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平成２５年８月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年８月６日（火） 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），書記（片岡健二），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（１）【請願第１号】請願の取扱いについて            （教育総務課） 

（２）【議案第１５７０号】平成２５年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案について 

 （教育総務課・文化課） 

（３）【議案第１５７１号】鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱の制定について 

                                （教育総務課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２４年度教育委員会活動の点検・評価について      （教育総務課） 

 

７ その他 

（１）公民館について                      （生涯学習課） 

（２）教育委員会懇談会及び９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 なし 

 

（委員長）それでは，平成２５年８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，下古谷委員にお願いいたします。 

 

（委員長）それでは，議事に入ります。まず，請願第１号「請願の取扱いについて」で

ございますが，この請願は，人事に関する内容ですので，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。請願第１号の会議を非公開とすることに，御異議はござい
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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。 

 

≪委員長・委員・教育長・教育次長・参事・教育総務課長・ 

学校教育課長・書記以外退室≫ 

 

請願第１号「請願の取扱いについて」審議・承認 

 

≪関係者入室≫ 

 

（委員長）大変お待たせいたしました。ただいまの，請願第１号「請願の取扱いについ

て」は，請願の内容が，県費負担教職員の任免その他の進退に関するものであり，

当教育委員会の所掌事務ではありませんが，市立学校に勤務しているという服務監

督の面から請願書に記載された内容のうち，当教育委員会に関わる部分について，

事務局で行いました事実確認の結果を三重県教育委員会に内申することと決定いた

しました。 

 

（委員長)それでは２番目の議案第１５７０号「平成２５年度鈴鹿市教育費第２号補正予

算案について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）平成２５年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案を９月市議会定例会に提出する

について，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第３号の規定により，こ

の議案を提出します。詳細は教育総務課長，文化課長から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議事２番目の議案第１５７０号「平成２５年度鈴鹿市教育

費第２号補正予算案について」，まず，教育委員会所管の予算案につきまして説明い

たします。議案書の２ページを御覧ください。まず，１番の教育費補正額でござい

ますが，補正前の額は，７１億４,６６６万４千円でございます。今回の補正額は，

１億５１５万２千円の増額補正をお願いするものでございまして，補正後の額は，

７２億５,１８１万６千円となります。次に，補正額１億５１５万２千円の財源内訳

でございますが，国県支出金が１,５８２万円の増額，その他が１,０１０万円の増

額，これは市内企業からの寄附金１,０００万円と，国際移住機関からの受託収入 
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１０万円でございます。そして，一般財源が７,９２３万２千円の増額でございます。

次に，２番の教育費補正額内訳について，説明いたします。まず，教育総務費教育

振興費の「教育課程研究指定校事業費」２０万６千円でございますが，これは，技

術・家庭科を通して，学習指導要領が求める「知識・技術を活用する力」「思考力」

「判断力」「表現力」の育成を目指し，共に学び合う授業づくりを進めることを目的

に鼓ケ浦中学校を研究指定校といたしまして授業の指導方法の工夫や改善について

調査研究を行うものでございます。なお，財源は，全額国からの委託金でございま

す。次に，「体系的なキャリア教育実践研究事業費」１５万円でございますが，これ

は，地域が連携して，小・中・高等学校の各学校段階を通じたキャリア教育の実践

研究を行うもので，平田野中学校，明生小学校を研究委託校として，神戸高等学校

と連携した実践研究や，産学官連携の「みえサイエンスネットワーク」を活用した，

ものづくり企業と連携したキャリア教育のネットワーク構築の実践研究を行うもの

でございます。なお，財源は，全額県からの委託金でございます。次に，「栄養教諭

を中核とした食育推進事業費」６０万円でございますが，これは，栄養教諭が中核

となり，児童生徒の効果的な食育指導を実施する手立てを研究するもので，加佐登

小学校，愛宕小学校等８つの小学校を実践中心校にして行うものでございます。財

源は，全額県からの委託金でございます。次に，「消費者教育推進調査研究事業費」

６３万円でございますが，これは，中学校における職場体験学習を通じて，消費者

とは反対の立場（いわゆる事業者側）から消費活動について学ぶことにより，中学

校における消費者教育の充実を図るもので，財源は，全額国からの委託金でござい

ます。次に，「学校図書館学習・情報センター機能強化支援事業費」１,０００万円

でございますが，学校図書館の学習・情報センター機能の強化を支援するため，各

小中学校に百科事典，図鑑等を整備するものでございます。財源は，全額市内企業

からの寄附金でございます。次に，「マネジメント力強化研究事業費」７６万７千円

でございますが，学校の組織マネジメント力を強化することで，教職員の多忙感の

解消を視野に入れつつ，学校評価を学校改革や改善と有機的につなげ，学校の経営

の改善を図るもので，国府小学校を研究協力校として行います。財源は，全額国か

らの委託金でございます。次に，「特別支援教育推進事業費」２００万円でございま

すが，発達障がいを持つ幼児児童生徒に対して，臨床心理士のアセスメントを実施

し，保護者等と連携した「すずかっ子支援ファイル」の作成を促進し，特別支援教

育の基盤づくりを進めるもので，全幼稚園，小中学校において実施するものでござ

います。財源は，全額，県からの委託金でございます。次に，「幼児期の運動促進事

業費」２２６万７千円でございますが，幼児期に習得しておくことが望ましい基本

的な動作，生活習慣，運動習慣を身に付けさせるための実践研究で，神戸幼稚園を

はじめ，稲生，飯野，加佐登の４園を研究推進園にして行うものです。実践研究の

成果を市内各幼稚園に普及することで，体力向上に向けた幼児教育の充実を図ると

ともに，本市の児童生徒の体力向上を目指します。財源は，全額，国からの委託金

でございます。次に，「環境教育取組活用調査研究事業費」４０万円でございますが，
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小中学校における総合的な学習の時間と各教科の連携を図り，小中学校９年間を見

通した，体系的な環境教育の推進を図るもので，白鳥中学校と井田川小学校を研究

協力委託校として実施するものです。財源は，全額，県からの委託金でございます。

次に，「学校人権教育費人権教育総合推進地域事業費」３４万２千円でございますが，

学校，家庭，地域が一体となった人権教育の総合的な取組を推進するために，人権

教育カリキュラムを作成し，地域全体で人権尊重の精神を高め，一人ひとりの人権

を大切にした教育の充実を図るものでございます。千代崎中学校区に加え，大木中

学校区を研究対象校区として実施することによる増額でございます。財源は，全額，

県からの委託金でございます。次に，「学校人権教育費／学びを保障するネットワー

クづくり事業費」９万円でございますが，神戸中学校区において，小学校高学年以

上の家庭へ配布する「家庭における親子のかかわりについて」のリーフレット作成

のための増額でございます。財源は，全額，県からの委託金でございます。次に，

「外国人児童生徒サポート事業費／受入促進事業費」６０万円の減額でございます

が，本事業は，どの学校においても一定水準の日本語指導が受けられるきめ細やか

な支援体制づくりに取り組み，外国人児童生徒の受入体制の充実を図るものでござ

いますが，国・県補助金の減額に伴う事業費の減額でございます。次に，「外国人児

童生徒サポート事業費／就学支援事業費」１０万円でございます。この事業は，外

国籍の子どもの就学の実態把握に努めるとともに，公立小中学校または外国人学校

への就学につなげるための支援体制を整備するものでございますが，就学支援のた

めの家庭訪問に係る旅費の増額による補正でございます。財源は，全額，国際移住

機関からの受託収入でございます。続きまして，小学校費学校管理費の「施設管理

費／維持修繕費」４,０３０万円でございますが，これは，若松，旭が丘，椿の３小

学校のプール施設について，老朽化による水槽内の損傷が著しく，水泳の授業に支

障を来たす状態となってきていることから，修繕工事を行うものでございます。次

に，「学校運営費／備品購入費」９００万円でございますが，これは，小学校３０校

のＡＥＤ本体の耐用期間超過に伴い，ＡＥＤ本体の更新を行うものでございます。

続きまして，小学校費学校建設費の「教育施設防災機能強化事業費」９６０万円で

ございますが，これは，防災機能強化として，小学校の屋内運動場の窓ガラスの飛

散防止及び校内備品等の転倒落下防止のための器具の取付けを行い，地震発生時の

生徒や利用者の安全対策及び避難所の機能確保を図るものでございます。本事業は，

事業費の２分の１に当たる４８０万円を県の補助事業を活用して行う防災機能強化

事業でございまして，本年度は，強化ガラス等への取替えを，栄，天名，井田川の

３小学校で，固定器具の取付けを，国府ほか２４小学校で行うものでございます。

続きまして，中学校費学校管理費の「施設管理費／維持修繕費」９９０万円でござ

いますが，これは，鼓ケ浦中学校について，平成２７年度からの中学校の給食化に

伴う給食用昇降機の設置工事を行う予定でありますが，当校の高圧受電設備の老朽

化と旧式の受電遮断機システムのため，適正な電気供給の安全性の確保に不安があ

ることから，受電設備を更新するものでございます。次に，「学校運営費／備品購入
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費」３００万円でございますが，これは，中学校１０校のＡＥＤ本体の耐用期間超

過に伴い，ＡＥＤ本体の更新を行うものでございます。続きまして，中学校費学校

建設費の「教育施設防災機能強化事業費」４４０万円でございますが，これは，先

に説明いたしました小学校と同様に防災機能強化として，中学校の屋内運動場の窓

ガラスの飛散防止及び校内備品等の転倒落下防止のための器具の取付けを行うもの

でございます。本事業も，小学校と同様，事業費の２分の１に当たる２２０万円を

県の補助事業を活用して行う防災機能強化事業でございまして，本年度は，強化ガ

ラス取替えを白子，鼓ケ浦の２中学校で，固定器具の取付けを白子ほか６中学校で

行うものでございます。以上が，教育委員会所管の予算案でございます。 

 

（文化課長）それでは，私からは文化振興部所管の「平成２５年度９月補正予算」につ

きまして説明申し上げます。３ページを御覧ください。今回，補正予算を計上いた

しますのは，文化振興部内の各所属に配置しておりますＡＥＤ計４０台分の更新に

かかる費用でございます。内訳につきまして，生涯学習課所管の施設では，ふれあ

いセンターに１台，各公民館に３０台，スポーツ課所管の施設では，市立体育館，

武道館に各１台，西部体育館，農村環境改善センター，石垣池公園の陸上競技場，

鈴鹿川河川防災センター，鼓ヶ浦サン・スポーツランドに各１台，図書館に１台，

考古博物館に１台の合計４０台で，総額１,２００万円を計上しています。また，予

算区分の内訳としましては，社会教育費で９９０万円，保健体育費で２１０万円で

ございます。なお，ＡＥＤの更新時期につきましては，メーカー推奨の目安の期間

である，耐用期間を参考に行うもので，本年でその期間が満了することになります

が，期間を超えてもバッテリーやパッドの定期的な交換やインジケータの確認等，

日常の管理を適切に行っていれば使用に問題はないとの回答をメーカーから得てお

ります。いずれにしても，不測の場合も考慮し，また，来年４月に，消費税の増税

も予想されることから，全庁的にこの時期に補正予算を計上するものでございます。

以上でございます。 

 

（委員長）ただいまの議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）全体的に国や県からの委託金のメニューというのは，年々増えてきている

のか，減ってきているのか，どういう傾向ですか。そして，その委託事業について

は，市としてプランニングする能力が必要だと思いますが，ここ数年は，鈴鹿市が

受けた委託事業の全体金額が増えてきているのか，減ってきているのか，お伺いし

たいと思います。 

 

（指導課長）全体の金額については分からないのですが，当市の教育委員会としては，

指導課では，積極的に国や県の事業を活用しながら，市が取り組んでいきたいこと

をプランニングし，コンペに参加して事業を受託しており，例年このくらいの数で
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はないかと思います。以前よりは，増加しているかもしれません。 

 

（福嶋委員）他市に比べて，委託事業に積極的に取り組んでいるということですか。 

 

（指導課長）県内の他市に比べると，鈴鹿市は圧倒的に多いと思います。 

 

（伊藤委員）ＡＥＤは，全部購入で維持しているのでしょうか。パッド等のパーツは，

定期的に替えていただけるレンタルの方が，経費が安くなると思うのですが。金額

が大きいので。 

 

（教育総務課長）ＡＥＤは，全て購入しております。一括で入札をしますので，費用は

かなり抑えられるのではないかと考えています。 

 

（下古谷委員）外国人児童生徒サポート事業費だけが減額となっていますが，具体的に

は国や県に返還するということですか。 

 

（人権教育課長）返還するというよりは，もともとの事業の構成が国３分の１，県３分

の１，市３分の１の負担割合となっていた中で，当初予算で約９１８万の予算を組

んでいましたが，実際は国からの補助額が２１５万５千円となり，３分の２程度に

減額されてしまいましたので，全体予算としては減額となりました。ただし，子ど

もたちの教育の質を落としてはいけないということで，国，県からの補助事業の部

分に加えて，市単独で上乗せをしまして，子どもたちの日本語指導や適応指導がで

きるように予算を確保しています。 

 

（下古谷委員）もし返還するのであれば，点検評価報告書に書かれていたような，タガ

ログ語等，多言語への対応にその分を使えるのかと思いまして質問しました。 

 

（委員長）他市に比べて委託事業をたくさん受けていただいているということで，その

熱意や意欲は素晴らしいと思います。しかし，事業をたくさん受ければ，委託校の

担当者にとっては，計画を立てて実践する，結果をまとめる，会計事務等，行政の

部署にとっては，学校の募集・選定，学校への指導助言，進捗状況の把握，国県へ

の報告等，事務量も大変多くなると思います。以前のように学校へ補助金を渡して，

ある意味学校の自由裁量で執行できていたものが，今は，行政の部署の方で使った

分だけ執行する形に変わってきているということもありますので，ブレーキを掛け

るつもりは全くないのですが，鈴鹿市の喫緊の教育課題は何かを絞りこんでいただ

いて，もちろん，今上がっている事業もアクションプラン等とも結びついている大

切なことだと思うのですが，より精選していただいて，ある程度余裕を持って取り

組んでいただくのも大事ではないかと思います。時間や能力にも限界はあるので，
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そういう風にも考えていただけるとありがたいです。熱意は高く評価したいですが，

反面，余裕がなくなるのは心配だと思って申し上げました。 

 

（指導課長）これらの事業は，学習指導要領の改善事項に示されている，本市にとって

も非常に重要な教育課題で，事業を実施することによって，国が進めている内容に

ついて直接指導を頂けることもあり，鈴鹿の教育の質を上げていくという意味では

非常に効果があると考えており，積極的に受託をしている次第です。事務に関して

は，学校にできるだけ負担を掛けないように鈴鹿市全体で受けており，学校からの

報告は，極力，普段からやっていただいている取組を成果発表としてまとめていた

だいています。事務局としては，事務量は増えますが，事業を受託しなかったとし

ても，改善事項として市としても進めていきたい内容でもありますので，整理をし

ながら能率的に進めていきたいと思います。 

 

（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１５７０号「平成２５年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案について」

を原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１５７０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１５７１号「鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに

関する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）鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱を制定するについて，鈴鹿市

教育委員会教育長事務委任等規則第１条第２号の規定により，この議案を提出しま

す。詳細は教育総務課長から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議事３番目の議案第１５７１号，鈴鹿市教育委員会後援等

の取扱いに関する要綱の制定について，説明いたします。現在，本市以外の団体や

個人が企画し，実施する展覧会や講演会，演奏会，競技会等の各種行事や催しに対

して，鈴鹿市や鈴鹿市教育委員会の後援等の承認を受けようとする場合は，各課の

内規や決裁処理により申請や承認等の処理をしております。このたび，市において，

後援等の取扱いについて，統一的根拠により処理することを目的に，要綱が制定さ

れ，８月からの施行が予定されています。そこで教育委員会といたしましても，市



８ 

 

の要綱制定に合わせて，後援等の取扱いを整理するものでございます。本要綱では，

第３条に後援等の対象を規定し，第５条から第１０条までは，申請，承認，変更，

実施報告までの事務手続きを定めています。また，資料９ページから１４ページま

では，申請書等の様式を定めたものでございます。この要綱の制定により，これま

で各課において独自に定めている内規等については，当該要綱に整合させる形で改

正する方針でございます。以上でございます。 

 

（委員長）ただいまの議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（委員長）５ページの第２条に，後援及び協賛とありますが，後援と協賛の違いは何で

すか。 

 

（教育総務課長）本要綱では取扱いの違いは設けておりません。主催者側の要望により，

使い分けることにしています。基本的には，市でも教育委員会でも，開催趣旨に賛

同するものについて行うこととしております。 

 

（福嶋委員）教育委員会は，これまで取扱いに関する要綱はなかったのですか。 

 

（教育総務課長）教育委員会でも，内規や基準は持っておりました。教育委員会では後

援名義の使用承認に関する要綱を定めておりましたし，文化振興部では使用承認基

準というものを内規で定めておりましたが，今後は，今回定める要綱に合わせて，

それらの内規も整理していきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の方の，後援等の取扱いに関する要綱というのもあるのですね。 

 

（教育総務課長）この教育委員会の要綱とほぼ同じような要綱が，市の方で８月に制定

されました。それに基づいて，教育委員会の方も整理させていただいたということ

です。 

 

（伊藤委員）教育委員会の後援及び協賛というと，その文字を見ただけで，非常に教育

的であり，また，文化的であるというように受け取りがちですが，こういう正規の

手続きを経ずに名義が使用されたことは，これまでにありますか。 

 

（教育総務課長）私の知る範囲では，無断で使用されたということはありません。 

 

（伊藤委員）必ず本来の手続きを取っていただいているということは，中身もしっかり

精査していただいいていると考えて良いわけですね。 
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（教育総務課長）教育委員会として開催趣旨に賛同できるものということで，精査をさ

せていただいています。 

 

（福嶋委員）これまで，後援にふさわしくないような案件はあったのでしょうか。 

 

（指導課長）数としては少ないですが，営利を目的としたものでお断りすることが年間

２，３件ありました。 

 

（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１５７１号「鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱の制定に

ついて」を原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１５７１号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして報告事項に移らせていただきます。「平成２４年度教育委員会活動

の点検・評価について」をお願いします。 

 

（教育総務課長）それでは，報告事項の平成２４年度教育委員会活動の点検・評価につ

いて，各所属による第一次評価とそれに対する学識経験者の意見につきまして，説

明申し上げます。教育委員会活動の点検・評価については，地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２７条の規定に基づき，教育委員会の活動状況について点検

及び評価を行い，その報告書を作成するとともに，これを市議会に提出し，併せて，

市民へ公表しようとするものでございます。まず，報告事項の４ページの「１ は

じめに」を御覧ください。「（１）制度の趣旨」につきましては，点検・評価を実施

する背景や法的根拠を記載しております。この点検・評価は，平成２０年度から毎

年実施し，作成した報告書を議会に提出するとともに公表することが義務付けられ

ております。「（２）本市の教育行政の方向性」につきましては，本市の第５次鈴鹿

市総合計画に基づき策定・公表された「鈴鹿市教育振興基本計画」による，本市の

教育行政の方向性を示してございます。次に，６ページの「（３）点検・評価の対象」

では，教育委員会が掲げる「基本目標」と「目指す子ども像」を実現するために，

平成２３年３月に鈴鹿市教育振興基本計画を策定しましたが，本点検評価は，この

基本計画に基づいて，平成２４年度の単年度計画として策定した，アクションプラ

ンを対象に実施しておりまして，今回は，中期的な進捗状況を明らかにする観点か

ら，第５次鈴鹿市総合計画の第３期行財政経営計画に掲げる平成２７年度末目標値

に対する，当該年度の達成状況についても点検を行うこととしました。７ページの
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「（４）実施フロー」では，本点検・評価の流れを，「（５）一次評価（担当所属評価）

の実施方法」では，「アクションプランに対する単年度評価」と「中長期的目標の達

成度に関する点検」の実施方法を記載してございます。なお，具体的な点検評価項

目については，１０ページの平成２４年度アクションプラン及び１１，１２ページ

の一覧表を御確認いただきたいと思います。次に，９ページの「（６）学識経験者の

知見の活用」では，法律の規定に基づき，点検・評価の客観性を確保するために記

載の２名の方に，担当課が行った一次評価に対して御意見を求めておりまして，こ

れらの方からの御意見については，１２０ページ以降に掲載しております。次の

「（７）二次評価（教育委員評価）の概要」及び「(８)報告書の議会への提出と公表」

では，一次評価及び学識経験者の評価を受けての二次評価の作成，確定，そして議

会への提出，公表までの流れを説明してございます。続きまして，１３ページから

は「２ 点検・評価結果（一次評価）」でございまして，ここから１０６ページまで

が，アクションプランに掲げている２５項目の「施策の方向」及び６９項目の活動

内容について，各担当課が行った一次評価の内容でございます。具体的には，「施策

の方向」評価シート，及び活動内容評価シートの２種類の評価シートを設け，「施策

の方向」評価シートでは，各項目に設定した指標の年度末目標に対して，平成２４

年度の実績値を明らかにし，達成度を数値で客観的に捉えられるシートにしており

ます。また，活動内容評価シートにおいては，当該活動内容について，「取組の状況」

「成果」「課題」という順に自己評価しております。個々の一次評価の内容について

は，報告資料をもって，説明に代えさせていただきます。続きまして，１０７ペー

ジからは，「中期的目標の達成度に関する点検」でございまして，ここから，１１７

ページまでが中期的な施策の進捗状況を測るため，第３期行財政経営計画に掲げる

教育委員会関連の単位施策について，単位施策ごとに設定している平成２７年度目

標値に対する，当該年度の実績値と達成度を明示してあり，１１８，１１９ページ

が，「行財政経営計画」と「教育振興基本計画」及び「平成２４年度アクションプラ

ン」の対応表でございます。これについても，個々の評価の内容については，報告

資料をもって，説明に代えさせていただきます。次に，１２０ページですが，「３ 学

識経験者の知見の活用」を御覧ください。ここから１３４ページまでが，担当課が

行った一次評価に対して，お二人の学識経験者から頂きました御意見でございます。

１２０ページから１３１ページまでが，国立大学法人三重大学学生総合支援センタ

ー特任教授の宮崎冴子様からの御意見でございます。宮崎様からは，それぞれの活

動内容に対して，きめ細かな点検を頂き，今後の事業を遂行していく上での様々な

御指摘，御提案を頂いております。また，１３２ページから１３４ページまでが，

元三重中京大学現代法経学部客員教授の田川敏夫様からの御意見でございます。田

川様からは，教育振興基本計画と点検評価との関連付けや，時代状況に則した柔軟

な事業の設定等，俯瞰的な観点からの評価をいただいております。以上が今回の一

次評価の概要でございます。最後に，今後の予定でございますが，本日この教育委

員会で，この一次評価に対する疑問点，不明点等について，教育委員の皆さまから
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の御意見・御指摘を頂くとともに，８月１３日までに御意見等を事務局へ提出いた

だきたいと存じます。それに基づき，事務局で二次評価の原案を作成いたします。

そして，８月２１日の教育委員会懇談会で二次評価（案）についての意見交換を行

いまして，１０月教育委員会定例会に最終の報告書案を提出し，承認をいただきま

したら，市議会１２月定例会の開会日に，本点検評価報告書の冊子を議会へ提出い

たします。また，市民への公表については，市政情報課の「情報コーナー」や教育

総務課の窓口で閲覧できるように冊子を設置するとともに，教育委員会のホームペ

ージに掲載する予定でございます。また，点検評価報告書を公表した旨を「広報す

ずか」１２月５日号に掲載する等して周知を図ってまいります。私からの説明は以

上でございます。 

 

（委員長）平成２４年度の教育委員会活動の点検評価については，今後，教育委員によ

る二次評価を取りまとめることとなりますが，ただいまの説明にありましたように，

８月１３日までに，各委員からの御意見等を事務局へ提出いただきたいと存じます。

それをもとに事務局で取りまとめていただき，次に行われます教育委員会懇談会で

協議し，最終報告書を１０月の教育委員会定例会で審議したいと思います。そこで，

本日は，特にこの場で聞いておきたいということについて，御質問，御意見がござ

いましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）報告書について，昨年度からの主な変更点はどのようなところがあります

か。 

 

（教育総務課長）この報告書については，法律に基づいて１年間の教育委員会の活動に

ついて評価をしていましたが，学識経験者からの御指摘で，中期的な視点も入れた

方が良いのではないかということで，中期的目標に対する達成度の点検というのも，

資料の１０７ページから点検を行っております。これは教育委員会関連の単位施策

について，平成２７年度目標値に対して，今どの位置にあるのかということを，今

回新たな取組として，１１９ページまで記載しております。それから，前回は１１

月定例会で，委員さんに御意見を頂いて，すぐに議案として出させていただいてい

ましたが，少し手順を丁寧にして，今回は早い時期にまとめ，この８月定例会で報

告事項とさせていただきました。この後，８月２１日の懇談会で委員の皆様の活発

な御議論をいただいて，最終的に１０月にまとめたいと考えており，手法としても

時間を掛けさせていただきました。 

 

（福嶋委員）学識経験者の知見というのがお二人から出されているのですが，宮崎さん

と田川さんで，評価の観点のすみ分けがされているのですね。 

 

（教育総務課長）去年もそうでしたが，宮崎様からはそれぞれの活動について細かいチ
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ェックをしていただいていて，田川様からは時代状況を考えながら俯瞰的な観点か

ら見ていただいているということで，それぞれにありがたく思っております。 

 

（福嶋委員）串刺しの仕方を変えているというような印象ですね。 

 

（下古谷委員）タイプミス等はいつ言えば良いですか。 

 

（教育総務課長）本日の会議後に教えていただきたいと思いますので，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，各委員の御意見については，８月１３

日までに教育総務課までメール等で提出してください。それでは，その他の事項に

移ります。１番目ですが，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，意見交換をしていますが，今回は「公民館について」意見をいた

だきたいと思います。それでは，担当課の説明をお願いします。 

 

（生涯学習課長）それでは，私からはその他事項の１番目「公民館」につきまして，説

明申し上げます。１ページを御覧ください。まず，「公民館の法的な位置付け」です

が，根拠法令が「社会教育法」になっています。御覧のように，社会教育法におい

て，公民館の「目的」「設置者」「事業内容」「運営方針」等が定められています。そ

の他，詳細につきましては，説明を省略しますが，この中で特に，第２３条に規定

されている「営利目的」「特定の政党への関与」「特定の宗教への関与支援」につい

ては，禁止事項となっており，実務において，公民館の部屋を貸す，いわゆる貸館

等については注意を払うよう，各公民館に指導しているところです。続きまして，

本市の公民館の現状について説明いたします。本市の公民館は，全部で３１館ござ

いまして，概ね，小学校単位毎に設置されています。この３１の公民館ですが，公

民館のみの業務を行う「単独公民館」が１１館。また，公民館業務と地区市民セン

ターの行政業務を兼ねて行う「併設公民館」が２０館となっており，職員体制につ

きましても，それぞれ御覧のとおり３名から６名の体制となっています。なお，各

公民館の位置関係につきましては，４ページの地図に掲載させていただきました。

黒丸が併設公民館，黒丸の外に一重丸が書いてあるのが単独公民館となっています。

また，参考までに，県内各都市の公民館の設置状況は２ページのとおりとなってお

り，数字は，左から公民館の数，人口，そして１館当たりの人口となっています。

続いて，３番目の「施設の状況」でございます。６ページを御覧ください。御覧の

表は，建設年度が古いものから１番から３１番まで順に並べた，市内各公民館の一

覧でございます。敷地面積・延べ床面積は，各公民館の立地条件等で一律でない部

分もございます。御覧のとおり，建設以降３０年以上経過している施設が半分を超

えており，施設・設備の老朽化が課題となっております。なお，延べ床面積につい
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ては，従来は１００坪（３３０㎡）という公民館が多かったのですが，近年の状況

は地域の皆さまからの御要望もあり，４００から７００㎡と，スペースの拡大が図

られております。続いて，４番目の「利用状況」でございます。２ページを御覧く

ださい。年間利用人数は，３１館合わせて，延べ人数で約４０万人となっておりま

す。数字上ではありますが，１館当たりでは１万２,９００人，１館１日当たり３５

人の方に利用いただいているということになります。内訳は，高齢者教室，乳幼児

学級，出前講座，発表会等の「主催事業」が，年間約１,５００回で７万４,５００

人，生け花・詩吟・健康体操・大正琴・カラオケ等，公民館が募集する「サークル

活動」が年間約２万２,６００回で２２万８,０００人，各種地域団体の会合等の「各

種会議」が年間約２,５００回で４万２,０００人，そして，貸館が年間約３,２００

回で５万９,０００人となっています。なお，詳細につきましては５ページに一覧表

として掲載させていただきました。続いて，５番目の「本年度の予算」でございま

す。なお，公民館に関する予算が細目にわたっており，大変なボリュームとなりま

すので，今回は，本年度の代表的な予算項目だけを掲載しております。内容でござ

いますが，各公民館の主催事業の開設運営等に要する運営委託料として１,１６７万

円，公民館の維持修繕・施設管理委託料として２,０６８万８千円，平成２８年度に

建替えオープンを予定している栄公民館の基本設計委託料として６５０万円，そし

て，これまでの男女共用のトイレから男女別のトイレに計画的に改修していくバリ

アフリー整備費として計１,８００万円を計上しております。最後になりましたが，

６番目の「今後の方向性（課題）」でございます。第一に，公民館の老朽化に伴う，

計画的な整備改修でございます。先ほどの説明にもございましたように，建設以降，

３０年以上経過の公民館が半分を超えているという現状があります。利用者が快適

に公民館を使用できるよう，施設設備の改修を行い，利便性の向上を図っていく必

要があり，そのための予算確保が急務であると考えております。今後においては，

鈴鹿市全体のハード整備について計画的に進めていく「公共施設マネジメント計画」

が，現在，企画財務部において策定中でありますが，それらの中に，公民館の整備

改修事業をしっかりと位置付けて，進めてまいりたいと考えています。次に，「地域

づくり」と「公民館」との連携推進でございます。昨年１２月に「鈴鹿市まちづく

り基本条例」が施行され，その中で，市民が連携協力して，住みよい地域をつくっ

ていくために，地域で活動する様々な団体等が結集し「地域づくり協議会」を設立

することとし，本市のそれぞれの地域においても，この，「地域づくり協議会」が設

立し始めてきております。このようなことから，今後において，公民館は「生涯学

習の拠点」であるとともに，「地域づくりの拠点」としても，そのキーステーション

としての役割を担っていく必要があり，そのための様々な課題について，関係機関

等と連携して，進め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，御意見・御質問等ございましたら，お願いします。 
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（福嶋委員）県内の公民館の中では，鈴鹿市の公民館にはどのような特徴があるのでし

ょうか。 

 

（生涯学習課長）数字的な話ですと，例えば，鳥羽市が一番人口当たりの公民館の数が

多く，本市は６番目に入っています。また，地域づくりとも関係していると思うの

ですが，鈴鹿市の公民館は小学校区に１館ずつあるというのが特徴で，他市につい

ては中学校区単位というところもあります。 

 

（福嶋委員）より細やかな，地域に根差した活動の拠点になりうるということですね。 

 

（生涯学習課長）はい。中学校区よりも小さな小学校区単位で，きめ細やかなサービス

ができると考えています。 

 

（福嶋委員）これから高齢化社会になっていって，車を運転できないお年寄りも増えて

きますので，そういった方の生きがいや学習意欲の向上の面から，公民館は大切な

役割を担っていくと思います。そういう面でも，施設の更新というのは必要だと思

います。なるべく快適な公民館を目指していただきたいと思います。先ほど男女共

用トイレの改修の話がありましたが，水まわりが快適なことも，魅力のポイントと

して大事なことですので，よろしくお願いします。 

 

（生涯学習課長）現在，３１館中１７館で男女別のトイレになっていますが，残り１４

館についても，計画的に男女別トイレにできるように取り組んでいきたいと考えて

います。 

 

（下古谷委員）これまでは，大体のところで床面積が１００坪（３３０㎡）だったのが，

現在は，４００㎡から７００㎡になってきたということですが，４００㎡と７００

㎡では大分差がありますが，その基準はありますか。 

 

（生涯学習課長）今は５００㎡くらいを基本と考えているのですが，玉垣公民館につい

ては，対象人口が非常に多いということを鑑みて，また，当該公民館は２階建てと

いうこともあり，そういうことも関係しております。 

 

（伊藤委員）都会の方では，地区市民センターが拠点になって，高齢者や一人世帯のお

年寄りのケアに取り組んでいるところがあると聞いています。鈴鹿市もその辺りの

アンテナを高くして，介護や医療の観点を取り入れていただいて，高齢の方も住み

良い鈴鹿市にしていただきたいですし，子どもたちももっと行けるようなところに

していただけたらなと思います。三重県の中で，鈴鹿市がこういう流れを牽引して

いっていただけたらと思います。 
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（生涯学習課長）生涯学習の観点から，高齢者の健康について色々な形で協力できるこ

とがあると思います。伊藤委員の言われたハード整備面を，全てこちらで担うのは

難しい面もありますが，色々な形で連携協力していくということは必要かと思いま

すので，今後研究していきたいと考えています。 

 

（文化振興部長）公民館と地区市民センターは所管が違いまして，地区市民センターは

市長部局の地域課の所管になるのですが，行財政改革のアクションブランの中でも，

地区市民センターの役割の中に，福祉的な側面も入れていこうということで，平成

２７年度までにどういうことができるかというのを検討しております。今後，様々

な成果が出てくると思いますので，御覧いただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）男女別のトイレに順次改修中ということですが，公民館は災害時に避難

所として使われることもあると思います。人工肛門を付けた方でも使えるような設

備にすることは考えているのですか。 

 

（生涯学習課長）男女別トイレの未改修のところでも，障害者用のトイレは整備させて

いただいております。車椅子の方が利用できるようなトイレについては整備してい

ます。 

 

（教育長）少し話が戻るのですが，公民館にいろいろ他の機能を持たせていくというこ

とについてですが，公民館は社会教育法に縛られるところがあると思うのですが，

これからも公民館としての役割だけを続けていくのか，以前よりは柔軟性が出てき

て，建設から何年か経ったものは地域の使いやすい目的に変えて行っても良いとい

うことになっているのか，その辺りはどうですか。 

 

（文化振興部長）公民館については，社会教育の枠を外して福祉や環境問題等の地域課

題に柔軟に対応できるように，以前から特区制度の申請をする動きがありましたが，

国からの回答は，脱法行為だ，社会教育法の趣旨から逸脱しているという回答しか

頂けずにいます。多治見市では継続して申請しているようですが，文部科学省から

は認められずに来ております。ただ，社会教育法の枠内でできることと，それ以外

に公民館で別途活動をしていくということは，少し仕分けすることも可能かと思い

ます。そういった中で，地域づくり協議会と一緒に地域課題に取り組んでいくため

に，新しい公民館には地域部屋というのを設けて，地域の方たちが自由に活動でき

る部屋を作っておりまして，地域づくり協議会が中心になって地域の課題に対応し

ていただくということを進めています。ただ，法律的にどうかということについて

は，適化法の関係も整理しないといけないと考えております。最近は補助の制度が

なくなって補助は頂いていないのですが，以前は国の補助を頂いて作っております
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ので，そういう面もクリアしながら考えていきたいと思います。 

 

（委員長）５ページに利用状況がありまして，そこに貸館というのがありますが，この

「貸館」はどういう意味に使っているのかということと，隣の欄の各種会議は，河

曲公民館では５件しかないですが，各種会議と貸館とを混同して処理してしまって

いる結果ではないかと思いますがいかがですか。次に，私も公民館を使うことがあ

りますが，公民館は固定客，リピーターが多いと思います。その他の方にも来てい

ただくような工夫をしているようなことはありますか。例えば子どもたちを趣味や

サークルの活動に呼び込むような取組を考えたことはありませんか。最後に２ペー

ジの予算のところで，公民館への運営委託料と維持修繕・施設管理委託料で合わせ

て１館当たり約１００万円くらいですが，これでは少ないという要望はありません

か。 

 

（生涯学習課長）貸館についてですが，公民館の主催事業ではない，一般の例えばお琴

やお花等，我々は自主グループと呼んでおり，自主グループに部屋を貸すことを貸

館と呼んでいます。河曲公民館の各種会議が少ないのではという件については，各

種会議というのは自治会の総代会やＰＴＡの会議等でして，河曲公民館の場合は，

隣に河曲地区市民センターがあり，ここでの利用が多いために，公民館での利用が

少ないのではないかと思います。また，リピーター以外の層の開拓については，毎

年同じ顔ぶれのサークルには自主グループの方に回っていただく形にして，なるべ

くいろいろな方があまねくサークル活動，サークル活動というのは公民館の主催事

業ですが，そちらへ入っていただけるように指導しています。また，子どもの参加

については，委員長のおっしゃるように，公民館はどちらかというと高齢者の方の

利用が多いです。最近の傾向ですと，それを解消すべく，放課後子ども教室という

のを明生，清和，白子，郡山の４教室で開設させていただいております。また，乳

幼児学級も新規開設させていただき，少しでも子どもたちの利用が増えるように取

り組んでいきたいと思います。それから，１００万円の予算については，これで全

部の公民館の維持修繕費を賄っているというわけではないのですが，これからの生

涯学習の拠点としての更なる整備も必要であると考えていますので，今後も更に充

実を図っていけるよう，予算確保に努めてまいりたいと考えております。 

 

（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，２番目の｢教

育委員会懇談会及び９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）教育委員会活動の点検評価の二次評価を協議していただく教育委員会

懇談会を８月２１日水曜日午後２時から，また，９月教育委員会定例会を９月３０

日月曜日午後４時から開催いたしたいと思いますがいかがでしょうか。 
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（委員長）御異議ございませんか。 

 

（委員全員）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので,教育委員会懇談会を８月２１日水曜日午後２時から，

９月教育委員会定例会を９月３０日月曜日午後４時から開催することにいたします。 

 

（委員長）それでは，これをもちまして８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。 

 

８月教育委員会定例会終了 午後４時１２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 下古谷 博司 


