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平成２５年２月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年２月１２日（火） 午前１１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），スポーツ課長（藤井康彰），図書館長（大藪宏紀），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 1550号】平成２５年度鈴鹿市教育費予算案について  （教育総務課） 

（２）【議案第 1551号】財産の取得（鈴鹿市第二学校給食センター建設関係）に 

ついて                          （教育総務課） 

（３）【議案第 1552号】鈴鹿市教育委員会が実施する意見公募手続に関する要綱の 

制定について                       （教育総務課） 

 

６ 報告事項 

（１）鈴鹿市考古博物館春まつりについて              （考古博物館） 

 

７ その他 

（１）平成３３年度第７６回国民体育大会開催に向けて        （スポーツ課） 

（２）２月教育委員会臨時会及び３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）それでは，平成２５年２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。１番目の議案

第１５５０号「平成２５年度鈴鹿市教育費予算案について」をお願いします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 



２ 

 

（教育長）平成２５年度鈴鹿市教育費予算案を３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，議事１番目の議案１５５０号，平成２５年度鈴鹿市教育費

予算案の概要について説明いたします。私からは，教育費予算案の全体に係る部分

と具体的な事業に関しては，教育委員会事務局所管分について説明いたします。は

じめに，議案書３ページの「１ 教育費予算」を御覧ください。平成２５年度の教

育費の総額でございますが，７１億４，６６６万４千円でございまして，平成２４

年度と比べ１４億７，８７５万７千円の増額でございます。項別の内訳については，

教育総務費が７億１，５１４万５千円，小学校費が１２億９，９１５万６千円，中

学校費が２８億３，０４６万８千円，幼稚園費が４億４２３万８千円，社会教育費

が７億５，４６３万６千円，保健体育費が１１億４，３０２万１千円でございます。

次に，本年度予算額の財源内訳につきましては，国・県支出金が５億６８６万７千

円，地方債が５億５，９９０万円，その他が５億３，１２７万３千円，一般財源が

５５億４，８６２万４千円でございます。次に議案書には掲載しておりませんが，

教育費予算案の部局ごとの内訳についてですが，教育費の総額７１億４，６６６万

４千円のうち，教育委員会事務局所管分は６２億６，９０５万３千円で，平成２４

年度と比べ，１４億９，１２６万円の増額でございます。文化振興部所管分は８億

５，４５１万４千円で，平成２４年度と比べ，３，５６０万円の減額でございます。

また，前回の教育委員会においても報告いたしましたが，来年度からの，保健福祉

部子育て支援課子ども家庭支援室への子どもに係る相談業務の一本化に伴いまして，

教育委員会事務局から保健健福祉部へ一部の事業を移管する予定でございます。こ

れに伴いまして，平成２５年度教育費予算のうち，保健福祉部が所管する予算が計

上されておりまして，その額は２，３０９万７千円でございます。子どもに係る相

談業務の一本化に係る概要については，後ほど，教育研究所長から説明いたします。

続きまして，４ページの「２ 債務負担行為」を御覧ください。債務負担行為とは，

議会の議決により，契約等により発生する債務の負担を設定する行為でございます。

この行為は，建物の建設事業や長期委託契約など数カ年必要な事業に用いられるも

ので，予算の会計年度独立の原則に対する例外措置でございます。表中の１番上か

ら１０段までの指定管理者制度に基づく施設管理費の全部及び公民館建設事業につ

いては，文化振興部の所管ですので，小学校建設事業，中学校建設事業及び第二学

校給食センター施設整備事業の３点について説明いたします。まず，「小学校建設事

業」は，栄小学校屋内運動場棟増改築及びプール築造工事に関して，平成２５年度

契約予定の屋内運動場及びプールの設計業務委託の契約期間が平成２６年度に及ぶ

ことから，平成２６年度の支出見込み額である２，０１０万円を，また，桜島小学

校の仮設教室いわゆるプレハブ教室の設置に関して，平成２５年度契約予定の，仮

設教室のリース契約の期間が平成２７年度に及ぶことから，平成２６年度及び平成
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２７年度の支出見込み額である１，２３８万２千円を計上し，合計３，２４８万２

千円を計上しています。「中学校建設事業」は，平田野中学校移転改築事業に係る債

務負担行為でございまして，平成２５年度契約予定の，調整池工事や外構工事等の

契約期間が平成２６年度に及ぶことから，平成２６年度の支出見込み額である２億

９，１９０万円を計上しています。また，「第二学校給食センター施設整備事業」は，

平成２５年度契約予定の本体建設工事や厨房機器購入等に関して，契約期間が平成

２６年度に及ぶことから，平成２６年度の支出見込み額である１１億２，４７５万

円を計上しています。次に，５ページの「３ 地方債」を御覧ください。「中学校建

設事業」５億２，７９０万円は平田野中学校移転改築事業に関するもの，「給食セン

ター施設整備事業」３，２００万円は第二学校給食センター施設整備事業に関する

ものでございます。次に，議案書６ページから５２ページまでの教育費予算案に関

する説明書につきましては，議案を持って説明に代えさせていただきます。次に，

５３ページから５７ページまで，教育委員会事務局所管分の各種事業のうち，主要

な事務事業について，掲載させていただいておりますので，１事業ずつ簡単に説明

させていただきます。「食育推進事業費」３０万円は，給食を教材とした児童生徒へ

の食育を推進する経費を計上しております。「理科教育推進支援事業費」８３万円は，

小学校３０校へ理科支援員を派遣する経費等を計上しております。本事業は，平成

２５年度からの新規事業でございます。「学校図書館学習・情報センター機能強化支

援事業費」２０７万円は，小学校へ並行読書を重視した図書の整備を行い，小学校

の学校図書館の学習・情報センター機能の強化を支援するための経費を計上してお

ります。本事業は，平成２５年度からの新規事業でございます。「確かな学力を育む

特色ある学校づくり事業費」５１９万円は，学力向上に向けた特色ある学校づくり

のため，公募による研究指定校を支援する経費，及び教育研究所に配置する教育研

究に当たる嘱託職員を雇用するための経費等を計上しております。本事業は，平成

２５年度からの新規事業でございます。５４ページにまいりまして「外国人児童生

徒サポート事業費」５，６５０万３千円は，外国人児童生徒への適応指導，日本語

指導及び学習支援等に係る経費を計上しております。「教育施設扇風機設置事業費」

は，小学校及び中学校の普通教室に扇風機を設置するための経費でございまして，

小学校分として４８４万円を，中学校分として次のページの上から３つ目に１４３

万円を計上しております。本事業は平成２５年度からの新規事業でございます。「学

びサポート環境づくり事業費」１億３，９２３万３千円は，少人数指導対応及び特

別支援教育対応の非常勤講師や，特別な支援が必要な子どもに対する介助員や看護

師を雇用する経費を計上しております。「小学校施設整備費栄小学校」２，７００万

円は，屋内運動場及びプールの増改築の設計業務及び測量業務に係る経費を計上し

ております。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。

５５ページにまいりまして，「小学校施設整備費つり天井改修」９，３２０万円は，

国府，長太及び郡山小学校の３校分の屋内運動場つり天井の改修工事費を計上して

おります。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。「教
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育施設防災機能強化事業費」は，小学校と中学校の屋内運動場の窓ガラス飛散防止

や備品等の転倒防止対策を行うための経費でございまして，小学校分として７００

万円を，中学校分として，次のページの上から２つ目に４００万円を計上しており

ます。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。「中学校

施設整備費平田野中学校」２１億５，１７４万８千円は，平田野中学校移転改築工

事に係る校舎及び屋内運動場棟の建設工事費等を計上しております。本事業は，第

５次鈴鹿市総合計画実施計画の戦略的事業でございます。５６ページにまいりまし

て，「中学校施設整備費つり天井改修」４，１９０万円は，白子中学校屋内運動場つ

り天井の改修工事費及び千代崎中学校屋内運動場つり天井の改修設計費を計上して

おります。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。「青

少年対策推進事業費」１９万円は，第２次子どもの健全育成推進基本計画に基づい

た鈴鹿市青少年対策推進本部の運営等に係る経費を計上しております。「安全安心ネ

ットワーク推進事業費」４２２万６千円は，青色回転灯パトロールの実施や子ども

の安全教育に係る経費を計上しております。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施

計画の戦略的事業でございます。５７ページにまいりまして，「コミュニティ・スク

ール推進事業費」６００万円は，学校運営協議会を中心とする地域ぐるみの教育環

境づくりの構築及び地域コーディネーターを中心とした学校の支援活動に係る経費

を計上しております。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の戦略的事業でご

ざいます。「第二学校給食センター等施設整備費」８億７，４４５万５千円は，第二

学校給食センターの建設工事や厨房機器購入費等及び受入側の中学校の施設改修工

事や設計に係る経費を計上しております。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計

画の戦略的事業でございます。最後に，６０ページには予算分類項目別の対前年度

比較表を添付しておりますので，御確認くださいますようお願いいたします。以上

をもちまして，教育委員会事務局所管分の概要説明を終わります。 

 

（文化課長）それでは，平成２５年度教育費予算案のうち，文化振興部が所管いたしま

す予算概要について，御説明いたします。はじめに，議案４ページ御覧ください。

債務負担行為でございますが，指定管理者制度に基づく施設に係る管理費につきま

して，「農村環境改善センター及び西部野球場・西部テニスコート」１億２，１７５

万２千円のうち，「西部野球場・西部テニスコート」分として２，１７５万２千円，

「河川防災センター及び鈴鹿川河川緑地運動施設」１億４，１３２万８千円のうち，

「鈴鹿川河川緑地運動施設」分として２，５８２万８千円，５行下に行きまして「西

部体育館」７，０４４万円，「石垣池公園運動施設」２億７，１４８万８千円のうち

の１億９，９９８万８千円，「鼓ヶ浦サン・スポーツランド」８，３０４万３千円の

うちの５，４０４万３千円，「市立体育館・市立テニスコート・武道館及び江島総合

スポーツ公園・松池公園」３億３０６万３千円のうち「市立体育館・市立テニスコ

ート・武道館」分として２億６，７５６万３千円が各運動施設の５カ年分の指定管

理料となっております。また，上から３行目から「佐佐木信綱記念館」２，０７０
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万円，「稲生民俗資料館」５１８万円，「伊勢型紙資料館」５２０万円，「庄野宿資料

館」５２２万円，が各社会教育施設の４カ年分の指定管理料となっております。「公

民館建設事業」は，栄公民館・栄地区市民センターの新築移転に係る債務負担行為

でございまして，平成２５年度契約予定の建設用地の測量業務委託及び建物の基本

設計・実施設計業務委託に関しまして，契約期間が平成２６年度に及びますことか

ら，平成２６年度の支出見込み額であります，１，４００万円を，計上させていた

だいております。次に，議案６ページから５２ページまでの教育費予算案に関する

説明書については議案をもって説明に代えさせていただきます。次に，議案５８・

５９ページに平成２５年度教育費予算において文化振興部が所管します各種事業の

うち主要な事務事業を掲載させていただいておりますので，説明させていただきま

す。「市民学習活性化事業」７８万円は，保護者を対象にした，家庭教育支援のため

の研修会の経費，及び市民へ専門的分野の学習機会を提供するための市民講座の経

費を計上しております。「史跡伊勢国分寺跡／保存整備事業費」３，０００万円は，

史跡伊勢国分寺跡の歴史公園整備に係る経費を計上しております。本事業は，第５

次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。「施設整備費／バリアフリー整

備」１，８００万円は，国府，住吉公民館のトイレ改修工事費，及び加佐登，石薬

師，鼓ヶ浦公民館のトイレ増改築工事の設計に係る経費を計上しております。本事

業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。「施設整備費／栄公

民館」６５０万円は，債務負担行為の際にも説明させていただきました，栄公民館

の新築移転事業に係る，建設用地の測量業務委託及び建物の基本設計・実施設計業

務委託の前金分の経費を計上させていただいております。本事業は，平成２５年度

からの新規事業で，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。「地域

住民スポーツ活動費」４６４万３千円は，各種スポーツ行事の運営に係る費用及び

地区体育振興費を計上しております。「シティマラソン開催費」４９０万円は第１６

回鈴鹿シティマラソンの開催委託料でございます。各事業の詳細につきましては，

議案を御覧ください。以上をもちまして，文化振興部所管分の概要説明を終わりま

す。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

（教育研究所長）続きまして，子育て家庭支援業務の充実について説明いたします。ま

ず，本市における子どもの現状についてですが，平成２３年度におきまして，教育

研究所が所管しております不登校児童生徒数や通常学級に在籍している特別な支援

を必要とする児童生徒数も増加傾向を示しており，その増加に伴いまして教育相談

の総相談件数も２，４６９件と，前年比２６．３％の増加となっております。子ど

も家庭支援室が受けた児童虐待の相談や発達障がいを中心とする児童相談を合わせ

た相談件数は前年比３５％の増加となっています。これらの相談件数の増加が示す

ように，子どもを取り巻く現状は大変厳しいものになっており，総合的で専門的な

相談体制等の充実が急務となっております。子どもたちを取り巻く現状が厳しくな

って来た背景には，３世代同居家庭の減少や，相互扶助を基本とした地域社会の喪
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失，心理的または経済的な課題を抱える家庭の増加等が考えられます。このような

状況の中で，現在，本市では，不登校等学校生活を中心とした相談は教育研究所が，

児童虐待相談や発達障がいを中心とした児童相談は子ども家庭支援室が担当してお

ります。この２つが実施している相談は，重複する内容が多くありますので，教育

研究所と子ども家庭支援室は連携を密にして対応をしておりますが課題があり，相

談者からはどちらに相談するのかが分かりにくいという指摘もございます。従いま

して，平成２５年度から，市民サービスの向上と子どもに関する相談体制の強化を

目指すため，教育研究所が所管する教育相談等に係る業務を，子ども家庭支援室に

補助執行という形で移管し，子どもに関する相談窓口の一本化を図りたいと考えて

おります。具体的には，教育研究所の就学相談を含めた教育相談業務，特別支援教

育に関する業務，不登校に関する業務を移管し，それに伴って，教育研究所の職員

及び業務に関する予算も移管します。子ども家庭支援室は，「発達支援担当，家庭支

援担当，教育相談担当」の３つの担当の配置を予定しております。教育研究所にお

いては，本市における様々な教育課題の調査研究や先生方の日常の授業等の改善に

向けた支援の充実を図りたいと考えております。今後の方向性といたしまして，当

面は，保健福祉部の組織の一つに位置付けていくが，将来的にはさらなる充実をす

る必要があると考えております。つまり，福祉と教育の合同組織としての形態を保

ち，保健や福祉，教育の各部署が行ってきた支援を総合的にコーディネートしてい

く体制づくりを目指していきたいと考えております。 

 

（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）はじめに私の方から述べさせていただきたいと思いますが，この予算編成に

当たっての基本方針を教えていただきたいと思います。 

 

（教育総務課長）予算案の特色としましては，前年に比べて１５億円程度増加していま

すが，これは，大規模な施設整備が重なっていることによるものでございます。平

田野中学校移転改築関連で約８億円の増，第二学校給食センター関連で約６億円の

増，屋内運動場のつり天井改修関連で約１億２，０００万円の増等により予算が膨

らんでいるということです。他の事業についても，一般財源ベースでカットを言わ

れていますので，極力全ての事業を見直して，削れるものは削りながら，新しい事

業についても計上させていただいています。よって，施設整備については，平田野

中学校と第二学校給食センターを本格化させること，また，大規模事業としては，

栄小学校の屋内運動場とプールの改築事業を平成２５年度から着手すること，また，

懸案となっていました，屋内運動場つり天井改修についても，来年度４校を改修す

る予定でございます。その他，防災機能強化事業や扇風機の設置事業等を実施して

まいります。ソフト事業としましては，新たに「理科教育推進支援事業」「学校図書

館学習・情報センター機能強化支援事業」「確かな学力を育む特色ある学校づくり事
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業」を行う予定であり，また，充実を図るものとしては「食育推進事業」「外国人児

童生徒サポート事業」「安全安心ネットワーク推進事業」「コミュニティ・スクール

推進事業」等を行ってまいります。 

 

（文化課長）予算的には，約３，５００万円の減額となっています。今回は特に，平成

２６年度から平成３０年度までの５年間を指定管理者にするという債務負担行為，

及び今回から新たに佐佐木信綱記念館が平成２６年度から平成２９年度までの４年

間を指定管理していこうということが新たに出ています。平成２４年度については，

７０周年記念事業を実施しましたので，その分が今回は減っていること。また，平

成２４年度には市立体育館のく体調査として約３，０００万円，陸上競技場の３種

公認を取得する費用として約２，５００万円が計上されていましたが，その分が減

額となっています。ソフト事業については，新しく行う事業として，「市民活動活性

化事業」がありまして，金額は少ないですが市民大学のような講座を行う予定です。 

 

（委員長）説明の前に，来年度の各種の教育課題や文化行政の課題等に迫っていくため

に，特にこういう観点から予算編成をしていくということが分かるように説明して

いただければと思います。それでは，教育委員会事務局と文化振興部から御提案を

いただいていますので，まずは，教育委員会事務局分について，御意見・御質問を

伺いたいと思います。まずは３ページから５ページまでについてお願いします。 

 

（福嶋委員）３ページの部分について両方の部局に関係する部分ですので発言させてい

ただきます。今回，教育委員会事務局の方は施設のことがあって増額ということで

すが，文化振興部所管の方が減少していて少し寂しい気がしています。もう少し，

積極的に事業展開できたら良かったのではないかと思います。市の予算全体が縮小

傾向ですのでやむを得ないのかもしれませんが，脈々と文化活動が生きているとい

う予算立てができたら良かったのではないかと思います。 

 

（文化課長）教育費予算で見ますと，栄公民館の新築移転については，来年度は設計費

の前金分程度の予算ですが，これから先，栄公民館の建て替えで，ある程度の予算

取りをしていくということになります。また，ここでは提案していませんが，文化

振興部が所管している予算には，もう一つ総務費があります。その中には，音楽の

街ということで，吹奏楽や市民音楽祭等を実施させていただく予算や，市民会館に

おいてつり天井の改修を行う必要がありますので，来年度は設計のための予算をお

願いしていまして，その後，改修を行っていく予定になっています。教育費の方は

減額もありますが，総務費の方で少し頑張って予算をお願いしている状況です。 

 

（文化振興部長）昨年度は，７０周年記念事業の予算増額がありましたし，陸上競技場

の３種公認が５年で切れますのでそれを更新する経費，また，市立体育館のく体調
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査を行いましたのでそのための施設整備費が計上されておりましたので，その分の

減額があり，全体として減額となっています。 

 

（福嶋委員）なかなか財源を獲得するのが難しいようですが，施設費や修繕費に係る部

分は仕方がないことだと思いますが，ソフト事業についてもぜひ充実していただけ

たら良いと思います。私も応援しますので，よろしくお願いします。 

 

（委員長）７ページ以降の歳入についても御意見等を伺います。 

 

（福嶋委員）いかに補助金等をたくさん獲得するかというのが，充実した運営をするた

めに大切であると思いますが，そういった補助金等を獲得するための特別な情報獲

得手段というのは講じていただいているのでしょうか。 

 

（教育総務課長）特に施設整備に関する国の負担金や補助金はかなり付いてきます。例

えば８ページの中段あたりに「中学校施設整備事業費負担金」とありますが，これ

は，平田野中学校に関する国の負担金で２分の１負担となっています。また，１０

ページの上から４段目ですが，「学校施設環境改善交付金」も平田野中学校分の補助

率３分の１の分，また，つり天井改修分は白子中の改修に対して３分の１の補助を

いただきます。それから３つ下の学校給食センター分としても３分の１の補助をい

ただきます。また，下の段に行っていただいて，小学校と中学校の防災機能強化事

業費補助金は，県の補助金になります。小口の補助金ですが，避難所になる体育館

のガラスが地震で割れないようにスクリーンを貼るような事業ですが，これも県の

方で補助が出ましたので，極力手を挙げて少ない改修費の財源として活用している

ところです。 

 

（伊藤委員）８ページの幼稚園就園奨励費補助金ですが，私立幼稚園分は４，８８８万

５千円で，市立幼稚園については，前回，いろいろな資料もいただき，休園傾向に

あるということもあり，この金額を見ても非常に差があるのがわかりますが，ここ

で言う私立幼稚園の中には私立の保育園は含んでいないのですか。 

 

（教育総務課長）保育園は含んでいません。 

 

（伊藤委員）私立と市立の補助率は同じなのですか。金額がかなり異なりますので。 

 

（教育総務課長）子どもを幼稚園に通わせる世帯に対して所得状況に応じて補助を行う

「就園奨励事業」を実施するにあたり国から補助されるものですが，私立幼稚園の

対象者を１，２９０人と見込み計上しています。市立幼稚園のほうは，７１人と見

込んでいますので，その差額になってきます。 



９ 

 

 

（委員長）５３ページ以降の主要事務事業も参考にしていただいて，教育委員会事務局

に関する歳出についても御意見等を伺います。 

 

（下古谷委員）５３ページですが，新しく「理科教育推進支援事業」というものが組ん

でありますが，その中で理科支援員を派遣することになっています。これは有資格

者なのか，ＯＢの方なのか，どういう方が支援員として派遣されるのでしょうか。 

 

（指導課長）現在のところＯＢの方を想定しています。 

 

（委員長）何人ぐらいで，どれくらいの回数を派遣する計画なのですか。 

 

（指導課長）この事業については，国が実施する理科支援員の事業が来年度も継続され

ると聞いておりますので，そのことと合わせながら，派遣計画を立てていきたいと

考えています。現在のところ，市の事業の中では，全小学校に一度は派遣していき

たいと考えています。 

 

（下古谷委員）５４ページの扇風機の設置事業についてですが，小学校にはエアコンを

入れるということにはなっていないのですか。 

 

（教育総務課長）小学校・中学校におきまして，エアコンについては，体温調節ができ

ない子どもが在籍する特別支援教室に最優先で付けていきたいと考えています。も

う一つは，近隣に住宅があって窓を開けて音楽の練習ができないような音楽室等に

は，やむを得ずエアコンを設置していますが，普通教室については，エアコンは原

則として設置していません。扇風機については，これまでＰＴＡの御協力があって，

普通教室について，いくつかの小学校で扇風機を付けていただいております。その

状況は，小学校で６０％程度，中学校で８０％程度となっていまして，今回，平田

野中学校を建設するにあたっても，議員の方からも，普通教室に扇風機ぐらいは設

置してはどうかという非常に強い御要望をいただきました。それで今回，市長から

も，残った普通教室に２カ年で扇風機を付けていこうということで，設置すること

になりました。これまでは，夏休みがあることや，ＰＴＡに付けていただいた学校

との不均衡ということもあって，設置してこなかったのですが，特に最近の地球温

暖化の影響で，非常に夏場の温度上昇が厳しくなってきておりますので，学校生活

の中心となる普通教室について，この２カ年で，未設置の教室に扇風機を付けると

いうことで計上させていただきました。 

 

（下古谷委員）鈴鹿市への影響は少ないと考えていますが，最近，中国で問題になって

いるＰＭ２.５の問題があります。これは，中国の方が対応していただければ減って
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いくとは思いますが，未対応ですとこちらの方まで流れてくるということにもなり

ますので，こういう面も含めて，窓を閉めた状態でも学校生活ができるような環境

も考えていった方が良いのではないかと思っています。 

 

（福嶋委員）今年度は，先ほど御説明いただいた子育て家庭支援と学力向上が大きな課

題であると思います。今回，学力向上については新規事業も展開され，さらに，学

びサポート環境づくり事業も継続するということが示されていますが，来年の学力

向上に対する取組の方向性をもう少し補足説明していただきたいと思います。 

 

（指導課長）文部科学省から学習指導要領で示されています「生きる力」を育んでいく

中で，確かな学力を身に付けつけるためには，それぞれの学校で，地域の実情や子

どもたちの実態を踏まえて，学校独自の特色ある教育課程を組んでいただくことが

必要であると考えています。このことから，５３ページの一番下の事業ですが，来

年度から特色ある学校づくりを支援させていただいて，それぞれの学校が，現在の

全国学力・学習状況調査の結果を踏まえて，さらに，課題を解決していくために進

んでいきたいということで，そのモデルを作っていただいて，市内に広めていきた

いと考えています。これが一つの大きな特徴でございます。もう１点，その上にあ

りますが，学校図書館学習・情報センター機能の強化についても，学習指導要領に

基づく新しい課題として，学校図書館を教科と関連付けて使用したり，並行読書を

行ったりしていただくということを目的として，新規事業として構築させていただ

きました。 

 

（福嶋委員）「確かな学力を育む特色ある学校づくり事業費」ですが，タイムスケジュー

ルと，どのくらいの学校を支援していくのか教えてください。 

 

（指導課長）できるだけ，年度当初の早い時期に公募で選定をしていきたいと思います。

選定基準は学習指導要領に示されました改善事項に対して，効果の期待できる学校

の提案を１０校程度選定したいと考えています。 

 

（福嶋委員）市内の学校への成果の還流をよろしくお願いします。 

 

（伊藤委員）各地域にあったテーマについて，公募によって研究推進校を選定するとい

うことですが，それは，例えば国語であったり，社会であったりということなので

しょうか。 

 

（指導課長）それぞれの学校が生きる力を育んでいくために，または学力を付けていく

ために特に力を入れて行きたいテーマということですので，そういったことも含ま

れています。 
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（伊藤委員）国語，算数，理科，社会という科目に限らないということですか。 

 

（指導課長）教科に限らず，食育やキャリア教育等も含まれています。 

 

（伊藤委員）外国人児童生徒サポート事業についてですが，１週間前に椿小学校を参観

する機会がありまして，１年生のミャンマーの男児が，日本語と英語で日本人の子

ども達と一生懸命話していた姿を見てすごく感動しました。この外国人児童生徒サ

ポート事業というものを組んでいることが，非常に効果が出ているということをこ

の目で見させていただきました。 

 

（委員長）５７ページの「コミュニティ・スクール推進事業」は６００万円計上してあ

りますが，これは，単純に１校あたり４０万円程度助成するのかということと，主

にどういう所に予算を使っていくのかを教えてください。 

 

（青少年課長）地域と共にある学校づくりの推進を図るため，主に地域コーディネータ

ーの方の活動報償費やボランティアの方の保険に使用します。また，コミュニティ・

スクールを推進するためのリーフレットの作成や，研修会の講師の謝金等を予定し

ています。 

 

（委員長）特色ある学校づくりでは，公募で１０校程度の学校を選定するということで

すが，例えば，学力テストの国語や算数・数学で頑張っているけれども成績がもう

一歩という学校の中で，家庭学習の充実等により学力向上につなげていく意欲のあ

る学校に対して，こちらの方からの働きかけをするということは考えているのでし

ょうか。 

 

（指導課長）学力の低い学校に対して，この事業において，こちらから指定をしていく

ということは考えていないのが現状です。ただし，全ての小学校に，昨年の１２月

から指導主事が訪問し，それぞれの学校の学力の向上に向けた取組について協議を

しながら，全ての学校で学力推進の取組を計画していただけるような準備をしてい

ます。限られた予算ですので，効果があるような取組に対して評価をし，この事業

を終えましたら，年度末にはその成果の発表をし，それを市内に還流していきたい

と思います。 

 

（福嶋委員）子育て家庭支援に関する事業は，これからとても大切な事業だと思います

し，とても相談件数が増加しており大変なことだと思っています。そこで，この充

実した活動を裏付ける予算的な部分は，どこに現れているのでしょうか。 
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（教育研究所長）２０ページを御覧ください。教育研究所から，子ども家庭支援室へ予

算を移管する事業についてですが，特別支援教育推進事業費，心のサポーター配置

事業費，教育相談事業費の３事業と，その前のページの就学事業費の就学事務費に

３１４万６千円計上されていますが，このうちの就学相談に係る費用が一部移管し

ますので，合計４つの事業が子ども家庭支援室に移管します。 

 

（福嶋委員）予算額的には，少しは増額されていますか。前年度と同じ金額なのですか。 

 

（教育研究所長）財政が厳しい中ですので，ベース的には少し減っています。ただし，

子ども家庭支援室に配置される教員が１人増員される等，人的な面では，充実が図

られる予定で進めています。 

 

（委員長）保健福祉部の方へ相談業務を移管するということで，保護者への啓発周知が

大事になってきます。今，保護者は，どうしても子どもの相談ということであれば，

学校や教育委員会というルートを思いつくのではないかと思います。ですから，保

健福祉部と教育委員会との連絡調整会議のような会合を持つようなことは考えてい

るのでしょうか。 

 

（教育長）今の点については，現在もすでに，教育委員会の数課と子ども家庭支援室と

で月に１回程度行っています。先日も子ども家庭支援室の室長に直接お願いしたの

ですが，今後はその頻度を上げてほしいということで，お互いの情報共有を密に行

うことは考えています。 

 

（委員長）実のあるような形にしていただきたいと思います。それでは，次に文化振興

部関連の御質問等があればお伺いしたいと思います。 

 

（委員長）図書の購入費は，ここ何年間かは２，０００万円となっていますが，これは，

たくさん買ってもキャパシティの関係があるのですか。他でいただいた資料を見る

と，廃棄した本と新たに購入した本との差の純増がほとんどなく，約３４万冊の蔵

書冊数で推移していますが，そういうこともあって２，０００万円となっているの

ですか。 

 

（図書館長）御指摘のとおり，蔵書冊数は約３４万冊で変わっていません。現在は，新

規の冊数と廃棄の冊数のバランスを取っているような状況で，キャパシティが本当

に満杯になっており，空き施設等に蔵書を持って行っている状況もあります。この

ような状況で２，０００万円という予算が続いているという状況です。平成１８年

度に３，０００万円から２，０００万円に減額されましたが，それ以降は，分類ご

とにバランス良く図書購入をしています。 
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（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１５５０号「平成２５年度鈴鹿市教育費予算案について」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１５５０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１５５１号「財産の取得（鈴鹿市第二学校給食センタ

ー建設関係）について」をお願いします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）財産を取得するについて，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により，３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。

詳細については，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，議事２番目の議案第１５５１号，鈴鹿市第二学校給食セン

ターの用地取得について説明いたします。議案書の６４ページを御覧ください。第

二学校給食センターにつきましては，昨年１２月の本委員会定例会において基本設

計について報告させていただきました。このたびの議案は，その基本設計に基づき，

事業用地を取得するものでございます。土地の所在地は，稲生四丁目５３５０番１

でございまして，議案書６５ページの位置図を御覧ください。当該地は，商業施設

Ｆ１マートの東側にあたり，新しくできました都市計画道路市道稲生３９０号線に

隣接し，また，約４００ｍ南には幹線道路である市道加佐登鼓ヶ浦線，いわゆるサ

ーキット道路が走り，給食の配送に適した場所でございます。この場所を第二学校

給食センター用地に決定いたしました理由は，３点ほどございまして，１点目は，

先に申しましたように，幹線道路に接続し，調理後の短時間に配送が可能であるこ

と。２点目は，学校給食センターは食品工場であることから，都市計画法上，市街

化区域の工業地域か準工業地域でないと建設できませんが，当該地は，工業地域で

あることから，都市計画上においても適切であること。３点目は，約１万㎡のまと

まった用地が確保できることでございます。議案書６４ページに戻りまして，土地

の面積につきましては，昨年の４月に設計業務のプロポーザルを行うにあたって，

調理能力最大７千食という規模から，敷地南側の道路用地を含めて，約９，７００

㎡を予定しておりましたが，このたび，基本設計が完了したことにより敷地配置が

確定し，必要面積が，９，５６１．７３㎡に決定いたしました。南側の道路部分を

除いて，第二学校給食センターの敷地面積としては，８，７９５．６０㎡となりま
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す。取得予定価格は，１億３，２１３万９，５４２円です。これは，本年１月時点

における土地の鑑定評価を行い，その価格に，所有者である鈴鹿市土地開発公社の

維持管理費等が加算されて決定されたものです。土地の鑑定評価としては，１㎡の

単価は１万２，３００円でございます。取得の相手方は，鈴鹿市土地開発公社でご

ざいます。今後の第二学校給食センターの施設整備計画を簡単に申しますと，本年

１月から７月までに，実施設計を行うとともに開発協議の手続きを進めます。平成

２５年度の当初からは，盛土や擁壁などの土木工事をスタートいたします。そして，

平成２６年１月からは建築工事を開始して，１年間の工事期間を経て平成２７年１

月には完了の予定です。その後に試運転等の調整を行い，平成２７年４月から全中

学校における給食を開始する予定でございます。また，この間に，受入側である中

学校においても，専用エレベーターなどの給食配膳設備の改修も併せて実施いたし

ます。第二学校給食センターの用地取得に関する説明は以上でございます。 

 

（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）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１５５１号「財

産の取得（鈴鹿市第二学校給食センター建設関係）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１５５１号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，３番目の議案第１５５２号「鈴鹿市教育委員会が実施する意見公募手

続に関する要綱の制定について」をお願いします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市教育委員会が実施する意見公募手続に関する要綱を制定するについて

鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第２号の規定により，この議案を提

出します。詳細については，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，議事３番目の議案第１５５２号「鈴鹿市教育委員会が実施

する意見公募手続に関する要綱」の制定について説明いたします。議案書の６７ペ

ージを御覧ください。この要綱は，平成２４年１２月１日に施行されました，「鈴鹿

市まちづくり基本条例」の規定に基づき，市民がまちづくりに参加できる仕組みや

市民との協働を推進する仕組みを整備する一環として，市の基本的な政策等の策定

過程に，市民の意見を反映するために実施する意見公募手続に関して，必要な事項

を定めるものでございます。既に市長部局においては，議案書６８ページから７１
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ページまでにお示ししていますように，平成２５年１月２４日に「鈴鹿市意見公募

手続要綱」を告示及び施行しております。これを受け，全市的に統一的な運用を図

るため，このたび，教育委員会においても，意見公募手続に関する要綱を制定する

ものでございます。もう一度，６７ページを御覧ください。本要綱案につきまして

は，要綱案の本文にありますように「鈴鹿市意見公募手続要綱の例による」として

おりまして，鈴鹿市意見公募手続要綱の趣旨や手続き等を，包括的にとらえてきて，

それによるという形を取っていますので，実際の運用に際しては，鈴鹿市意見公募

手続要綱の手続きにのっとって行う形となります。これにより，鈴鹿市の手続が変

更されれば，自動的に教育委員会の手続も変更されることとなり，全市的に統一的

な運用を図る意味からも，改正漏れ等の恐れを無くすことができるものでございま

す。また，鈴鹿市意見公募手続要綱第５条第３項第１号には，意見公募に際しての

資料等の公表場所を定めておりますが，この部分については，教育委員会の関係各

所属が公表場所であることが特定できるよう，要綱案の本文後段，「この場合におい

て」から読替規定を設けております。なお，全市的に統一的な運用を図る観点から

は，鈴鹿市意見公募手続要綱の施行に合わせて，教育委員会においても同時並行的

に運用されることが望ましいことでありますが，教育委員会の要綱の内容を鈴鹿市

の要綱の例による形で制定するためには，鈴鹿市の要綱の確定を待つ必要があった

こと。また，要綱の制定に際しては，教育委員会の承認を経た後に公表する必要が

あることから，この２月定例会での議案提出となりましたので，御理解いただきま

すようお願いいたします。また，実務上においても，鈴鹿市の要綱施行後から本日

の２月教育委員会定例会までの間，教育委員会においては，本要綱の趣旨に基づい

て市民の意見を公募して策定する必要のある計画等はございませんでしたので，あ

わせて報告させていただきます。鈴鹿市教育委員会が実施する意見公募手続に関す

る要綱の説明については，以上でございます。 

 

（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）６８ページの「市民等」のオに記載されています「意見公募手続に係る事

案に利害関係を有するもの」も市民ということになる，すなわち意見を言うことが

できるということですが，「利害関係を有するもの」とはどういう方なのですか。 

 

（教育総務課長）「市民等」として掲げられていますアからエまででほとんどを網羅する

ことができると思いますが，例えば，市外に住んで見えて，勤務も市外ですが，鈴

鹿市の工事を発注されている方等も見えると思いますので，アからエまでに該当し

ない方をオで対象に含めているといった形になります。 

 

（教育長）これは一つの例ですが，今日ちょうど今の御意見に関することで，今後，健

康に関する計画を定めるにあたって，意見公募を求める事案がございまして，これ
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の事案に関する利害関係を有するものとはどういう方なのかという説明がありまし

た。それは例えば，国民健康保険の加入者であって，親は鈴鹿に住んでいるが，子

どもは大学等で市外に住んでいる。そうしたときにその子どもは，国民健康保険を

使いますので，アからエまでに該当しないけれども，利害関係が生じるということ

で，オの対象者となるような事例。また，市外の住所・事業所の方ですが，たまた

ま，市内の医療機関で研修を受けている方が利害関係者となるような例を説明され

ていました。計画等によって，様々変わってくると思いますが，いずれにしても，

アからエまでに該当しない方で関係する方ということになると思います。 

 

（福嶋委員）そうすると，その都度，資格に合っているかどうか審査をするということ

なのですか。 

 

（教育長）提案する政策や計画によって，「オに該当する人はこのような人ですよ」とい

うようなことを明らかにしておくということだと思います。 

 

（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１５５２号「鈴鹿市教育委員会が実施する意見公募手続に関する要綱

の制定について」を原案のとおり承認することに，御異議はございませんでしょう

か。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので議案第１５５２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「鈴鹿市考古博物館春まつりについて」

報告をお願いします。 

 

（考古博物館長）鈴鹿市考古博物館では，３月３日の日曜日に「春まつり」と題した催

しを開催します。今年度最後のイベントです。これは５，０００年前をキーワード

にした催しで，弥生の農耕生活に入る前の狩猟生活華やかなりし頃のくらしの一端

を縄文体験として参加いただくことと，専門家により狩猟の糧としてのイノシシ・

シカ肉料理を販売いたします。併せて同じ時代の楽器として発生したライヤーとい

う竪琴による演奏，コンサートを開催して，共に「５，０００年前」の切り口で開

催するものです。皆様方の御来館をお待ちしております。 

 

（委員長）ただいまの報告に御質問，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）館内のどこで開催するのですか。 
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（考古博物館長）考古博物館の玄関前に広場があります。これは官衙跡といって遺跡が

出てきたところですが，コンクリートでこれを模した標柱跡が表現してありますが，

この広場を利用して行いますので，屋外になります。 

 

（下古谷委員）１０時３０分からとなっていますが，午後からも再度行われるというこ

ともあるのですか。 

 

（考古博物館長）御指摘のとおり，コンサートは２ステージ行います。その間に縄文体

験として，チラシにありますように石器体験や火おこし体験とイノシシ・シカ肉料

理の販売を行います。 

 

（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番目ですが，毎回今日的な教育課題について協議を行っていま

すが，今回は「平成３３年第７６回国民体育大会開催に向けて」をテーマに話し合

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。 

 

（スポーツ課長）私からは，平成３３年第７６回国民体育大会開催に向けての概要を説

明させていただきます。国民体育大会は，昭和２１年に京都を中心とした京阪神地

域で第１回大会が開催されて以来，都道府県対抗，各都道府県持ち回り方式で，毎

年開催されております。昭和６３年の京都大会からは，２巡目の開催となっており，

本年度は，お隣の岐阜県において『ぎふ清流国体』として盛大に開催されておりま

す。現在，国民体育大会は，スポーツ基本法に位置付けられた大会として，公益財

団法人日本体育協会，文部科学省及び開催地都道府県の三者共催で行われており，

各競技会につきましては，会場地の市町村と，競技団体を含めたものとなっており

ます。これまでの国民体育大会の果たしてきた意義と役割でございますが，都道府

県対抗及び全国持ち回り方式により，地方におけるスポーツの振興に大きく貢献す

るとともに，ジュニア層をはじめとした，各種スポーツの普及及び競技力の向上な

どに大きな影響を与えてきました。また，国民体育大会開催を契機として，スポー

ツ施設が整備・充実されるとともに，競技団体等のスポーツ組織の体制が充実され

る等，総合的に寄与してきました。三重県におきましては，これまでの国民体育大

会が果たしてきた意義や県議会における決議を踏まえ，平成２３年１１月，文部科

学省及び公益財団法人日本体育協会に開催要望書を提出し，昨年１月，平成３３年

第７６回国民体育大会開催の内々定を受けたところでございます。このことを受け

まして，昨年８月には，三重県，市町，関係競技団体等から組織する第７６回国民

体育大会三重県準備委員会が設立され，常任委員会及び総務企画，競技，施設の各

専門委員会が設置されております。現在，会場地の選定に向けて，県内各市町及び

各競技団体に対する意向調査が実施されており，平成２５年度から順次，会場地が

内定する予定でございます。また，開催５年前の平成２８年度には，開催内定に向
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けて公益財団法人日本体育協会及び文部科学省に対し，開催申請書が提出される予

定でございます。開催３年前となります，平成３０年度には公益財団法人日本体育

協会及び文部科学省の会場地総合視察を受け，開催決定となる運びでございまして，

現在の大会準備委員会が大会実行委員会に移行いたします。その後，開催前年の平

成３２年度にリハーサル大会を実施し，平成３３年の本大会開催を迎えることとな

ります。このような準備スケジュールに合わせまして，本市といたしましても，現

在，会場地の選定作業を進めているところでございます。平成２５年度以降につき

ましては，順次，会場地が内定される状況を見ながら，適切な時期に，大会運営の

ための市の実行委員会を設置し，大会開催に向けた準備を進める予定でございます。

なお，会場地が決まってまいりますと，各競技会の運営や選手等の宿泊・輸送等の

計画など多岐にわたる業務が生じますことから，市の組織・機構のなかで，専属の

担当部署が必要であると考えております。資料の最後のページの１０ページにも，

今現在県の方の組織を掲載していますが，昨年４月から，県の機構改革に合わせて，

地域連携部の中にスポーツ推進局を設けています。従来は県の教育委員会の中にあ

った組織ですが，昨年４月からは知事部局の方に，スポーツ推進課及び国体準備課

を設けています。これらのことが，今後，市の方でも想定されるのではないかと考

えています。以上でございます。 

 

（委員長）ただいまの説明に御質問，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）２ページの６番の部分に，「小・中学生に対するスポーツへの動機づけ」と

いうことが挙げられていますが，何かの競技を全ての中学生が見に行けるようなこ

とは考えているのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）会場地となりますと，いくつかの競技を市内で行うことになります。

今年度の岐阜県の大会も見てきましたが，サッカーの試合会場に近くの中学校の生

徒だと思いますが応援に来ていました。当然その時期になりましたら，県内・市内

を挙げてのイベントになりますことから，おそらく，その時の小・中学生や高校生

の皆さんの応援やボランティアを含めた取組が必要になってくるものと考えていま

す。持ち回り県では，概ね同様の取り組みが行われているのではないかと思います。 

 

（委員長）近づいてきましたら市でも実行委員会を立ち上げて，取組が具体化してくる

ということですので，その都度，御報告いただきながら，市を挙げて成功に向けて

取り組んでいきたいと思います。それでは，御意見もないようですので２番目の「２

月教育委員会臨時会及び３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月教育委員会臨時会を２月２８日木曜日午前１０時から，３月教育

委員会定例会を３月１８日月曜日午後２時から開催いたしたいと思いますがいかが
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でしょうか。 

 

（委員長）教育総務課長提案の日程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月教育委員会臨時会を，２月２８日木曜日午前

１０時から，３月教育委員会定例会を，３月１８日月曜日午後２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２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。 

 

２月教育委員会定例会終了 午後０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 福嶋 礼子 


