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平成２５年３月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年３月１８日（月） 午後２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），考古博物館長（東口元），

学校教育課副参事（伊藤聡），考古博物館主幹（谷口隆亮），書記（白塚山隆彦），書

記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（１）【議案第 1555号】鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について（教育総務課） 

（２）【議案第 1556号】地方自治法第 180条の７の規定に基づく教育委員会の 

権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正について (教育総務課) 

（３）【議案第 1557号】鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について 

    （教育総務課） 

（４）【議案第 1558号】鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部改正に 

ついて                          （教育総務課） 

 

（５）【議案第 1559号】鈴鹿市教育委員会市民委員会規則の一部改正に 

ついて                          （教育総務課） 

（６）【議案第 1560号】鈴鹿市教育委員会庁内委員会規則の一部改正に 

ついて                          （教育総務課） 

（７）【議案第 1561号】鈴鹿市立公民館長の任命について        （生涯学習課） 

 

６ 報告事項 

（１）新体力テストの結果を受けて                 (指 導 課) 

（２）専決処分の報告について                   (スポーツ課) 

（３）平成２４年度鈴鹿市体育功労者・生涯スポーツ功労者表彰について 

                                 （スポーツ課） 

（４）「鈴鹿市考古博物館の教育支援と活用について，鈴鹿市考古博物館速報展示に 
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  ついて                           （考古博物館） 

（５）体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態把握について       （学校教育課） 

 

７ その他 

（１）４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２５年３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。まず，議案第

１５５５号「鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について」でございますが，こ

の議案は，人事に関する案件ですので，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１３条第６項ただし書の規定に基づきまして，会議を非公開にいたしたいと存じ

ます。議案第１５５５号の会議を非公開とすることに，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）それでは，御異議がございませんので全会一致で，非公開とすることにいた

します。関係者以外の方の御退席をお願いします。 

 

≪教育委員長・委員・教育長以外退室≫ 

 

議案第１５５５号「鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について」審議・承認 

 

≪関係者再入室≫ 

 

（委員長）大変お待たせいたしました。ただ今の，議案第１５５５号「鈴鹿市教育委員

会事務局等職員の任免について」は，原案のとおり承認されました。それでは，次

の，議案第１５５６号「地方自治法第１８０条の７規定に基づく教育委員会の権限

に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正について」，議案第１５５７号「鈴

鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について」，議案第１５５８号「鈴鹿市

教育委員会教育長事務決裁規程の一部改正について」及び議案第１５５９号「鈴鹿

市教育委員会市民委員会規則の一部改正について」の議案ですが，いずれも教育研

究所から子育て支援課子ども家庭支援室への業務移管に関係するものであり，互い

に関連する議案でございますので，一括してお諮りをいたします。 

 

（書 記）議案第１５５６号～議案第１５５９号を朗読 
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（教育長）地方自治法第１８０条の７の規定に基づき，教育委員会の権限に属する事務

について，市長の補助機関である職員に補助執行させるにあたり，関連する規則等

を改正するため，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第２号の規定によ

り，それぞれの議案を提出するものです。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番目から５番目まで，議案第１５５６号の「地方自

治法第１８０条の７の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関

する規則の一部改正について」から議案第１５５９号の「鈴鹿市教育委員会市民委

員会規則の一部改正について」までを，一括して提案説明させていただきます。こ

のたびの規則等の一部改正については，１月教育委員会定例会における「アクショ

ンプランの報告」及び２月教育委員会定例会における「平成２５年度教育費予算案」

のときに説明させていただきましたとおり，平成２５年度から，保健福祉部子育て

支援課子ども家庭支援室において，総合的・専門的相談体制の充実を行うにあたり，

これまで教育研究所で行っておりました，不登校に関する相談及び特別な支援を必

要とする子どもの就学に係る相談，並びに就学指導委員会の業務を，市長部局であ

る保健福祉部の職員に補助執行させるため，改正を行うものです。今回，この保健

福祉部への補助執行に関係して，改正が必要となります規則等について，４つの議

案を一括して提案させていただきます。補助執行とは，教育委員会の権限に属する

事務について，権限は教育委員会に残したまま，その事務の執行を市長部局の職員

に行わせるものです。この事例については，現在，市長部局である文化振興部にお

いて，補助執行により教育委員会の権限に属する事務の執行をしており，これと同

様に，今回，保健福祉部においても，事務の執行権限を与えるものでございます。

また，この事務手続きに合わせて，補助執行とは別の理由になりますが，天野奨学

金に関する事務の執行について，これまで学校教育課と指導課とが共同で２つの所

管事項として行っておりましたものを，平成２５年度から，学校教育課において一

本化して執行することとしたいため，これに関係する規則等の改正も，この４つの

議案に含まれておりますので，同時に改正をお願いするものでございます。具体的

には，現在，天野奨学金に関する事務については，学校教育課が主に予算要求及び

予算執行並びに貸し付けた奨学金の償還に関する事務を行っており，指導課が主に

奨学金の申請の受付から審査までの事務を行っております。このたび，これらの事

務を一括して学校教育課で行うことといたしましたのは，予算管理を行う所属であ

る学校教育課が，一貫した責任体制の下で事務の執行を行うほうが，より改善でき

ると判断したからでございます。それでは続きまして，それぞれの規則等の改正内

容について説明いたします。はじめに議案第１５５６号「地方自治法第１８０条の

７の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改

正について」でございますが，４ページから５ページの新旧対照表を御覧ください。
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右側が改正前，左側が改正後でございます。この規則改正においては，第２条の表

の５ページの部分になりますが，教育委員会の権限に属する事務のうち，先ほども

説明いたしました，教育研究所の所管である不登校に関する相談及び特別な支援を

必要とする子どもの就学に係る相談，並びに就学指導委員会の業務を，市長の補助

機関である職員の副市長，保健福祉部長，保健福祉部次長及び子育て支援課の職員

に補助執行させることを規定し，当該事務をなしうる権限を規定するものでござい

ます。また，合わせて，所要の規定整備として，第１条及び第２条において，現在

の法令用語に合わせた文言の一部改正を行うものでございます。なお，この改正規

則の施行日は，平成２５年４月１日からでございます。次に，議案第１５５７号「鈴

鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について」でございますが，８ページ

から９ページの新旧対照表を御覧ください。この規則改正においては，先ほどの２

点の改正理由から，主に，各所属が分掌する事務に関する規定を整理しようとする

ものでございます。まず，補助執行に係る部分の改正でございますが，９ページの

第８条の表中，教育研究所の項において，第３号の「教育相談に関すること」を削

除し，第５号の「不登校対策」を「不登校に係る適応指導教室の運営」に改め，第

６号の「就学指導委員会に関すること。」及び第７号の「特別支援教育の内，学校の

支援に関すること。」を削除するとともに，各号の繰り上げを行うものです。これら

の教育研究所の分掌事務の改正に伴い，教育委員会から保健福祉部へ補助執行させ

る教育相談業務及び就学指導委員会に係る分掌事務については，市長部局の行政組

織規則において規定されることになります。その他の部分については，８ページの

第７条の表中，指導課の項の第１３号「特別支援教育振興会」を「特別支援教育及

び特別支援教育振興会」に改めることにより，特別支援教育に関してこれまで教育

研究所が分掌してきた事務を指導課に分掌いたします。また，同表中の９ページの

一番上の部分になりますが，人権教育課の項に第４号として「児童及び生徒の不登

校対策に関すること。」を新たに規定することにより，不登校に関してこれまで教育

研究所が分掌してきた事務のうち適応指導教室の管理運営以外の部分を人権教育課

に分掌させることとしています。なお，不登校に係る事務のうち，教育研究所内に

設置されている「けやき教室」と，教育研究所の分室として加佐登に設置されてい

る「さつき教室」の２つの適応指導教室の管理運営については，「教育研究所の所管

施設であること」と「適応指導教室に通級している児童生徒に対して，教員が授業

やレクリエーション等の適応指導に当たっていること」等により，教育研究所の分

掌事務として残ることとなります。次に，天野奨学金に係る部分の改正でございま

すが，８ページの第７条の表中指導課の項，第１８号を，天野奨学金を除く形に改

めるとともに，その上の学校教育課の項，第４号の括弧書きを削り，事務の執行を

学校教育課に一本化するものでございます。その他，所要の規定整備として，第２

条第４号中の条例の名称が誤っておりましたので，改正を行うものでございます。

なお，この規則改正についても，施行日は，平成２５年４月１日からでございます。

次に，議案第１５５８号「鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部改正に
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ついて」でございますが，１２ページから１３ページの新旧対照表を御覧ください。

この規則改正においても，先ほどの２点の改正理由から，各所属が分掌する事務に

関する専決規定を整理しようとするものでございます。これについても先ほどの「鈴

鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正」と同様に，１３ページの別表６の表

の教育研究所の部分において，補助執行に関係する教育研究所の専決規定を削除又

は改めるとともに，保健福祉部へ補助執行により移管する事務に関する専決規定に

ついては，市長部局の事務決裁規程において規定いたします。その他の教育委員会

事務局に規定すべき部分については，１２ページの別表３の表の指導課又は１３ペ

ージの別表５の表の人権教育課に専決規定を設けるものでございます。また，天野

奨学金に係る事務の専決規定についても，学校教育課に一本化する形で，１２ペー

ジの別表２の表の学校教育課及び別表３の表の指導課の部分を改めております。な

お，これについても，施行日は，平成２５年４月１日からでございます。次に，議

案第１５５９号「鈴鹿市教育委員会市民委員会規則の一部改正について」でござい

ますが，１６ページから１７ページの新旧対照表を御覧ください。これは，就学指

導委員会の事務を補助執行により，保健福祉部において執行させることから，就学

指導委員会の規則上の位置付けを，教育委員会から，分掌事務が規定される市長部

局へ移すため，鈴鹿市教育委員会市民委員会規則から削除するものでございます。

削除した部分については，市長部局の市民委員会規則に規定されることとなります。

なお，これについても，施行日は，平成２５年４月１日からでございます。以上の

改正により，保健福祉部において，総合的・専門的相談体制の充実を図るとともに，

教育研究所においては，様々な教育課題の研究や学力向上に向けた学校支援の充実

を図ってまいりたいと考えております。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いたします。 

 

（委員長）４つの議案を一括して説明いただきました。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。 

 

（伊藤委員）教育委員会に権限を残したまま補助執行をするということで，最終的に教

育委員会が色々なことに対して責任を持つということですが，保健福祉部子育て支

援課と教育委員会とは，常に何らかの形でコンタクトをとって，定期的に会議を持

つことを計画されてみえるのですか。 

 

（教育研究所長）今年度もすでに，１カ月に１回から２回程度，関係各課が集まり子ど

も家庭支援室と会議を持っています。来年度は，回数と中身を検討しながらより充

実した連携会議のようなものを作っていく必要がありますので，現在，このことに

ついて相談を進めています。もっと密になっていくと考えています。 

 

（伊藤委員）定期的に会議を持つということですが，それ以外に重要案件ではないけれ
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ども，事前に教育長に報告しておいた方が良いという案件については，随時という

ことで理解してよろしいですか。 

 

（教育研究所長）急に動かなければならない案件もあるかと思いますので，その時には

すぐに動ける体制になっています。 

 

（福嶋委員）規則等の一部改正については問題ありませんが，子育て支援等に関係する

生徒の人数はどのくらいいるのですか。 

 

（委員長）教育相談全体に関してということですか。 

 

（福嶋委員）今回，移管する業務に関してということですが。 

 

（教育研究所長）まず教育相談がどの程度かということについてですが，平成２３年度，

教育研究所としては，延べ約２，４００件の相談に対応しています。今年度も１２

月末現在で延べ約２，０００件となっています。対象の子どもということを考えて

いくと，必ずその子どもたちが相談にかかってくるとは限りませんが，特別支援の

対象になる子どもが約１，０００名，不登校の子どもが平成２３年度には３０２名，

平成２４年度は１月末現在で昨年度同時期より１５名程減っているという状況で，

今年度は少し減るのかなと思っています。該当する子どもの人数はこのように考え

ています。 

 

(福嶋委員)様々な努力をしていただいているおかげで，少しずつ減っていると解釈して

よろしいのでしょうか。 

 

（教育研究所長）不登校の生徒については，今年度も色々な取り組みをさせていただい

て，現在は減少傾向を示していますが，まだ３月までありますので，減少方向に向

かっていくとありがたいと思います。 

 

（下古谷委員）２，０００件ある問題を何名のスタッフで対応されていますか。 

 

（教育研究所長）先ほど今年度１２月末現在で約２，０００件と報告させていただきま

したが，必ずしも人数がぴったりになるとは限りませんが，その年度に相談にかか

った件数を１件，または初めて相談にかかった件数を１件として数えた場合７７８

件となっています。スタッフとしては，教育研究所の職員全員でかかっているとこ

ろがありますが，基本的に専門の臨床心理士２名と教育相談員１名，その他教育研

究所の職員を合わせて９名のスタッフ全員で相談にあたっています。 
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（下古谷委員）窓口を一本化してユーザー側では，非常にありがたいことですが，逆に

対応するスタッフ側としての大きな問題点はないですか。 

 

（教育研究所長）問題点ということですが，教育委員会との連携という点で密にしてい

かなければならない点はあると思います。今，約２０００件と御報告いたしました

が，教育研究所と子ども家庭支援室とで，相談が重なっているところがありますの

で，重複が無くなることにより，若干減っていくということも考えられます。また，

子ども家庭支援室の方も，今後，人員を増やして対応していく予定でいます。 

 

（下古谷委員）ぜひ，人員を増やして対応していただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）臨床心理士の先生は，こちらが依頼したときに来られるのか，もともと常

駐しているのですか。 

 

（教育研究所長）臨床心理士は２名常駐しています。一人は，ほぼカウセリングの専門

として動いています。もう一人は，適応指導教室の子どもを指導するという教員と

しての立場と臨床心理士としての立場で対応しています。２名とも常駐しています。 

 

（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１５５６号「地方自治法第１８０条の７規定に基づく教育委員会の

権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正について」，議案第１５５７号

「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について」，議案第１５５８号「鈴

鹿市教育委員会教育長事務決裁規程の一部改正について」及び議案第１５５９号「鈴

鹿市教育委員会市民委員会規則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）御異議ないようですので，議案第１５５６号から議案第１５５９号を原案の

とおり承認いたします。続きまして，議案第１５６０号「鈴鹿市教育委員会庁内委

員会規則の一部改正について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市教育委員会庁内委員会規則の一部を改正するについて，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。 
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（教育総務課長）それでは，議事の６番目，議案第１５６０号「鈴鹿市教育委員会庁内

委員会規則の一部改正について」説明いたします。これについても，先ほどから説

明の中で出てきております，天野奨学金の事務の執行を，学校教育課に一本化する

ことに関する規則改正でございますが，補助執行に関する規則改正とは関係しませ

んので，別途に提案をさせていただいたものでございます。改正の内容でございま

すが，２０ページの新旧対照表を御覧ください。別表の「２ 天野奨学金運営委員

会」の表において，事務局から，指導課を削除するものでございます。なお，これ

についても，施行日は，平成２５年４月１日からでございます。説明は以上でござ

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。 

 

（福嶋委員）天野奨学金は，順調に奨学金が給付されていて，その返還についてはどう

なっていますか。 

 

（委員長）返還，返金されているのかということですね。 

 

（学校教育課長）返還については，現在２３年度末で残高が８８万９，１００円という

ことになっています。 

 

（委員長）現在は給付であったと思いますが。 

 

（学校教育課長）現在は給付となっています。平成７年以前の方は半額返還で，それ以

降は給付です。 

 

（福嶋委員）順調に返済が進んでいると解釈してよろしいですね。 

 

（学校教育課長）はい。 

 

（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１５６０号「鈴鹿市教育委員会庁内委員会規則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）御異議ないようですので，議案第１５６０号を原案のとおり承認いたします。 

 

（委員長）続きまして，議案第１５６１号「鈴鹿市立公民館長の任命について」をお諮
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りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立公民館長の任命を行うについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任

等規則第１条第９号の規定により，この議案を提出します。詳細については，生涯

学習課長から説明いたします。 

 

（生涯学習課長）それでは，私からは議案第１５６１号「鈴鹿市立公民館長の任命」に

ついて説明いたします。議案書２２ページ「平成２５年度鈴鹿市立公民館長名簿」

を御覧ください。地区市民センターと併設されていない単独館の住吉公民館他９館

とふれあいセンターの公民館長の名簿でございます。併設館は，地区市民センター

所長が館長を兼務しておりますが，単独館の館長は，地区の各機関・団体・サーク

ル等の代表者で構成されます公民館運営委員会の委員長から，民間の有識者の方を

御推挙いただいております。任期を４月１日から翌年３月３１日までの１年とし，

非常勤の特別職として任命しているところでございまして，１１名の方は，すべて

継続でございます。以上の１１名を館長と任命いたしたく，お諮りするものでござ

います。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）公民館の利用はかなり女性の方が多いですが，館長は男性の方ばかりです。

女性の登用はないのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）館長は，地域の各機関・団体・サークル等の代表で構成されている公

民館運営委員会の委員長からの御推挙となっていますので，当方に男女のこだわり

はありません。 

 

（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，お諮り

します。議案第１５６１号「鈴鹿市立公民館長の任命について」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１５６１号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，報告事項に移らせていただきます。１番目の「新体力テストの結果を

受けて」をお願いします。 
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（指導課長）それでは，「平成２４年度小中学校における新体力テストの結果について」

につきまして説明いたします。新体力テストにつきましては，正式には「全国体力・

運動能力，運動習慣等調査」と言いまして，学習指導要領の改訂に伴い，平成２０

年度から文部科学省により実施をされております。本市におきましては，平成２１

年度から全ての学校で実施しておりますが，本日は，平成２４年度の実施結果の概

要について報告させていただきます。まず，調査の目的につきましては，本市の児

童生徒の体力・運動能力の現状を把握し，児童生徒の体力の向上に関する継続的な

検証改善サイクルを確立し，学校における体育・健康に関する指導の充実及び児童

生徒の体力向上を目指しています。また，児童生徒自身にも自己の体力を理解させ，

自ら健康の増進・体力の向上を図れるようにすることを目的としております。調査

につきまして，本年度の対象者は，小学校全３０校の５年生，男子１，０３５名，

女子１，０１３名，計２，０４８名，中学校全１０校の２年生，男子１，０１２名，

女子９７８名，計１，９９０名となっております。調査の時期は，平成２４年５月

から７月までの間に実施をし，調査内容は，体力・運動能力調査，児童生徒質問紙

調査，学校質問紙調査となっております。この体力・運動能力調査による測定する

体力・運動能力は８項目あり，実技テスト項目ありまして，運動能力評価では，「走

る」「跳ぶ」「投げる」の３つの運動能力，体力評価では，「スピード」「全身持久力」

「瞬発力」「巧緻性」「筋力」「筋持久力」「柔軟性」「敏捷性」の８つの体力要因を評

価いたします。また，受けた児童生徒には，活用シートが配布され，一人一人の個

人結果や学校，地域等の平均値と合わせて，その年度の主な分析結果を伝え，自分

の生活や運動の現状を記入したり，結果を参照しながら生活習慣の改善のために自

分の取組を考え，実行したりする作業のできるようになっております。下の表が新

体力テスト項目と評価内容の対応関係となっております。また，②の表は，新体力

テスト項目の運動特性と学習指導要領における体育及び保健体育の運動の領域との

関連をまとめております。このように，新体力テストは，学習指導要領の求めてい

る力に沿ったものとなっております。続きまして，本年度の結果でございますが，

３の（１）に表で示させていただきました。本市の平均とともに，県，国の平均を

下につけてございます。ただ，県，国の平均につきましては，本年度の結果がまだ

届いておらず，平成２３年度は，震災の影響で中止となっておりますので，平成２

２年度の値となっております。黄色く色付けをした部分が県平均を上回るものでご

ざいます。アクションプランにおきましては，成果指標として，県平均より上まわ

る種目を５０％としておりますが，本年度の結果は，全体で３２種目あり，その内

１６種目で上回りますので，ちょうど５０％となり平成２２年度の県のデータとの

比較とはなりますが，成果目標を達成できたことになります。（２）は経年変化をグ

ラフで表したものとなっております。傾向を見てみますと小学校，中学校とも，上

体起こし，５０ｍ走については，上昇傾向にあり，平成２２年度の県・国平均を上

回っております。また，小学校では，反復横とびも上昇傾向にあり，平成２２年度

の県平均を上回っております。反面，握力とソフトボール投げは，小学校，中学校



１１ 

 

とも下降傾向にあり，平成２２年度の県平均と比べても低くなっております。中学

校では，反復横とびについても課題が見られます。全体として，小学校に上昇傾向

が見られますが，中学校はやや低い状況で，特に男子に課題があります。児童生徒

質問紙では，「体育の授業は楽しいですか」の問いに「楽しい」と答えた割合は，小

学５年男子６７.１％，女子５１.６％，中学２年男子５９.８％，女子４０.９％と

なっており，「運動やスポーツをすることは好きですか」の問いでは，「好き」と答

えている数が，小学５年男子７１.８％，女子５１.６％，中学２年男子６４.３％，

女子４５.５％となっております。学校質問紙調査では，「体育の授業では，児童生

徒の適切な運動量が確保できるように指導を工夫していますか」の問いに「してい

る，ややしている」と答えた学校が，小学校で，平成２１年度２７校から平成２４

年度３０校，中学校で平成２１年度１０校から平成２４年度１０校，「体力調査等の

結果を踏まえ，取組をしましたか」の問いに「している」と答えた学校数は，小学

校で平成２１年度１９校から平成２４年度２８校，中学校平成２１年度８校から平

成２４年度１０校，「体育の授業以外の時間に児童生徒の体力向上に関する取組を実

施していますか」の問いに「取り組んでいる」と答えた学校は，小学校で平成２１

年度１２校から平成２４年度２８校，中学校で平成２１年度１校から平成２４年度

３校となっております。学校においては，体力調査の結果を踏まえて，体育の授業

時間の運動量確保や体育の授業以外での体力向上，運動習慣確立の取組をしている

学校が増えて状況となっております。こうした結果を踏まえまして，今後の取組の

方向として３点の視点で取組んで参りたいと考えております。１点目は（１）の「体

育の授業改善」でございます。各学校が，調査結果の分析により自校の児童生徒の

体力・運動能力の課題を明らかにし，知・徳・体の調和のとれた学校教育活動の充

実を図るための根拠として活用し，体育の授業改善に取り組んでいく必要があると

考えております。２点目は，（２）の「組織的な取組」でございます。体育の時間以

外に，継続して体を動かす機会を通して，児童生徒が体を動かすことの楽しさを味

わい，自分自身の体力や運動能力の改善を実感できるよう，教育活動全体を工夫す

る必要があると考えております。３点目は，（３）の「保護者啓発」でございます。

学校だけでなく，親子で一緒に体を動かしたり，児童生徒の体力や健康と家庭生活

の在り方との結びつきについて啓発する等，家庭と連携した取組の充実を図る必要

があると考えております。なお，各学校においては，学校のデータをもとに，改善

策に取り組んでいただいておりますが，市全体のデータにつきましては，今後送付

される県，国の平均を入れて，来年度の校長会，体育担当者研修会等で示させてい

ただき，文部科学省から出されております改善のための実践事例集を参考にしなが

ら体力向上に努めて参りたいと考えております。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。 

 

（下古谷委員）確認ですが，２ページの３の（１）の三重県（Ｈ２３）となっています
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が，三重県（Ｈ２２）でよろしいのでしょうか。 

 

（指導課長）すみません。Ｈ２２が正しいです。 

 

（下古谷委員）平成２３年度のデータということで良いのでしょうか。 

 

（指導課長）全国調査は，平成２３年度は震災で中止になりましたが，三重県では平成

２３年度も実施しており，その結果でございます。 

 

（下古谷委員）３ページの（２）の経年変化のグラフ化していただいているところには，

平成２３年度の県の部分が入ってないですが，これはなにかありますか。 

 

（指導課長）平成２４年度のデータが来るまで入れておりませんでした。申し訳ござい

ません。 

 

（福嶋委員）平成２４年度のデータが入ってきたら，わりと全国的にも上がってきてい

ると言われましたが，全国的にも体力が改善されてきている傾向にあるのですか。 

 

（指導課長）全国の平均のデータが先ほど届いたばかりで，数字だけしか見てきていま

せんが，本市の平均と比べますと３２種目中１１種目が上回っていたのですが，今

年の平均と比べると３２種目中８種目しか上回ってないということでしたので，平

均が３種目上がっているということぐらいしか把握しておりません。 

 

（福嶋委員）適切な運動量を確保できるよう指導を工夫しているということですが，具

体的にどのようなことをしているのですか。 

 

（指導課長）それぞれ体育の授業で工夫をしていただいているところですが，授業の中

で，特に一人ひとりの運動量を高めていくという工夫していただいています。やや

もすると，一部の子どもだけが参加して運動しているということにもなりかねませ

んので，どの子どもも運動量を一定量確保するということを考えております。 

 

（福嶋委員）調査項目のシャトルランや立ち幅跳び等を集中して練習すると成果が上が

ってきますが，そういうことではなくて，全般的に運動を確保していこうという取

組をされているのか，個別に集中してやっていこうとされているのか，その点はど

うですか。 

 

（指導課長）２ページの表の学習指導要領との関連を見ながら考えていただきたいので

すが，あくまでも体育の授業は学習指導要領に基づき，種目・運動を行っています。
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テストの種目を直接練習するということは，授業の中ではほとんどありませんので，

色々な体育の中で関連する力をつけていくということで，学校では取り組んでいた

だいています。 

 

（伊藤委員）体育については色々お知恵を働かしていただいて，全体的な体力が上がる

ような取組をしていただいていますが，握力の低下については，どのような見解を

お持ちですか。 

 

（指導課長）科学的な分析又は学術的な分析はしておりませんが，やはり現場の先生の

声を聞かせていただくと，握る等の手を使った運動が不足しているのではないかと

思っています。同時にありましたボール投げもそうですが，ボールを投げる経験が

不足している状況で，体育の授業だけでなく日常的運動の中で体の一部を使うとい

ったことが現在の子どもたちには不足しているのではないかと思います。 

 

（伊藤委員）全体的な体力と握力については，家庭の中で家事を手伝うことで，例えば

ごみを出す，掃除機をかける等，基本的・日常的な家事の手伝いで自然についてい

く握力があると思いますので，こういったことも指導していただきたいと思います。

もう一点，全体的に体力の向上に努めていただいていますが，保健室の利用度合い

は，子どもの体力の向上で減っていくのでしょうか。 

 

（指導課長）家事の手伝いをさせることについては，直接，お手伝いをさせることに反

映できるかどうかわかりませんが，体を動かすことであるとか，親子で運動するこ

とであるとか，そういうことを保護者にも啓発をしていきながら，小さいころから

日常的に体を動かすよう心掛けていただけるよう進めていきたいと考えています。

２点目の保健室の利用については，その数値データを持ち合わせていませんのでわ

からないのが現状ですが，当然，体力がついていけば生活習慣もそれに伴って変っ

ていくわけですので，病気等は少なくなることが想像できます。 

 

（伊藤委員）８ページで色々な取組をしている学校が増えているのはとても良いことで

すが，同じことに取り組んだ結果，すべての学校で成果が出ているのか，例えば，

山の方の子と海の方の子で地域差があるのかといったデータのやり取りをしていた

だくと良いと思います。「うちの学校は，これについてこれだけ成果が出た」という

ことも含めて，校長会等で意見の交換をしていただくとありがたいと思います。 

 

（指導課長）種目によって学校差が非常にあります。ある学校ではある種目が高かった

り，ある学校ではある種目が低かったりという学校差です。一方で，「全体的にこの

地域がどうか」という部分までは分析をしていないのが現状です。体力テストは４

年間続けてきましたので，各学校では，子どもたちのデータから学校の特徴がわか
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るときには課題として考えていただいているというのが現状です。また，体育の担

当者会議では，そういった傾向も示しながら，各学校の取組も実践交流させていた

だいています。特に来年度については，鈴鹿市教育研究会の委託で，長太小学校が

体育の実践研究をしておりまして，来年，発表をしていただきますが，今年度は，

研究１年目ということで，公開授業を行い体育の先生にも参加していただき，具体

的に体育実践として体力を上げていくような取組を広めているところです。 

 

（下古谷委員）８ページの学校質問紙調査のところで，一番上の体育の授業では，小・

中学校の全てで工夫をしているのに対して，３つ目の体育授業以外の時間の取組に

ついては，小学校は２８校で９割程度となっていますが，中学校では３校程度とな

っており，中学校の取組が少ないように思います。これは何か理由がありますか。 

 

（指導課長）小学校の多くの場合は，休み時間に外に出て運動をする工夫をされていま

す。中学校については，年齢のこともあり，休み時間に運動をするといったことが

学校全体として行われていませんので，そういった差になっていると思います。 

 

（下古谷委員）これは，クラブ活動も含まれますか。 

 

（指導課長）この調査で表れている結果は，全体の体力ということで，学校の方ではク

ラブ活動によって体力向上が図られている実態はありますが，特に体力テストを実

施したからということではなく，結果として体力に貢献しているという捉え方をし

ていると考えられます。 

 

（下古谷委員）５番の（２）組織的な取り組みとして，「体育の時間以外に」と書いてあ

るところで，特に中学校の方々は，今後，どのようなことに取り組んでいかれるの

かについての案はありますか。 

 

（指導課長）教育課程は，学校独自で決めていただくことですので，想定としては，体

育祭や運動会等の学校行事を通じてということになるかと思います。特に児童生徒

質問紙にありましたように「体育を楽しく感じない」とか「スポーツをすることを

好きか」という答えが低い状況ですので，リクレーションやクラスマッチ等も活用

して，そういったところを工夫していただき，多くの子どもが運動する機会を作っ

ていただきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）８ページの児童生徒質問紙のところですが，小学校の時は割と高い値を示

していますが，中学になると低い数字になっており，「楽しくない」という結果にな

っています。女子では特に，半分以下で，４０％が楽しい，６０％は楽しくないと

答えています。この辺りが小学校から中学校へ変化することによって，関心が変っ
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てきているのか，どういう原因があるのか教えてください。 

 

（指導課長）体力の二極化が進んでいまして，運動が良くできる層とやや苦手な層とが

あり，また，意欲も分かれていまして，やはりクラブ活動を中学校から積極的にや

っていく層と少し運動から遠ざかっていく層とがあります。それが課題でありまし

て，今後，二極化の解消にも中学校と協力しながら考えていきたいと思っています。 

 

（福嶋委員）男女を比べると，女子の方が体育というか体を動かすことに対して，関心

が薄いのでしょうか。 

 

（指導課長）女子の体育への関心が低くなっているというのは全国的な傾向であり，本

市においてもその傾向が顕著に表れている現状です。 

 

（伊藤委員）武道がはじまりました。また，ダンスは男子もするということだったと思

います。これらの生徒の評判について何か情報を持っていますか 

 

（指導課長）武道は必修化の関係で子どもたちにアンケートをしたことがあります。時

間数が少なくて入門程度になりますが，外部の指導者の方に教えていただけるとい

うことで，生徒たちには評判が良いということです。ダンスについても，最近の子

どもたちはダンスが非常に好きですので，楽しんでいると把握しています。 

 

（下古谷委員）体育の授業では，小学校５年生の男子では約６７％が楽しいと答えてい

ますが，算数・数学や理科等の他の教科では，楽しいと答える子どもはここまでは

いかないのでしょうか。２割から４割ぐらいでしょうか。 

 

（指導課長）全国学力学習状況調査の中に，「楽しい」という項目ではないのですが同じ

ような項目がありまして，体育よりも，もう少し高い割合を示していたと思います。 

 

（下古谷委員）では，７割８割近く楽しいということですか。 

 

（指導課長）数字が不正確で申し訳ないのですが７割弱と記憶しています。 

 

（下古谷委員）意外でした。 

 

（福嶋委員）それは，学校の先生の努力があったと思いますし，自信にもなっているの

ではないでしょうか。 

 

（委員長）「体育の授業が楽しいですか」と質問への答えが，思っていたよりも低いので
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すが，やはり体育の楽しさというのは，いくつかあると思いますが，一番の楽しさ

は，「できない事ができるようになる」「さらに上手になる」ということだと思いま

す。そこで，今後の取組の部分の，体育の授業改善の部分ですが，先生もうまく子

どもたちの意欲をかきたてながら，また，少しずつの進歩を認めながら，専門的な

知識や段階的な指導を行うことができる先生の技量・指導力が大事だと思います。

今でも，指導力はあると思いますが，体育は，ある程度，技能を伴う教科ですから，

例えば，講師として体育の専門的な指導を行える方を各学校に巡回させて，指導し

ている県もあると思います。指導課の指導主事の方は，普段の授業を見に行ってい

ると思いますが，体育に特化した指導員のような方を派遣して，子どもが「できる

楽しさ」を感じることができるようなシステムを考えていただければというのが一

点。次に，２ページに運動領域として，体づくりから表現運動まで示してあります

が，これらについては，指導書に配当時間が書いてあります。何をどれだけしなさ

いということですが，これらの領域を偏りがないように行うことも大切ではないか

と思います。ボール運動が中心だとか，器械運動はあまり得意でないからしないと

か，成績をつけなければならないから鉄棒のテストをするとかではなく，バランス

良く運動領域を指導することと，その支援をしていただきたいと思います。次に，

体育の授業以外に継続した運動を行うということですが，伊藤委員から先ほど握力

の話が出ましたが，掴むという動きが少ないと思います。そこで，雲梯や鉄棒をし

っかり行うことが効果的だと思いますが，特に小学校の遊具について，例えば，今

は登り棒や雲梯等が一緒になったコンビネーション遊具というものがありますので，

そういう子どもたちにとって魅力ある遊具があるかどうかをチェックして，魅力あ

る遊具づくりを進めていただき，体育の授業以外でも，日常的に運動遊びや体育遊

びをする継続の場としていただきたいと思います。子どもたちが，朝，学校へ来る

とき，「あの遊具がしたいから学校へ行きたいなあ」と思うような，魅力ある遊具が

あるかどうかチェックしていただきたいと思います。なかなか業間のかけ足運動で

は，一過性ですので，友達と遊具にぶら下がったりして，日常的にできるものを考

えてもらえばと思います。 

 

（指導課長）先生の指導力の向上については，大きな課題であると伺っていまして，来

年度は担当者の方に集まっていただき，指導力の向上を目指していきたいと考えて

います。また，体育の研究発表の場に体育の先生に来ていただき，実際に指導力の

向上に努めていただきたいと考えています。次に２点目ですが，昨年も体力テスト

の折に，体育担当者にどの種目も偏りがないようにバランスよく実施していただく

ようお願いしたところですので，引き続きお願いしていきたいと思います。また，

遊具の課題につきましては受け止めさせていただき，検討が必要であれば取り組ん

でいきたいと思います。 

 

（下古谷委員）小学校の先生も色々と授業改善をされていると思います。そこで，現在，
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特に体育に限らなくても良いのですが，小学校が中心になって行っているＦＤ活動

にはどのようなものがありますか。 

 

（指導課長）学校の個々の取り組みについては，細かく把握できていないところがあり

ますが，以前に比べると子どもたちが運動をやりたがらない，苦手意識が強いとい

うことがありまして，まずそういうことを含めて，体育の授業の中で楽しくやれる

ことを目指していると思います。 

 

（下古谷委員）例えば，Ａ先生が非常にそういう雰囲気にもっていくのが上手な先生だ

とすると，その先生の授業を見て，勉強するという機会は持たれているのですか。 

 

（指導課長）把握している限りでは，体育についてはそういった授業研究は少ないです

が，その必要性を感じられて長太小学校では，体育の授業研究を校内研修で実施し

ておられるところです。今後，学校内においても体育の授業研究を進めていただく

よう担当者会議等で伝えていきたいと思っています。 

 

（下古谷委員）逆に自分の授業を他の先生に見ていただいて，「あなたはこうした方が良

いですよ」とか「ここはこうした方が良いのでは」といった取組もされていますか。 

 

（指導課長）校内におきましては，授業研究があればそういうことが行われますが，実

際に体育の授業では授業研究が少ないのが現状です。もしそういうことがあれば，

体育の授業について仲間同士の助言もいただけますし，外部から指導者に来ていた

だいてお話を伺うということもできますが，現状ではこういったことは少ないです。 

 

（委員長）課題等も色々出していただきましたので，よろしくお願いしたいと思います。

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「専

決処分の報告について」をお願いします。 

 

（スポーツ課長）報告事項の２番目ですが９ページを御覧ください。この専決処分の内

容については，損害賠償の額の決定についてでございます。平成２４年１２月１５

日，鈴鹿シティマラソンの前日の土曜日に，鈴鹿市稲生町地内の鈴鹿サーキットの

駐車場において，シティマラソンの準備中に，職員が公用車を運転中，後退して駐

車しようとした際，当該駐車場に駐車中であった相手方車両の左側面中央部に当該

公用車の右側後部が接触したものでございます。相手車両がワンボックスカーでご

ざいまして，その車のドアーに公用車の後ろのバンパーの角が当たったというもの

です。損害賠償の額及び相手方については記載のとおりです。この事故について，

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので，御報告させ

ていただくものでございます。また，本件については，現在開会中の平成２５年３
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月市議会定例会に報告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）公用車は物損事故に対応する保険の加入はどういうことになっているのです

か。 

 

（スポーツ課長）公用車は全て，全国市有物件災害共済会の保険に加入しており，この

保険を使っていますが，この処分に関しては，どうしても市の決定が必要となりま

すので，案件としてあげさせていただきました。 

 

（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「平成２４年度鈴鹿市体育功労者・生涯スポーツ功労者表彰について」をお願い

します。 

 

（スポーツ課長）それでは，１０ページを御覧ください。報告事項の３番目「体育功労

者・生涯スポーツ功労者表彰」につきまして説明いたします。体育功労者は，国際

大会に出場した者，全国大会で優勝した者を表彰するものでございます。また，生

涯スポーツ功労者は，各地区において，引き続き１０年以上生涯スポーツの普及奨

励のため，企画又は指導にたずさわった者に対し，感謝状を贈呈するものでござい

ます。今度の土曜日にこの庁舎の１２階で表彰式を行います。受賞された皆さまは，

資料に記載の方々でございます。 

 

（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）色々な競技に積極的に取り組んでおられるので驚いています。なぎなたの

方もいらっしゃるのですね。 

 

（スポーツ課長）なぎなたにつきましては，日本武道館が主催している全日本少年少女

武道錬成大会がございまして，剣道，弓道，合気道，空手道，柔道，銃剣道，少林

寺拳法，そしてなぎなたといった，たくさんの競技について，毎年８月の夏休み中

に開催されます。基本錬成を中心とした大会ですが，なぎなたの場合は演技と試合

とがあり，この３名は，演技競技，いわゆる形が決まっていて演技が優秀であると

いうことで一等賞をとられました。稲生高校がなぎなたのクラブチームをつくって

みえまして，小・中学生にも指導されておられます。各種全国大会にも出場してお

り，高校生に対しても指導されておられますので，そういった意味では，非常にレ

ベルが高いチームであると認識しています。 
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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４番目の

「鈴鹿市考古博物館の教育支援と活用について及び鈴鹿市考古博物館速報展示につ

いて」をお願いします。 

 

（考古博物館長）それでは，報告事項の４番目「鈴鹿市考古博物館の教育支援と活用」

「速報展示」につきまして説明いたします。１１ページを御覧ください。鈴鹿市考

古博物館では，学習指導要領の改訂と，博物館法の改正に伴い，博物館の教育支援

の在り方について研鑽を積んでまいりました。御存知のとおり学習指導要領の改訂

においては「生きる力」を身につけさせることを重点とし，学校内だけにとどまら

ず，生活のありとあらゆる場面を教育の機会として，地域や公共施設等の活用の充

実がうたわれております。また博物館法もそれに合わせて改正され，受け入れる側

として何ができるかというところで，博物館の役割について業務を充実させるとい

うことになってきております。県内博物館でも，三重県埋蔵文化センターを筆頭に，

埋蔵文化財や，博物館施設及びスタッフの教育支援について，その活用方法を模索

しております。鈴鹿市考古博物館でも，勾玉製作体験講座や，火起こし体験講座，

土笛・土器製作体験等，お越しいただいたり，出前講座にでかけたりして利用して

いただいております。それらの利用にあわせて，それぞれの校区にゆかりのある遺

跡や遺物の紹介等もやらせていただいてまいりました。それらの業務の中で，子ど

もさん方の反応を見ていると，遺物のもつ説得力や，先生以外の人の話のもつ非日

常性に刺激を受けている子どもさんが多いことを感じます。このことから子どもた

ちの学習への興味付けという意味で，大変大きな役割を果たせるのではないかと思

っております。とりわけ小・中学校の利用については，考古博物館の立地が国道１

号線に近いということもあり，四日市市，亀山市等からの依頼にも対応してきてお

ります。その中にはキャリア教育であったり，図画工作科であったり，歴史教育以

外の依頼も少なくありません。そういった中で，鈴鹿市の小・中学校のみなさんに

も，考古博物館を利用することによって何ができるのかということを知っていただ

きたいと思い，案内を作りました。考古博物館という名前のイメージや，伊勢国分

寺跡に隣接していることから，歴史学習のための施設と思われがちですが，遺物資

料や施設をどう活用していくか議論・検討を重ね，学校の行事やカリキュラムとの

関連，移動の方策等もあわせて，何ができるかということを考えてきました。歴史

教育にとどまらず，歴史から学ぶ人権教育であったり，環境教育であったり，博物

館の役割から学ぶキャリア教育であったり，教育支援に関すること，具体的な時間

設定等の利用に際しての移動手段に関わること等，より具体的に計画を立てられる

ような資料として使っていただけるようにしてあります。つまり「博物館に来たら

こんなことができる」というアイデアやサービスを紹介したチラシです。これを市

内小・中学校に配布し，教育支援の施設として考古博物館の利用促進を進めていき

たいと考えています。話は少し変わりますが，博物館では，展示スペース以外でも，

運動ができる広場や木陰で休憩できる芝生広場等もあり，北隣の伊勢国分寺跡も公
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園整備が始まり，レクリエーション施設としての側面も充実させてきつつあります。

家族連れや，学校・サークル等でも，利用し，楽しんでいただけるように施設管理

や設備の補充も行ってきております。取り急ぎ，小学校で春の遠足が行われると思

います。参考までに具体的な時間設定をいくつかのモデルプランとして載せさせて

いただきましたので御一読いただきますようよろしくお願いいたします。続きまし

て速報展示「発掘された鈴鹿２０１２」の御案内です。２０１２年度に行った鈴鹿

市内の遺跡調査によって発掘された土器等の遺物の中から，その一部を特別展示と

して公開いたします。期間は２０１３年３月２２日金曜日から６月２３日日曜日で，

関連講演会として３月２３日土曜日１４時から，愛知県埋蔵文化財センターから早

野浩二さんをお招きし「土師器と古墳時代史」というタイトルで講演をお願いして

あります。本来の業務である埋蔵文化財の発掘調査・保存・普及についての業務で

すが，ぜひこちらの方にも足をお運びいただきますよう，よろしくお願いいたしま

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）考古博物館は，色々材料をお持ちで良いのですが，公共交通機関が上手く

いかないのが残念だと思っていました。このように書いていただくと，なかなか使

えるプランがあるのだなと感心しました。昼食とか休憩等は野外で行うことをこの

プランでは考えていただいているのですか。 

 

（考古博物館長）御食事を挟む時間帯に訪問していただく方々への対応ですが，原則的

には，館内での飲食は禁止されています。遠足や社会見学等になりますと，天気の

良い日や温暖な気候の時は，芝生広場がございますので，玄関前の築山状になった

なだらかな丘の芝生のところで，御食事をとっていただくようお勧めしています。

天気が悪い時には緊急避難的に館内で召し上がっていただくこともありますが，原

則的には館内での飲食は禁止ですので，そのような方法で行っていただいています。 

 

（伊藤委員）以前訪問したときに，土器のかけらの色を見ながら，一生懸命分けていっ

て，最後には，このような形だろうということで修復しておられて感動したことが

ありますが，学校のＰＴＡの家庭学級等を対象に見学会を企画されたことはありま

すか。 

 

（考古博物館長）この点につきましては，今回，御説明させていただいた案件の担当と

して企画管理グループの谷口から説明させていただきます。 

 

（考古博物館主幹）学校関係と子ども対象の団体を対象にするだけでなく，他府県や他

市町村の生涯学習関係の団体の研修会等にも利用していただいています。鈴鹿市考
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古博物館として，そういう企画をしたということはありませんが，この計画を立て

るときに，教職員組合や他市町村の行政機関等関係団体の知人に相談しましたら，

これだったら大人でも参加していただけるのではないかという意見もいただいてい

ます。やはり学校教育だけに限らず生涯学習的な研修の場として利用してもらうの

も良いことだと思いますし，公民館等で高齢者学習会とか学習講座等を企画されて，

こちらから出向くこともあります。また，来館されたときに，「こういうこともでき

るのではないか」という相談もあり，今後の課題として検討を続けています。よっ

て，至って近い将来的にそういうことも実現させていこうと考えています。 

 

（下古谷委員）鈴鹿市考古博物館を活用する団体というのは，小学校から社会人まであ

ると思うのですが，だいたいこれまでの実績として年間どれくらいの団体が利用さ

れていますか。 

 

（考古博物館主幹）具体的な数字は，今日は残念ながら持ち合わせておりませんが，小

学校が一番多いです。今年１年間で出前講座も含めて約４０講座をさせてもらって

います。次に多いのが公民館関係です。鈴鹿市内でも勾玉体験等の体験講座の他に

も，歴史講座として地域の遺跡についての講話等を含めると約１０講座。また，岐

阜県養老町や愛知県の歴史好きの方の団体にも来ていただいています。年齢層では，

４０歳以上平均の会員さんの講座として約３０講座を受けています。 

 

（下古谷委員）非常にたくさんの講座をされていると思います。特にうちの子どもも勾

玉作りに参加させてもらったことがありますが，非常に楽しかった，良かったと言

っておりまして，ぜひ次もまた行きたい，またやりたいと言っています。このよう

なリピターがあると思うのですがどうですか。大人の方でも，もう一度お願いした

いというようなことがありますか。 

 

（考古博物館主幹）親子連れで夏休の宿題のために来られた方の中でも，保護者の方が

楽しんでいただけたようで，次回，友達を連れて大人３人で来られたという例もあ

ります。この提案というのは，博物館の設置及び運営上望ましい基準というものに

沿って行っているわけですが，これについて利用者のアンケートを取りなさいとい

うものがありますので，今年の夏，アンケートを実施しました。その結果，体験講

座については勾玉や土笛体験だけではなく，もっと他の講座も実施してほしいとい

う声もたくさんいただきました。そこで，来年度は，今のところの計画しているこ

ととして，竹素材を使った体験講座や歴史講座を考えており，竹を使った笛やかご

編みづくり等を計画しています。その中で，博物館から市民の皆さんや利用者の方々

にどういうメッセージを伝えていけるかについて，今後，研究していく予定です。 

 

（伊藤委員）太古のロマンを子どもに教えてあげて欲しいと思います。博物館には映像
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的なものはあるのですか。 

 

（考古博物館主幹）お恥ずかしい話ですが，唯一残っておりました映像資料が１週間前

に壊れまして，映像的なものは非常に少ないのが現状です。プロジェクター等の投

影方式が色々変わってきていまして，また，ビデオソフト等の関係もあり，現在の

ところは行っていません。その部屋を研修室に活用して，学校等を受け入れる体制

を作っていこうと考えています。予算が限られたものですので，あるものを使って，

できることしていこうというスタンスです。１００％ニーズに応えていくことはで

きませんが，現状でできる努力を重ねて行こうということを，グループの中では話

し合っています。 

 

（考古博物館長）少し補足をさせていただきます。階段状のホールがありまして，その

現状を，今，彼が説明したわけであります。そこはかなり大画面で「伊勢国府」と

題した映像資料があります。これは，伊勢国府の方で３０数次を数える発掘捜査が

行われていまして，その成果を踏まえて，土地の豪族であったイシカワノナタリと

いう人物が登場し，その当時の時流にどのように乗って，伊勢国府をどのように運

営していったのかということを解説した１５分程度の映像があったのですが，それ

が壊れてしまったということを説明させていただいたということです。壊れた後は，

ラボといういわゆる図書室で，小さな液晶画面ですが細々と継続しており，御覧い

ただくことができます。伊勢国府の歴史や発掘に基づく考察について，大変できが

良い映像資料ですので，小さい画面でも良ければお運びいただいて，御覧いただき

たいと思います。 

 

（福嶋委員）社会科の授業で最初に学ぶのが縄文・弥生です。それが現実に鈴鹿市内に

たくさんの遺跡が残っているということですので，それを小学生の皆さんにもわか

ってもらいたい，もっと距離を近づけていただきたいと思っています。ぜひ頑張っ

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追加報告

として，１件入っていますので「体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態把握について」

をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは「体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態把握について」につい

て説明させていただきます。この調査は，平成２５年１月２３日付けの文部科学省

初等中等教育局長及びスポーツ・青少年局長からの依頼にもとづき，平成２４年度

に発生した体罰について，小中学校に勤務する教職員と児童生徒を対象に行った調

査でございます。調査結果概要についてお知らせをいたします。この度の調査で，

新たに１５人の教員による，のべ２１件の体罰報告がございました。小学校が６人
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でのべ９件，中学校が９人でのべ１２件であり，内部活指導に関するものが，４人

でのべ６件でございました。なお，体罰により，怪我をした児童生徒はおりません

でした。また，これまで市教育委員会への報告はされませんでしたが，学校長の指

導のもと，被害にあった子ども・保護者への謝罪がすでに済んでおり，子ども・保

護者からは，その後の学校の対応に了解いただいているものが，３人で３件でござ

います。さらに，市教委として，再度，報告書の提出をもとめたものが，７人での

べ１３件でございます。その他のものが，５人で５件でございます。今後の対応に

ついてでございますが，すでに，学校内で解決済みのもの３人については，報告義

務を怠ったという点で，学校教育課長より学校長に対して厳重注意を行う。再度，

報告書の提出を求めた７人については，報告書の内容を見て，市教育委員会による

厳重注意が相当か，学校長による指導及び厳重注意が相当かを判断する。その他の

５人については，当該教諭に対して，校長からの指導及び厳重注意を行っていただ

く。各小中学校に対しては，この度の調査結果の概要及び体罰や暴言等の不適切な

言動の禁止・徹底について，再度，４月の校園長会で通知する。以上のような措置

を行う予定でございます。 

 

（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）調査内容について教えてください。今回，教職員と児童生徒を対象に行っ

た調査ということですが，この結果，教職員自身から「私は体罰を行った」という

報告が何件で，児童生徒から「私は体罰を受けた」という報告が何件あったのです

か。 

 

（学校教育課長）教職員自らの訴えは４件でございます。児童生徒からの訴えは１１件

でございます。 

 

（福嶋委員）児童生徒からの訴えの方が多かったということですね。これはどういうふ

うに解釈したら良いですか。本人が体罰と考えてなかったということなのか。公に

したくなかったのか。 

 

（学校教育課長）教員の方が少なかったということですが，教員の体罰に関する認識の

甘さというのが出てきているのではないかと考えます。 

 

（下古谷委員）差し支えなければ，１５人の方については，どのような体罰なのか教え

てください。 

 

（学校教育課長）内容を少し報告させて頂きます。これまで教育委員会に報告がなかっ

たもので，学校長の指導の下，被害にあった子どもに謝罪があった案件の内容につ
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いてですが，例えば，注意をした時に反抗的な態度をとったため，頬を叩いてしま

った案件，指導しても提出物等を忘れてくる子どもに対して注意の意味で頭を叩い

てしまった案件，体育活動をしているときに集中をしていない児童がいるというこ

とで，それが怪我につながると考えて指導者が児童の頬を叩いてしまったという案

件があります。 

 

（下古谷委員）年齢的には若い先生が多いでしょうか。それとも年配の先生が多いので

しょうか。 

 

（学校教育課長）一概に年齢で多い少ないは言えません。年配の方も結構おります。 

 

（伊藤委員）体罰についてはテレビ等でずいぶん取り上げられていますので，親も子ど

も先生も敏感になっている中で，皆さん行き詰っている感じがしています。先ほど

も「提出物が出ていない」「体育の時に言うようにしない」等がありましたが，体罰

そのものについてはいけないことですが，そこにはお互いの事情があると思います。

ですから，そういう時には，体罰は絶対にいけませんよということを全面に出され

ているのと合わせて，「まず，先生はこうしましょう」とか「とりあえず取りなして

後で本人になぜだめなのかということを説明する」というような統一見解や指導方

針等を教育委員会から出されているのですか。または，各学校に任せてあって，そ

れぞれの解釈で動いてみえるのですか。その点をお聞かせいただけますか。 

 

（学校教育課長）体罰がどこまでが体罰で，どこからがそうでないかにつきましては，

文部科学省から学校教育法第１１条に規定されている体罰に該当するものがどこま

でなのかというガイドラインが出されています。基本的には「個々の事案を判断す

る必要がある」という記載がありまして，体罰に当たるかどうかは，当該生徒の年

齢，健康状態，心身の発達状態，当該行為が行われた場所や時間等を総合的に考え

て判断するという大前提があった上で，２つの大きなガイドラインがあります。１

つは，体罰に該当するのは身体に対する侵害を内容とするもの，例えば殴ったり蹴

ったりすること。もう一つは，児童生徒に肉体的な苦痛を与えること。例えば，長

時間の正座や直立不動で保持させるというものです。そういうものと判断された場

合は体罰になるということが記載されています。それをベースにして判断をし，指

導をしています。 

 

（伊藤委員）それは，「体罰とはこういうものですよ」という統一見解だと思います。で

は，実際そういう場面になったときに，「どのように対処しましょう」という部分ま

で踏み込んでいないのでしょうか。 

 

（指導課長）指導課としましては子どもの指導につきまして，機会があるごとに，例え
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ば，クラブ活動での暴言も含めて，教師の指導のあり方について学校にお伝えさせ

ていただいています。各学校においては，体罰のことについて学校長のリーダーシ

ップの下，指導のあり方について研修されているところも多くあると思います。個々

のケースで色々のことが考えられますが，基本的に体罰は指導ではありませんので，

それ以前にきちんとした指導をしていく方法を各学校で考えていただいています。 

 

（福嶋委員）「学校長の指導の下に」というお話がありましたが，具体的に事例が起こっ

たときに，学校長はどのように対処されているのか具体的に教えてください。 

 

（指導課長）報告が上がってきてない実態もございましたので一般的な話になるかと思

いますが，危機管理のマニュアルがございまして，それに沿って行っていると思い

ます。発見されましたらすぐに上司に報告するように，再度，通知をさせていただ

いているところです。学校では，被害にあった子どものケアをするとか，事実を確

認するとか，各学校で定められているマニュアルによって進められています。 

 

（福嶋委員）先生の処分や，その子どもと先生の距離はどのようにもっていくのか等に

ついてはどうでしょうか。学校長の判断ということになるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）体罰事案が発見された場合には，まず，学校長の方から詳細の報告書

を教育委員会に上げていただきます。その後，当該の教員と校長を召喚し，報告書

をもとに聞き取りを行います。どうしてそのような事態に至ってしまったのかとい

う原因等を聞き取り，その後，適切な指導を行っていきます。 

 

（福嶋委員）適切な指導というのは，マニュアルがあるのですか。その折々にお互いに

判断をしていくのですか。 

 

（学校教育課長）指導に関しましては，県教委と綿密に詳細をやり取りした後で，県教

委の判断の下に処分については考えていくことになります。 

 

（下古谷委員）先生方は研修をされていると聞きましたが，具体的に体罰に対して，学

校の中で教職員全体での研修が行われているのでしょうか。 

 

（指導課長）体罰に関する研修は，学校長の方から必ず行っていると考えていますが，

まだまだ０件ではありませんので，課題であると考えています。現在，教育委員会

では，学校におけるコンプライアンスを作成していますので，これをもとに，さら

に意識の向上を図っていきたいと考えています。 

 

（下古谷委員）先生方は，最近勉強することがたくさんあって大変だと思います。体罰
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だけではなく，セクシャルハラスメントやパワーハラスメント，アスペルガー症候

群について等，色々な研修をしなければなりません。ですが，私は，これらについ

ては，教員はやっていかなければならないと思っており，そういう研修には自ら率

先して出掛けていますが，小・中学校の先生方も率先して出て行かれていますか。 

 

（教育次長）研修会に出て行く場合もありますし，各学校の職員会議や研修の時間もあ

りますので，体罰をはじめ色々な問題を校長から指導する場合もあります。また，

教育委員会等から提供するテキスト等の資料がございまして，それに基づいて研修

することもあります。また，市教委や県教委の研修講座等を受けるということもし

ています。 

 

（下古谷委員）私の経験からですが，いくつかの対応をされてきた先生方においては，

ケースバイケースで違った対応になってきているのではないかと思います。そうい

った中で，講師等を招聘して「こんな一例があって，こんな対応をしてきた」とい

うお話を聞く機会がたくさんあった方が良いと思います。そういう機会が組めるの

であればぜひ行っていただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）マニュアルで統一見解を持つのは，組織としては大事なことだと思います。

基本的な話になりますが，「どうしてこの子は，今日は手を挙げたくなるような態度

を取るのか」という根本的な部分についても，少し生徒の話をゆっくり聞いてあげ

る等して，対応していただきたいのでよろしくお願いします。 

 

（福嶋委員）暴力に至るというのは，個人的な資質も大きいと思いますが，そこまで追

いやってしまう要因がどこかにあると思います。その要因を少なくする，緩衝を作

るというアイデアが必要だと思います。また，暴力だけに向かい合っていると，根

本的なことが解決できないのではないかと思いますので，一対一で向かい合ってい

ると大変ですから，スタッフを少し増やすとか，子どもがもっている家庭問題を解

決していくといったことについて，どう考えておられるのかお聞きしたいのですが。 

 

（学校教育課長）子どもが暴力されるに至った状況は，表面に見える現象だと思います。

私たち教職員は，そのような状況に子どもが追い込まれている背景について，家庭

環境も含めて探っていく等の，子どもに寄り添った指導が一番重要だと思います。 

 

（教育次長）以前に学校教育課から配布させていただきましたが，教員が自分の行動を

見直すという意味でチェックシートを作りまして，例えば「カッとしやすい」とか

「一対一になると暴言を吐いてしまう」というようなチェックシートによって，自

分で自分の行動を見直すというものを配布させていただきました。そういう機会も

設けています。 



２７ 

 

 

（伊藤委員）子どもに対処しかねた教員の相談窓口というのはあるのですか。 

 

（教育研究所長）私共のところに臨床心理士が常駐していまして，発達障害のお子さん

への対応や非行への対応，非行については認知障害という場合もありますが，その

ようなことに関して臨床心理士に相談に来るということはあります。また，定期的

に教育相談ゼミという形で，臨床心理士がアドバイザーになって，現場の先生方と

事例検討をしています。 

 

（下古谷委員）体罰をするという先生は，恐らく一対一になったときに発生する確率が

高いと思います。何か問題が発生したときには，複数の先生で対応するのが当たり

前なっていると思います。その際に，先生方がペアといいますか，組をつくる場合

に，指導経験をたくさんされている先生の意見は，特に若い先生に対しては重要に

なってくると思います。そういう体制作りは進んでいますか。 

 

（青少年課長）生徒指導に関わることだと思いますが，なかなか指導を素直に聞けない

子どもたち，あるいは規範意識が育っていない子どもたちへの指導については，常

日ごろから組織で対応するように，組織的な生徒指導をするようにということを，

校長会や生徒指導担当者会議の折に，教育委員会側から指導をさせていただいてい

ます。 

 

（委員長）一人で課題を背負い込まないことが大切です。先生が追い込まれてしまうこ

ともありますので。社会的な関心事ですので，学校での研修は今まで以上に行って

いるようですし，子どもに寄り添うようなカウンセリングマインドと言いますか，

今まで以上に心を開いて行っているようですが，学校での体罰については，絶対に

許されない人権侵害行為ですので，絶対に認めない，許さないという風土を粘り強

く浸透させていただきたいと思います。学校全体で対処するというか，危機管理マ

ニュアルにも体罰を位置付けていただいて，鈴鹿市では絶対に体罰の無い教育を進

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。「４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）４月教育委員会定例会を４月２６日金曜日午後３時３０分から開催い

たしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（委員長）御異議ございませんでしょうか。 

 



２８ 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので,４月教育委員会定例会を４月２６日金曜日午後３時

３０分から開催することにいたします。なお，ここで，今年度末で定年退職される

方から御挨拶がございます。 

 

（文化振興部長）私ども，文化振興部長の幸田至章，参事兼文化課長の江藤昭，考古博

物館長の東口元の以上３名が，３月３１日をもちまして定年退職となります。文化

振興事業の推進にあたりましては，委員の皆さまに多くの御支援，御助言をいただ

き，本当にありがとうございました。また，各種イベント等におきましても積極的

に御参加いただき，御理解をいただきましたこと，深く感謝を申し上げます。３人

とも，昭和５０年４月１日から奉職いたしまして，３８年間勤めたことになりまし

た。その間，事業畑等，様々な部署を経験してまいりましたが，たまたま３人とも

秘書課を経験しておりまして，政治家としての市長にお仕えしたという良い経験も

させていただきながら，少し違った視点で行政も見れたのではないかと思っていま

す。今後は，新たな後輩が文化振興事業を担当しますので，私たち以上に御支援を

賜りますようよろしくお願いします。私たちは今後，一般市民となりますが，行政

に対して色々と支援をしてまいりたいと思っていますし，教育行政については，孫

を通じて関わっていきたいと思っています。本当にありがとうございました。 

 

（委員長）永年にわたり行政に携わっていただき，また，ここ何年かは文化行政に関わ

っていただき，ありがとうございました。４月以降は，立場は変わりますが，引き

続き鈴鹿市の文化・芸術等の振興・発展のために，お力添えをいただきたいと思い

ます。長い間ありがとうございました。それでは，これをもちまして３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。 

 

 

３月教育委員会定例会終了 午後４時４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 


