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平成２５年６月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年６月２４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（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），参事兼図書館長（大籔宏紀），学校教育課副参

事兼学事グループリーダー（山田一郎），書記（片岡健二），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

 なし 

 

６ 報告事項 

（１）鈴鹿市立幼稚園再編整備計画について             (学校教育課) 

（２）平成２６年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項について      (学校教育課) 

（３）平成２６年成人式について                  （生涯学習課） 

（４）平成２５年度 鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会委員について 

（生涯学習課） 

（５）図書館アンケート調査結果報告について              （図書館） 

 

７ その他 

（１）教職員の健康管理について                  （教育総務課） 

（２）７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 ０人 

 

（委員長）それでは，平成２５年６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。本日は，議事案件がございませんので，報

告事項から進めさせていただきます。１番目の「鈴鹿市立幼稚園再編整備計画につ

いて」をお願いします。 
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（学校教育課長）それでは，私からは，報告事項の１番目「鈴鹿市立幼稚園再編整備計

画（案）」につきまして，説明申し上げます。２ページを御覧ください。「１ はじ

めに」でございますが，子どもたちにとって，幼稚園は社会参加の第一歩でありま

す。幼稚園でいろいろな子どもと出会い，集団の中で互いに影響し合って活動する

経験は，将来の社会を生き抜き，自立していく力となります。こうした幼児の確か

な育ちを保障するためには，一定数以上の園児数を確保し，適正規模の集団による

教育の場を提供することが重要であります。しかしながら，本市にも少子高齢の波

が押し寄せており，また，生活様式の多様化等の影響を受け，多くの市立幼稚園に

おいては，適正規模の集団による教育体制を確保することが困難になってきており，

幼児教育の過程における人格形成の上で，多くの人と関わり，協調性や向上心を培

うための教育環境づくりが，喫緊の課題となっております。そのため，平成２１年

１２月に「鈴鹿市立幼稚園の再編整備に関する答申」をいただきました。そこで，

本市の幼児教育の諸問題を解決し，各地域における就学前教育の環境整備を目的と

して，答申を基本としながら，本市の市立幼稚園の再編整備計画を策定しました。

次に「２ 再編整備及びその後の運営の基本的な考え方」でございますが，「（１）

集団教育の必要性」として，幼稚園教育は幼稚園教育要領総則にありますとおり「環

境を通して行う」ことが基本であり，適正な規模による教育が実施できる集団とい

う「環境」は，子どもの成長にとって最も大切なものであります。したがって，幼

稚園設置基準第３条に基づき，現行どおり上限３５人を１学級とし，また，原則と

して，再編整備後であっても現行の休園基準（１５人）を適用します。ただし，現

行では，母数の少ない地域においては１０人程度という基準についても今後も継続

していきます。また，園として４歳・５歳の２年保育を実施するについては，園と

して集団を維持できるよう考えてまいりたいと思います。次に「（２）２年保育の充

実」でございますが，市内の８園で２年保育を実施してきましたが，再編整備後の

市立幼稚園においては可能な限り，施設整備を図り２年保育を実施します。これに

ついては，その後の計画を御覧いただくとわかりますが，椿幼稚園と箕田幼稚園に

おいて２年保育を実施できるように整備してまいります。「（３）中学校区を単位と

した再編成」でございますが，市内の市立幼稚園は２３園で，３０小学校区全てに

配置されていないこと，どの中学校区にも就学前施設があり，保護者がニーズに合

わせて選択している実態や保幼小中の一貫した連携体制が必要で，義務教育終了ま

でを見据えて，再編規模は中学校区単位とします。中学校区に概ね１園程度とする

ことを基本とします。「（４）幼保の一体化」ですが，地域の対象児数が少なく就園

児数の確保が困難と予想される園や，一定の対象児数がいるものの就園率が低い園

については，公立保育所との一体化を目指します。これについては保健福祉部との

協議・調整が必要になってまいります。なお，今，法律等が変わってきていますし，

子ども子育て支援制度の動向を注視しながら，今後検討が必要になってくると思わ

れます。「（５）通園方法」ですが，保護者による送迎等を原則とし，通園バス等の

運行は行いません。これに関しましては，現状として，保護者の方々に遠方でも送
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迎をしていただいていることから，変更はしないということとさせていただきまし

た。「（６）保育所との役割分担の明確化」ですが，保育料は現行どおり一律とし，

保育所との役割分担を明確にするため，預かり保育は行わないこととします。「（７）

計画の期間」ですが，この計画期間は，平成２６年度から平成３５年度までの１０

か年とし，この間，期別ごとに詳細な計画を示して再編整備を行います。本日は第

１期の計画について報告させていただきます。ただし，社会経済情勢の変化や施設

の整備状況等によっては，計画期間の見直しを行うこともあります。次に「３ 各

中学校区での再編整備」ですが，中学校別に説明いたします。「（１）鈴峰中学校区」

ですが，現在この中学校区においては１園も開園できない状態となっていますので，

この地域においては何とか早く幼児教育の施設を整備してまいりたいと考えており

ます。よって，小学校区に他の受入施設の無い椿幼稚園へ統廃合し，４歳児の受け

入れも行い，その後将来的には，深伊沢保育所との幼保一体化を目指します。なお，

平成２５年度では３園とも休園となる状況にあり，速やかに統廃合を進めます。ま

た，深伊沢幼稚園と庄内幼稚園の施設については，隣接する深伊沢小学校と庄内小

学校の校地としますが，当該小学校の校地が十分確保されているため，公的な児童

用施設等への転換も可能なものとします。「（２）白鳥中学校区」ですが，白鳥中学

校区においては，２年保育を実施している加佐登幼稚園は，園児数が安定しており

ますが，施設の老朽化が進む石薬師幼稚園，５歳児の全体数が少ない井田川幼稚園

は，定員を大きく下回っております。このことから，適正規模の集団教育を実施す

るため，加佐登幼稚園へ統廃合します。なお，石薬師幼稚園の施設については，隣

接する石薬師小学校の校地とします。井田川幼稚園の施設についても，隣接する井

田川小学校の校地としますが，井田川小学校の校地が十分確保されているため，公

的な児童用施設等への転換も可能なものとします。「（３）平田野中学校区」です。

平田野中学校区の市立幼稚園は，２年保育実施の国府幼稚園と１年保育の庄野幼稚

園があり，両園とも定員を下回った状態が続いております。このことから，施設の

老朽化が進み，駐車場の少ない庄野幼稚園を，保育室に余裕のある国府幼稚園に統

廃合します。また，庄野幼稚園の施設については，隣接する庄野小学校の校地が十

分確保されていることと，すでに放課後児童クラブとしての利用があることから，

放課後児童クラブの施設として転換します。「（４）創徳中学校区」ですが，創徳中

学校区には，飯野幼稚園と牧田幼稚園があり，２年保育を実施している飯野幼稚園

は園児数が安定しております。また，牧田幼稚園もここ数年，３０人程度で推移し

ており，今後も安定した園児数が見込まれることから，存続させることとします。

「（５）神戸中学校区」ですが，神戸中学校区にある神戸幼稚園は，２年保育を実施

しており，定員を確保し安定しております。一方，河曲幼稚園と一ノ宮幼稚園は，

定員を下回っております。この地区は，私立保育園等の就学前施設が整備されてお

り，募集状況や施設設置状況から，河曲幼稚園を神戸幼稚園へ統廃合します。その

後将来的に神戸保育所と幼保一体化を目指します。なお，河曲幼稚園の施設につい

ては，隣接する河曲小学校の校地とします。また，一ノ宮幼稚園は，平成２５年度
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に休園になったことから近隣の一ノ宮保育所と速やかに幼保一体化を目指します。

「（６）天栄中学校区」ですが，天栄中学校区は，天名，合川，栄の３地区にまたが

っており，天名幼稚園と栄幼稚園があります。栄地区には，私立保育所が２園，私

立幼稚園が１園あるものの，栄幼稚園の就園率は４割弱程度で推移し安定している

一方，天名幼稚園は，対象となる園児数が少なく定員を下回っております。このこ

とから，天名幼稚園を栄幼稚園に統廃合し，将来的には，公立保育所としては小規

模である合川保育所と地域中央部に新築移転し，幼保一体化を目指します。また，

天名幼稚園の施設については，隣接する天名小学校の校地としますが，天名小学校

の校地が十分確保されているため，公的な児童用施設等への転換も可能なものとし

ます。「（７）白子中学校区」ですが，白子中学校区の市立幼稚園は，旭が丘幼稚園

と稲生幼稚園があり，ともに安定し対象幼児数も多く，今後も園児の増加が見込ま

れるため，現状のままで存続させることとします。「（８）鼓ケ浦中学校区」ですが，

鼓ケ浦中学校区の市立幼稚園は，２年保育を実施している白子幼稚園と１年保育の

愛宕幼稚園がありますが，両園とも定員を下回っております。さらにこの地域では，

私立保育園をはじめ，多様な選択が可能な状況にあります。このことから，就園率

の低い愛宕幼稚園を白子幼稚園に統廃合し，その後将来的に，白子保育所の改築に

合わせ，幼保一体化を目指します。また，愛宕幼稚園の施設については，隣接する

愛宕小学校の校地とします。「（９）千代崎中学校区」ですが，千代崎中学校区の市

立幼稚園は，玉垣幼稚園と若松幼稚園があります。また，この地区には公立保育所

として玉垣保育所がありますが，老朽化が著しく，建て替えが急務となっておりま

す。このことから，開園基準を下回っている若松幼稚園を玉垣幼稚園へ統廃合し，

その後，玉垣保育所の建替時期に合わせ，幼保一体化を目指します。また，若松幼

稚園の施設については，隣接する若松小学校の校地としますが，すでに放課後児童

クラブとしての利用があることから，建物を含む一部の用地を放課後児童クラブの

施設として転換します。「（１０）大木中学校区」ですが，大木中学校区の市立幼稚

園は，箕田幼稚園と長太幼稚園があります。両園とも近年，定員を下回る状態が継

続していますが，長太幼稚園については，築４２年を経過し，老朽化が進んでおり

ます。このことから，園舎が新しい箕田幼稚園に長太幼稚園を統廃合し，４歳児の

受け入れも行います。また，長太幼稚園の施設については，隣接する長太小学校の

校地とします。Ｐ７を御覧ください。資料として，中学校区別の再編整備計画の詳

細を記してございます。ここまで説明申し上げた内容に加えて，中学校区ごとに，

幼稚園，小学校，保育の状況，市立幼稚園の有無，適正化の手法を掲載しました。

これにつきましては，繰返しとなりますので，説明は省かせていただきます。次に，

別綴じの鈴鹿市立幼稚園再編整備計画（案）第Ⅰ期再編整備計画（案）について，

説明申し上げます。鈴峰中学校区と白鳥中学校区においては，平成２５年度におき

まして，加佐登幼稚園以外は全て休園となっておりますことから，他中学校区に先

駆けて第Ⅰ期再編整備計画として取りかかることといたしました。まず，鈴峰中学

校区の再編整備計画として，平成２５年度に庄内幼稚園及び深伊沢幼稚園を廃園と
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し，椿幼稚園に統廃合します。平成２６年度から椿幼稚園は開園し，２年保育を実

施します。ただし，平成２６・２７年度は５歳児のみの受け入れとし，施設整備完

了後の平成２８年度より２年保育を実施することとします。また，将来的に，深伊

沢保育所と幼保一体化を目指します。また，廃園となる庄内幼稚園及び深伊沢幼稚

園の施設は，隣接する小学校の校地としますが，公的な児童用施設等への転換も可

能とします。次に，白鳥中学校区の再編整備計画についてです。平成２５年度に石

薬師幼稚園及び井田川幼稚園を廃園し，加佐登幼稚園に統廃合します。加佐登幼稚

園は，従来どおり２年保育を実施します。また，廃園となる石薬師幼稚園の施設は，

隣接する小学校の校地とします。さらに，廃園となる井田川幼稚園の施設は，隣接

する小学校の校地としますが，公的な児童用施設等への転換も可能といたします。

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。 

 

（教育長）休園・開園の基準の説明で１０人を継続していくと聞えましたが，計画には

１５人としか書かれていませんので，基準は１５人でよろしかったですか。 

 

（学校教育課長）計画には１５人としか書いておりませんでした。今後は１５人という

ことです。失礼しました。 

 

（福嶋委員）大きな視野から教えていただきたいのですが，例えば隣の菰野町では，以

前から幼保一体化が進んでいて，私立の幼稚園は１園しかないと聞いています。そ

こで，鈴鹿市の場合は，幼稚園をめぐる環境として，他市と比べてどういう特徴が

あるのか教えてください。例えば私立幼稚園の定員規模等，鈴鹿市が持っている特

殊性を教えていただきたいと思います。こうやって拝見していると，とりわけ私立

の幼稚園へ行っているお子さんが多いのかなと思いますが，そのあたりの状況等を

教えてください。 

 

（学校教育課長）今，現在，私立幼稚園が何人かということは資料を持ち合わせており

ませんので申し訳ありません。本市の人口の急増期に，公立で補いきれない部分の

園児を，私立幼稚園の方で大幅に定員を増加して，施設等の拡充も含めて，就園年

齢に該当する園児の受け入れを進められたということを聞いています。 

 

（福嶋委員）将来的には，私立幼稚園との役割分担をどうしていこうと考えているのか

教えてください。なるべく私立幼稚園に通っていただいて，保護者のニーズに沿う

部分については，公立幼稚園を存続していくという考え方でよろしいのでしょうか。 

 

（学校教育課長）現在の状況を尊重すると同時に，各種の受け入れ施設がありますので，



６ 

 

その幅広い選択肢の中から保護者の選択を尊重させていただくというのが基本で，

公立幼稚園があえて私立幼稚園でカバーしていただいている部分にまで進出するこ

とは考えていない状況です。 

 

（福嶋委員）もう一つ，例えば保護者の傾向ですが，鈴鹿市の場合，共働き等により長

時間にわたって預けられるところを望んでいる方が多いのではないかと思いますが，

そのあたりの保護者のニーズは，どのような傾向があるのでしょうか。 

 

（委員長）私立と公立に対するニーズですか？ 

 

（福嶋委員）いえ。一般的な幼稚園に対して，「長く預かってくれる方が良い」とか「教

育内容をしっかりしていただきたい」とか「送迎バスがあれば良い」と言ったこと

についてですが。 

 

（学校教育課長）一般論でございますが，福嶋委員がおっしゃったような傾向も耳にし

ますが，公立幼稚園は幼稚園教育要領に従って４時間の保育という原則で実施して

まいりました。そうした公立の幼稚園，私立の幼稚園，公立の保育所，私立の保育

園を含めて，保護者の方々は，それぞれのニーズに合わせて施設を選んでいると聞

いております。公立幼稚園は公立幼稚園のスタンスでニーズに応えていきたいと考

えています。 

 

（福嶋委員）公立幼稚園が持っている良いところというのは，地元の方同士，良く顔を

知っている人が通って，そこで幼稚園で楽しく遊んで帰ってくるというところと思

って良いのですか。そういう部分を保護者の方も選択する一番のポイントにしてお

られるということでしょうか。 

 

（学校教育課長）今，福嶋委員の言われた通り，現状の良さという部分は，御指摘のと

おりだと思います。ただ，これはよく言われることですが，小学校は３０校あり，

幼稚園は２３園ですが，一番端的に表れるのが，小学校のお兄ちゃんと一緒に集団

登校して地元から通っていくというのが，今おっしゃった主旨に沿う環境であると

考えます。しかし，現状でも既に７園がそういう状況ではございません。さらに，

開園ができないという事態が続いていまして，今年は６園が休園となっており，開

園ができないという事態となるべく地元からということを考え合わせた上で，比較

的近い中学校区という単位で再編整備を考えさせていただいたものですので，よろ

しくお願いします。 

 

（福嶋委員）私は閉園するから悪いと言っているわけではありません。そういう特色が

どういうものなのかを把握して，公立幼稚園の良さを伸ばしていけたら良いのでは
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ないかという意味で質問をさせていただきました。 

 

（伊藤委員）少子高齢化の典型的な例がこの鈴鹿市にも押し寄せているのだと思います。

預かり保育というのは延長保育のことだと思いますが，預かり保育を行わない，通

園バスも運行しませんということで，なかなか，朝に保護者が送っていくのも時間

がかかり，また幼稚園が終わるのも早いので，早くお迎えに行くことになってきま

す。そうするとメリットは何かというと保育料の差になってくると思います。私立

と公立については，保育料にかなり開きが出てきていると思いますが，少子化とい

うことも考えていくと，保護者は，本当は公立幼稚園の延長保育をしてもらえるの

が一番ありがたいと思っているのではないでしょうか。このままいくと私立の幼稚

園にシフトしていくと思いますが，それも止むを得ないことだと思いますが，公立

の良さを出してもらう手立てはないのでしょうか。 

 

（教育長）非常に難しい部分がありまして，先ほどの福嶋委員の質問にも関係してきま

すが，公立幼稚園だけのことを考えるのではなく，親のニーズにあった私立幼稚園

や公立，私立の保育所について，それらとの住み分けを考えていかなければならな

いと思います。民間の幼稚園，民間の保育所にある需用に対して，公立も対抗して

同じように通園バスを走らせて，延長保育を実施してというようにしたときに，民

間のお客さんを取って良いのかということになります。この部分を見極めて，私立

の幼稚園の方たちとも話し合いながら積み上げていかなくてはならないと考えてい

ます。それについては，保育所も含めてやってかなければならいと思いますが，保

育所の方については，子育て支援の計画を今後どう検討されて作っていかれるのか

を見ながら，幼稚園をどうしていくかを一緒に考えていく必要があります。当面は

休園が多くなってきており，鈴峰地区では開園している幼稚園が全然ないという状

況であり，検討委員会からも「中学校区に１園は」という提言もなされていますの

で，それを早く確保しなければならないということで，検討委員会の答申を中心に

置きながら，まずは幼稚園の計画を先に出してみて，今後，保育所との協議の上で

は見直しもありうると，そういう状況で進めていきたいと思っています。 

 

（福嶋委員）教育長のお話もよくわかります。全体の教育予算は限られていて，どこに

重点的に投下していくべきなのかということだと思います。私立がきちんと運営さ

れているのであれば，その部分は少し省いて，他のところに予算を振り分けて，限

られた予算の中で強弱をつけなければいけないと思います。その上でも，今回のよ

うな計画を出していただいて，「こういうふうに動いているのです」という流れを示

していただいたのであれば，それで良いのではないかと思います。これは「見極め

て進めていただいている」と解釈して良いのではないかと思います。ですから，全

体予算の中での見極めというか割り振りというのが，やはり最後の決断をする時の

一つの大きな要素ではないかと思いますので，しっかり考えていただいているのだ
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なと解釈しています。 

 

（岡井委員長）深伊沢，庄内，椿の方は，全部休園ということで，集団教育ができない

ということですので，再編整備計画にもイの一番にあげていただいたと思いますが，

こういう地域で通園バスも走らせませんので，色々マイナスの面もあるかと思いま

す。そういった中で２年保育を実施していこうということもあるのですか。椿幼稚

園は２年保育を実施しようということなのですよね。 

 

（教育長）先ほどの説明にもありましたように，この計画の中では，椿幼稚園と将来的

には箕田と長太を統合する箕田幼稚園で４歳児の保育を始めようと計画しています。

今は８箇所の幼稚園で，抽選で４歳児の保育を行っています。検討委員会の答申の

中では抽選を止める方向でということが書かれていますが，これは，先ほどの公立，

私立に関係してきます。全ての園で抽選ではなく，全園児を公立で受け入れて良い

のかということもありますので，今後も定員をオーバーした場合は抽選しようと思

っています。とりあえずは椿と箕田の分だけは増やして，少し確保していこうとい

うことで，定員は３５名ですので２か所で７０名を確保できるということになりま

す。この計画の中では牧田と栄の２園は，５歳児だけとなっており，４歳児の計画

にはなっていません。 

 

（下古谷委員）この計画を立てる段階で，保護者や市民の意見を反映している部分はあ

るのですか。 

 

（学校教育課長）これは平成２１年度の答申をいただいて，それをもとに進めてきまし

た。この後，パプリックコメントで市民の意見を伺う予定です。７月２０日から１

カ月間です。 

 

（下古谷委員）パプリックコメントというのは，いつもたくさん意見が出るものなので

しょうか。私の経験上あまりほしい情報が入らないのではないかと思います。むし

ろ，現在，幼稚園に通っている保護者の方から，直接のアンケートではないですが，

意見をいただいた方が良いような気がしますがいかがでしょうか。 

 

（学校教育課長）パプリックコメントと併せて，直接関係する幼稚園の地元に出向いて

地域の声もお伺いさせていただきます。 

 

（岡井委員長）５ページの２行目ですが，「河曲幼稚園を神戸幼稚園へ統廃合します。そ

の後将来的に幼保一体化を目指します。」とあります。その後に，「また，一ノ宮幼

稚園は，平成２５年度に休園になったことから近隣の一ノ宮保育所と速やかに幼保

一体化を目指します。」とあります。ここだけ「速やかに」という言葉になっていま
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すが，幼保一体化をするのには，日本ではハードルというか法的に縛りがあると思

いますが，その気になれば幼保一体化というのは，将来的には速やかにできるもの

なのでしょうか。 

 

（学校教育課長）スピード感を持って実施したいというのは本音でございますが，先ほ

ど申し上げた，子ども子育ての制度が，今後，色々変わってくることが予想されま

すので，まずは公立幼稚園でできる範囲の統廃合からということが一義的にはあり

ます。また，それぞれの地域で書きぶりが微妙に違う部分がありますが，それぞれ

の，保育所・幼稚園の施設の新しさや土地の広さ等の色々な要素がございまして，

具体的にいつまでにという部分まで読み切れないのが現状です。 

 

（岡井委員長）施設というのももちろんわかりますが，「速やかに」と書いてありますの

で，ここだけ時間的に早く実施しようと思ったらできるのかと思いました。 

 

（教育長）実際に休園が起こっていますので，早く実施する必要があるということで「速

やかに」という言葉を使っております。神戸や河曲は，まだ休園まではいってない

ので，少し時間的に余裕があるということです。 

 

（岡井委員長）幼稚園と保育園の一体化というのは，双方に，教職員と講師であるとか，

そういう難しい縛りというものはないのですか。 

 

（教育長）本音の部分の話として，職員さん同士の問題もあります。今年度，市長のト

ップダウンで行政改革が行われておりまして，幼稚園・保育所の一体化や再編整備

についても項目に上がっているのですが，その中で交流研修をしていくことが上が

っています。そういうことによって，幼稚園の先生と保育士さんとが，お互いの業

務の中身を理解し合わないと，一体化は難しいと思います。土地と施設だけの問題

ではなくて，少し時間が必要ではないかと思います。 

 

（下古谷委員）今，教職員の話が出ましたが，単純に計算しますと２３園ある幼稚園が，

すべて統廃合したら１０園ぐらいなくなることになります。そうすると，教職員の

配置はどのように考えていますか。 

 

（学校教育課長）統廃合後，一体化施設を含めまして１３園になる計算ですが，各園で

は，小学校の校長先生が兼任されている園が多い状況がありますので，それを幼稚

園教育に責任を持ってもらえるように，専任の園長先生を配置するように検討して

います。そうしますと人数的には，先生の数は減らない，むしろ若干増える計算を

しています。 
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（伊藤委員）この幼保一体化等は，本当に少子高齢化で，止むを得ず，せざるを得ない

手立てだということが良く分かりますが，私立の保育園等においては，若い夫婦が

早くから働き出すということで，どうしても延長保育を実施する傾向に流れている

と思います。本来，幼稚園は就学前の子どもに，多すぎず少なすぎない教育をして

いただくということで，以前は人気がありましたが，世の中の流れを含めて，保育

園の方で延長保育というのが出てきましたので，時代として仕方のないことだと思

います。このようなことから，この一体化は仕方がないこととしても，小学校に入

る前の幼児の教育ということについては，何とか教育委員会の方で責任を持ってい

ただけたらと思います。子どもと保護者が，小学校の教育に向けて万全たる準備が

できるように，保育園や私立の幼稚園へ向けて，気を付けて教育をしていただけた

らと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（学校教育課長）伊藤委員のおっしゃるとおり保育所，幼稚園，保育園に限らず就学前

の教育の施設としまして，万全な準備ができるように努めていくべきだと考えてお

ります。今後とも，保健福祉部とも十分に連携を取りながら，子どもたちの準備が

十分にできるように取り組んでいきますのでよろしくお願いいたします。 

 

（下古谷委員）保護者の立場から教えてください。幼保一体になった場合，保育所は基

本的に，現行ですと６時ぐらいまで預かってもらえます。幼稚園では少し頑張って

も４時ぐらいまでしか預かってもらえません。幼保一体になるとこの基準というの

は，保育所側に動くのでしょうか，それとも幼稚園側に動くのでしょうか。それと

も保育所は６時，幼稚園は４時となるのでしょうか。保護者側からしますと長い方

がありがたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（学校教育課長）まだ，具体的な話になっていませんので，何時までかということにつ

いては，お答えできないのが現状ですが，一体化は，同じ建物の中に保育所と幼稚

園とが同居するというイメージです。運営上，細かいことは，まだ具体的になって

おりませんのでお答えは難しい状況です。 

 

（下古谷委員）保護者からの立場から考えますと，結局，共働きの方は６時まで預かっ

てもらいたいから保育所に預ける。また，お母さんが仕事を辞められた場合は，幼

稚園に預けるという形になるのではないかと思います。個人的な意見になって申し

訳ないですが，保護者としてはやはり６時ぐらいまで見てもらえるような，そんな

環境ができると良いと感じています。 

 

（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，２番目

の「平成２６年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要綱について」をお願いします。 
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（学校教育課長）それでは，報告事項２番目の「鈴鹿市立幼稚園入園児募集要綱」につ

きまして，説明申し上げます。事項書上の要綱の「項」でございますが，「綱」の誤

りでしたので訂正させていただきたいと思います。それでは２１ページを御覧くだ

さい。募集対象となる幼児は，５歳児を２３園で募集します。鈴鹿市内に在住して

いる平成２０年４月２日から平成２１年４月１日生まれの幼児です。園児募集対象

年度における募集の結果，入園希望者が１５名に満たない時は，その年度は休園と

します｡ただし，入園希望者が１５名未満であっても，その園の存する小学校区の対

象幼児数が少ない地域にあっては，１０名程度であれば開園します。また，４歳児

を８園で募集します。鈴鹿市内に在住している平成２１年４月２日から平成２２年

４月１日生まれの幼児です。各園とも定員は３５名とします。これを超えた時は，

その園において抽選を行います。ただし，旭が丘幼稚園については，定員を７０名

とします。「入園願」は希望する１園のみへ提出していただきます。併願は認めてお

りません。４歳児を募集するのは，国府幼稚園，加佐登幼稚園，白子幼稚園，旭が

丘幼稚園，稲生幼稚園，飯野幼稚園，神戸幼稚園，玉垣幼稚園の８園です。募集期

間は平成２５年９月２日（月）から２５年９月２０日（金）まで，受付時間は８時

３０分から１７時までです。ただし，土曜日，日曜日，祝日は除きます。入園手続

きですが，鈴鹿市立幼稚園への入園を希望する場合は，幼稚園の備え付けの「入園

願」に必要事項を記入の上，入園希望の幼稚園へ提出していただきます。各園から

指定された日時に子ども同伴の上，幼稚園で面談を受付けていただきます。その他

として，本年度，御注意いただく点について記させていただきました。「鈴鹿市立幼

稚園再編整備計画（案）」が現在検討されているため，一部の園にあっては，開園さ

れない可能性があることをご承知ください。この募集要綱は，８月１日から，各幼

稚園等で配布していただきますが，その段階では，先ほど御報告させていただいた

「鈴鹿市立幼稚園再編整備計画（案）」は，あくまでも案でありますので，この形と

させていただきました。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）定員が一定数に満たないと休園になりますので，子どもが在園されている

お母さん方は，お友達に声を掛けたりする等，なるべく園児を集めようと努力され

ているのではないかと思いますが，実情はどうでしょうか。 

 

（学校教育課長）それぞれの園によって状況は異なると伺っていますが，集まらないと

園が開園されないということで，お声掛けいただいていることは聞いております。 

 

（福嶋委員）なくなると困るという切実なお母さん方もいらっしゃるということですね。

ありがとうございました。 
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（岡井委員長）非常に細かい事ですが，１の（２）の部分で，「各園とも定員は３５名と

します。」とありまして，その後にただし書きがあります。「ただし，旭が丘幼稚園

については７０名とします。」とありますが，このただし書きは，「各園とも定員は

３５名とします。」の後に来るのではないかと思います。各園とも定員３５名である

と。ただし旭が丘だけは７０名であると。今のままの「抽選を行います。」の後にた

だし書きが来ると，旭が丘幼稚園では抽選しませんと捉えられかねません。それか

ら，漢字で「下さい」と書いてある部分と平仮名の部分がありますので，平仮名で

揃えたほうが良いと思います。 

 

（学校教育課長）ありがとうございます。訂正したした上で提出させていただきます。 

 

（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，３番目の「平

成２６年成人式について」をお願いします。 

 

（生涯学習課長）それでは，私からは報告事項の３番目「平成２６年成人式」について，

説明申し上げます。２２ページを御覧ください。本年度の成人式でございますが，

詳細内容は現在，実行委員会にて協議中でございますが，日時場所等の概要が決ま

りましたので，本日は途中経過報告といった形で報告させていただきます。本年度

の成人式でございますが，日時は平成２６年１月１２日日曜日午前１０時から１１

時までの１時間。会場は，昨年度と同じく，鈴鹿市民会館にて開催を予定していま

す。運営方式でございますが，本市の成人式は，平成１４年から新成人による実行

委員会制をとっており，実行委員会のアイデアを活かした開催内容としております。

今回も，広報すずかやポスター等で実行委員の公募をしたところ，男性５名，女性

４名，合計９名の若者から応募があり，５月３１日と６月１２日に実行委員会を開

催したところです。なお，直近の情報ですが，その後，実行委員のメンバーが増加

しまして，男性６名，女性５名の計１１名で現在運営をしております。会場につき

ましては，これまでもいろいろと御意見をいただいており，過去には，鈴鹿サーキ

ットや県営鈴鹿スポーツガーデンにおいても実施をしたところですが，天候に左右

されたり，スポーツ大会との日程調整が困難だったりするなど，成人式を行う会場

としては何かと課題もございました。そのようなことから，天候に左右されること

なく，かつ，式典会場として舞台と会場との一体感が得られる等の点から，昨年度

から，鈴鹿市民会館ホールを成人式会場として利用しているところです。なお，参

加いただく成人の数によって，万一，メイン会場の市民会館ホールでは安全確保の

観点から収容できない場合を想定し，市民会館展示室と本庁舎１階市民ロビーをサ

ブ会場として，式典の様子を御覧いただけるよう映像と音声の準備をしたいと考え

ております。参考までに，昨年度は，市民館会ホールに全員を収容することができ

ましたので，展示室と本庁舎１階市民ロビーは使用しませんでした。なお，今回の

平成２６年の成人式対象者は，平成５年４月２日から平成６年４月１日生まれの，
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鈴鹿市に在住あるいは本籍のある方でございまして，それに基づく５月１日現在の

住民基本台帳数は，２,０６８人でございます。また，参加見込み数でございますが，

過去の参加率約７０％を基に，約１,４５０人を見込んでおります。式典・イベント

等の内容につきましては，これから実行委員会で検討してまいりますので，今後詳

細が決定いたしましたら，改めて御報告を申し上げます。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）会場が鈴鹿市市民会館ということですが，昨年の成人式における懸案事項

や反省点はどういう点で，今回はどのように対応されるのか教えてください。 

 

（生涯学習課長）毎年懸案事項として上がってきますが，会場が静かになりにくいとい

う点が一番の課題ではないかと思います。その中で実行委員会のアイデイアを生か

しながら，いかに式典に皆さんの目を集中できるかといったところを具体的に詰め

ていきたいと思います。式典では，ある程度大人の感覚を持った式典となるよう，

また，アトラクションについては，成人らしい若者らしい行事にしていきたいと考

えております。そのために内容をこれから実行委員中心に検討していきたいと考え

ております。 

 

（福嶋委員）ありがとうございます。ではもう一つ。今回１１人が実行委員になってい

ただけたということですが，別々に応募されたのか，それともまとまって声掛けを

されたのか，お聞きします。 

 

（生涯学習課長）当初９人であった方から２名増えたのは，友達が友達を誘ってきたと

いう形です。その他の方は，出身中学校としては全市的に私立中学校も含めてほと

んどの中学校から入ってきていただいたといった状況です。職業についても学生の

方や社会人の方もおられ，また，男女のバランスも取れていますので，この１１人

は，なかなかバランスがとれていると思っています。 

 

（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，４番目の「平

成２５年度鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会委員について」をお願いします。 

 

（生涯学習課長）それでは，続きまして報告事項の４番目「平成２５年度鈴鹿市放課後

子どもプラン運営委員会委員」につきまして，報告申し上げます。２３ページを御

覧ください。この運営委員会は，「鈴鹿市市民委員会規則」に基づき，設置されてお

りまして，委員会の目的としては，放課後の子どもたちが地域社会の中で，安全で

心豊かに健やかに育まれる環境づくりを進めるもので，私共の，文化振興部生涯学

習課が所管する「放課後子ども教室」と保健福祉部子育て支援課が所管する「放課
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後児童クラブ」について事業計画や運営方法等を検討していただき，放課後の対策

事業の適正な運営を図るため設置された委員会でございます。委員の選任基準は，

児童福祉関係者，社会教育関係者，学校関係者でございまして，任期は平成２５年

６月１日から平成２６年５月３１日までの１年間でございます。委員の皆様は，児

童福祉関係者といたしまして，鈴鹿私立保育連盟から会長の鎌田秀一様，鈴鹿市学

童保育連絡協議会から会長の内山亜矢子様の２名。社会教育関係者といたしまして，

鈴鹿市青少年育成市民会議から事務局長の林佳代子様，鈴鹿市ＰＴＡ連合会から調

査広報部副部長の松嶌康博様，公民館関係として放課後子ども教室明生クラブコー

ディネーターの森喜代造様の３名。学校関係者として，鈴鹿市幼小中校園長会から

御推薦いただきました，明生小学校長の米倉多賀子様でございます。なお，当運営

委員会における女性委員の割合でございますが，６名中３名の５０％となっており，

「鈴鹿市審議会等の設置及び見直しに関する要綱」による女性の構成比率４０％以

上をクリアしております。以上，６名の方に委嘱をいたしましたので，御報告させ

ていただきます。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。 

 

（伊藤委員）放課後子どもプランというのは，学校が終わってから預かっていただく，

いわゆる学童保育と同じことですか。 

 

（生涯学習課長）これは，私共の文化振興部の生涯学習課が所管します「放課後子ども

教室」というのを，週１回から２週間に１回の頻度で実施しており，鈴鹿市内で４

教室を開いております。また，保健福祉部の子育て支援課が所管します「放課後児

童クラブ」と言いまして，先ほど伊藤委員がおっしゃった学童保育のことですが，

これが鈴鹿市内で３４クラブございます。学童保育については毎日保育していただ

いております。放課後子どもプラン運営委員会は，それらの２つの事業，２つの部

局のお互いの連絡を密にして，連絡調整を行っていく委員会でございます。 

 

（伊藤委員）週１回から週２回４教室で実施していただいている内容は，どういうこと

なのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）これは，４つの小学校区で行っておりまして，清和小学校区，郡山小

学校区，白子小学校区，明生小学校区で実施しています。主に小学校３年生までの

低学年を中心に，コーディネーター及び地域のサポーターの方の御協力をいただき

ながら，例えば清和の森の場合でしたら毎週金曜日，キッズ白子と申しますが白子

小学校区でしたら毎月第１から第３金曜日までといった頻度で，年間を通じて２０

回から３０回程度の教室を開いています。内容については，その地域に合わせた昔

の子どもの遊びや環境に関する講座・教室等，学校では味わうことが少ない内容で，
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異なる年齢の子ども達の幅を広げるような活動も目的の一つにしております。内容

については，コーディネーターの方と協議をしながら決めさせていただいいるとこ

ろです。 

 

（伊藤委員）鈴鹿市の行政の方でホンダのＯＢの方が，ものづくり支援にたくさんの方

が入っていただいています。市内の中小企業にものづくりの指導に入っていただい

ているのですが，そのプロジェクトの一環として，環境ワゴンというのがあります。

こういうものを子どもさんのプランの中に入れてほしいと思いますが，検討の余地

はあるのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）環境ワゴンも，ホンダのＯＢの方のものづくりの支援活動も聞いたこ

とがございますし，大変貴重な御意見だと思います。今後のコーディネーター会議

等の場で，ぜひ採用について検討いただけるよう勧めていきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）この委員会は何回ぐらい行われていて，現在，課題となっていることとし

て，どのようなことが上がっているのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）このプランの運営委員会は，年間３回を予定しています。先日第１回

を開催させていただき，今年度の放課後子ども教室及び放課後児童クラブの行事等

について内容の調整をさせていただいたところです。その中で色々な課題がござい

まして，特に学童保育においては施設整備等，少し教育委員会からは外れる内容で

すが課題になっております。また，私共が所管します放課後子ども教室については，

今後，活動を広げていくにはどうしたら良いのか，内容の拡充等について，検討を

していきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）放課後子どもプランというのは，非常に重要な位置を占めることになりま

すので，ぜひとも，行政の方も支援をしていただいて，より充実したものにしてい

ただきたいと思います。 

 

（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，５番目の「図

書館アンケート調査結果報告について」をお願いします。 

 

（図書館長）それでは，私からは報告事項の５番目「平成２４年度鈴鹿市立図書館利用

者アンケート調査報告」について説明申し上げます。２４ページを御覧ください。

今回実施しました利用者アンケートは，図書館利用者のニーズや満足度を把握し，

図書館サービスの向上に役立てるために実施しました。また，今年度策定を予定し

ております「鈴鹿市図書館サービス方針」の参考資料として活用します。アンケー

ト調査は，報告書１の図書館内と報告書２の出先機関にあたります公民館，江島カ
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ルチャーセンター，ジェフリーすずか等の館外施設の２種類の調査を行いました。

図書館内でのアンケート調査は１８項目の満足度を中心に行い，６７１件の回答を

得ています。調査結果の概要は，２５ページ記載のとおりですが，概要を説明いた

しますと，利用者の属性は，男女ともにほぼ同じで偏りなく利用されています。利

用頻度については「月２回から３回」が３７％と一番多く，図書館の貸出期間に合

わせた利用となっています。図書館の交通手段では，「自家用車の利用」が６８％と

７割近くの人が自家用車に頼っており，図書館が利用者にとって不便な場所にある

ことが分かります。図書館利用の満足度については，全体平均で７６％となってい

ますが，今回の調査では「普通」の選択肢は「不満でない」と解釈して，集計上「満

足している」の中に含めています。満足度で一番高い評価を受けたのは，「館内の清

潔さ」で９０％とほとんどの人が満足と答えています。以下，満足している順に「個

人情報保護への配慮」，「職員の接遇姿勢」，「貸出冊数，貸出期間の上限」と続いて

います。一方で，「不満」と「やや不満」を合わせた不満度の全体平均は１３％で，

「駐車場・駐輪場」関係で２７％の人が不満と感じています。これは利用者の６８％

が自家用車で来館することや文化会館行事で駐車スペースがなくなることで不満度

が高くなったと考えられます。以下，不満度の高い順に「休館日」，「座席数」，「開

館時間」となっています。この３つの不満は学習室を利用する学生からの意見が多

いと思われます。これからの図書館運営で最も取り組んでほしい内容についての質

問では，｢資料の充実｣が２９％と最も多く，以下「施設・設備の充実」「予約・リク

エストサービスの充実」と続いています。４番目に「視聴覚資料の充実」が求めら

れており，ＤＶＤ・ＣＤ等の視聴覚資料の導入や録音図書の充実について検討する

ことが必要となっています。このほかにも，自由記述欄では，回答者６７１人の４

割近い２６４人の方から３９５件にのぼる意見や要望がありました。項目別にみる

と，「図書館サービス」に関する意見が６５件で一番多く，次いで「図書館の利用環

境」５４件，「開館日・開館時間」５１件，「学習室の環境」４１件と続いています。

記述内容は，３７ページから１２項目に分類して原文通り記載しました。また，回

答者からいただいた意見は項目ごとに精査し，すぐに実現できることは速やかに実

施していきます。また，そうでないものについては，今後の検討課題として今年度

策定を予定している「鈴鹿市図書館サービス方針」の中で検討していきます。なお，

図書館の設備関係で要望のあった，駐車場と県道歩道との段差の改良については，

先日，改修工事を行い，くぼみによる不快感や排水の問題は既に解消しています。

次に，５９ページ以降の報告書２の館外利用者のアンケートでは，６９６件の回答

がありました。調査結果の概要は６０ページに挙げてありますが，概要を簡単説明

しますと，利用者の属性は，女性が７割と圧倒的に多くなっており，年代も５０歳

以上が８割近くを占め，２０歳代以下が４％と非常に少なくなっています。図書館

を利用したことがある人は，回答者の６４％で半数以上の人が利用しています。利

用頻度は，「月１回程度」と「年に数回程度」を合わせると８割を占め，定期的な利

用がないことが分かります。図書館への交通手段については，「自家用車の利用」が
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８割と非常に高く，本館の回答者に比べてもかなり高くなっています。公共交通機

関の利用者も１％と極めて少なくなっています。館外利用者については，満足度に

関する質問は行っていませんが，これからの図書館運営で最も取り組んでほしい内

容は，本館の回答者と同じように「資料の充実」が１７％と最も多くなりました。

本館回答者と比べると，次に「高齢者向けサービスの充実」，「地域サービス事業の

充実」の２点が上位に挙がっています。これは回答者が市内各地域に分散している

ことと年齢層が高いことによるものと思われます。自由記述欄では，要望や意見を

１２５件いただきましたが，「図書館サービス」に関する意見が４４件で一番多く，

「図書館の利用環境」，｢図書資料の充実｣の順になっています。こちらも本館回答者

の意見と同様，項目ごとに内容を精査し，今後の図書館運営に反映させていきたい

と考えています。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。 

 

（福嶋委員）今回，丁寧に実施していただいて，こういうボリュームの内容を報告いた

だいたのは，フレッシュな感じを受けて，やる気を感じています。今回は利用者ア

ンケートということですので，市民の中で図書館を利用されている方の割合は冊数

から考えて行くしかないのかもしれませんが，概ね市民の何パーセントくらいの方

が利用されているのかということと，他市に比べて図書館の利用者の割合は多いの

か少ないのかということを教えてください。 

 

（図書館長）現在資料を持ち合わせておりませんが，全国平均値というものがあり，市

民一人当たりの貸出冊数や利用者数等，色々な数値があるのですが，全国的にみる

と鈴鹿市は低い状況となっています。県下で見ると四日市市と同数程度であったと

思います。今週，図書館の運営委員会がありまして，その資料を取りまとめている

最中でございますので，次回お渡しさせていただきたいと思います。その中には，

平成２４年度の貸出冊数や図書館の利用状況等を分析したものがあります。また，

過去５年間の推移も含めて提出させていただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）今回，年齢層としては３０代と６０代の方が多かったということですが，

鈴鹿市の年齢層は比較的若い層が多いということだと思いますが，この影響から若

い方の利用者数が多いのか，その辺りはどのようにお考えですか。 

 

（図書館長）２６ページの年齢層の部分になるかと思いますが，今回，１０代の年齢層

が２５％とかなり多いのは，たまたまアンケートを実施した期間が試験期間中でし

たので，学生の利用が多かったということです。学習室は，本来，図書館の資料を

使って勉強していただくのですが，開館当初からそこを自習室として利用されてい

る現状があります。学習室の利用環境については，こういった学生の方の希望が表
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れていると思います。 

 

（福嶋委員）６０代の方も多く，地域の方では高齢の方と女性が多いですが，若い層と

シニア世代の方が利用されることが多いということでしょうか。 

 

（図書館長）館外利用のアンケートをとったのは，図書館の中だけではだめだというこ

とで，公民館の窓口にもアンケートを置いていただきました。これは，満足度は取

っていませんが，利用状況を把握させていただきました。公民館を利用される年齢

層というのが，生涯学習の関係で高齢者が多く，特にサークル等では女性が多い状

況から，こういう結果になったものと思われます。公民館ですので，若い方の利用

者があまりありませんので，本来なら全市的に取る必要があったとは思いますが，

去年，急きょ，サービス方針策定に際して満足度を取る必要があったということで，

実施させていただいた結果がこのような形であったということでございます。 

 

（福嶋委員）先ほどすぐにできる所から取り組むということで，駐車場の件等の御報告

がありましたが，この他にすぐにできることは，どのようなことがありますか。 

 

（図書館長）環境整備の関係になると思いますが，図書館もかなり老朽化しており，例

えば，机もかなり傷んでおりまして，特にささくれ等が出てきているところもあり，

そういったところはアンケート結果を見てすぐに補修しています。また，駐車場関

係になりますが，駐車場で一番問題なのが，駐車スペースが狭いということで，ド

アをとなりの車に当ててしまうという問題があります。これは，ラインを引き直せ

ば良いのですが，これにはかなりの時間がかかりますので，今はまだ手を付けられ

ていないのが現状です。また，駐車場北側は閉館するとチェーンロックをしていま

したが，文化会館利用者だと思いますが，図書館を閉館してもたくさんの車が駐車

してありますので，チェーンを掛けるだけでロックはせずに，車が出やすいように

対応をいたしました。また，危険防止策として，以前はＡ型バリケードを活用して

いましたが，子どもさんの安全配慮等の観点からポールに変更しています。 

 

（文化振興部長）まだ正式には決まっていませんが，今度，御寄附をいただいて，図書

館にＤＶＤ等を見ることができる環境を整備しようということで，２台から３台の

ＤＶＤを設置して，閲覧できる部屋を設けようと考えております。早ければ今年度

内にできるのではないかと考えております。 

 

（伊藤委員）ある程度寄附の見込はたっているのですか。 

 

（文化振興部長）はい。ただ，図書館用のＤＶＤソフトは，皆さんが見られますので価

格が非常に高くなっています。ですから，今あるソフトを当初は使わせていただい
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て，徐々に増やしていきたいと考えています。ソフトは１本１万円程度するという

ことですので，今の予算の２,０００万円の中からソフトを１００本買うと，それだ

けで１００万円になります。利用方法については，今後検討していくとしましても，

環境については整備していくこととしていますので，市民の方に御利用いただける

のではないかと思います。 

 

（下古谷委員）これから図書館運営で最も取り組んでほしいということの中で，「資料の

充実」がありますが，これはどんなに充実しても必ず出てくる項目だと思います。

その次に「施設設備の充実」ということが出てきておりまして，回答にはトイレや

机，インターネット環境の整備，ＤＶＤソフトの充実等，様々な面が書かれていま

す。しかし，長い目で見たときの，例えば図書館の駅付近への移設であるとか，そ

ういったことは鈴鹿市においては今の段階では検討されていないのでしょうか。 

 

（図書館長）図書館の建て替えのことを言われたのだと思いますが，建て替えにあたり

ましては，色々な手法があり，図書館単独で行う方法もあれば，最近は複合施設の

形式もあり，例えば文化会館と図書館を複合した施設等も考えられますので，今年

度，サービス方針の中で一部検討してまいりますが，将来的には行政改革に併せて

考えていきたいと考えております。 

 

（文化振興部長）現在，行政改革の中で公共施設のマネジメント白書というものを作っ

ています。これは，市内のインフラ関係について，将来的な修繕費等がいつどのく

らいかかるのかというものでございまして，昭和４０年代に建築された公共施設が

多い中で，耐用年数が来ていますので，長期的に莫大なお金がかかると予想されて

います。道路，水道，橋等，様々な公共施設がありますので，その全ての施設につ

いて考えていこうとするものです。今回はその中でも大きな施設から作成していく

と思いますが，その中で，市のお金がいつどのくらいかかるのか，色々な施設を作

るのにどの時期に実施すれば予算を平準化して対応ができるのか，という計画を作

っていこうとしています。その上で初めて新しい図書館については，いつ頃からど

ういう手法でという中長期的な考えになってくるのかなと思います。ですから，現

在考えなければならないのは，今の施設の延命化をいかに図り，市民の方に使いや

すく使っていただける方法を考えて行くのが喫緊の課題であると考えています。 

 

（下古谷委員）その際には，例えば九州の方の例にあるように，スターバックスが入っ

たような民間の力を活用した計画も検討されていくのでしょうか。 

 

（文化振興部長）例示いただいた件はＰＦＩで実施されている例でありますが，鈴鹿市

の場合はＰＦＩで実施する場合には，事前に対象施設にするかどうかを検討する庁

内の検討会議を持っておりまして，そこで諮っていくことになります。施設の規模
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によってはその対象にならない場合もありますが，計画の段階では，そういったこ

とも視野に入れて行かないと，市のお金だけでは今後賄いきれないことも想定され

ますので，当然，視野には入れております。 

 

（下古谷委員）館外利用者のアンケートで，いくつかの項目で，例えば問８，問９，問

１０で，無回答が非常に多くを占めていますが，これは何か理由があるのですか。 

 

（図書館長）特に問８の子ども向け行事の設問ですが，回答者が子どもには関係のない

方が無回答には多いということだと思います。 

 

（下古谷委員）それは，特に今回回答された方が公民館に足を運ばれている方であると

思いますが，設問にあるようなことに関心が無いということではないのですか。 

 

（図書館長）そうではないと思います。 

 

（福嶋委員）これから改善していこうとする部分の中で，財政的な裏付けが不要な部分

と財政的な裏付けが無いと資料も増やせませんし，施設も良くならない等，２つの

パターンがあると思います。そういったことについては，図書館長をはじめ関係者

の方はジレンマを感じていらっしゃると思いますが，文化振興部の方でぜひ強力に

推し進めていただけたらと思いますので，よろしくお願いします。 

 

（文化振興部長）当方としましても，ぜひ予算の獲得はさせていただきたいと思ってい

ますが，全体の部への枠配分というものがありまして，様々なことを抱えている中

で，特に国体も控えていますので，施設整備関係も行っていかなければなりません

ので，色々な方策を考えて，もっと安価で良い方法がないか等，知恵を出しながら

努力してまいりたいと思います。 

 

（委員長）３０ページですが，江島カルチャーセンターや公民館の認知度が２７％とな

っていますが，これはここにも書いてあるとおり，ＰＲが大事だと思いますので，

お金も余りかかりませんので，ぜひお願いしたいと思います。次に，自由記述の部

分を見せていただくと，他市の図書館のことが多く書いてあります。これらの他市

の図書館の方と図書館運営について勉強会のようなことを開いていただいて，お互

いに学び合う機会というのは設けていただいているのでしょうか。 

 

（図書館長）館長を対象にした年２回の連絡協議会がございます。その中に司書部会と

いうものがありまして，年４回，県内各地の図書館に集まって，そこでいろんな問

題や課題を協議しています。 
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（委員長）中長期的な資金のかかる建て替えはともかくとして，例えば新刊図書にして

も，これは新しい図書ですよといって並べるだけではなく，何が話題なのか等，大々

的に宣伝をするようなコーナーを設けたりして，これは読んでみたいなというよう

な場づくりをしていただきたいと思います。今までもやってきていただいていると

思いますが，あまりお金をかけずにできるのではないかと思いますので，よろしく

お願いします。 

 

（図書館長）本のＰＲについては，ホームページの方で新刊図書案内や「本は友達」と

いう啓発コーナーを設ける等しています。また，新しい本が入った時には，司書が

工夫をして，毎月ですがテーマを変えて玄関の所にテーマコーナーを設けておりま

す。また，ベストセラーがたくさん出るのですが，それが出てもなかなか読めない

ことが多くなっています。１人が２週間借りますので，月に２人しか読めません。

場合によっては半年先ということになってしまいます。副本をたくさん買えば良い

のですが，そんなにたくさんという訳にはいきません。それで，今回，広報すずか

の７月５日号で，この報告書の満足度の結果と図書館サービスの概要を少し掲載さ

せていただきました。その中で，ベストセラーの本を御寄贈くださいというお願い

を掲載させていただきました。それで，少しは反響があるのかなと思っています。

統計によると同じ本を２回読む人は２割程度ということですので，そういう本を御

寄贈いただけたら，貸出に活用していきたいと思います。 

 

（委員長）自由記述については全てのものを記載いただいて，今後の図書館運営の宝庫

となるような報告書になったのではないかと思います。また活用していただきたい

と思います。 

 

（福嶋委員）出版社にとっては，ベストセラーが出るとうれしい半面，たくさんの在庫

を抱えないといけないということで怖いということもあるように聞いています。図

書館においても，あるときのベストセラーばかりを買ってしまうと，それが数年経

ったときに，誰も見向きもしなくなってしまうということにもなりかねませんので，

読まれた方から寄贈いただくという方法は良いことだと思います。例えば，人気の

本は回転を早くする意味からも，貸出期間を通常の２週間から１週間にする等の方

法も一つだと思います。それとお願いしたいのが，資料を借りたいとか調べものを

したいということが書いてありますが，私が地元を回っていますと，御年輩の方が，

地元の歴史の掘り起こしをとても熱心に行っていただいており，自分で書物にまと

められている方が随分多く見られます。これらの方々の本をぜひ集めていただいて，

鈴鹿市の歴史や人物については，このような方々が努力をされているというような

工夫をしていただければと思います。 

 

（図書館長）郷土本については，図書館の資料収集方針として優先的に集めることにし
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ています。また，行政が作成した資料については必ず３冊収集し，永年保存用と貸

出用と２階の参考図書室に入れるという形で対応しています。それと最近は，レフ

ァレンスと言いまして，２階の参考図書室で司書が色々な質問にお答えするという

サービスを行っています。利用者からはここへ来て助かったということもお聞きし

ますが，このサービスを御存知ない方も多くおられますので，広報すずかやホーム

ページで再度周知をしてまいりたいと考えています。 

 

（下古谷委員）図書館のイメージアップの観点からですが，意見を読ませていただくと，

ある男性職員の方にクレームが集中しているように感じます。それはそれとして，

職員の勉強会というものを行っていると思いますが，これについてはどのような状

況なのでしょうか。 

 

（図書館長）勉強会ではないのですが，第一火曜日が資料整理日になっています。その

中で職員会議を開催しており，御指摘のような意見が出ていることも含めて，職員

の接遇姿勢等について話をしています。この他にも，職員の接遇姿勢について御意

見をいただくことがありますので，その都度，注意等の対応をしております。その

他に職員の研修時間というものはありませんので，自己研修という形で，自分で参

加していただくようにお願いしています。 

 

（下古谷委員）もう１点教えてください。職員の方は皆さんエプロンをされてみえます

が，これはなぜなのかを子どもに聞かれました。私は答えられなかったのですが，

なんとなくイメージアップを図ろうとすれば，制服のようなものがあったら良いの

かなと思います。そのようなことは御検討されていないのでしょうか。 

 

（図書館長）自由記述の中にもありましたが，「エプロンが格好悪い」等の御意見があり

ました。これはなぜかと言いますと，図書館の本というものはそんなにきれいな本

ではありません。ほこりをかぶっていたり，子どもさんが見開きながら食事をして，

食べ物が付いたりしています。職員を見ていただくと，ほとんどがエプロンと手袋

をして本を扱っています。エプロン，手袋をしているのはそういった理由がありま

す。本当に返却された本は取扱いが荒く，すぐに傷んできますし，汚れて戻ってき

ます。清掃して返却していたくことはありませんので，衛生的な面を考慮している

ということです。それを変えていくかということですが，他市では進んでいまして，

図書館用の職員のユニフォームがあるところもございます。そこまでできれば良い

のですが，去年自主的に視察に行きました富山県内の図書館では，ユニフォームが

揃っているといった状況でした。 

 

（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
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日的なテーマを選んで，意見交換をしていますが，今回は「教職員の健康管理につ

いて」意見をいただきたいと思います。それでは，担当課の御説明をお願いします。 

 

（教育総務課長）それでは，その他事項の１番目「教職員の健康管理について」説明い

たします。１ページを御覧ください。教育委員会では，労働安全衛生法の趣旨に則

り，職場における労働者の安全と健康を確保し，快適な職場環境の形成を促進する

ことを目的として，市が設置する安全衛生審議会の中に教育部会を設け，教育委員

会全体の労働安全衛生に関する方針の決定や教職員の実態の応じた対策に関する審

議等を行っています。また，各学校においては，学校の規模に応じて，労働安全衛

生法に基づく衛生委員会の設置又は衛生推進者の選任並びに職員数１０人未満の幼

稚園については鈴鹿市の規程に基づき所属長にその責務を負わせ，各学校の実態に

応じた労働安全衛生活動を推進しています。これらを一覧表にしましたのが，１ペ

ージの組織体制の表で，具体的には３ページにお示しした構成員により取り組んで

おります。次に，「（２）教育部会の取組」でございますが，年２回，教育部会を開

催するとともに，主な活動内容として，健康診断の実施，研修会の開催，産業医に

よる面接指導の実施等，資料に記載の取組を実施しています。また，２ページに移

りまして，各学校・園の取組でございますが，衛生委員会設置校においては，法の

規定に基づき，衛生委員会を毎月開催しており，各学校の実態に応じた労働安全衛

生活動を推進しています。また，衛生委員会設置校以外の学校・園におきましては，

今年度から，４ページにお示した計画書兼実施結果報告書により，ＰＤＣＡサイク

ルに基づく職員の健康保持や職場環境改善の取組を推進しています。そして，これ

らの活動は，各学校・園で働く全ての教職員に関わることですので，校長等の管理

者側が一方的に進めるのではなく，管理者と教職員が協働して，職場の実態に応じ

た活動を行うよう推進しているところでございます。現在，各学校現場で特に課題

となっていることとしては，過重労働対策，メンタルヘルス対策等が挙げられ，こ

れらの改善に向けて三重県教育委員会をはじめ，市教育委員会，学校現場がそれぞ

れの立場で取り組んでいるといった状況でございます。続きまして，「２ 教職員の

健康管理に関する現状」でございますが，それぞれ資料に基づき説明申し上げます。

まず，１カ月以上病気休暇等を取得している職員の状況でございますが，資料５ペ

ージ，６ページの過去５年の経年変化のグラフを御覧ください。５ページは県費教

職員の状況でございます。１カ月以上病気休暇等を取得している職員の合計数は若

干の増加傾向を示しており，男女別では女性が多数を占め，増加傾向も女性におい

て顕著になっています。職種別では，ほとんどを教諭等が占めているという状況で

ございます。年代別では，２０代から４０代においては，ほぼ横ばいであるのに対

し，５０代で増加傾向が顕著になっています。疾患の状況別では，メンタル疾患に

よる病休取得者が多い傾向となっており，病休取得者に占めるメンタル疾患者の割

合は約５０％前後で推移している状況でございます。また，全教職員に占める病休

取得職員の割合は２％を超え，若干の増加傾向を示しており，全職員に占めるメン
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タル疾患者の割合は１％前後で推移している状況でございます。次に６ページを御

覧ください。６ページは市費職員の状況でございます。１カ月以上病気休暇等を取

得している職員の合計数は減少傾向を示しており，男女別では，以前は女性が多数

を占めていましたが，女性においても減少傾向を示しています。職種別では，特徴

的な傾向は特にありません。年代別では，高齢の職員になるほど若干多くなる傾向

が出ている状況でございます。疾患の状況別でも，特に顕著な傾向は見られません。

病休取得者に占めるメンタル疾患者の割合は徐々に減少してきており，現在は，約

１５％で推移している状況でございます。また，全職員に占める病休取得職員の割

合及び全職員に占めるメンタル疾患者の割合も減少傾向にあるといった状況でござ

います。次に７ページを御覧ください。これは，教職員の月８０時間を超える過重

労働の状況でございます。各月において８０時間を超える過重労働を行った者の人

数とその過重労働時間の合計時間を記載しております。平成２１年度から平成２３

年度までは，全体傾向として若干の減少傾向が見られましたが，平成２４年度７月

から県教委へ報告する集計方法が変更されたため，人数，時間数ともに増加してい

る状況でございます。具体的には，以前は「月８０時間を超える過重労働を行った

者」のみの報告対象であったものが，全教職員の総勤務時間の報告が義務付けられ

ましたことから，提出率が上がり，より実態に即した状況把握ができるようになっ

たためでございます。この状況を見てみますと，特に中学校において月８０時間以

上の過重労働が多い状況にあり，原因としては，部活動の指導によるもの等が挙げ

られると分析しております。また，一番右側には，産業医の面接を希望された方の

人数を記載しており，毎年１名の面接を行ってきております。次に８ページを御覧

ください。資料５は平成２４年度の時間外勤務の月平均時間の状況でございます。

県費教職員の時間外勤務の状況については，先ほど説明いたしました，全教職員の

総勤務時間の報告により把握が可能となったものでございまして，小学校教職員が

２０.１時間，中学校教職員が３５.５時間となっています。また，市費職員につい

ては，事務局職員が３０.３時間，幼稚園教諭が６時間，給食センター職員が４.８

時間，小中学校の用務・調理員が０時間で，全体で９.４時間となっています。資料

６は年次有給休暇の平均取得日数の経年変化でございます。年次有給休暇は毎年度

当初，県費教職員については毎年１月に２０日の付与がございまして，前年度の残

日数の繰越を含めて年間最大４０日の取得が可能でございます。県費教職員及び市

費職員の取得状況については，一覧表のとおりでございます。資料７は平成２４年

度の人間ドック及び定期健康診断の受診状況でございます。定期健康診断について

は，事業者は，年１回，労働者に受けさせなければならないこととなっております

が，労働者が人間ドックを希望する場合には，その結果の提出をもって代えること

ができることになっております。受診状況としては，対象者１,３５６人に対して，

受診者は１,３２９人，受診率は９８％となっております。受診率が１００％となら

ないのは，年度途中に病気休暇や育児休業等により健康診断等を受けられなかった

方がおられる等の理由からでございます。以上が教職員の健康管理に関する現状の
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報告でございます。それでは，再度，２ページを御覧ください。「３ 三重県教育委

員会主導による主な取組」について説明いたします。先ほども，教職員の健康管理

に関して課題となっている事項として，過重労働とメンタルヘルスがあることを説

明いたしましたが，三重県教育委員会においてもそれらを課題と捉え，改善に向け

た各種の取組みを実施されておりますので，その中から主な取組を３点挙げさせて

いただきました。１点目は，「教職員の総勤務時間の縮減に係る指針の実効ある運用」

ですが，９ページから１３ページに，県が定めている指針を添付させていただいて

おります。この中には，時間外勤務の縮減や，年次有給休暇の確保，効率的な学校

経営等について，その方向性を示しておりますが，指針の実効ある運用について校

長会等でおいて周知を図るとともに，平成２４年度から学校経営の改革方針に記載

し，その取組を強化してきております。次に２点目の「教職員の勤務実態の把握」

ですが，平成２４年度７月から，教職員の総勤務時間の報告が義務付けられており

ます。これにより，勤務実態を把握するとともに，今後の改善活動の基礎資料とし

て活用されるものと考えております。また，市教委としてもデータの活用を図って

いくとともに，勤務状況報告とともに提出されます産業医の面談希望者への対応を

適切に実施してまいりたいと考えております。最後に，３点目の「県費負担教職員

メンタル病休者等の復職支援制度」ですが，メンタルヘルス対策の一環として，メ

ンタルによる病気休暇又は病気休職をされた方の職場復帰に際して，復職支援制度

を実施しております。具体的には１４・１５ページのフローチャートに沿って，休

暇等の期間により，２とおりの復職支援制度を運用されております。以上，長くな

りましたが，教職員の健康管理について，その取組の概要と実態等について説明申

し上げました。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）ただいまの説明に，御意見・御質問などございましたら，お願いします。 

 

（伊藤委員）学校の先生の定時は８時３０分から１７時までが基本体系だと思いますが，

中学校の先生の過重労働が月８０時間を超えるということは，毎日４時間から５時

間の時間外をしておられる先生が多いと理解してよろしいですか。 

 

（教育総務課長）平日の時間外もありますが，特に中学校の先生方はクラブ活動を持っ

ていただいているということがありますので，土曜日や日曜日のクラブ活動に出て

来られるという実態もありますので，時間外が増える傾向にあります。 

 

（伊藤委員）そのクラブ活動については，体育系のクラブを担当する方と室内系のクラ

ブを担当する先生とでは，随分格差が出てくると思われますが，そもそも，運動部

の先生方は経験をお持ちの方が受け持っていらっしゃるのですか。 

 

（学校教育課長）基本的に経験のある教員が担当することが多い状況ですが，年度によ
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って，学校の状況によっては，経験が無くても初任者が新しいクラブを担当する場

合もございます。 

 

（伊藤委員）そうすると，経験者優先でクラブを持たせると，時間数の偏りがなかなか

解消されない，他の方とのバランスが取れないことになるのではないでしょうか。

それとクラブの先生を２人にして，ローテーションを組まれるということはできな

いのでしょうか。 

 

（学校教育課長）必ずしも人数は自由にならないのですが，基本的には正顧問と副顧問

を就けるように各校では対応しています。正顧問の都合が悪い時には副顧問が対応

する，あるいは両方で対応するといった形です。これも，学校やクラブによって事

情が異なりますが，なるべく負担が重くならないように各校で対応しています。 

 

（下古谷委員）今の質問に関連しますが，教職員の勤務実態を把握するということで，

平成２４年度から増えているわけですが，それは，タイムカードか何かを導入され

て把握しているということなのですか。 

 

（教育総務課長）タイムカードではありません。これは自己申告になります。これまで

は，過重労働の多い職員だけカウントしておりましたものを，平成２４年度からは

少ない職員もカウントするようになりましたので，急に増えているように見えます

が，統計の取り方が変わったということで，この時点から急に時間外が増加したと

いうことではありません。 

 

（福嶋委員）５ページの病気休暇の経年変化の部分で，平成２２年度に急に下がってい

ますが，また平成２３年度から上がっています。これはどういうことでしょうか。 

 

（教育総務課長）メンタルの部分のグラフのことだと思いますが，メンタル疾患者は平

成２２年度については少なかったということです。 

 

（福嶋委員）それは環境が良かったということですか。 

 

（教育総務課長）もとの母数が少ないので，少しの人数の変化でこれくらいの変化が出

てきます。 

 

（福嶋委員）５ページの説明として，女性が多い，５０代が多い，それからメンタル疾

患が増加傾向ということでしたが，この３つの傾向の理由を教えてください。 

 

（教育総務課長）県費教職員の病休に女性が多い理由については，全体として，教職員
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には女性が多いことが挙げられます。小学校では男性が約３０％に対して女性が約

７０％，中学校では男性女性とも約５０％ということです。また，女性特有の切迫

流産等の妊娠に係る病気休暇を取得する方もいらっしゃいますので，そういったこ

とが理由でございます。次に，県費教職員の病休に５０代が多い理由ですが，県費

教職員に占める５０代以上の割合は４０％で人数が多いこと，年齢を重ねるにした

がって病気の発生が多くなるという生理的なこと，この年代になりますと責任の重

い職務に就くこと，そういった理由から５０代が多くなっていると考えられます。 

 

（福嶋委員）もう一つのメンタル疾患が増えてきているというのは，やはり，先生に対

する過剰な要求等があるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）学校教職員の精神疾患に関する休職者は非常に高い割合になってきて

います。これは鈴鹿市だけの傾向ではなく，過去１０年間でメンタルによる休職者

は２倍に増加してきているといったデータも出ています。なぜかという部分ですが，

近年，経済状況が大きく変化してきており，教職員に求められる要求水準が非常に

高くなってきていること，仕事量の増加と質の困難化，また，社会全体の対人関係

が変化してきたこと等により，教職員に限らず一般職場におきましてもこのメンタ

ルヘルスが課題になってきているということが挙げられるのではないかと思います。 

 

（福嶋委員）そうすると，鈴鹿市教育委員会では，メンタル的な部分を，どういうふう

に対策をとっていこうとしておられるのか教えてください。 

 

（教育総務課長）これはメンタルだけではありませんが，はじめに説明いたしましたが，

小中学校における衛生委員会の設置促進を図るとともに，その活動を充実させて，

健康管理に関する取組を充実させることが大切ではないかと考えています。まず１

点目は健康診断の実施ですが，健康診断や人間ドックの際に早期にメンタルを発見

して早期に治療にかかる。また，メンタルヘルスの研修会を実施することや産業医

の任用を充実させておりますので活用していただくこと。また，メンタルの原因の

中には過重労働に起因する場合もあろうかと思いますので，学校経営の改善方針に

記載いたしまして，全小中学校で時間外勤務の縮減を図っております。併せて休暇

の取得の促進も図っております。これらは予防的な取組になりますが，メンタルの

部分に限っては，相談体制の充実や三重県の方で復職にあたっての復職支援制度を

構築していただいております。メンタル疾患は回数を重ねるほど短期間に再発する

危険性が高いと言われています。ですから，最初の復帰が非常に重要となってきま

すので，復職支援制度等を活用していただいて，なるべく早く治療していただいて，

なるべくスムーズに復帰していただくことが大切ではないかと考えています。 

 

（福嶋委員）そういう精神的なことを支えるカウンセラーのような方は，いらっしゃい
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ますか。 

 

（教育総務課長）これについては産業医を選任しています。また，メンタルヘルスの研

修会を受けることも可能です。自分がそうなったときへの対応も学べますし，自分

の職場でそういった方が出てきたときの対応の仕方も学ぶことができます。今年度，

教育委員会でも，メンタルヘルスに関する研修会を実施したいと考えています。 

 

（福嶋委員）そうすると，産業医の中にそういったことに対応できる方がいらっしゃる

ということですね。 

 

（下古谷委員）中学校の先生の過重労働についてですが，中学校の先生方については基

本的に給料の中にある程度の手当てが加算されていて，８０時間働いたからと言っ

て８０時間分の手当てが出ているわけではないということですか。 

 

（教育総務課長）教職調整給が支給されており，時間外手当は支給されていません。 

 

（下古谷委員）そうすると，土曜日や日曜日にクラブの引率等で出勤されると，休日が

無くなってしまいますが，それに対応した代休措置というのはあるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）それも基本的にはありません。 

 

（学校教育課長）数は少ないですが中体連の大会等で出張として出掛ける場合がありま

す。その場合はその日は勤務となりますので，通常勤務日に振替措置があります。

練習試合の場合はそのような措置はありません。 

 

（下古谷委員）私の記憶では，連続した勤務日は１０日以上取ってはいけないという労

働基準法の規定があったと思いますが，そういうものは適用されないのでしょうか。 

 

（教育総務課長）労働基準法の時間外勤務の規定は適用されなかったと思います。 

 

（下古谷委員）顧問２人体制で対応されているということですが，例えば，シルバー人

材センターの活用や退職された教員の活用等は考えておられませんか。 

 

（指導課長）三重県でも，鈴鹿市でも外部指導者の方にクラブ活動を支援していただく

取組を実施しておりますが，クラブ活動も学校教育活動の一環ですので，教員が顧

問となって監督することが基本原則となっています。 

 

（下古谷委員）それは現役の先生でなければいけないということですか。 
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（指導課長）教職員免許を持った学校職員でなければいけないことになっています。 

 

（委員長）自己申告の８０時間というのは，家に帰って丸付けをするということは入っ

ているのですか。 

 

（教育総務課長）これは学校に勤務していた時間ということで計算しています。 

 

（委員長）８０時間以上の過重労働者は，多い月で６０人とかそういう人数ですが，中

学校１０校で平均すると１つの学校で６人程度であり，数十人いる学校の先生の内

１０人に満たないということになります。どこの世界でもそうだと思いますが，学

校の現場でも，昔から仕事は忙しい人にさせましょうということで，忙しい人ほど

仕事が良くできるために，そういうことが言われてきました。一人の特定の人に仕

事が集中してしまうのが問題で，もっと複数で分担する，校務分掌を平準化する，

会議の時間を短縮する等，そういうことで，実感として繁忙感を低減できたとか，

実際に時間を縮減できたような事例があれば教えてください。さらに，クラブ活動

については，昔は社会体育化を図るということで，地域の方に来ていただいて，先

生はその時間を授業に専念するための授業研究をするといった取組がありましたが，

今は時代の変化によってなかなかうまく機能していないのが実情なのではないかと

思いますが，そういうことを今でも研究しているのかどうかを教えてください。 

 

（指導課長）中学校においては，会議の短縮を図るために，１時間以上の会議を設定し

ない等の工夫しておられる学校もありますし，多くの学校では，ある一定の日には

定時に退校するといった取組を行っているところもあります。また，クラブ活動に

ついては，新しい学習指導要領に初めて学校教育活動として実施することが位置付

けられたという経緯もございまして，その負担について，実際に外部に委ねて行く

ことは現時点では難しいと考えておりますが，勤務時間の縮減については，知恵を

出して考えていかなければならない課題であると考えております。 

 

（委員長）県教委の特別非常勤講師が部活動に来ていただくという制度はないのですか。 

 

（指導課長）特別非常勤講師の制度はございますが，これは，教員免許を持たない方を

授業で活用するという制度ですので，部活動には当てはまらないと思います。 

 

（下古谷委員）教員免許を持っている非常勤講師を雇えたとしても，常勤ではないから

クラブ活動を担当してもらうことはできないのですか。 

 

（指導課長）クラブ活動のために非常勤講師を雇うという制度は今のところありません。 
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（下古谷委員）私たちの学校では，これまでは常勤の先生が当たっていたものが，最近

少しルールが変わってきて，財源があれば外部委託での実施が可能になってきたと

聞いています。それが，小中学校まで波及するのかどうかわかりませんが，ぜひ，

先生の負担が減るような方策を考えて，全国的に広めていただきたいと思います。 

 

（教育次長）先ほど委員長が言われましたように，特定の職員の負担が過重にならない

ような配慮は必要だと思いますので，職員会議や校務分掌等で平準化を図るように，

特定の方だけが何度も重い校務分掌を担当することのないように，個人で対応する

のではなく組織的に学校が動いているということを意識してもらうような働きかけ

が必要だと思います。また，教育委員会からも学校に対して文書の提出を求めたり，

会議の参加を呼び掛けたりしていますが，こういったことが重ならないような配慮，

学校の負担が増えないような配慮をしていきたいと思います。三重県教育委員会に

対しても同様に考えてほしいということを申し上げているところでございます。 

 

（伊藤委員）先生が休暇を取られた時に，子どもへの対応の補充というのはどのような

対応を取られているのでしょうか。 

 

（指導課長）基本的には，管理職や空いている先生が対応しており，子どもたちに自習

をさせるというような対応をしています。 

 

（教育次長）指導課長がお答えしましたように自習をする場合もありますが，２クラス

を一緒に授業をする場合や，空いている先生が授業をする場合もありますので，必

ずしもいつも自習をしているという訳ではありません。 

 

（下古谷委員）最近は良く「質の保障」ということが言われるようになっています。自

習というのは質の面から良くないと思います。また，２クラスを一緒に見るという

ことになると，１人で３５人を対応するものが７０人に対応することになり，やは

り質は低下の方向に向かうというように外部からは見られてしまいます。難しいこ

とではありますが，管理職の方が代行されるというのが一番良いのかと思います。

小学校で授業を理解するのは難しいことだと思いますが，最近，質の保障というこ

とが言われるようになってきて，特に外部審査等が入った時には指摘されることに

なりかねませんので，小中学校では今のところ大丈夫とは思いますが，気を付けて

いただきたいと思います。 

 

（教育次長）御指摘のとおり，質の低下はできるだけ避けなければなりませんので，空

いている教員や管理職において対応することを最優先でやっていきたいと思います。 
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（伊藤委員）限られた先生で，なおかつ休暇も取らないといけないという矛盾した話を

何とかしなければならないということなのですが，例えば，休暇を取った先生のク

ラスでは，授業と関係のない何か特別なプログラムを予め考えておくということは

できないのでしょうか。前もって休暇を取ることが予定されている場合であれば，

そのための準備を先生方はされるのでしょうが，やはり先生方も生身の人間ですの

で，急に体調が悪くなったりすることもあると思います。そういったときに，年に

１回か２回のことだと思いますので，子ども達がとても喜ぶようなプログラムを実

施するわけにはいかないのでしょうか。 

 

（教育次長）２～３日前に休むことが分かっている場合には，あらかじめ準備をしたり，

時間割を変更したりして，子ども達に負担が行かないように，質の低下が起こらな

いように対応していますが，急に休まれる場合には，管理職や空きの先生が対応す

るといったことで対応しています。 

 

（伊藤委員）授業に関係のない，例えば学校探検隊のようなものを考えておいて，始め

からあきらめるというか，子どもにとっては少しラッキーな日というのもあっても

良いのではないかと思います。 

 

（教育次長）やはり目が行き届かない等，安全面を考慮する必要があります。先ほども

１人で２クラスを見るといったことを申し上げましたが，そういう場合には図書室

で図書の勉強をするという対応をしたり，図工等で安全面に特に配慮する必要があ

る場合は，１人で多くの子どもを見るようにはしない等の配慮が必要になってきま

す。ですから，「今日は担任が休みだから学校探検をしよう」というわけには，なか

なかいかないのが現状です。 

 

（伊藤委員）いただいた資料とは関係のないことですが，たまたまテレビをつけました

ら，市長と指導課長が出演されていて，短い時間でしたので２,０００万円という言

葉だけが聞こえてきました。何か理科の実験のことをおっしゃってみえたと思うの

ですが，この２,０００万円とはどういうお金なのか教えてください。 

 

（指導課長）これは，昨年度末の補正予算で，理科の教材用備品の購入費を国の補助制

度を活用して計上した予算です。 

 

（伊藤委員）それは，今年度，使われるということですか。 

 

（指導課長）今年度，各校５０万円を使っていただくことにしています。 

 

（委員長）その成果についても教えていただきたいと思います。ほかによろしいでしょ
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うか。それでは，御意見もないようですので，２番目の｢７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）７月教育委員会定例会を７月１６日火曜日午後２時から開催いたした

いと考えておりますがいかがでしょうか。 

 

（委員長）それでは，７月教育委員会定例会を７月１６日火曜日午後２時から開催する

ことにご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,７月教育委員会定例会を７月１６日火曜日午後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６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。 

 

６月教育委員会定例会終了 午後４時１５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 


