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平成２５年４月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年４月２６日（金） 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（古川滋），教育次長（藏城郁夫），参事（小河謙一），参事兼教育総務

課長（冨田佳宏），学校教育課長（森本雅夫），指導課長（鈴木英文），青少年課長（木

村元彦），人権教育課長（篠原政也），教育研究所長（髙藤富子），参事兼文化課長（神

悦子），生涯学習課長（白塚山隆彦），参事兼スポーツ課長（藤井康彰），参事兼図書

館長（大籔宏紀），考古博物館長（兼丸まり子），参事兼子育て支援課長（井上陽子），

子育て支援課副参事兼子ども家庭支援室長（森順子），書記（片岡健二），書記（岡憲

利） 

 

５ 議 事 

（１）【議案第 1562号】専決処分（鈴鹿市教育委員会書記の任免）の承認について 

（教育総務課） 

（２）【議案第 1563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) 

（３）【議案第 1564号】鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交付要綱の制定について 

    （教育総務課） 

（４）【議案第 1565号】佐佐木信綱記念館条例の一部改正について     （文化課） 

（５）【議案第 1566号】学校運営協議会委員の任命について       （青少年課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２５年度アクションプランの具現化に向けた「各課の取組」について 

（関係各課) 

（２）鈴鹿市立幼小中学校（園）コンプライアンス推進大綱について   （学校教育課） 

（３）不登校児童生徒への対応について                （人権教育課） 

（４）平成２５年度鈴鹿市考古博物館催し物案内について       （考古博物館） 

 

７ その他 

（１）これからの研修計画について                 （教育研究所） 

（２）５月教育委員会定例会の開催について             （教育総務課） 
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８ 傍聴人 ２人 

 

（委員長）それでは，平成２５年４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１５６２号「専決処分（鈴鹿市教育委員会書記の任免）の承認について」をお諮

りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市教育委員会会議規則第７条の規定に基づき書記の任免を行うについて，

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，議案第１５６２号，専決処分（鈴鹿市教育委員会書記の任

免）の承認について，説明いたします。本議案は，平成２５年４月１日付け人事異

動に伴い，それまで鈴鹿市教育委員会書記を兼務しておりました，教育総務課総務

グループリーダーの白塚山隆彦副参事が異動され，新たに，教育総務課総務グルー

プリーダーとして片岡健二副参事が着任しましたので，二人の，鈴鹿市教育委員会

書記の任免を行うため，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，白塚山副参事の兼務を解く発令を平成２５年３月３１日付けで，片岡副

参事の兼務発令を平成２５年４月１日付けで専決処分いたしましたので，同条第２

項の規定により教育委員会へ報告し，その承認を求めるものでございます。それで

は議案の朗読をもって説明に代えさせていただきます。まず，解く発令ですが，「事

務職員 白塚山隆彦 鈴鹿市教育委員会書記の兼務を解く 平成２５年３月３１日 

鈴鹿市教育委員会」次に，兼務発令ですが，「事務職員 片岡健二 鈴鹿市教育委員

会書記に兼ねて任命する 平成２５年４月１日 鈴鹿市教育委員会」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）御意見もないようですので，お諮りします。議案第１５６２号「専決処分（鈴

鹿市教育委員会書記の任免）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 
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（委員長）御異議がないようですので，議案第１５６２号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして２番目の議案第１５６３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」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程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。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１５６３号，鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁

規程の一部を改正する訓令の制定について，説明いたします。先般からニュース等

でも報道されておりますが，中国における，鳥インフルエンザＨ７Ｎ９型による感

染症をはじめとして，近年，新たなウィルスによる感染症が報告されたり，旧知の

インフルエンザ，麻疹，風疹，ノロウィルスといった，感染症がまん延したりする

ケースが増えております。これらの対応については，教育委員会としても関係機関

と連携して万全を期しているところですが，その対策には，迅速性が求められるこ

ととなります。そこで，今回，議案にありますとおり，感染症予防に関する学校閉

鎖等の措置について，これまで，教育長の決定をもって行っておりましたものを学

校教育課長に専決させることとし，より迅速に，事態に対応しようとするものでご

ざいます。具体的には，５ページの新旧対照表にありますように，別表の学校教育

課の表第１３号において，「指導」の次に「及び学校閉鎖等の措置の決定」を加え，

学校教育課長への専決規定を明示するよう一部改正を行うものでございます。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。 

 

（下古谷委員）学校閉鎖には学級閉鎖も含まれますか。 

 

（学校教育課長）学校閉鎖と学級閉鎖はそれぞれ別でございますが，学級閉鎖の数の状

況を見まして学校閉鎖になることもあります。 

 

（下古谷委員）学級閉鎖は学校の校長先生が判断されると言うことですか。 

 

（学校教育課長）共に学校教育課長が専決で決定します。 
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（福嶋委員）学級閉鎖，学校閉鎖が起こるときは，どういう報告や順序で行われるので

しょうか。 

 

（学校教育課長）学校内で欠席が増えてきますと，養護教諭，担任，学校長等が協議し

まして，その後，学校医とも相談して教育委員会に相談をかけます。最終的には，

閉鎖については教育委員会が決定しますが，状況につきましては学校内で詳細の検

討をしています。 

 

（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，お諮りし

ます。議案第１５６３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」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１５６３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１５６４号「鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金

交付要綱の制定について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交付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，議案第１５６４号，鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交

付要綱の制定について，説明いたします。教育総務課では，市内在住の幼児，児童，

生徒が通園，通学する私立幼稚園，私立中学校，私立高等学校や，各種学校として

法人格を取得している三重朝鮮学園及びブラジル人学校に対して，各学校法人等の

安定した運営を支援するとともに，児童等の保護者等の経済的負担を軽減するため，

鈴鹿市教育委員会から各種補助金を交付し，幼児教育や学校教育の振興と充実を図

ってまいりました。こうした補助事業を継続している中で，今回，新たに要綱の制

定を行う理由でございますが，これまでは，本補助事業の根拠として，「鈴鹿市補助

金（交付金）交付要綱」に則る取扱いをしておりましたが，昨年度の市の定期監査

におきまして，監査委員から「鈴鹿市補助金（交付金）交付要綱」を根拠とした私

学振興費補助の事務執行としては，一部に課題があるとの指摘を受けました。その

指摘の具体的な理由は，「鈴鹿市補助金（交付金）交付要綱」では，補助金の交付決
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定にあたり，１００円未満の金額を切り捨てることになっていますが，当方で行っ

ている補助事業の一部に，その補助の性質上，その取扱いに準じていないものがあ

りましたので，整理を行うよう求められたものでありました。この指摘に対しまし

て，教育委員会が行う措置の内容については，地方自治法の規定に基づき，監査委

員へ通知する必要がありますが，その通知を行う際の監査委員事務局からの指導に

おいて，本補助事業の執行に当たっては，これまで根拠としてきた「鈴鹿市補助金

（交付金）交付要綱」によらず，独自の補助金交付要綱を制定することが望ましい

とのことであったため，定期監査における監査委員からの指摘と監査委員事務局か

らの指導の双方を満たすために，新たに，本補助事業に則した要綱を制定する旨を

監査委員へ通知したところでございます。これらの経緯を受け，この度，平成２５

年度の補助事業の実施に先立ち，新たな補助金交付要綱の制定をお願いするもので

ございます。この補助金交付要綱は，私立幼稚園，私立中学校，私立高等学校，三

重朝鮮学園及びブラジル人学校に対する全ての補助事業の根拠とするものとして，

基本原則的な手続等について定めたものでございます。この他，各補助事業の単価

設定や，申請，実施報告などの際に必要な様式等のより細かな取り決めについては，

本補助金交付要綱第１０条の規定により，別途，事務方にて制定し，補助事業を行

ってまいりたいと考えております。なお，要綱中の各条項の内容については，議案

をもって説明に代えさせていただきたいと思います。よろしく御審議賜りますよう

お願いいたします。 

 

（委員長）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）どういうものを対象に補助しているのか，補助の内容を教えてください。 

 

（教育総務課長）例えば，私立幼稚園につきましては，教育環境整備として建物や遊具

等の修繕をした時の補助等を行っています。また，私立幼稚園の教員研修の補助，

それから園児の健康管理補助として，内科，歯科，耳鼻科，眼科の検診費用の補助

もあります。もう一つは，保育料補助として，園児一人当たり６，０００円の補助

も行っています。私立中・高等学校につきましては，市内にございます鈴鹿中学及

び鈴鹿高校への補助，北勢にございます海星，暁，メリノール，津田学園の中学・

高等学校への補助，中勢にございます高田，セントヨゼフ両高等学校への補助とし

て，鈴鹿市から通っている人数に応じた補助をさせていただいています。三重朝鮮

学園につきましては，定額２０万円に人数に応じて単価分をプラスして補助する形

で２５万円の予算を，また，ブラジル人学校につきましても，現在，鈴鹿市内から

７４人の方が通っていますが，定額３０万円に人数に応じて単価分をプラスする形

で，５０万円の予算で考えています。 

 

（福嶋委員）補助項目というのは，各学校が申請してくるのか，それともこちらのほう
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からこれに使いなさいといってお渡しするのですか。 

 

（教育総務課長）私どもから「こういう項目であれば補助に乗りますよ」という御案内

はさせていただきますが，それを何に使うかは，学校側の裁量の部分がございます。

特に建物や遊具への補助については，当方の基準に則っておれば，これでなければ

ならないということはありません。 

 

（下古谷委員）この補助金というのは，比較的学校側としては融通がきく助成金と考え

て良いのでしょうか。 

 

（教育総務課長）私立幼稚園ついては，教員の研修や園児の健康管理補助については確

実に項目が決まっておりますが，中・高等学校への補助や，朝鮮学園やブラジル人

学校への補助は，ある程度，融通のきく補助金だと考えています。 

 

（委員長）申請，補助指令，請求という段階がありますが，申請してきた額がそのまま

通っていくのですか。それとも，こちらで査定しているのですか。あらかじめ学校

に算出基礎等の表を示してあって，それに基づいて申請してくるのですか。もう一

つは，児童数等に変更があった場合，年度初めに一回限りの申請なのか，変更があ

った場合に，その都度申請できるのですか。 

 

（教育総務課長）補助につきましては，当初，申請された時や，事業実施後に実績報告

書を出していただきますので，そこで不都合があれば，指導はさせていただきます。

２点目の人数等の変更については，今現在通っている人数で申請されますので，減

っても増えても，その年度の補助としては変更ございません。 

 

（下古谷委員）第１号様式から順番に１，２，３，４とありますが，第３号様式の宛先

だけが教育委員会教育長になっていて，その他については，教育委員会になってい

ます。これは，何か理由があるのですか。 

 

（教育総務課長）基本的には教育委員会に提出していただきます。ただ，請求書につい

ては，私どもの支払行為を行う場合に，教育長宛てであることが必要ですので，こ

この部分だけは，教育長で整理をさせていただきました。 

 

（福嶋委員）年度末に用途について報告があるというお話でしたが，ほぼ順当に使われ

ていますか。望ましくない使用方法はなく，有効に使われているのですか。 

 

（教育総務課長）私どもで確認させていただいた限りでは，特に不適正な事例はありま

せん。 
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（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１５６４号「鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交付要綱の制定につ

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１５６４号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして４番目の議案第１５６５号「佐佐木信綱記念館条例の一部改正に

ついて」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）佐佐木信綱記念館条例の一部を改正する条例を６月市議会定例会に提出する

について，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第３号の規定により，こ

の議案を提出します。詳細については，文化課長から説明いたします。 

 

（文化課長）それでは，私からは議案第１５６５号「佐佐木信綱記念館条例の一部改正」

について，説明申し上げます。１４ページを御覧ください。まず，改正理由としま

しては，本市に生まれ，歌人・国文学者として優れた業績を残され，第１回文化勲

章を受章されました佐佐木信綱先生の貴重な資料を保管及び展示する，佐佐木信綱

記念館の日常管理を指定管理者に委託するにあたり，地方自治法第２４４条の２第

３項の規定に基づき条例の一部改正を行うものであります。改正の内容としまして

は，指定管理者による管理の根拠，指定管理者による業務の範囲規定，指定管理制

度移行に伴う施設等の使用許可及び資料の特別利用に関する規定，使用料・参観の

制限等に関する規定並びに附属施設３棟の国の登録有形文化財登録に伴った構成施

設の名称変更であります。詳細事項につきましては，資料「佐佐木信綱記念館条例

改正部分新旧対照表」に提示しておりますので御確認ください。以上でございます。

よろしく御審議いただきますようお願いします。 

 

（委員長）ただ今の議案に御質問，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）昨年，佐佐木信綱記念館の休日の変更が教育委員会にも報告されましたが，

今回，指定管理者という流れになった経緯をもう少し詳しく説明してください。 

 

（文化課長）指定管理についての経緯でございますが，指定管理制度は平成１８年４月
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からスポーツ施設等も含めまして，様々な施設へ導入されてきております。指定管

理者は一定の権限を持って業務を行うことになっていますが，市も施設の設置者と

して責任を果たす役割を有しており，経費削減だけを求めるものではございません。

記念館設置の目的でもあります，佐佐木信綱先生の業績を顕彰し，本市における市

民の文化及び教養の向上のため，また，地域との共存も視野に入れながらまちづく

りにも寄与できるようにということで，導入を決定いたしました。 

 

（福嶋委員）指定管理者になると，現在，学芸員さんが常駐されていますが，そのあた

りはどのように変わっていくのでしょうか。 

 

（文化課長）現在，学芸員が１名常駐していますが，今後，指定管理に移行しても，佐

佐木信綱記念館に収納されています資料等について，当該学芸員はかなり熟知して

いますので，学術的な知識の提供や調査研究につきましては，今後も引き続き関わ

っていくということを考えています。 

 

（福嶋委員）貴重な資料もあり，また，研究機関でもありますので，そういう人材とい

うのは，市の方からも貢献していって必ず進めて行ってもらいたいと思います。も

う一つよろしいですか。佐佐木信綱記念館の場合は，地元の方々も熱心に館に出入

りされておられ，活動もされていますが，そういう方たちは，指定管理への移行に

ついて，どう思っておられるのか教えてください。 

 

（文化課長）地元の方にも，かなり熱心に研究に携わっていらっしゃる方や団体の方が

おられます。現段階におきましては，原則として移行ということで進めていますの

で，当方も説明責任を果たせるように進めていく意向です。そういうことも含めま

して，現在，検討しています。 

 

（福嶋委員）なるべく地元の方にも使いやすくて，活動も円滑に行えるようにお願いし

たいと思います。 

 

（文化振興部長）補足でございますが，今回，条例の改正をさせていただかないと，公

募・非公募の手続きに入っていけないということですので，まず条例の改正をさせ

ていただくということでございます。その後で，公募か非公募かを選定して，指定

管理者の選定委員会にお諮りしながら決めていくという手続きをしていくことにな

ります。鈴鹿市の場合，昨年，まちづくり基本条例を制定させていただきまして，

市民参加と協働という大きな目標を掲げて行っていますので，文化課長がお答えし

ましたように，地域との協働，あるいは地域のまちづくりに寄与できるような指定

管理者の選定方法を，今後，条例改正後に考えていきたいと思っています。 
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（福嶋委員）まちづくりでは石薬師地区は，トップを走っているような感じがしますの

でよろしくお願いします。 

 

（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，お諮りし

ます。議案第１５６５号「佐佐木信綱記念館条例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１５６５号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして５番目の議案第１５６６号「学校運営協議会委員の任命について」

をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５第２項の規定に基づ

き学校運営協議会委員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１０号の規定により，この議案を提出します。詳細については，青少

年課長から説明いたします。 

 

（青少年課長）それでは，議案第１５６６号の平成２５年度学校運営協議会委員の任命

でございますが，委員の選出に当たりましては，鈴鹿市学校運営協議会設置要領第

５条で「委員は，ＰＴＡ代表者，自治会等地域代表者，その他，学識経験者等で学

校長が必要と認めたもので，学校長の推薦により教育委員会が任命する」と規定さ

れております。また，任期につきましては，同設置要領第６条で「委員の任期は１

年とし，再任することができる」と規定されております。この規定に基づき，平成

２５年度は，一覧表にございますように，小・中学校長を除き，３８６人の委員の

推薦をいただいております。この内訳でございますが，ＰＴＡ会長やＰＴＡ役員等，

主にＰＴＡとしての立場の方が８８人，地域の関係者の方々が２５４人，大学教授

等の有識者の方が４４人でございます。また，昨年度から引き続き委員として推薦

いただいた方は２６４人で，本年度，新たに委員として推薦いただいた方は１２２

人となっています。以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申

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。 

 

（伊藤委員）協議会委員のお名前を見せていただいて，少し人数に隔たりがあるのは，

学校の生徒数とは関係がないのでしょうか。 
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（青少年課長）委員につきましては，１０人程度とさせていただいています。児童生徒

数とは関係なく，学校運営に携わっていただける方，御意見をいただける方々を推

薦いただいていると考えています。 

 

（伊藤委員）人数にばらつきがあるのには，委員になっていただく方が少なかったと理

解してよろしいのですか。 

 

（青少年課長）学校によっては，「十分に協議を重ねていきたい」ということで，８名程

度に絞ってスタートしている学校と，「色々な視点から委員に携わっていただきた

い」という学校がありますので，この点から人数に幅が生じていると考えています。 

 

（下古谷委員）今の定員の件ですが，８名から１２名という中で，こちらから側から，

「この学校だとこれぐらいの定員で考えたほうが良い」というような指導は行って

いるのですか。 

 

（青少年課長）１０人程度ということのみお伝えさせていただいています。 

 

（下古谷委員）各小学校で生徒指導等の特色のある学校があるかと思いますので，委員

の数については自由にということではなくて，問題によっては，少ない方が良いと

か多い方が良いということを，全体的に把握した中でアドバイスをしているのかと

思いお聞きしました。 

 

（福嶋委員）学校運営協議会は教育の面でもとても重要な会議だと思いますが，順調に，

活発に行っていただいているのでしょうか。 

 

（青少年課長）昨年度は年間で２４５回の協議会を開催いただいています。ほぼ全ての

協議会に教育委員会の関係者職員が出向いて傍聴させていただいていますが，一昨

年に比べ，ずいぶん主体的な御意見が寄せられています。アンケートを取らせてい

ただいた中でも，委員の皆さんの約９１％の方々から協議会が必要であるとのお声

を頂戴しています。 

 

（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，お諮りし

ます。議案第１５６６号「学校運営協議会委員の任命について」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 

 



１１ 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１５６６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「平成２５年度アクシ

ョンプランの具現化に向けた「各課の取組」について」をお願いします。 

 

（教育総務課長）報告事項に移る前に，議事の３番目の私学振興費補助金交付要綱の中

で，一つ答弁が不足した部分がありましたので説明させていただきます。先ほど，

年度当初に補助金の算定に係る人数が決まりましたら，その年度の補助金額は変更

なしとお答させていただきました。ほとんどの補助金がこのとおりの制度なのです

が，一点だけ保育料の補助につきましては，５月１日時点で補助決定をしますが，

この補助金は，年度末まで保育される方お一人につきいくらというように補助する

制度ですので，補助の実績報告時に減員がありましたら，補助金額を減額する場合

がございます。この他の中学校や高等学校への補助金は，５月１日現在の人数で決

定して，それに対して学校の補助で建物等を直した場合は，あくまでも５月１日付

けということです。訂正させていただきます。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及び各課の取組みについて，説明いたします。報告事項

の資料の１ページを御覧ください。このアクションプランについては，平成２５年

１月の教育委員会定例会において原案をお示しし，説明をさせていただいておりま

すので，本日は，再度，概要と１月以降の変更点を中心に説明し，後ほど，このア

クションプランに基づいて行う，各所属の取組について，各所属長から説明いたし

ます。まず，１月の内容と重複いたしますが，アクションプランの概要について，

説明いたします。まず，策定方針についてですが，これは，教育委員会が平成２５

年度に，特に力を入れて取り組む事業を掲載しております。策定に当たっては，平

成２３年３月策定の「教育振興基本計画」の体系に基づくとともに，鈴鹿市総合計

画の平成２４年度から２７年度を計画期間とする第３期行財政経営計画との整合を

図っております。また，学習指導要領の「生きる力」の定義に基づき，「確かな学力

の育成」「豊かな心の育成」「健やかな体の育成」の３つの体系別に分類をしていま

す。さらに，一昨年３月に発生しました東日本大震災を受け，「教育振興基本計画」

の体系とは別に，特別推進項目として設定しました「１ 安全教育を推進します」

及び「２ 環境教育を推進します」の２項目を引き続き推進していきます。次に，

前回の原案提案時からの主な変更内容としまして，大きく３点ございますので説明

いたします。２ページのアクションプランの見え消し版を御覧ください。大きな１

点目は，１月の教育委員会定例会における教育委員の皆さまからの御意見を受けて，

２点の文言の修正を行いました。１つ目は，右から２列目の「Ⅰ-ⅲ 健やかな体の

育成」の中の「７ 健康教育の充実に努めます」の②で「各教科，領域」となって

おりましたものを「各教科等」へ変更し，ほかの記述との整合を図りました。また，

２つ目として，右端の列の「Ⅲ 教育に関わる環境や条件の整備を進めます」の中

の「３ 教職員の資質向上のための研修の充実に取り組みます」の③の部分で教育

研究所の機能充実を行う具体的な内容を記述しました。大きな２点目は，平成２５
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年度の実施内容に沿った修正でございます。１つ目として，まん中の列の「Ⅰ-ⅱ 豊

かな心の育成」の中の「１３ 不登校をなくす取り組みを進めます」の②において，

研修講座等の精選を行った結果に基づき「研修の充実」という記述から「研修の実

施」へ修正しており，２つ目として，同じく「１３ 不登校をなくす取り組みを進

めます」の③でございますが，適応指導教室において不登校の子どもの受け入れ態

勢の充実を図る観点から「適応指導教室担当者による学校訪問の充実」という記述

であったものを「適応指導教室の充実」へ修正しております。また，３つ目として，

右端の列の「Ⅲ-２ 安全安心な学校（園）づくりに取り組みます」の④において，

平成２５年度予算計上事業との不整合がありましたので，「安全教育カリキュラムの

作成」という記述から「ハザードマップの作成」に修正しております。大きな３点

目は，それぞれの指標の部分に記入しています現状値を，平成２４年度確定値に修

正するとともに，平成２５年度目標値の修正を行っております。平成２５年度の目

標値の修正箇所については，まん中の列の「Ⅰ-ⅱ-９ 人権教育の充実に取り組み

ます」の指標②，同じくまん中の列の「Ⅰ-ⅰ-１５ 幼児教育の充実に取り組みま

す」の指標①，右端の列の「Ⅲ-３ 教職員の資質向上のための研修の充実に取り組

みます」の指標①の３箇所でございます。この目標値の修正につきましては，Ⅰ-ⅱ

-９-指標②及びⅢ-３-指標①の２つの指標については，第３期行財政経営計画の進

捗を評価する単位施策評価において，平成２４年度当初に平成２５年度目標値を設

定しており，その数値との整合を図るものでございます。また，残りのⅠ-ⅰ-１５-

指標①については，他の計画や評価等において平成２５年度目標値を既に設定して

いる数値ではなく，この平成２５年度アクションプランにおいて初めて設定するも

のでございますので，平成２４年度現状値の上方修正に伴い，上方修正するもので

ございます。アクションプランの説明については，以上でございます。なお，本ア

クションプランにつきましては，１月教育委員会定例会の折にも説明いたしました

とおり，平成２５年度当初に，ただ今の修正内容を反映し，教育長決裁をもって確

定いたしましたので，御報告申し上げますとともに，今後，このアクションプラン

に沿って，今年度の取組を進めてまいりますので，よろしくお願いします。次に，

３ページからは，アクションプランの具現化に向けた各所属の取組に関する資料で

ございます。まず，教育総務課ですが，３ページを御覧ください。「環境整備」とし

て，学校教育課と共に掲載しておりますので，教育総務課の部分について，説明い

たします。まず，中央の部分の，「（２）食育の推進と学校給食の充実」の項目にお

いて第二学校給食センターの建設事業が本格化することから，施設整備事業の推進

を掲げています。また，右側の部分の「（３）時代に即応した施設環境の整備を図り

ます」の項目において，平成２５年度に実施する施設整備について平田野中学校の

移転改築事業や屋内運動場のつり天井改修など，主要な施設整備事業について記載

しております。また，左側の部分の「（１）開かれた学校づくりを推進します」の項

目においては，昨年度から開始しました，フェイスブックによる情報発信を追記し

ています。このように，教育総務課におきましては，今年度は，施設整備事業にお
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いて，大規模事業を実施して行く予定にしておりますので，計画的な事業の実施に

努めてまいりたいと考えています。私からは，以上でございます。 

 

（学校教育課長）アクションプランの学校教育課関係の部分について，説明いたします。

Ⅰの「生きる力の育成」につきましては，「学びサポート環境づくり事業」による少

人数学級編制を推進し，きめ細かい指導の充実に努めてまいります。「食育の推進と

学校給食の充実」につきましては，地産地消の一層の推進と，中学校ランチサービ

スの継続，そして中学校給食の実施計画の推進に努めてまいります。「健康教育」に

つきましては，インフルエンザ等の感染予防対策の実施と，学校医の先生と連携し

た学校保健委員会の活性化を目指してまいります。「特別支援教育」につきましては，

コーディネーター支援員や，支援員・介助員の効果的な配置に努めてまいります。

また，「公立幼稚園の再編整備」につきましても，実施計画に基づいて推進してまい

ります。Ⅱの「学校・家庭・地域との連携」につきましては，学校経営品質をベー

スとして，すべての学校・園において，学校自己評価と学校関係者評価の実施を進

めるとともに，その結果の公表に努めます。Ⅲの「教育に関する環境や条件の整備」

につきましては，就園・就学が困難な子どもの家庭を支援するため，奨学金や，就

学・就園奨励等の支援に努めます。また，通学路防犯灯の設置の促進など安全対策

に努めます。以上でございます。 

 

（指導課長）４ページを御覧ください。指導課の具体策については，一番下の学習指導

要領が平成２３年度から小学校で，平成２４年度から中学校で実施されていますの

で，この徹底を図っていきたいと考えています。ここに示しています「生きる力」

というものは，「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」という３つの力になってい

ますので，指導課としてはそういう全体像で考えています。左上になりますが，各

学校において「生きる力」を培っていくために，子どもの実態を踏まえるというこ

とで，全国学力・学習状況調査を実施し，その結果を活用していきたいと考えてお

ります。また，新体力テストも実施し，その実態に応じて教育を考えていきたいと

考えております。右にありますように地域の実態も踏まえながら教育を進めていき

たいと思っております。今年度は特に中央にあります，特色ある学校づくりの推進

に力を入れていきたいと考えております。地域や学校の特性を活かしてカリキュラ

ムマネジメントを行い，特色ある教育課程を編成していただき，特色ある学校づく

りを推進していただきながら，生きる力を育んでいきたいということです。３つの

内容については，それぞれ主な点について説明をさせていただきます。中央の「確

かな学力」でございますが，まず１番目として，学力の向上ということで，授業改

善，組織力向上，教員の資質向上という点に力を入れていきたいと考えています。

２番目のキャリア教育については，小中連携によるキャリア教育の推進と中学校に

おけるモデル事業の推進に力を入れていきたいと考えております。３番目の読書活

動の推進については，今年度は学校図書館の学習・情報センター機能の強化という
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ことで，各小学校に対して調べ学習を進めていただくための図書の購入・配布を行

っていきたいと考えております。次の情報教育については，学校のパソコン機器等

について，平成２６年度に更新時期を迎えますことから，その整備計画の作成に努

めてまいりたいと考えております。５番目の理科教育推進については，理科教育支

援員の派遣ということで，新規事業として各小学校に理科教育支援員を派遣して，

理科室の整備と理科の実験・観察等の支援をしてまいりたいと考えております。そ

れから，鈴鹿工業高等専門学校にお世話になっておりますので，連携強化を図って

まいりたいと考えております。６番目の特別支援教育の充実については，これまで，

指導課におきましては特別支援教育の教育課程の部分について所管していましたが，

教育研究所が所管していました特別支援教育の部分についても，窓口を指導課に移

しまして，教育支援計画や指導計画の作成の徹底と通級指導教室等もございますの

で，特別支援教育の推進体制の整備を行ってまいりたいと考えております。次の外

国語活動については，ＡＬＴの派遣とともに，今年は特に小中連携の推進に力を入

れていきたいと考えております。７番目の幼児教育の充実については，今年度は体

力向上の取組みと研修体制の整備を行って合同の研修会等を行ってまいりたいと考

えております。次に左側の「豊かな心」については，今年度は「道徳教育の推進」「環

境教育の推進」「郷土教育の推進」「作品展の実施」「文化・芸術活動の推進」「体験

活動の充実」という観点から取り組んでまいりたいと考えております。右側の「健

やかな体」については，先ほども申し上げましたとおり，体力テストを行ってまい

りたいと考えております。２番目の食育の推進については，中学校における食育の

推進ということで事業を組んでおり，栄養教諭を中核とした食育を小学校で行って

まいりましたが，今年は中学校でも実施してまいりたいと考えています。また，「安

全教育」「健康教育」「武道教育」についても記載の項目で推進してまいりたいと思

います。以上でございます。 

 

（人権教育課長）５ページを御覧ください。人権尊重に取り組む２本の柱としまして，

左端にあります「人権教育の充実に取り組む」とともに，右端にあります「多文化

共生の教育」を進めます。これは鈴鹿五策でございます。左の子どもの人権保障と

して，今年度から教育研究所からの業務移管により，①不登校の実態把握と学校支

援と②虐待の実態把握を担当します。人権教育センターでは，土曜日や夏休み中の

子どもの居場所づくり事業を進めます。中ほどの，学校や中学校区での人権教育の

取組としては，各校で人権教育推進計画，並びに人権教育カリキュラムを作成し，

人権教育を推進します。また，人権教育研究推進事業を実施し，人権教育の実践研

究にも取り組んでまいります。右側のまとまりでございますが，外国人児童生徒教

育については，日本語教育は，今年度も，早稲田大学大学院との教育支援協定に基

づき推進してまいります。具体的には，ＪＳＬバンドスケールによる日本語能力を

把握し，ＪＳＬカリキュラムを取り入れた授業改善に取組みます。また，就学・適

応・進路支援として，母語による通訳翻訳の支援体制をとるとともに，就学・進学
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支援のためのガイダンスを開催します。また，長期欠席者の支援教室として，アク

アレラ教室を設置してまいります。このような取組から人権が尊重される教育の場

づくりを進め，子どもたちの生きる力を育んでいきたいと考えております。 

 

（青少年課長）６ページを御覧ください。まず中央の下の段，「Ⅰ 子どもたちの生きる

力の育成」の左側，「豊かな心の育成」の「いじめをなくす取組」でございますが，

毎学期１回，子どもたちへのいじめ防止アンケートを実施し，早期発見と早期対応

につなげ，いじめのない教育に取り組んでまいりたいと考えています。右側の「健

やかな体の育成」の「基本的な生活習慣の定着」については，基本的な生活習慣は

生きる力の土台と捉え，今年度も各学校での「早寝早起き朝ごはん」運動の推進を

支援するとともに，家庭等への生活習慣向上リーフレット等による啓発活動を推進

してまいりたいと考えております。次に，左上の「Ⅱ 学校（園）・家庭・地域との

連携の促進」の「子どもの健全育成の環境づくり」につきましては，鈴鹿市青少年

対策推進本部による取組を推進してまいります。その上で，今年度は，様々な関係

団体等の実践を交流するような研修会を開催し，相互の連携を強化してまいりたい

と考えております。また，教育委員会フェイスブック等も十分に活用し，市民への

情報発信に努めてまいります。その下の「学校を支えるネットワークづくりの推進」

ですが，これは，鈴鹿五策の一つである「地域ぐるみの教育」を推進するため，コ

ミュニティ・スクールの推進をさらに進めてまいりたいと考えております。そこで，

特色ある学校づくりが一歩でも進むよう，今年度も学校運営協議会での協議がさら

に充実し，日々の学校づくりに反映されるよう支援に努めてまいります。そのため

に，推進研修会又は各学校の取組を交流する実践交流会等を開催し，市全体の機運

をさらに高めてまいりたいと考えております。その右側の欄ですが，「Ⅲ 教育に関

わる環境や条件の整備」の「安全安心な学校園づくりの取組」でございますが，子

どもたちが不審者や交通事故の被害に遭わないよう，今年度もパトロール活動の充

実に努めてまいります。また，昨年度，通学路の安全対策として，鈴鹿警察署や市・

県・国の道路管理者とで，危険箇所の合同点検等を実施し，その改善に取り組んで

まいりましたが，今年度もその取組を進め，子どもたちの安全対策を支援してまい

りたいと思います。なお，ハザードマップの作成につきましては，そうした校区の

危険箇所等を図上に落とし，見える化を図るような図面を学校へ提供し，子どもた

ちの安全教育に活かしていきたいと考えております。以上でございます。 

 

（教育研究所長）追加配布の資料を御覧ください。平成２５年４月から，教育研究所は

教育研究部門を強化し，鈴鹿の教育の質の向上を支える教育の専門機関としてスタ

ートすることになりました。その主な役割は，大きく４つ挙げられます。まず１つ

目は，左から２つ目の市内教職員の資質・専門的力量の向上を図り，教育現場にお

ける今日的な研修課題に対応するため，実践的な研修講座や教育講演会を開催する

といった「教職員研修センター」としての役割です。２つ目は，一番左にあります
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鈴鹿市の教育課題を把握し，本市の重点教育課題に対応した研究を行う「教育研究・

教材開発センター」としての役割です。３つ目は，教育図書・資料等の充実と教育

サービスの一層の向上を図り，市内教職員の教育活動を支援する「教育情報センタ

ー」としての役割です。４つ目は，一番右の適応指導教室である「けやき教室」「さ

つき教室」を運営し，不登校の子どもたちに居場所を提供するとともに，学校生活

への復帰に向けて支援を行う「適応指導教室の運営」としての役割です。このよう

に，教育研究所は研究部門を強化して，以上のような４つの役割を担っていきたい

と考えております。以上でございます。 

 

（子育て支援課長）それでは，私からは新しい子育て支援課子ども家庭支援室の支援体

制につきまして，説明申し上げます。年々増加の一途をたどる児童虐待や発達障が

いを中心とした「児童相談」に加え，本年度から，昨年度まで教育研究所が所管し

ていた，不登校などの「教育相談」につきましても，新たに，子ども家庭支援室が

担当となり，相談を受けることになりました。これは，年々増加し，多様化する，

子どもに関する相談の窓口を一元化することで，市民の方にわかりやすくすること

と，子どもの問題だけに留めず，子どもを取り巻く環境や，家庭を含めた一体的，

総合的な視点で０歳から１８歳までの途切れのない支援を行うことを，さらに充実

強化できるように改正したものです。子どもに関するあらゆる相談に対し，多様な

職種の職員を子ども家庭支援室に配置しております，保健師１名，保育士１名，教

員を２名増員して４名に，今年度から新たに常勤として臨床心理士を２名，各種相

談員を２名増員して４名に，事務職員２名と室長を含めた１５名体制で支援を行っ

てまいります。特に，教育委員会の管轄にある公立幼稚園や小・中学校に在籍する

児童につきましては，子ども家庭支援室と学校や教育委員会事務局各課が十分な連

携を図りながら支援を進めてまいりたいと考えております。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）３ページの非常勤講師や支援員・介助員の効果的な配置とありますが，実

際にはどういう手法で配置されるのか，プラン等があれば参考までに教えてくださ

い。 

 

（学校教育課長）「学びサポート環境づくり事業」については，今年度から少人数教育に

対応するものと，特別支援教育に対応するものとを，同じ事業で対応するようにな

りました。単に少人数学級を増やすということでなく，個々のきめ細かい対応がで

きるように，学校の要望に応じて，学校の状況を聞きながら配置を進めてまいりま

した。実際には，特別支援教室に在籍する特別な支援が必要な子どもへ対応するた

めの配置については，全校に配置しております。また，普通学級に在籍する支援を

要する子どもに対する配置については，新学期が始まってから過去の状況を確認し，
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子ども家庭支援室，学校教育課等が連携して状況を把握した上で，配置を進めてい

くことにしています。４月３０日付けの文書で各学校へ連絡させていただくように

予定しております。 

 

（福嶋委員）まずは学校側との十分な聞き取りがあって，適切な講師を配置するという

ことになるのですね。 

 

（学校教育課長）そのとおりです。 

 

（下古谷委員）今の質問に関連しますが，授業を抜け出していった６年生の子どもを追

いかけて行った支援員が，後ろからとび蹴りをして体罰ということで問題になった

ニュースがありましたが，ここにあがっている支援員の方は，教職の資格を持たれ

ている方ですか。それともまったく資格を持たれていない方ですか。 

 

（学校教育課長）以前，支援員・介助員の方々は，教職員免許を必要としない方が主だ

ったのですが，今年度は，教職員免許を持っておられる方を配置することもござい

ます。学校ごとにまちまちですが，実態に応じて配置をしています。なお，健康面

で必要があれば，看護師の配置も今年度は行っています。 

 

（下古谷委員）支援される方の年齢層は若い方が多いのでしょうか。それとも５０歳，

６０歳といった年配の方が多いのでしょうか。 

 

（学校教育課長）手もとに資料がありませんが，若い方が多いです。 

 

（下古谷委員）支援される方の研修会等は行っていますか。 

 

（学校教育課長）研修につきましては，実際のところ体系的なものはありませんが，各

学校の実情に応じて，学校長を中心に当該学校の対応について説明をしています。

なお，配置の前段階に学校教育課において，各学校の状態について必要に応じて説

明することもあります。 

 

（福嶋委員）支援員・介助員は，本人が希望して職務に就いていただいているのですか。

また，実際，今まで何人ぐらいが関わっていて，その人数で足りているのか教えて

ください。 

 

（学校教育課長）現在の配置数ですが，市費で対応している介助員の人数をお答えしま

す。小学校３０校で４８名，中学校１０校で１７名，現段階で総勢６５名の介助員

を配置しています。これは全て特別支援学級が対象です。普通学級で特別支援を要
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する子どもへの配置については，今後，数は多くはありませんが配置していきたい

と考えています。 

 

（福嶋委員）支援員と介助員はどのようにして職務に就いていただいているのですか。 

 

（学校教育課長）市の方で求人募集をかけ，応募していただいた方々に登録いただき，

その登録者の中から状況を見ながら学校教育課の担当者が適性を判断して配置して

います。 

 

（委員長）支援員と介助員の定義はありますか。 

 

（学校教育委員）介助員は特別支援学級に配置する介助を行う方を言い，支援員は普通

学級に配置する方のことを言います。 

 

（福嶋委員）今の人数で足りているというお考えでしょうか。それとも足りないという

ことでしょうか。どうでしょう。 

 

（学校教育課長）必要に応じて配置させていただいているのが現状です。学校としては，

たくさん配置されるほどありがたいとのお声をいただきますが，今のところは，必

要に応じて対応させていただいています。なお，市費の介助員・支援員以外に県費

での配置もありまして，県費の通常の定数内ですが，学校の事情によって異なりま

すが，少人数教育，通級指導，国際化対応，児童生徒支援，巡回指導等の配置があ

りまして，これらの配置を見ながら市の支援員・介助員等の配置を考えています。

各学校に微妙な状況の違いがありますが，それぞれ対応できるように配置している

と考えています。 

 

（伊藤委員）同じ３ページの２番の「食育の推進と学校給食の充実」というところで，

地元産食材の積極的な使用が掲げられています。昨今，国の方では障がい者雇用率

を上げたいということと，特別支援学校を出た子どもの将来の就職ということとを

一生懸命考えていただいて，農福連携ということで福祉と農業が横に手をつないで，

農業の担い手が少なくなるという中，これらの学校を卒業した子どもたちの就労を

援助するという方向でかなり伸びてきていると思います。そこで，地元産食材につ

いてですが，給食を時間内で限られた人数で早く作るという意味においては，食材

が均一でないと難しいとよく聞きますが，ここでせっかく積極的な使用を謳ってあ

りますので，旬のものをなるべく使ってもらえるような，給食の献立を考えていた

だいているのでしょうか。または，まずは献立ありきで，今の時期はこの食材が取

れるからそれを使っているということなのでしょうか。献立を主体に考えているの

かどうかということをお尋ねしたいと思います。 
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（学校教育課長）献立は計画的に年間通して事前に作っていくものですが，その際には，

地産地消を意識して，地元産の食材を極力使用するように，しかも旬のものを使え

るように計画的に作成しています。それぞれ，まずは鈴鹿市産を考えて，それが無

い場合は三重県産をということを意識して行っています。なお，平成２４年度にお

いて，地元産食材の学校給食への提供は，お米やこんにゃく等何件かありましたが，

例えば，山崎ファームの鈴鹿市産桜ポークを玉垣小学校に月２回程度提供する等，

意図的に極力地元のものをたくさん採用できるようにということを，常日頃から考

えて献立作成を意識して進めています。今後，その点につきましては，さらに進め

られるように実施してまいります。 

 

（委員長）３ページの内容の中で，情報の積極的な発信で鈴鹿市教育委員会のフェイス

ブックがありますが，これを私は時々見るのですが，非常に教育委員会のことが良

く分かる良い取組だと思います。これは教育委員会から市民への情報発信ですが，

市民から市民への情報発信ということで，まちの人の声で「こんなことで子どもが

頑張っているよ」とか「上手に登校しているよ」等といった，子どもの良いところ

を見つけて発信できる手段，または，教育的にできないことに関して市民が取り組

んでいただいている良い事例等を，教育委員会が拾い上げて発信する等の取組をし

ていただくと，より一層，市民と教育委員会が一体になると思いますので，検討を

よろしくお願いします。 

 

（福嶋委員）奨学金についてですが，現在，鈴鹿市の奨学金での支援をしている現状と

して，足りない状況なのか足りているのか，どのような状況なのでしょうか。 

 

（学校教育課長）鈴鹿市の奨学金は，天野奨学金という制度がありますので，その状況

を申し上げます。現在，継続者が２９名，新規が２７名，合計で５６名。金額にし

て６３８万４，０００円の奨学金が支給されています。この奨学金につきましては，

故天野修一氏の遺族の寄付に基づいて設立された奨学金で，保護者が市内に在住し

ており，学業成績優秀で，かつ学費に困っている高校生，高等専門学校生，短期大

学生，大学生に対して無償給付することで，有為な人材を育成しています。無償給

付というところが特徴でありまして，毎年，応募がたくさんあり，ねらいにかなっ

た運営がなされていると考えています。なお，他にも鈴鹿市以外の事業がございま

して，高校生は他の事業も使っています。奨学金については適正な執行であると考

えています。 

 

（教育長）少しよろしいですか。非常に具体的な中身の御意見をいただいているように

思いますが，今日は，「こういう取り組みで良いですか」という報告ですので，そう

いう視点で御意見をいただけるとありがたいと思います。 
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（下古谷委員）例えば，３ページのⅢの（２）の安全安心な学校づくりということです

が，同じ項目が複数の課から上がってきています。目的は一つだと思いますので，

そこにたどりつくために各課で協力をするのか，独自で事業を行っていくのか，ど

のような形で提案されているのか教えてください。 

 

（教育総務課長）アクションプラン自体は，教育振興基本計画に基づき，一年間の教育

委員会の取組を網羅的に整理させていただいていますが，各課で説明させていただ

いたものについては，それぞれの課が責任を持って事業をやりますというものです。

これについては，私どもから校園長会を通じて学校へ周知させていただくものでご

ざいまして，細かい取組について報告をさせていただいたということでございます。

当然，各課で協力はさせていただきますが，この課がこの部分の責任を持つという

意味があります。 

 

（委員長）アクションプランの数値目標についてはどうでしょうか。 

 

（伊藤委員）この数値目標は，もっと低くても良いと思います。例えば，少人数教育の

部分では５０％という真ん中にこだわっているようですが，実現可能な数字を出し

ていただくと達成感があるのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 

（教育総務課長）この目標値については，総合計画の数値を使っているものもあります

し，それ以外の数値は，独自の数値を設定しているものもあります。数値ありきと

いうことではなく，その目標に近づけるように取組を推進していくということです。

ただ数値については，中長期的に見る必要性もありますのであまり変えていません。

頻繁に数値を変えると，分かりにくいということもあります。中には悩ましい数値

もあるかとは思いますが，極力，中長期で見ることができるような形をとっていま

す。 

 

（委員長）前年度や前々年度と比べるという観点からは，数値を変えるのはいかがなも

のかということはあるので，平成２５年度についてはこれでよろしいかと思います

が，検討していただきたい点があります。例えば，不登校をなくす取り組みでは，

１.５０％から１.３０％ということになっていますが，一般的に見てピンとくるの

かということです。去年も指摘したと思いますが，この数字は小・中学校の状況を

セットで算出していると思いますが，実際に全国では，中学校では３５人に１人程

度の不登校の出現率で，小学生では３００人から２８０人に１人程度であると思い

ます。何人に１人というような，例えば３０人に１人とか４０人に１人というよう

に，数値を分かりやすくした方が良いのではないかと思います。小・中学校で，も

し中学校の方が深刻であるなら，とりあえず中学校だけの数値を取り上げて，もっ
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と分かりやすくする必要はないのかと思います。小学校と中学校では発生率に８倍

から１０倍ぐらいの開きがあると思いますので，一緒にするとピンと来ませんので，

そういったあたりの表し方を御検討いただければと思います。また，教職員の研修

の充実の部分では，参加数が２，４００人から２，５５７人になっていますが，比

べるために必要だとは思いますが，参加の人数では実施した回数や規模によって，

何人程度集められるかが違ってくると思います。ですから，前提条件が違うものを

比べるのではなく，先生一人あたり年間何回参加したのかというような数値を指標

とするのも一つの方法ではないかと思います。また，豊かな心の育成の道徳教育の

充実というところで，この指標が，学校の決まりを守っている児童生徒の割合とな

っており，現状は５０％で今年度６０％にするとあります。一般的に学校の決まり

には，廊下を走ってはいけないというものから，生徒手帳に書かれていることまで，

一口に決まりといってもそれには幅があると思います。それを調査で聞いた時に守

らなかったかということで数値化するのですが，これで良いのかという気がします。

例えば，道徳教育の充実であれば，１年間３５時間の道徳の時間に，実際に副読本

の心のノートを使って授業を実施している時間というような，学校の道徳の授業の

時間をきちんと実施しているかという指標も良いのではないかと思います。これは，

今後の課題ということで結構ですが，これまで使ってきたからこれが良いというこ

とではなくて，また，これを使いつつも他の指標を考えて行くというようなことも

検討してほしいと思います。 

 

（教育長）今までも変えたほうが良いというものは少しずつ変えています。ただ教育総

務課長が言いましたように総合計画や教育振興計画に設定されているものについて

は，それを示していく必要があります。変えていけるところは変えていこうと考え

ており，今後についてもきちんと検討していきますので，よろしくお願いします。 

 

（伊藤委員）全体のイメージとしてですが，このアクションプランは，以前から色々と

御説明いただいておりますが，各課の取組をこのように具体的にお示しいただいた

のは，今までになかったのではないかと思います。それも，４月の第１回目に，平

成２５年度はこのように取り組んでいくということで，ここにお見えになる方々の

熱意を非常に感じさせていただきました。今後も勉強させていただきたいと思いま

すので，よろしくお願いします。 

 

（福嶋委員）指標の話になりますが，いじめをなくす取組に関する指標は，昨年は，「い

じめの受理件数」になっていましたが，今回は「いじめをやめさせる行動をとると

答えた人数」に変わっています。これもどういう指標を取るのかが悩ましい部分な

のですが，検討された結果であると思います。これについては，今，大きな社会問

題でもありますので，この指標にした理由を教えてください。 
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（青少年課長）件数というのは年によって前後します。これは０件を目標にして取り組

んでいく指標でありますが，些細なことから大きなことまで，客観的に判断できな

い要素が多分にあるのではないかと思います。そこで，昨年のいじめの問題から反

省しまして，子どもたちが自分たちでいじめている者，いじめられている者，傍観

している者，はやしたてる者等がいるわけですが，やはり，みんなでやめさせてい

くという子どもたちの力を育てていきたいと思いまして，その観点で設定させてい

ただきました。 

 

（福嶋委員）見方や立場によって目標は様々に変わってくると思うので，本当に良くお

考えいただいていると思います。 

 

（下古谷委員）意見ではなくお願いになりますが，４ページの指導課の部分ですが，中

央の特色ある学校づくりの推進の（５）理数教育の充実の中で，「鈴鹿高等専門学校」

となっている部分に「工業」を入れて「鈴鹿工業高等専門学校」としてください。 

 

（教育長）失礼しました。 

 

（福嶋委員）先ほど下古谷委員が言われたように，具体策は各課で作成されていますが，

双方が重なる部分がたくさんあります。ひょっとしたら，その部分が一番難しいの

ではないかと思っています。なるべく双方の課で協議していただいて，そういった

部分も充実して頑張っていただきたいと思います。皆さんの意欲を感じています。 

 

（委員長）各課の取組みについて非常に良く分かりました。これに沿って取組をお願い

します。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「鈴鹿市立幼小中学校（園）コンプライアンス推進大綱について」をお願いしま

す。 

 

（教育次長）それでは，私からは，報告事項の２番目「鈴鹿市立幼小中学校（園）コン

プライアンス推進大綱」について，説明申し上げます。８ページを御覧ください。

これまで，鈴鹿市は平成２２年１０月に鈴鹿市コンプライアンス推進大綱を定め，

鈴鹿市職員があらゆる局面において，コンプライアンスを重視していくことを明ら

かにしました。教育委員会としましては，教育を取り巻く厳しい状況を受けて，さ

らに，鈴鹿市内の教職員が保護者・地域に信頼される学校づくりを進めるにあたり，

取り巻く環境の変化を敏感に察知し，法令や社会規範の遵守のみならず，その背後

にある社会的要請を見据えながら，教育委員会と学校・幼稚園が組織一体となって

取り組むため，いわゆる学校版のコンプライアンス推進大綱を定めることといたし

ました。このコンプライアンス推進大綱を定めるにあたり，長谷川教育長以下，教

育委員会事務局の課長や幼小中学校長会会長，園長会長，教頭会長，幼稚園，小・
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中学校の教諭代表等１３名の委員からなる鈴鹿市幼小中学校（園）コンプライアン

ス推進委員会を設置し，昨年の８月から４回にわたりこの委員会を開催し，推進大

綱制定に向けて検討してまいりました。この推進大綱では，始めに「１ コンプラ

イアンスとは」におきまして，学校・幼稚園でのコンプライアンスの定義をしてい

ます。続いて，「２ 基本方針」におきまして，教職員として取組むべき基本的な姿

勢を明らかにしています。３点目の「３ 行動規範」におきまして，教職員が常に

意識するべき行動規範を６点掲げています。今後は，このコンプライアンス推進大

綱をもとに，市内の各学校・幼稚園の全ての教職員が行動するよう教育委員会とし

て働きかけてまいります。また，このコンプライアンス推進大綱をもとに，さらに

具体的な場面を想定して教職員が行動するためのハンドブック等を作成していくよ

う考えております。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。 

 

（福嶋委員）ハンドブックとは，どんな中身になるのでしょうか。具体的な場面を設定

して対応方法を明示するようなものですか。 

 

（教育次長）具体的な場面，例えば，体罰の禁止であるとか，セクハラ・パワハラ等の

ハスメントの禁止，飲酒運転の防止等の交通法規の順守等，そういう具体的な場面

を想定して，教職員が日ごろから行動するべきものを具体的に表していければと考

えています。 

 

（下古谷委員）学校の教職員の方々が実際に記入するアンケート等は考えていませんか。

様々なガイダンスやハンドブックを配布することは理解できますが，それに対して，

例えば「私はいじめをしていません」といったような，宣誓書や誓約書ではありま

せんが，そのようなものを記入するようなことは考えていますか。 

 

（教育次長）アンケートのような具体的なことではありませんが，例えば，交通事故を

無くすためにこのような取組を行うとか，教職員として実施しておくべきことや実

施できること等を，各学校の取組の中で明らかにできるのではないかと思っていま

す。 

 

（下古谷委員）私どもの学校では，各先生が「何々はしていません」という書面を書い

ています。そして署名をして提出するという形をとっています。 

 

（教育次長）今すぐ，そのようなことを行うということではありせんが，参考にさせて

いただきたいと思います。教職員がやらされているのではなく，自ら行動して守っ

ていくものにしていきたいと思います。 
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（下古谷委員）私たちが書いた中身には，「私は同僚が体罰をしているところを見たこと

がある」とか「見たことがない」といったようなこともありましたので，いじめ等

の事象を把握するための一つの資料になると思います。 

 

（伊藤委員）これは，鈴鹿市立幼稚園と小・中学校となっていますが，教育委員会は，

私学振興の補助をしていますので，私立の幼稚園等に同じようなコンプライアンス

の遵守をお願いすることはできないのですか。 

 

（教育次長）私どもが考えておりますのは，鈴鹿市立の幼稚園，小・中学校ということ

になります。 

 

（伊藤委員）それでかなり教職員の意識が高くなるのであれば，せっかく市が補助金を

出していますので，お願いするのも良いのではないでしょうか。 

 

（教育次長）あくまでも鈴鹿市の教育委員会が管轄していますのは，鈴鹿市立の幼稚園，

小・中学校ですので，その範囲内で考えています。 

 

（委員長）先ほどの福嶋委員の質問への教育次長のお答えで，この大綱を策定した背景

が，セクハラ・パワハラや体罰等の禁止であるということが分かりましたが，この

大綱では，いきなり「コンプライアンスとは」と始まりますので，例えば，先生方

に具体的な問題があるという状況からコンプライアンス大綱を策定したといったよ

うな状況があったのですか。推進委員会を８月から４回開いたということですので，

体罰のことがあったから急に策定することになったのではないことはわかりました

ので，先見の明があり，素晴らしいことだと思いますが，状況分析的にはどうなの

ですか。 

 

（教育次長）何か問題があったからということではなく，厳しい状況はございますが，

信頼される学校づくり，開かれた学校づくりを進めている中で，やはり教員として，

法令や社会規範をきちんと守って，子どもたちが主である学校ですから，そこに対

してどういう行動を取るのかということを，一度明らかにしておく必要があるとい

うことで作成しました。これまで鈴鹿市のコンプライアンス推進大綱ということで，

市の職員に対するものはありましたが，やはりそれだけでは足りないということで，

鈴鹿市の先生向けに作った方が良いということで考えました。ですから，何か体罰

があったから作ったということではありません。 

 

（委員長）私が言いたかったのは，何か先生方の体罰があったから作ったのではないか

ということではありません。もちろん報道等にあるようにセクハラ等があるのは事
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実ですが，そうではなく，先生方の社会的信頼，市民の信頼に応えるためにこうい

うものを作ったということが，前段としてあれば良いのではないかと感じてお尋ね

しました。少し唐突に感じましたので。 

 

（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，３番目の

「不登校児童生徒への対応について」をお願いします。 

 

（人権教育課長）それでは，私からは「不登校対策について」説明申し上げます。資料

１０ページを御覧ください。今年度から，鈴鹿市の教育相談窓口を子ども家庭支援

室に一元化することになりました。これに伴い，教育研究所の業務を移管し，人権

教育課が不登校対策の担当課となりました。不登校対策の方針を提示したり，実態

把握や学校への情報発信を行ったりして参ります。それでは，不登校対策にどのよ

うに取り組んでいくかを説明いたします。まず，学校における取組で最も重要なこ

とは，未然防止として，不登校を生まない魅力ある学校づくりを進めることである

と考えます。学校が，子どもが安心して過ごす居場所となるよう，集団づくりを進

めます。また，すべての子どもが生き生きと活動する授業づくりや行事づくりを進

めます。これは，学力保障や特色ある学校づくりの取組であり，人権教育や日本語

教育，特別支援教育の取組でもあります。次に不登校の対応についてです。まずは，

２の初期対応が肝心です。初期段階での早期発見と早期対応が鍵となります。その

ため，月３０日以上の欠席数の報告だけでなく，月に５日以上の欠席となった場合

に，学校から報告することとしました。さらに，指導主事の学校訪問により，児童

生徒の状況調査を行います。情報収集を適切に迅速に進めることが大切であると考

えます。不登校の子どもの状況を共有し，支援方法を検討するため，不登校対策連

携会議を月２回開催します。状況に応じて，人権教育課から学校に働きかけ，子ど

も家庭支援室の相談につないだり，県のスクールカウンセラーによる相談を行った

り，心のサポーターによる登校支援を行ったりします。次に，登校が困難になった

場合，３の自立支援を行うことについてです。学校が子ども家庭支援室に相談をか

け，臨床心理士によるアセスメントを行います。必要に応じて，関係者による支援

ケース会議を開催し，共通認識のもとに取組を進めて参ります。具体的な支援方法

としましては，適応指導教室の「けやき」「さつき」で学習活動や相談を行ったり，

引きこもりの状態にある子どもには，心のサポーターやドリームフレンド等による

家庭訪問を行ったりします。また，保護者が子育てについて相談したり，交流した

りする場として「ほっとサロン」を開催します。家庭では子ども家庭支援室に様々

な相談をかけていただきながら，子どもの状況に応じて，自立に向けた取組を進め，

学校や社会への復帰を支援して参ります。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。 
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（下古谷委員）小学生が仮に不登校になっていったときに，親としては，学校がこのよ

うな対応をしていただいているということを知る機会というのは，学校から配られ

るプリントぐらいしかないのでしょうか。他に，不登校になった時にはどこに相談

したら良いのかという情報は，どういう手段で入手できるのでしょうか。 

 

（人権教育課長）学校に子どもが通っていて，学校の先生が，一番，普段から子どもの

関わりをしていますので，不登校の状況が見られた場合には，保護者との相談をし

て，スクールカウンセラーにかかってみるという方策をしたり，朝の登校の働きか

けを職員の方でサポートしたり，学校によっては別室登校という部屋を確保して職

員が対応したりする等，保護者の方と子どもの状況に応じて相談を進めながら対応

していくということです。 

 

（下古谷委員）ニュースでもありましたが，小・中学生合わせて約１，０００人の行方

不明者がいるということですが，保護者の側が学校からの情報を拒否した場合には，

非常に学校としては手助けをすることが難しくなってくるような気がします。親に

対して，学校から子どもさんが不登校の状態になっているので，このような方法で

アシストしましょうということを言っても，親が放っておいてくださいということ

になると，その子どもはずっと学校へ行かないことになるのでしょうか。 

 

（人権教育課長）そういう保護者の方は，必ず悩みを持っていらっしゃると思います。

市の方で教育相談窓口を一元化したのは，複合的にその要因を抱えていらっしゃる

場合が多いですし，個々の状況をしっかりと把握しながら実施することが重要とな

るからです。そのために子ども家庭支援室があるということです。学校としまして

は，学校だけでの解決を目指すのではなく，子ども家庭支援室につなぐことにより，

福祉的な支援も行えますし，専門的な部分の支援を行えます。そういったことを，

臨床心理士のアセスメントを通じて総合的に行える強みを御理解いただけるように

説明して，事業を進めてまいりたいと考えています。 

 

（委員長）教育相談窓口が教育研究所から子ども家庭支援室に移ったのは，大きな変更

だと思います。１５人にスタッフも充実していただいておりますので，そういった

ことを，広報すずかにチラシを入れる等して，保護者をはじめ全ての方にお知らせ

していただければと思います。 

 

（人権教育課長）これから配布される広報すずか５月５日号において，２ページの特集

で，子ども相談窓口の一元化として，啓発・御案内を掲載する予定ですので，そち

らで市民の方々には御覧いただけるものと考えております。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の不登校児童生徒数は，どれくらいの人数がいて，通年でどのよう



２７ 

 

な変化をしていて，全国的に見てどのような特徴があるのかを教えてください。 

 

（人権教育課長）鈴鹿市のデータは平成２４年度のデータが出ており，県や国のデータ

は平成２３年度のデータとなっていますが，参考までに御紹介します。平成２４年

度，鈴鹿市の小学校では６６人，出現率と言いまして全体に占める割合は０.５４％，

中学校では２２６人，出現率は３.７４％です。これに対しまして，平成２３年度，

三重県の小学校の出現率は０.３４％で，鈴鹿市の方が０.２％高い状況です。また

国ついては０.３３％ですので，国と県はほぼ同じ状況です。中学校については，繰

り返しになりますが，鈴鹿市は３.７４％，平成２３年度になりますが県は２.７４％

で１％のポイントの差があります。また，国については２.６４％ですので，こちら

も国と県は，ほぼ似たような数値になっています。小・中学校全体で見ますと，鈴

鹿市の場合は，２９２人で１.６％，平成２３年度の県は１.１６％，国は１.１２％

となっています。経年では，鈴鹿市の小学校では，平成２０年度０.３５，平成２１

年度０.３９，平成２２年度０.４８，平成２３年度０.５４，平成２４年度０.５４

ですので，少し増加してきている傾向にあります。中学校についても，平成２０年

度３.１４，平成２１年度２.９５，平成２２年度３.４４，平成２３年度３.９０，

平成２４年度３.７４ですので，少し上下はありますが，増加傾向にあります。特徴

ということですが，国や県に比べますと鈴鹿市は残念ながら不登校の数が多いとい

うことになります。もう一つ，不登校になったきっかけという状況がありまして，

こちらを見てみますと，こちらは国と同じような傾向が出ています。学校に関係す

る状況の中で，小学校も中学校も友人関係をめぐるところから不登校になったと考

えられるのが約３割。そして，学業の不振と考えられるのが約３割ということで，

この２つの要因が大きく関係しているという特徴が鈴鹿市でも言えます。また，家

庭に係る要因を見てみますと，小学校については親子関係が約７割を占めていて，

中学校については親子関係が約４割，家庭環境の変化が約４割となっています。ま

た，本人の状況から見られることについては，無気力の状態からなっていったとい

うのが全体の４分の１を占め，続いて，遊び・非行，それから情緒的な混乱という

のが１３％程度となっています。これは，全国的な傾向と一致しています。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市は現状として多くて，徐々に増えてきているということですので，

より一層頑張る必要があると思います。 

 

（下古谷委員）鈴鹿市は他に比べて高いというのは，外国籍の方が多いことと関係はあ

りませんか。 

 

（人権教育課長）外国籍の子どもについては，今はデータを持ち合わせておりませんが，

大きく影響しているとは考えていません。 
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（伊藤委員）不登校までいかなくても，不登校ぎりぎりぐらいのところで子どもを学校

に行かせている家庭もあるのではないかと思います。一般的なことについては広報

等で周知すれば良いと思いますが，今私たちが受けたような説明を小・中学校の保

護者がみんな知っているということが大切ではないかと思いますので，このような

資料を配布する予定はありませんか。このようなシステムで４月から動いていると

いうことを，小・中学生の保護者に対して周知徹底していただきたいのですが。そ

うすると，不登校ぎりぎりで学校へ行かせていて不安をお持ちの保護者が，事前に

相談に行ったりすることもできると思いますし，子どもへ過剰に神経をとがらせる

ようなことも無くなるのではないかと思います。 

 

（人権教育課長）学校の方へも，校長会等において働きかけをしまして，さらに保護者

の方に安心していただけるように，啓発を進めたいと思います。それと同時に，先

ほど説明いたしました広報すずか５月５日号においても，カラー刷りでかなり大き

く子ども家庭支援室の相談体制を充実することを説明していますので，こちらでも

かなり知っていただけるのではないかと思います。 

 

（子ども家庭支援室長）不登校については，今回，子ども家庭支援室に相談業務が移管

され，今現在，毎日のように家庭訪問を行っています。なぜ不登校の相談が福祉の

機関に来たのかというと，家庭の問題で学校に行けていない状況があるからです。

鈴鹿市は，若い家庭や母子家庭が多く，また，企業も多いので転入の家庭等も多い

状況で，周りに支援者がいない，そして孤立している状況があります。そこで子ど

もが行き渋っているときに，保護者は何とかしたいと思っていても，なかなか相談

するところが無いという状況でしたので，私たちは出向いて行くことをとても大切

にしています。このようなことから，これまで，心のサポーターが学校へ配置され

ていましたが，その配置時間を少し削りました。今までは，学校に７，０００時間

配置されていましたものを，今年度から４，２００時間の配置に減らして，残りの

２，８００時間は家庭に出向いて行く時間にさせていただきました。子ども家庭支

援室には不登校に専門に対応する教員を１名配置していまして，その教員と心のサ

ポーターが一緒になって，どんどん家庭に出向いて行って子どもを誘ってくる，時

には子どもを公用車に乗せて学校へ送っていくこともありました。先日は，学校か

ら子どもが来ていないという連絡をいただきましたので，お宅の方へ訪問させてい

ただきましたら，昼から学校へ来たということもありました。「市役所です」と言い

ながら，「学校に行っていないと聞きましたが，どうしているのかと思って心配して

来ました」というように声を掛けたところ，昼から中学校の子どもが学校へ来たと

いうものでした。そういうお子さんもまだまだたくさんいますので，教育委員会と

福祉が連携して，不登校を減らしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（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，４番目の
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「平成２５年度鈴鹿市考古博物館催し物案内について」をお願いします。 

 

（考古博物館長）それでは，私からは，報告事項の４番目「平成２５年度鈴鹿市考古博

物館催し物案内」について，説明申し上げます。１１・１２ページを御覧ください。

平成２４年１月から１２月の間に鈴鹿市内で行われました発掘調査の成果を，３月

２２日（金）から６月２３日（日）まで，速報展「発掘された鈴鹿２０１２」とし

て，現在，展示紹介しております。また，展示期間中，５月１８日（土），６月９日

（日）の２日間，スライドによります遺跡の紹介を当館職員の説明により行う予定

をしています。次に，７月１３日（土）から９月１日（日）まで，夏休みの児童向

けに企画展「小さきものたち－にんぎょうのれきし－」として，土偶等による展示

の紹介を行います。それに伴って，展示期間中の７月１５日（月）には「古代の祭

りとひとがた」と題して斎宮歴史博物館の学芸員であります船越重伸先生をお招き

して講演会を計画しています。引き続き，９月２１日（土）から１１月２４日（日）

まで，特別展「伊勢湾をめぐる交流」として伊勢湾の海運流通により伝えられた埴

輪，土器等，様々な物や技の流れをとらえた特別展示を計画しています。これにつ

きましても，展示期間中の９月２８日（土）には「三河湾と伊勢湾」と題して，講

演会を日本福祉大学名誉教授であります福岡猛志先生をお招きして開催を予定して

います。また，平成２６年１月１１日（土）から３月９日（日）には，企画展「中

津式－転換期のかたち」として縄文時代後期初頭の「中津式」とその周辺の縄文土

器を展示紹介いたします。これにつきましても，展示期間中の１月１８日（土）に

は「中津式のデザイン」との演題により，奈良文化財研究所研究員であります石田

由紀子先生を，また，３月１日（土）には「三重の縄文文化」との演題により，三

重県埋蔵文化財センター活用支援課長であります田村陽一様を講師に迎えて関連講

演会を予定しています。最後に，毎年の報告展示として，平成２５年中に鈴鹿市内

で行われました発掘調査の成果を平成２６年３月２１日（金）から６月２２日（日）

まで，速報展「発掘された鈴鹿２０１３」として開催を計画しております。また，

例年，夏休み子ども体験博物館として，７月２３日（火）から８月３１日（土）の

間，勾玉，土笛づくりや火起こし体験など体験講座を，秋には，「お月見ミュージア

ムコンサート」を９月２１日（土）に計画しております。その他，博物館入門講座

を年２回，寺院・官衙シリーズ講演会を同じく年２回行うほか，年間を通じて，体

験講座として勾玉，土笛，とんぼ玉，つるでカゴやランプシェードを編む等の体験

講座を今年度も行っていく予定でございます。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。 

 

（委員長）１２ページの体験講座ですが，これは子どもたちにとても人気のある良い講

座だと思いますが，希望があれば夏休みに学校へ出向いて実施するということは今

までには無かったでしょうか。 
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（考古博物館長）夏休みには，子どもさんが考古博物館へお越しいただいて体験してい

ただいておりますが，普段の時期に，今年度に入ってからも，井田川小学校からお

声を掛けていただきましたし，今日も白子小学校へ出向いて出前講座を実施してお

ります。 

 

（委員長）夏休みでも，皆さんが考古博物館へ行っていただけるわけではないので，出

前講座も実施していただけたらと思います。 

 

（福嶋委員）先ほど，郷土の歴史を知るという目標もありましたが，これから考古博物

館が果たす役割というのは大きなものがあると思います。特に鈴鹿市というのは，

東西の文化が融合するところであり，土器一つをとっても，そういう文化の交流が

わかると思いますので，どんどん率先して，出前授業についてもそうですが，学校

の先生方にも利用していただくようにお願いしたいと思います。 

 

（委員長）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，毎回の定例会におきまして，様々な教育課題の中から

今日的なテーマを選んで協議しています。今回は「これからの研修計画について」

協議していきたいと思います。それでは，担当課の御説明をお願いします。 

 

（教育研究所長）それでは，その他事項の１番目，「今後の研修計画」について，説明申

し上げます。１ページを御覧ください。先ほどアクションプランの説明でも申し上

げましたが，平成２５年４月から，教育研究所は，教育研究部門を強化し，鈴鹿の

教育の質の向上を支える，教育の専門機関としてスタートすることになりました。

その主な役割は，大きく「教職員研修センター」「教育研究・教材開発センター」「教

育情報センター」「適応指導教室の運営」の４つが挙げられます。では，第１の「教

職員研修センターとしての役割」として，今後の教職員の研修計画について説明さ

せていただきます。教育基本法第９条において，「学校の教員は，自己の崇高な使命

を深く自覚し，絶えず研究と修養に励み，その職責の遂行に努めなければならない」

と定められており，また教育公務員特例法第２２条においては，「教育公務員には，

研修を受ける機会が与えられなければならない」とされております。学校教育の充

実・発展は教員の資質向上とその意欲的な実践にかかっているといっても過言では

ないことから，教員の資質の向上を図るための研修の機会や場を保障していくこと

は，重要な教育施策であると考えています。そこで今年度の研修システムについて

は，３つの視点で見直しを図りました。まず，「研修体系」についてです。従来は，

２０ほどの研修講座を，経験年数に関係なく開催しておりましたが，教職員は経験

を経るに従い，学校の組織の中で果たす役割等が変わり，そのめざす教師像や求め

られる資質能力等も違ってくることから，ライフステージに応じた研修講座を開催
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することにしました。教職経験年数初年度から５年目を「基礎形成期」としてステ

ージⅠ，６年目から１０年目を「向上期」としてステージⅡ，１１年目から２０年

目を「充実期」としてステージⅢ，２１年目以上を「発展期」としてステージⅣと

し，お手元の資料のように，ライフステージごとのめざす教師像と求められる資質

能力を明確化し，教職員のライフステージに応じた継続的，計画的な研修を実施で

きるように講座を設定しました。次に「研修内容」についてですが，教育委員会の

各課が連携して研修講座を企画し，本市の重点教育課題に対応したものや学校にお

ける研修の充実に結び付くもの，また，若手教職員が増加していることから若手教

職員育成のための研修や，学校組織マネジメント研修を中核とした管理職研修の充

実といった点に留意しました。まずは，講座内容から，「授業力向上研修」，「専門研

修」，「管理職研修」の３つの構成で研修講座を組みました。また従来は単年度で研

修講座の計画を行っておりましたが，今回は３年間の見通しを持って計画を立てま

した。つまり平成２５年は「浸透」を図った教育内容が，平成２６年には「定着」

し，平成２７年には「確立」していくことができるといった段階を踏んでいけるよ

うな研修講座の内容にしました。さらに，「社会の変化への対応の観点から教科等を

横断して取り組む事項」として挙げられているものの中から，平成２５年には「キ

ャリア教育」，平成２６年は「食育」，平成２７年は「情報教育」を重点課題として

研修講座を企画しております。最後に，「会議・研修会の精選」の視点からですが，

教職員の研修時間の確保と研修への意欲向上を図るため，これまでの担当者会議及

び研修会を精選した結果，昨年度合計約８０回の各担当者会議及び研修会を，今年

度は５０回程度に減らす予定にしています。このように，「研修体系」「研修内容」「会

議・研修会の精選」の３つの視点で研修システムを見直し，ライフステージに応じ

た鈴鹿市の教職員の資質の向上に向けた研修システムを構築し，今年度から別紙の

資料のとおり研修講座を実施していきたいと考えております。以上でございます。 

 

（委員長）ただいまの説明に対し，御意見等がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（伊藤委員）今までと今回の大きな違いというのは，現役の先生が講師となって，若手

の先生を教育・研修していくと受け止めて良いのでしょうか。 

 

（教育長）この研修を見直したのは，私が今までの研修で受けた感覚として，予算を取

るためにどういう研修をしたら良いのか，予算を取ってそれに基づいてどういう研

修をしたら良いのかという，いわゆる，単年度単年度の目先の問題だけをとらえて

研修をしようというように感じたからです。実際に担当としてはそうではなくて，

戦略的な考え方を持っていたかもしれませんが，私はそう受け止めました。ですか

ら，そうではなくて，計画的，戦略的な人材育成をするべきであるということから，

３年間という期間で，どのように人材育成をするのかという点を考え直していただ

きました。その上で，鈴鹿市の先生の中にもしっかりした人材がいらっしゃいます
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ので，基本はそういう人材を活かしながら自分たちで研修をするのが一番良いので

はないかということを考えました。そのために，勉強に行っていただいている方も

いらっしゃいますので，持ち帰っていただいて，先生方に講師となって研修してい

ただく，力のある方が若手を育てていく，そういうことが一番良いのではないかと

思い見直していただきました。 

 

（下古谷委員）３番の会議・研修会の精選の部分で，研修時間の確保や意欲向上を図る

のであれば，回数を増やした方が良いのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 

（教育研究所長）以前は，例えば食育や情報教育といった分野を担当している先生に対

して，担当者会議ということで，各課が別々に招集をかけていたことがありました。

そうすると先生方は，そのときは出張となり，子どもたちを急いで下校させて，あ

わてて来なくてはいけないということがありました。そういったことをゼロベース

から精選をしまして，子どもに向き合う時間の確保を図るということで行いました。

そして，せっかく出て来ていただいたときには，しっかりと研修をしていただくと

いうことで，例えば食育担当が出てきたときには，食育の先進的な事例等を学んで

いただく等，会議の回数を少なくして研修の充実を図ったということです。 

 

（福嶋委員）そうすると，一番新しい教師の方が１年に何回くらいの研修を受けること

になるのですか。 

 

（教育研究所長）中学校では特に専門性がありますので，教科に応じて１回から２，３

回，また，希望されればステージⅡでもⅢのところも受けていただくことはできま

す。個人によって変わってきますが，何回でも受けていただければ良いと考えてい

ます。 

 

（福嶋委員）カリキュラムが用意されていて，自分で希望して選んで受講するという形

式ですか。 

 

（教育研究所長）そのとおりです。ただし，ステージⅠの方はⅠの研修を必ず受けてい

ただくように，こちらからも働きかけていくようにしています。 

 

（福嶋委員）受けた成果については，どのように点検していくのですか。 

 

（教育研究所長）いずれはしていかなければならないと思っています。現在は，今後に

活かせるかどうか等について，アンケートは必ず取るようにしています。また，今

後３年間の課題になりますが，どのように活かせたのかということも，考えていか

なければならないと思っています。研修ブックのようなもので，個人的にどのよう
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に活かすことができたのかを記録するものも作っていけたらと思っています。 

 

（福嶋委員）教育委員会だよりの「遥か」ですが，随分変わったという印象があります。

これは，どういう方へ配布されていますか。 

 

（教育研究所長）今までは学年に１枚程度でしたが，去年から全教職員へ配布すること

にしました。また，内容も校内研修に活かしていただけるようなものにするよう方

針を変更して，最新の情報や学習指導要領の浸透を図ることができる内容にしてい

ます。これは，先生方に非常に好評で，「必ず取ってあるんですよ」というようなこ

とも聞いています。 

 

（福嶋委員）以前は実施したことの報告のような感じでしたが，現在は戦術的なイメー

ジでとても良いなということと，ある意味，先鋭的な感じを受けていまして関心を

持って拝見しています。 

 

（委員長）市内の先生にとって身近な方が講師になっており，内容も具体的なものにな

っていますので，すぐに明日からの指導に活かせるような内容になっているのでは

ないかと思います。また，専門研修の部分でも，今一番課題となっている，命や人

権に関わるいじめや虐待，自殺，不登校等，本当に喫緊の課題が挙がっていますの

で，あとは一人でも多くの先生方に参加していただけるような手立てをお願いしま

す。 

 

（下古谷委員）この研修講座を拝見させていただいて，私も参加させていただくことは

できるのでしょうか。 

 

（教育研究所長）ぜひ，お願いします。 

 

（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，「５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）５月教育委員会定例会を５月２８日（火）午後２時から開催したいと

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。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので,５月教育委員会定例会を５月２８日（火）午後２時
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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４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。 

 

 

４月教育委員会定例会終了 午後５時４６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 


