び２３項目の「施策の方向」の枠組みと，新しい学習指導要領の３つの「生きる

力」の定義，すなわち「確かな学力の育成」「豊かな心の育成」「健やかな体の育成」

に基づいて構成しております。また，上位計画である「鈴鹿市総合計画」の「第３



５ 

 

期行財政経営計画」との整合も考慮してあります。なお，中央の「Ⅰ 子どもたち

の「生きる力」を育みます」の部分において，「各施策の方向」の番号が順に並んで

いませんのは，新しい学習指導要領の３つの「生きる力」の定義に基づき，「各施策

の方向」を振り分けているためでございます。次に主な変更点ですが，まず，取組

内容については，青色のゾーンの「１ 少人数教育を充実し，自ら学ぶ力を育みま

す」の部分において，「特色ある学校づくり」に力を入れていくこととしています。

学校が編制する教育課程については，地域や学校の実情に応じて，特色ある学校づ

くりを進めていただくよう，働きかけを行っているところですが，その学校の取組

を，教育委員会としても積極的に支援していこうとするものでございます。次に，

その４つ下の「１０ 多文化共生の教育を進めます」の部分では，文部科学省が提

示している「ＪＳＬカリキュラムを取り入れた日本語教育の推進」を掲げることと

いたしました。「ＪＳＬカリキュラム」とは，外国人児童生徒が学校での学習や生活

に円滑に適応できるようにするため，日本語指導の初期学習から教科学習につなが

る段階までを育成するものでございます。これまで，プロジェクト会議を中心に，

ＪＳＬバンドスケールといった外国人児童生徒の日本語能力を把握するための測定

基準を活用した日本語能力の把握と，教材等の教材開発を進めてきました。こうし

たプロジェクト会議における取組については，引き続き推進していくこととしてお

りますが，合わせて文部科学省が提示している「ＪＳＬカリキュラム」には，様々

な観点から指導案が示されていることから，これを活用した指導の充実を図ろうと

するものです。また，その下の「１１ 特別支援教育の充実に努めます」及びその

右の「１３ 不登校をなくす取り組みを進めます」においては，就学相談等を含む

特別な支援を必要とする子どもの相談や不登校等といった教育相談について，保健

福祉部子育て支援課の子ども家庭支援室への相談窓口の一本化を図る形で，現在協

議を進めております。これまで教育委員会では，相談内容によって各担当課が，必

要に応じて子ども家庭支援室との連携を図りながら，各種相談を行ってきましたが，

窓口を一本化することにより，市民の皆さんに対して一貫した流れでの相談を実施

することができるようになり，サービスの向上が図られると考えております。一方，

教育研究所においては，本来の設置の趣旨である教育研究や研修事業に力を入れる

こととし，教職員の資質向上の取組強化を通じて，子どもの学力向上に寄与する取

組の強化を図りたいと考えております。その他，開催するイベントや事業の進捗等

により，取り組むべき内容やその表現を変更しております。次に指標についてです

が，中ほどの「１２ いじめをなくす取り組みを進めます」において指標を変更し

ました。従来の指標である「いじめの受理件数」については，いじめの捉え方や受

け取る側の認識の違いによって，課題があることからこの指標を変更し，現在，文

部科学省や三重県教育委員会からの指示で行っております，「いじめアンケート」の

調査項目に新たに指標とする項目を設けて，把握してまいりたいと考えております。

この部分については，アンケートの集計中でございますので，現状値を把握した後

に，目標値を設定していきたいと考えております。また，左側の「Ⅱ 家庭・学校
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（園）・地域の連携を促進します」の「１ 子どもの健全育成の環境づくりに努めま

す」においては，昨年度は，イベントの参加者数という単年度でしか測ることがで

きない指標となっておりましたことから，「健全育成の環境づくり」に主眼を置いた，

経年的に測ることができる指標を新たに設定しました。さらに，右側の「Ⅲ 教育

に関わる環境や条件の整備を進めます」の一番下「４ 時代に即応した 施設環境

の整備を図ります」においては，昨年度は「指標なし」としておりましたが，平成

２５年度は平田野中学校の施設整備事業が本格化し，本体工事が平成２５年度末に

完了する予定となっており，これにより学校施設等の耐震化率が１００％となる予

定でございますので，これを指標とさせていただきました。なお，指標の現状値の

後ろに記載しています「年度」につきましては，現時点では，原則として平成２３

年度の確定値を記入させていただいておりますが，「全国学力・学習状況調査」に基

づく指標等については，平成２４年度の数値を記入しています。また，「全国学力・

学習状況調査」に基づく指標については，指標の後ろに[学]と記載をさせていただ

いています。また，水色部分の「３ 読書活動を推進します」においては，現在，

現状値を集計中でございますので，未記入となっておりますが，今後，現状値が把

握できしだい，記入することといたしますので，御理解いただきますようお願いい

たします。最後に，このアクションプランに係る今後のスケジュールでございます

が，現在，平成２５年度当初予算の編成作業中であることから，予算編成の結果に

よっては，多少の変更を生じる可能性があります。また，現状値を平成２３年度と

しておりますが，今後，年度末にかけて，各種指標の平成２４年度の確定値が出て

くるものと考えております。これに伴いまして，現状値の修正と合わせて，場合に

よっては，目標値の再検討が必要になってくる部分も出てくることが予想されます。

よって，再度，４月の定例会におきまして，確定版の御報告をさせていただきたい

と考えておりますので，よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

（文化課長）それでは，私からは，平成２５年度鈴鹿市教育基本目標の内，社会教育分

野について，修正案を一括して説明いたします。説明資料として，加除部分を記載

しました４ページを御覧ください。なお，説明は変更部分のみとさせていただきま

すので，よろしくお願いします。まず，アクションプランの左の上の黄色の部分「１ 

生涯学習の推進」「（１）地域における学習活動の推進」の説明欄の「まちづくり，

ひとづくり」を「ひとづくり，まちづくりを進める。」と，ひとづくりの後にまちづ

くりとし，順序を逆にいたしました。これは「まちづくり」につながる「ひとづく

り」が重要との観点から順序を入れ替えたものです。また「（２）生涯学習施設の充

実」の指標として，学習活動への年間参加者延べ数の目標値を４６万人から４５万

人に変更しております。なお，現状値は平成２３年度で４２万９，５４５人でした。

また「（３）図書館サービスの充実」の指標として，図書の貸出冊数の目標値は平成

２４年度と同じ７３万冊としました。現状値は平成２３年度で６８万８，９９２冊

でした。次に，下の枠の「２ 青少年の健全育成」「（３）家庭教育の充実」の説明
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で，「保護者等」を「保護者」に，「研修会や講演会」を「研修会，学習会等」に修

正をいたしました。これは，本年度７０周年記念事業として開催いたしました市民

を対象とした講演会は，来年度は行いません。また，来年度に予定している事業は，

保護者を対象とした家庭教育支援のための研修会や学習会の開催と家庭教育学級活

動の資料提供等であることからです。また指標として，市民学習活性化事業（家庭

教育支援のための研修会等）への参加者満足度の目標値を７５％と平成２４年度と

同率に，現状値は，平成２３年度で６０％でした。次に，右上の枠の「３ 文化遺

産の継承」「（１）文化財を発掘・保存・活用したまちづくりの推進」の「④国史跡

伊勢国分寺跡」の「国」を削除しました。これは，伊勢国分寺跡は国の指定ではあ

りますが，国の指定の場合は，国を付けずに表すのが一般的であることから，削除

をいたしました。指標としましては，博物館等来館者数の目標値を３万１，０００

人から３万２，０００人としました。現状値は平成２３年度で，２万９，４３２人

でした。下の目標値の「考古博物館分」「文化課記念館・資料館分」は参考資料で，

正式には記載されません。次に，右下の枠の「４ スポーツの振興」「（１）市民参

加型スポーツの推進」の指標，「市主催の各種スポーツ行事・教室等への年間参加者

数」の目標値を２万５，０００人から２万２，０００人としました。平成２３年度

の現状値は１万８，４０８人でした。また「（２）快適に利用できる運動施設の整備・

運営」の指標，「運動施設及び学校体育施設の年間利用者数」の目標値を平成２４年

度と同じ１０５万人に，平成２３年度の現状値は９７万７，１２４人でした。以上

が変更部分でございます。よろしくお願いします。 

 

（委員長）それでは，はじめに「学校教育分野」に関して，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）学力を上げることが大きな目標であると思います。全国学力・学習状況調

査の指標の目標値が５０％になっていますが，現状値は低い数値になっています。

そこで，目標値５０％というのは，どのような根拠で設定された数値なのか説明を

お願いします。 

 

（指導課長）全国学力・学習状況調査については，来年度，国語及び算数・数学におい

て，国語Ａ，国語Ｂ，算数・数学Ａ，算数・数学Ｂという４つのテストがあります。

指標にあります「全国平均を上回る」というのは，４つとも上回る割合ということ

で，本市の場合，国語Ｂの問題が非常に全国との開きが大きく，一番低くなってい

ます。その国語Ｂの問題について，正答数が一人１問ずつ上がると，ちょうど全国

平均を上回る学校の割合が５０％となるということで，具体的な目標として分かり

やすいということで設定しました。 

 

（福嶋委員）「特色ある学校づくり」については，どのように進めて行くのですか。地域
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の祭りや行事を活かしていくのか，また，音楽が得意な学校等そういう意味のこと

なのでしょうか。 

 

（指導課長）学力については，学校教育法で「学びの３要素」として，「基礎的基本的な

知識技能」「思考力・表現力・判断力・活用力」「主体的に取り組む態度・学習意欲」

という３つの要素があります。こういったものの内，活用力や意欲については，教

科や学校全体の教育活動の中で，横断した総合的な取組が必要です。各学校では，

地域や子どもたちの実態に応じて教育課程を編成していくということになりますの

で，学校に応じて特色ある編成に努めていただき，特色ある学校づくりを進めてい

ただきたいということです。 

 

（福嶋委員）従来であれば，平均的・平等という意味合いの教育方針で来ていた部分を，

少し舵を変更して，特色のある，濃淡があるということになるのですか。 

 

（指導課長）今まで，基礎的基本的な部分に力を入れてきて成果を上げてきた部分もあ

ると思います。その部分については，各学校に共通した部分があります。これから

付けていきたい「活用」の部分については，各学校でいろいろな取組の糸口や方策

がありますので，今後は，学力実態に応じて，活用力・意欲を上げていくというこ

とで，特色のある学校づくりを進めていきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）そうすると，学校の先生方も，そのためのプランを練るということが，最

初の作業になるわけですね。 

 

（指導課長）学校長のリーダーシップのもと，カリキュラムマネジメント，学校運営の

マネジメントをしていくことが求められてくると考えます。 

 

（委員長）同じ「特色ある学校づくりの推進」の部分ですが，これは「１ 少人数教育

を充実し，自ら学ぶ力を育みます」の下に置かれている項目になっています。「特色

ある学校づくり」というのは，子どもたちの実態や地域の自然や歴史文化等をふま

えて行われることだと思いますが，その部分と「少人数教育を充実し」という部分

のつながりが弱いような気がします。 

 

（指導課長）「少人数教育を充実し」という部分からですと，御指摘のようにつながりに

くい部分があるかと思いますが，「自ら学ぶ力を育みます」という部分を中心に考え

て，その下で，特色ある学校づくりを進めていきたいと考えています。鈴鹿五策に

自らの力を育むということもありますので，これを受けた形で実施していきたいと

考えています。 
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（伊藤委員）全国学力・学習状況調査の指標において，目標値５０％というのは，以前

は，数値として目標値５０％としたいと聞かせていただいたことがありましたが，

今回の目標値５０％というのは，去年の結果を踏まえた上で，想定される数字を出

されたと考えて良いのでしょうか。 

 

（指導課長）昨年の結果が出て以来，各学校においては分析や授業改善，教職員研修等，

一生懸命取り組んでいただいています。そうした結果，活用力が弱いということで，

取組も改善されてきているところもあります。このようなことから，活用力につい

て，特に一番低い国語のＢ問題について，一人ひとりの子どもが，１問上乗せして

正答したいと考えているところです。 

 

（伊藤委員）教育相談業務を子育て支援課へ移管するということですが，不登校の子ど

もや発達障がいを持った子どもの対応として，専門家の方を相談業務の中にお招き

するようなことは考えているのでしょうか。 

 

（教育研究所長）調整中ではありますので未確定な部分がありますが，現在，教育研究

所に在籍している臨床心理士のカウンセラーが子育て支援課で業務にあたっていた

だくことも，協議しているところですので，御理解をお願いします。 

 

（下古谷委員）福嶋委員や伊藤委員が御指摘になられた，全国学力・学習状況調査の指

標の目標値５０％については，私も疑問に思っていましたが，今の説明で納得させ

ていただきました。もう１点，左の列の一番下のⅡの３の部分ですが，平成２４年

度実績が５２．５％から目標値が１００％となっていますが，これは平成２５年度

には，全学校で３回以上アンケート等を実施することが決まっているということな

のでしょうか。 

 

（指導課長）開かれた学校づくりの推進については，学校経営品質をベースにした学校

評価の実施やフェイスブックからの情報発信等により実施していくこととしていま

す。一方，コミュニティスクールもそうですが，地域や保護者の意見を聞きながら

学校運営をしていくことは非常に大事なことであると考えていまして，ほとんどの

学校で，このようなことは行われているわけですが，５２．５％というのは３回以

上実施しているということです。現状として，回数については意識的に実施してい

ない部分もありますので，来年度は，回数についても意識的に取り組んでいただく

ということで可能な数字であると考えています。 

 

（下古谷委員）来年度は，各校意識的に３回以上頑張っていただきましょうという意味

ですね。 
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（指導課長）はい。 

 

（下古谷委員）Ⅰ-ⅲの５の②の部分で，「各教科，領域」が「各教科等」に変更されて

いますが。「各教科，領域」とはどういうことを指すのでしょうか。 

 

（指導課長）食育の推進については，各教科の中での取組もございますが，それ以外の

部分でも，学校行事や教育課程の中でどういうふうに位置付けるかによって，教育

課程外の活動が出てくることもあります。中心は教科で行っていただきたいところ

ですが，領域にこだわらず，それ以外の教育活動の中でも行っていただきたいとい

うことで，特定せずに「各教科等」とさせていただきました。 

 

（下古谷委員）各教科等ということは，国語等も入るということですか。 

 

（指導課長）国語の教科書の中にも食育に関連するような内容があり，学校給食や日常

の食生活と結びついた教材や単元がありますので，そういったところでも取り組ん

でいただくということです。 

 

（下古谷委員）そうすると，Ⅰ-ⅲの７の②の部分では「各教科，領域」という文言が生

きているわけですが，特に違いは無いということですか。 

 

（指導課長）特に違いはありません。 

 

（下古谷委員）Ⅲ-３の消された側の②の「企業と連携した研修の実施」についてですが，

企業との連携による研修は，新たな③の教育研究所の機能強化の中に含まれるので

しょうか。それとも全く無くなってしまうということでしょうか。 

 

（教育研究所長）無くなってしまうのではなく，企業と連携する研修講座を２年間行っ

てきて，固定化されてきており，今後も続けていくことができる状態になってきて

います。そこで，来年度は，特に情報センター機能を充実させていきたいというこ

とで，変更させていただきました。企業と連携した研修講座は今後も続けていく予

定です。 

 

（委員長）教育研究所の機能の充実の部分ですが，「教育研究所の機能」というと身も蓋

もないといいますか，機能の中身を書く方が良いのではないかと思います。例えば，

教育図書，教育資料，視聴覚資料等の収集や情報提供に努めること等，その強化す

る中身を書かないといけないのではないかと思います。 

 

（教育研究所長）私たちが思っていますのは，まさにそのとおりです。情報センターと
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して，先生方の資料を作成したり集めたり，それを提供したりというような機能を

充実させていきたいということですので，今後，修正していきたいと思います。 

 

（福嶋委員）教育相談というのはどういう種類のものが多くて，年間どのくらいの件数

があるのでしょうか。 

 

（教育研究所長）教育相談の現状として平成２３年度の統計ですが，大きくは保護者，

学校から教育研究所へ電話，面接，あるいはこちらから訪問するといった形で相談

させていただいています。内容は，子どもの不登校に関する相談や，発達障がい，

就学や特別支援教育に関わる相談がほとんどです。また，平成２３年度の相談件数

ですが，延べ２，４６９件となっており，同じ方が複数回相談されるということも

ありますので，このような数字になっています。 

 

（福嶋委員）かなり多い件数だと思います。これを子育て支援課へ移管しようとするこ

とについて，メリットを教えてください。 

 

（教育研究所長）一本化とは，最初の市民や学校からの電話や相談に関して，相談窓口

の一本化を図ることを中心に考えています。もちろん学校教育に関することの中で，

例えば，いじめの問題が大きく関わってきていることであれば，教育委員会事務局

の青少年課とも連携もしていきますので，その連携の在り方については，今と変わ

りがないと考えています。窓口の一本化をすることにより，子育て支援課の担当者

が変わらずに問題の解決までを一貫して真摯に対応していくということで，保護者

や市民にとってはメリットがあり，安心できるのではないかと考え進めています。 

 

（福嶋委員）体力の向上についてですが，こちらの方は学力よりも現状値は良いですが，

この目標値の５０％の根拠を教えてください。 

 

（指導課長）体力については，平成２３年度は全国調査が行われませんでしたので，平

成２２年度の調査で，三重県平均を超える学校が３７．５％，全国平均を超える学

校が３４．３％という数値でした。また，平成２３年度は，三重県平均との比較し

かできませんが，これと比較して５０％の種目で上回るという結果でした。それを

参考にして，来年度については，全国平均と比較して５０％の種目で上回るという

目標を設定しました。 

 

（伊藤委員）一番右側のⅢ-３の教職員の資質向上の部分ですが，①の「教職員一人ひと

りのライフステージ」とは，具体的にはどのようなことなのでしょうか。 

 

（教育研究所長）ライフステージと言いますのは，教職年数とお考えになっていただけ
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れば良いかと思います。教員になってから５年目くらいまで，１０年目くらいまで，

あるいは１０～２０年目くらいまで，２０年以上といった大きく４つ程度に分けて，

教職員の経験に応じた研修をしていただこうという考えで進めています。 

 

（教育長）先ほど，子ども家庭支援室との関係で教育研究所長からの答弁の中で，教育

委員会との関わりは変わらないとの答弁がありましたが，誤解があるといけません

ので補足させていただきます。窓口を一本化するのと同時に，子どもが育つ背景に

は家庭というものが非常に大事な部分としてありますので，その家庭の部分の大き

さからして，人と業務を子ども家庭支援室へ移そうということで協議を進めていま

す。今の教育委員会事務局との関わりについては，変わる可能性があります。先ほ

ど，変わらないという話がありましたが，人も業務も動かしますので，関わりは変

わる可能性があります。 

 

（委員長）教育相談と一言で言っても，学力の問題もあれば，生活指導，いじめ，先生

の教え方に至るまでいろいろありますが，窓口としては，子育て支援課がまずは受

けるということなのですか。 

 

（教育長）そういう考えで進めていきたいと思っていますが，今回は，完全にはなりま

せん。まずは，教育研究所の持っている相談業務を移していくということです。本

来，相談業務の中には，青少年課や人権教育課等が関係するものがありますが，そ

こまで完全に，今回まとめて移行するというのではありません。ですが，市民等に

対しては，子ども家庭支援室を「子どものことに関する相談であれば窓口はここで

すよ」という位置付けにしていきたいということです。それで，入ってきた相談の

中で，教育委員会事務局の他の部署が関係するような案件であれば，そちらへ連絡

をもらって，今までどおり，指導課や青少年課，人権教育課等で関わっていくとい

うことです。ということで，窓口を一本化したいというのと同時に，一部について

は業務も持っていこうということで協議を進めています。 

 

（福嶋委員）相談ごとは，「どこに行ったらいいのか分からない」「たらい回しにされた」

といった感想を持つ方が多いので，一本化することは一歩前進ではないかと思いま

す。 

 

（委員長）指標の部分でお聞きしたいのですが，「１０ 多文化共生の教育を進めます」

の部分で，現状値が１００％で目標値も１００％となっていますが，これは力を抜

くと下がってしまうので，非常に大事ことなので，常に１００％をキープしないと

いけないということで設定されたのですか。現状が１００％であれば，他の指標を

設定して取り組む方法もあると思いますがいかがでしょうか。次に，道徳教育の指

標ですが，これは「廊下を走らない」等の生活目標であれば，なかなか１年間守る
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ことは難しいと思いますが，この「決まり」というのは，どういう「決まり」を念

頭に置かれているのかということと，この評価はどのような形で行うのか教えてく

ださい。中学校の生徒手帳に書かれている校則と，小学校の決まりというものとの

捉え方には，少し違いがあると思いますがいかがですか。 

 

（指導課長）「学校の決まりを守っている」というのは，全国学力・学習状況調査の児童

生徒質問紙にある項目について，児童生徒が自身で答える結果を基にしてその割合

を指標としています。ですから，その子ども自身が「決まりを守っている」と考え

ているということで，教師側から見て守っているかどうかということではありませ

ん。 

 

（人権教育課長）「多文化共生の教育を進めます」の中の指標②が，外国人生徒の高等学

校進学率で目標値を１００％に置いているということについてですが，確かな学力

を身に付けて，そして子どもたちが社会に出ていくということが，目標として一番

大事な部分であると考えています。外国人の子どもたちにおいては，昨年度の入試

で１００％の子どもが進学することができました。しかし，過去７年の経緯を見て

も，５０％くらいから始まって徐々に上昇してきていますが，１人進学できなくて

も３ポイント程度落ちるというような，変動の激しい数値です。子どもの学力を付

けていくという視点と共に，一人ひとりの子どもの状況が非常に多様であることか

ら，１００％ということを次年度も目標にしていきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）健康教育の部分で，最近成人でもメタボ検診等があり，太っているのは健

康に良くないということですが，児童の場合も現状値が７．１４％であり，目標値

については７．１０％となっているのは，減少させるのが非常に困難であるという

ことなのでしょうか。保健指導や健康相談の充実によって少なくしようという取り

組みであると思うのですが。 

 

（学校教育課長）肥満の児童生徒の割合については，過去のデータを見ましても，大幅

に減少させるというのは困難な部分がありますので，御理解をお願いします。 

 

（福嶋委員）御家庭の食事事情等，様々なことが子どもの肥満に関わっていると思いま

すが，なかなか難しいということですね。 

 

（委員長）アクションプランを見たときに，特別推進項目として，安全教育と環境教育

が揚げてありますが，新聞でも体罰，自殺やいじめの問題等があります。キーワー

ドとしては，１つは「命を守る」ということ。もう一つは，学力向上の県民運動も

ありますので，「学力を向上すること」があると思いますので，この２つを強調して，

特別推進項目に入れていただくと良いのではないかと思います。そうすることによ
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り，この２つがあぶり出されて，前面に出していることが分かりやすくなるのでは

ないかと思います。学力ですと，もう少し先生の授業力向上や，家庭での基本的生

活習慣，少人数学級等，「学力を高めるんだ」という括りの中にいくつかを並べると

いう方が良いのではないかと思います。「命を守る」であれば，いじめや先生の体罰

をなくす等を含めて一つの項目を取り上げると，強調されるのではないかと思いま

す。提案のあったアクションプランの中にあるのであれば，その項目を太い枠で囲

んで文字を大きくする等，学校の先生にとっても，今年は，これとこれをやるんだ

というところが見えやすくなるのではないかと思います。 

 

（教育長）冒頭での説明にもありましたが，教育振興基本計画に基づくアクションプラ

ンですので，すべて網羅されている形になっています。例えば，市の総合計画でも

そうですが，全体を網羅した計画になっているわけです。したがって，全ての分野

において揚げてあるわけですが，あれもこれもということもあるかもしれませんが，

逆に手を抜くこともできないということにもなります。予算的な部分から特にとい

う部分を上げますと，最初の学力の部分の特色ある学校づくりを推進していきたい

と考えています。 

 

（下古谷委員）指標の中で，目標値の変化が少ない部分については，小数点以下第２位

までを表記してありますが，大雑把な部分であれば，整数部分しか記載されていな

いものもあります。また，小数点以下１位までのものもありますが，工学的な立場

からは，小数点の表記に違いがあるのは大きく左右することですので，何かこの小

数点の標記の根拠について定められているのでしょうか。 

 

（教育総務課長）私どもも，策定に際して，同じような議論をいたしました。小数点ま

でなくても良いのではないかということも検討しましたが，例えば，右下の耐震化

率ですと９９．５％という数字ですので，やはりこれですと四捨五入するわけには

いかず，小数点を書かざるを得ないだろうということや，先ほど肥満の部分の数値

にもありましたが，小数点以下第２位まで書かないと表せないということで，全部

統一するということよりも，理由が付く部分については，小数点以下の数値があっ

てもいいだろうということで，内部では整理をしました。 

 

（福嶋委員）先ほど委員長から，各年度によって重点的に取り組む事項について取り上

げていった方が良いのではないかという御意見があって，教育長からもお答えいた

だきましたが，各項目に入る前に，平成２５年度の目標について，文章で，今年度

はここに向かって行くというような文言を数行入れるようなやり方はできないのか

と思いますがいかがでしょうか。 

 

（教育長）毎年毎年の思いつきのプランではなく，１０年間の基本計画があり，その中
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で重点施策については鈴鹿五策とすることが定められているわけですから，それが

重点になるのだと思います。その上にまたさらに，平成２５年度分の重点を置くと

いうのは，元の計画との整合が取れないことになると思います。元の計画は鈴鹿五

策を重点にしていながら，今年度はそれと違うものを重点にするというのはおかし

なもので，あくまでも，もとの基本計画に沿ってアクションプランは策定していく

ものであると私は思います。 

 

（福嶋委員）鈴鹿五策に沿って進めていると思いますが，その中でも学力向上が重点に

なってきているのではないかと思いますので，その辺りを少し表現しても良いので

はないかと思いましたので。 

 

（委員長）このアクションプランはこれとして，「命を大切にすること」と「学力向上」

をスローガン的ではありますが，特に来年は力を入れていくことが大事ではないか

と思います。教育委員会と学校とも特に連携を図って進めていただきたいと思いま

す。 

 

（下古谷委員）「確かな学力」というのを定量的に評価しているものはあるのですか。 

 

（指導課長）「学力」は先ほど申しましたように，学校教育法で３つの要素があります。

全国学力・学習状況調査はそれを網羅した形で，基礎基本の問題，活用力を測る問

題，児童生徒質問紙，学校質問紙があり，そういったものを測ることができるとさ

れています。この分析については，各学校や教育委員会でも行っているところです

が，例えば「学ぶ意欲」等を数値化していくことは非常に難しいところがありまし

て，子どもたちの実態を各学校で経年変化等を見ていきながら，総合的に子どもた

ちの学力の実態を浮かび上がらせるという形で行っています。 

 

（伊藤委員）子どもたちの学力の変化は，全国学力・学習状況調査だけで見ているのか，

それとも，各学校で教材に基づいた普段のテストも含めて見ているのですか。 

 

（指導課長）全国学力・学習状況調査も学習指導要領の目標に準じて作られています。

また，各学校においては，学習指導要領のねらいや目標に応じて評価基準というも

のが定めてあり，これをもって学力の状況を測っています。 

 

（委員長）予算の関係上，今後の修正もあるかと思いますので，今回の意見等をふまえ

ていただき，また改めて年度初めに提示いただくということで，よろしくお願いし

ます。それでは，続きまして，社会教育分野について，御質問，御意見を伺います。 

 

（下古谷委員）スポーツ振興の中で，目標値や現状値が減少傾向にありますが，何か特
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に参加者が減った理由があるのですか。 

 

（スポーツ課長）市の総合計画に基づいた単位施策評価や事務事業評価を行うにあたっ

て，毎年の目標値や現状値の集計を行っています。その関係で，この指標に関係す

る市主催の各種スポーツ教室やイベントの参加者を集計しています。大きなイベン

トではシティマラソン等があります。この数値は，その年度により，かなり参加者

の増減があります。例えば，屋外の行事ですと天候に左右されたり，事業の継続が

困難で新たな事業になった変更したりする等があり，集計した数が増減するという

ことです。これらのことにより，平成２３年度集計は，１８，４０８人となりまし

たので，これをもとに目標値は２２，０００人となっていますが，実は昨年１２月

に開催しましたシティマラソンが予想をはるかに上回る約９，０００人の参加があ

り，それだけでも前年の実績を３，０００人も上回るという状況もございまして，

この数値については，かなり変動が大きいものになっています。目標値をその度に

変えていくのもおかしいのではないかとも思っていますので，この部分の検討は行

わないといけないと思っています。また合わせまして，運動施設につきましても，

市立体育館，石垣池運動公園や学校体育施設の学校開放を含めた年間利用者数とい

うことですので，これに関しても，若干の利用者数の変動がございます。これにつ

いては，あまり目標値の変動を大きくしてもいけないということで，今回は変更し

ていないということです。 

 

（伊藤委員）生涯学習の推進の部分の図書館サービスの充実の部分で，どのくらいの年

齢の方が利用されているのですか。利用者の年齢の構成比率はどうですか。 

 

（文化課長）資料を持ち合わせていませんので，申し訳ございません。 

 

（伊藤委員）また，年齢的にどのくらいの年齢層の方の利用者が多いのか教えてくださ

い。 

 

（委員長）後日，御提示いただきたいと思います。 

 

（文化振興部長）図書カードによる生年月日の把握は可能であると思いますが，貸出に

関係して年齢構成によるアンケート等は現在行っていません。 

 

（伊藤委員）年齢構成によって，図書の内容を充実させること等は考えていないのです

か。 

 

（文化振興部長）現在，図書協会から推奨されている図書，あるいは市民からの要望等

を勘案して図書を決めています。具体的には，児童図書や高齢者向けの拡大文字の
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図書等も増えていますが，時代のニーズについては順次把握をさせていただいてい

ます。 

 

（福嶋委員）文化遺産の継承の部分で，地域の歴史を発掘したり，調べたり，それを継

承していったり，あるいは，地域の祭りの参加を増やすとか，継承する，守ってい

くという項目がありませんが，こういったことはここには沿わないのでしょうか。 

 

（文化課長）そういったことも私どもの仕事ですが，このアクションプランの中では，

主要な事業を掲げさせていただいています。 

 

（福嶋委員）文化遺産の継承の部分に掲げられていることは，重点的に行ってきている

ことであると思いますが，今まさに様々な祭りが消えつつありますし，それに参加

するということも，子どもの教育にとっても大事なことであると思いますし，地域

のコミュニティを強めていくという面でも大事なことであると思いますので，もう

少し広げていただき，重点項目に取り入れていただくことがあってもいいのではな

いかと思います。 

 

（文化課長）今，文化振興ビジョンを策定していまして，いろいろな御議論もいただい

ていますので，そのような考え方も含めまして，祭りの継承等についても，やって

いくことを考えていきたいと思います。 

 

（委員長）文化遺産の継承の部分の⑤ですが，史跡伊勢国府跡７３，９４０㎡に公有地

部分２，０２０㎡が含まれるのかということと，将来の環境整備とはどのようなも

のを念頭に検討しているか教えてください。 

 

（考古博物館長）１点目ですが，７３，９４０㎡が国の指定史跡伊勢国府跡として指定

を受けていますが，２，０２０㎡だけ公有地化しているといった現状です。これは

市の所有ですので，除草管理をしていくということでございます。その活用という

後段の部分ですが，これは，史跡全体の７３，９４０㎡にかかってくる言葉ですが，

まず，周知については，史跡伊勢国府跡が鈴鹿市に存在しているということ自体が，

あまり市民の方も御存知ではない状況がありますので，こういうものが存在してい

るということと，その活用の方向性をいかにもっていくかということについて，記

載しているものでございます。この具体的な内容については，指導検討委員会とい

う第三者委員会がありまして，こちらの中で，毎年，御指導をいただきながら進め

ているのが現状です。文化庁の方針としては，公有地をさらに増やすような方向で

指導をいただいておりますが，指導検討委員会を含めて，積極的に前向きに単に公

有地化を進めるということではなく，今の発掘調査が４０次程度重ねて行ってきて

いますので，この調査成果をふまえて，この現状地が本当に伊勢国府跡であったの
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かどうか，そうであったということは間違いないのですが，建設途中で何らかの事

象によって日の目を見なかった，あるいは，完成をしても実用に供している年数が

非常に少なかったのではないかということがわかってきていますので，このような

状況の中で，どのように進めていくべきかということがありましたので，現状とし

ては，２，０２０㎡の公有地化だけでとどまっている，留保されているという現状

です。これらの材料から，今後，どのような方向で進めていくかということを，指

導検討委員会をはじめとして検討しているということでございます。 

 

（下古谷委員）生涯学習の推進の図書館サービスの部分ですが，字を大きくした図書の

充実等の発言がありましたが，電子化への対応等については，計画はあるのですか。 

 

（文化振興部長）電子図書の取組については，三重県が昨年度から取組をはじめていま

して，各市町の図書館を巡回して，電子図書の取組の紹介等を行っていただいてい

ますが，今現在，私共の図書館においては，ＩＴ機能がほとんどない図書館でござ

いまして，検索等を，パソコンを使ってできる機能ですとか，ＤＶＤの視聴ができ

る設備もございませんので，今後の課題であると思っています。来年度，図書館の

サービス基本方針を策定する予定ですので，この中でＩＴ関係も検討していきたい

と考えています。 

 

（福嶋委員）こうやって拝見していますと，文化遺産の継承の部分にはとても大事なこ

とが書かれていて，前進させないといけないと思います。そういった中で，他の部

分は戦略的な書き方がしてあるのに対して，この部分は戦術的に書いてあると思い

ます。具体的で分かりやすいということはあるかと思いますが，他の部分は抽象的

な書き方であるのに，この分はかなり具体的に書かれていることが多くて，広い視

野から書かれている部分が少ないと思いますので，今度策定する文化振興ビジョン

には，もう少し広域な目線から書き込んでいただけたらと思います。 

 

（文化課課長）広域的な視点からも考えてやっていきたいと思います。 

 

（委員長）固有名詞が出しやすい部分なのかもしれませんが，今の御意見も踏まえて御

検討をお願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，２番目の「第６回美し国三重市町対

抗駅伝について」をお願いします。 

 

（スポーツ課長）それでは，私からは「第６回美し国三重市町対抗駅伝」について，説

明いたします。５ページから９ページを御覧ください。今年で６回目となる同大会

が，平成２５年２月１７日，日曜日午前９時に，従来通りのコースで三重県庁前を
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スタートし，伊勢市の県営陸上競技場をゴールとする４２．１９５ｋｍで開催され

ます。登録メンバーについては６ページ，大会要項については７ページから８ペー

ジ，過去の記録については９ページに掲載させていただいています。第２回大会と

第４回大会の隔年で優勝し，過去の大会では全て３位以内の好成績を収めており，

本年も強力なメンバーで活躍が期待されます。以上で報告と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。 

 

（福嶋委員）例年良い成績ですので，今年も期待しています。 

 

（委員長）今年も一番良い成績を収め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，その他

の事項に移ります。１番目の「教職員定数に占める期限付講師の割合について」で

すが，前回の１２月定例会の議事の中で，質問項目の一つとして，上がったもので

ございます。この件につきまして，担当課にて，御説明をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，「教職員定数に占める期限付講師の割合」について説明いた

します。１２月の教育委員会定例会におきまして，「教職員定数に占める期限付講師

の割合」について，御質問いただきながら，お答えできなかった部分についてお答

えいたします。小学校の期限付講師は，教職員定数７１８人中，５３人で，７．４％

にあたります。中学校の期限付講師は，教職員定数３７９人中，３５人で，９．２％

にあたります。小中学校合わせた全体の人数は，教職員定数１０９７人中，８８人

で，８．０％にあたります。以上でございます。 

 

（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）小中学校に入学してくる児童生徒の推計が，中学校まで計算されていると

思います。期限付き講師は１年の更新ということを聞きましたが，少子化に伴って

期限付き講師は減ってくるのでしょうか。やはり能力をお持ちの方に上手に入って

いただいて，助けていただくと良いと思うのですが。 

 

（教育次長）定数といいますのは，小学校でも中学校でも学級数に応じて決まってきま

す。その学級の数というのは，例えば「ある学校では今年は１５学級を予定してい

ますが，ぎりぎりの人数であるため，ひょっとしたら１３学級に減るかもしれない。

その時に定数が減るかもしれない。」ということがあります。また，その逆もありま

すが，このように定数が上下する学校がありますので，どうしても正規の教員を全

員入れてしまいますと，その方達をどこかへ配置しないといけないということが生
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じてきます。そのために，ある程度の人数の期限付き講師を置いているという現状

です。 

 

（福嶋委員）教職員は正規の職員の方と講師の方がいらっしゃると思いますが，この辺

りはどういう割合になっていますか。 

 

（教育次長）講師の方には，まず，期限付き講師の方がいらっしゃいます。これは，本

来正規で入れる部分でありますがどうしても入れられない部分に入っていただく講

師の方です。また，臨時的任用の講師という方がいらっしゃいます。これは，産休・

育休や病休で休まれている方，あるいは研修等で他の場所で勤務されている方の補

充ということで入っていただいている方です。この他，非常勤講師という方がいら

っしゃいまして，県でも市でも任用していますが，毎日の常勤ではなく，例えば，

１週間の内３日９時間勤務していただくとか，４日１６時間であるとか，常勤では

ない勤務の仕方をしていただいている講師の方がいらっしゃいます。大きく分けて

この３種類の講師の方がいらっしゃるわけです。ということで，何パーセントの方

が講師の方というのは，お答えしにくい部分があります。 

 

（福嶋委員）わかりました。教育現場には，正規の職員と３種類の講師の方がいらっし

ゃるということなのですね。 

 

（委員長）学級数が揺れ動くので期限付き講師を置くということですが，鈴鹿市で８８

人の方がいらっしゃるということは，三重県ではその１０倍くらいいらっしゃるの

ですか。調整するのにこういう方が必要であるとは思いますが，期限付き講師は担

任をされる方もいらっしゃいますので，経済的にも身分的にも安定して教育に専心

できるように，できるだけ期限付き講師の方を減らして，正規の採用を増やしてい

ただけるように，県や国へ機会があれば申し入れをしていただきたいと思います。 

 

（教育次長）委員長がおっしゃられるように，正規の方が入っていただくというのが本

来の形であると思いますので，できるだけそういうふうに考えていきたいと思いま

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，２番目

の項目ですが，毎回，今日的な教育課題をテーマとして協議を行っていますが，今

回は「幼稚園・小・中学校における読書活動の推進について」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。 

 

（指導課長）それでは，私からは「幼稚園・小・中学校における読書活動の推進の状況」

につきまして説明いたします。学校図書館につきましては，法律等によりその設置
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や運営について定められています。２ページがその根拠法令等の概要となっており，

簡単に説明させていただきます。教育基本法の第二条の教育の目的と第五条の義務

教育を受けまして，学校教育法において第二十一条の五に「義務教育は，読書に親

しませ，生活に必要な国語を正しく理解し，使用する基礎的な能力を養うこと。」と

なっています。また，学校図書館法には，目的として「学校図書館が，学校教育に

おいて欠くことのできない基礎的な設備であること」や学校図書館の定義として「学

校教育に必要な資料を集め，児童生徒及び教員が利用し学校の教育課程の展開と児

童生徒の健全な教養を育成するところである」と定めています。学校図書館の運営

について仕事として，五点掲げられて，「図書館資料の収集」「分類や目録の整備」「読

書会，資料展示会等の実施」「児童生徒の指導」「他の学校の学校図書館，図書館，

公民館等と緊密に連絡し，及び協力すること」となっています。また，「学校には，

学校図書館の専門的職務を掌らせるため，司書教諭を置かなければならない。」と定

められています。これらを受けて，改定されました学習指導要領の国語科改訂の要

点では，読書について２点の働きをあげています。１点目は，読書活動の充実とし

て，「読書の指導については，目的に応じて本や文章などを選んで読んだり，それら

を活用して自分の考えを記述したりすることを重視して改善を図っていること」，２

点目は，「日常的に読書に親しむために，学校図書館を計画的に利用し必要な本や文

章などを選ぶことができるように指導することも重視していること」となっており，

現在求められている学校図書館の機能・役割は，従来からの読書活動や読書指導の

場としての「読書センター」としての機能と，新たな機能として「学習・情報セン

ター」としての機能が求められています。学校図書館は，「情報の収集・選択・活用

能力を育成して，教育課程の展開に寄与する「学習・情報センター」としての機能

を果たす。」具体的には，「図書館資料を使って授業を行うなど，教科等の日常的な

指導において活用されること」「教室での授業で学んだことを確かめ，広げ，深める，

資料を集めて，読み取り，自分の考えをまとめて発表するなど，児童生徒の主体的

な学習活動を支援すること」「利用指導等の取組を通じ，情報の探し方・資料の使い

方を教えること」「児童生徒が学習に使用する資料や，児童生徒による学習の成果物

などを蓄積すること」，このような活動を行う学習情報センターとしての機能が学校

図書館に求められています。続きまして，４ページを御覧ください。本市の学校図

書館教育推進の方策でございます。１つ目は，学校図書館巡回指導でございます。

平成１８年度から図書館司書の資格を持つ巡回指導員を各小学校に派遣し，読み聞

かせやブックトーク等の読書活動を行ったり，学校図書館内での季節感あふれる掲

示やテーマ性を持った展示コーナーの設置等，環境整備を進めたりしています。ま

た，教職員やボランティアの方への図書整備作業や読書活動に関わるアドバイスも

行っています。また，平成２１年度からは，中学校にも派遣しています。２つ目は，

鈴鹿市版推薦図書のリスト作成でございます。平成２３年４月に策定しました第２

次鈴鹿市子ども読書推進計画に基づき，子どもたちの発達段階に合う図書のリスト

を作成し，各学校・園に配布し，各学校・園において，そのリストの活用を図って
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いるところでございます。３つ目は，これは県の事業でございますが，学校図書館

環境整備支援事業でございます。平成２４年度から市内４校の小・中学校に１か月

に８日間，学校図書館環境整備支援員を派遣して，環境整備業務を行っています。

推進方策につきましては，５ページにこれまでの経緯を表にまとめさせていただき

ました。続きまして６ページの本市における学校図書館の現状でございます。司書

教諭につきましては，小学校１３５人，中学校４４人となっており，本市におきま

しては，すべての学校に配置しています。蔵書状況につきましては，小中学校の標

準冊数は，それぞれ２７万９，７６０冊，１４万４８０冊となっており，本市にお

きましては，小・中学校とも標準冊数には届いておらず，小学校では７８％，中学

校では７５％の蔵書状況となっています。次にボランティアの活用状況についてで

すが，小・中学校ともボランティアを活用している状況が見られます。配架や貸出

業務，環境整備などの業務で支援をいただいています。小学校では読み聞かせ，ブ

ックトークなどが特徴となっています。以上のような状況の中で児童生徒の読書の

傾向は，全国学力・学習状況調査によりますと，家や図書館での読書時間，学校図

書館や地域の図書館の利用については，ともに，全国より低い結果となっています。

また，「読書は好きか」については，ほぼ全国と同じ程度となっています。こういっ

たことが子どもたちの実態として浮かび上がっています。８ページは，各学校の取

組です。本市におきましては，平成１７年度から８年間に優秀実践校として７校の

文部科学大臣表彰を受けた学校がございます。次は，鈴鹿市版推薦図書リストの活

用事例でございます。本年度，学校図書館の中で活用している例を示させていただ

いています。以上が概要でございますが，指導課としましては，学習指導要領で示

された学習情報センターの機能としての活用について，本年度は，小学校の国語科

の教科書に掲載されている単元の内容に関連する図書の一部を配布し，平行読書を

進め，周知に努めているところです。また，学校図書館の活用について実践事例集

を作成するなど，充実に努めて参りたいと考えています。以上でございます。 

 

（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）去年，県の学力向上キックオフの講演を聞きに行った時に，読み聞かせは

時間が限られているので，本の全体の内容が時間で切られてしまって，結果的には

子どもの興味が削がれるのではないかということを聞いてきました。今，小学校で

の読み聞かせについては，２７校が報告されているのですが，その後の内容を継続

して読むということを先生達が考慮していただいているのかどうかを教えてくださ

い。 

 

（指導課長）ボランティアの多くの方々は，読み聞かせを長く続けていらっしゃる方が

多く，大変，子どもに興味を持たせるような読み方をしていただいているのが現状

です。このことについては，回数も限られていますので，本に興味を持っていいた
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だけるように，読書を広げていくという視点で行っているのが現状です。 

 

（伊藤委員）以前は，読書感想文コンクールというのがありましたが，最近はこのよう

なものはあるのですか。 

 

（指導課長）読書感想文については，強制的ではありませんが，子どもたちに選択させ

て夏休みの宿題等で取り組んでいる学校もあります。また，学校によっては，全員

に読書感想文を書かせているところもあります。学校の読書指導の一環として実施

していますので，学校の主体性によって多少差があると思います。読書感想文コン

クールについては，以前と同様に開催しています。 

 

（福嶋委員）巡回指導員やボランティアの方々の活動もとても重要だと思いますが，基

本は学校にいらっしゃる司書教諭の活動というのが大きいと思います。この司書教

諭同士の集まりや情報交換という場は設けているのですか。 

 

（指導課長）司書教諭同士の集まりや研修会というのはありませんが，年間を通じて学

校図書館担当者の研修会を開催しています。多くの場合は司書教諭がそこに入って

いますが，そういう研修会で，学校図書館の計画や子どもたちへの指導について実

践を交流したり，外部の講師を招いて研修をしたりしています。特に今年度は，学

校図書館の運営の手引きというものをＤＶＤ付きで作成したいということで，本の

整備や修理の方法をまとめたり，年間計画の作成方法等を紹介したりしたものを作

成し，配布し，周知してまいりたいと考えています。 

 

（下古谷委員）７ページのデータを見たときに，「読書は好きですか」という部分で本市

の小学生であれば，「当てはまる」４８％，「どちらかと言えば当てはまる」２４％

で，合わせると７２％となっており，皆さん本を読むのが好きだという傾向が伺え

ます。逆に，その上の表の「図書館へ行きますか」という部分では，ほとんど又は

全く行かないが３６％，年に数回が２７％で，合計６３％となっています。という

ことは，本は好きだけれども，図書館や図書室には行かないという傾向が顕著に現

れていると思いますが，これは，小学校等の図書室が小学生にとって全く魅力の無

いものになっているということなのでしょうか。 

 

（指導課長）大人の私達が見たところでは，学校図書館の環境整備を工夫していただい

たり，ボランティアに入っていただいたりしており，魅力ある図書館経営が多くの

学校で行われてきているというのが実情であると思います。一方，子どもの読書離

れ，活字離れが進行しているもの事実です。また，図書館の利用についても，図書

館好きという子どもも少ないのが現状です。私共としましては，読書好きというこ

とも大事なことでありますが，先ほども御説明いたしましたように，図書館の利用
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について学習指導要領にも定められています，学校の教科の授業と関連付けながら，

今年度，来年度は進めて行きたいと考えています。 

 

（下古谷委員）授業と関連付けると利用率は上がっていきますので，改善傾向は出てく

ると思いますが，このデータを漠然と見たときに私が直感的に感じたのは「漫画が

好きだ」というものも入っているのではないかと思いました。 

 

（指導課長）これは，「漫画を除く」とはなっていませんので，中には漫画も入っている

と思います。私共もその点は危惧しているところでありまして，実際に鈴鹿市版の

推薦図書リストを作成したのも，本を読む冊数というのは増えてきましたが，読む

内容や本の質も考える必要があるということで，ぜひ読んでいただきたい本をリス

トアップしました。これ以外に，各学校においては，学校としても読んでいただき

たい本をリストアップして，これと含めて出していまして，読む本の質を上げてい

きたいと考えています。教科に関連した並行読書に関する本については，改訂され

ました教科書にも関連する図書の紹介があり，こういったものは教科の学習と密接

している，質の高い内容の本だと考えていますので，こういったことを推進してい

きたいと考えています。 

 

（下古谷委員）読書をした冊数のコンクールというか，競い合わせる意味での取組等，

たくさん読んだら子どもが何か認めてもらえるような，子どもも楽しめるような取

組というのはされているでしょうか。 

 

（指導課長）ある学校の例でありますが，年間１００冊読ませるということで，達成で

きた子どもは表彰するというような取組を行っている学校もありますが，全体的に，

市として学校に対して冊数を競い合わせる取組を行うと，どうしても，読む本の質

や読み方よりも，冊数だけが優先してしまうということもあり，本当の読書，読書

好きということを考えまして，少し質の転換を図っていきたいというのが現状です。 

 

（福嶋委員）家庭でも，大人が本を読んでいないので子どもも本を読まないということ

ではないかと思います。 

 

（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，３番目

の「２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）２月教育委員会定例会でございますが，２月１２日火曜日午前１１時

から開催することといたしたいと考えておりますが，いかがでしょうか。 

 

（委員長）それでは，２月教育委員会定例会を２月１２日火曜日午前１１時から開催す
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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，２月教育委員会定例会を２月１２日火曜日午前１

１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１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。 

 

１月教育委員会定例会終了 午後５時２５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 伊藤 久仁子 


