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平成２５年９月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年９月３０日（月） 午後４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），考古博物館長（兼丸まり子），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 

（１）【議案第 1572号】鈴鹿市教育委員会委員長の互選について    （教育総務課） 

（２）【議案第 1573号】鈴鹿市教育委員会委員長職務代理者の指定 

について                          （教育総務課） 

（３）【議案第 1574号】鈴鹿市教育委員会に対する請願の取扱いに関する規則の 

制定について                        （教育総務課） 

（４）【議案第 1575号】鈴鹿市ふれあいセンター条例施行規則の一部改正について 

（生涯学習課） 

（５）【議案第 1576号】鈴鹿市通学路集落間防犯灯管理費補助金交付要綱の 

一部改正について                      （学校教育課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２４年度教育委員会活動の点検・評価の二次評価（案）について 

（教育総務課） 

（２）学校給食における異物混入について              （学校教育課） 

（３）合川小学校における教育課程特例校の申請について         （指導課） 

（４）平成２５年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表について     （指導課） 

（５）大黒屋光太夫記念館 第９回特別展の開催について         （文化課） 

（６）夏休み子ども体験博物館について               （考古博物館） 

（７）平成２５年度 特別展「伊勢湾をめぐる交流」について     （考古博物館） 

 

７ その他 

（１）全国学力・学習状況調査について                 （指導課） 
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（２) １０月教育委員会定例会の開催について            （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 ２人 

 

（委員長）それでは，平成２５年９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，議事に入ります前に，委員の皆

様にお諮りいたしたいと存じます。本日の議案第１５７２号「鈴鹿市教育委員会委

員長の互選について」及び議案第１５７３号「鈴鹿市教育委員会委員長職務代理者

の指定について」は，人事に関する案件でありますので，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が，御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので，議案第１５７２号及び議案第１５７３号の会議を，

全会一致で，非公開とすることにいたします。それでは，事務局以外の方々の一時

退席をお願いします。 

 

《事務局（次長・参事・教育総務課長・書記）以外の 

部課長，傍聴人は一時退席》 

 

議案第１５７２号「鈴鹿市教育委員会委員長の互選について」審議・承認 

議案第１５７３号「鈴鹿市教育委員会委員長職務代理者の指定について」審議・承認 

 

《関係者再入室》 

 

（委員長）お待たせをいたしました。先ほどの議案第１５７２号「鈴鹿市教育委員会委

員長の互選について」では委員長に伊藤委員が，議案第１５７３号「鈴鹿市教育委

員会委員長職務代理者の指定について」では職務代理者に下古谷委員が選任されま

した。 

 

（委員長）それでは３番目の議案第１５７４号「鈴鹿市教育委員会に対する請願の取扱

いに関する規則の制定について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市教育委員会に対する請願の取扱いに関する規則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
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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，議案第１５７４号の「鈴鹿市教育委員会に対する請願の取

扱いに関する規則」の制定について説明申し上げます。はじめに請願の制度につい

て説明申し上げます。請願とは，主に，損害の救済や公務員の罷免，法律等の制定

等を請求できる国民の権利として認められた制度です。憲法第１６条には，請願権

に関して「何人も平穏に請願する権利を有する」ことが規定されており，この憲法

の規定に基づき，請願法という法律により，請願の方法，提出先，及び受理した行

政庁が「誠実に処理しなければならないこと」等，必要最小限の事項が，ごく簡潔

に規定されております。この制度に基づきまして，前回の８月教育委員会定例会に

おいて，請願第１号の取扱いについて審議・承認いただいたものでございます。請

願の趣旨や法的根拠については，今，説明申し上げたとおりでございますが，御承

知のとおり，教育委員会制度は合議制の執行機関である教育委員会において，その

職務権限に属する事務を管理し執行しておりますが，その一部を教育長に委任する

等して，効率的に事務を執行する体制を整えております。そこで，今後，教育委員

会に対する請願があった際に，憲法に規定する請願権を擁護し，かつ請願法の規定

を遵守し誠実に処理することを基本としながら，効率的に処理を行うために，その

具体的な取扱いについて規則をもって定めようとするものでございます。それでは，

議案書４ページを御覧ください。規則の具体的な内容について，説明申し上げます。

まず，第１条では，教育委員会に対する請願については，請願法及び鈴鹿市教育委

員会会議規則第１６条に規定のある請願の提出及び当該請願にかかる請願者の意見

の陳述に関する規定の他，必要な事項をこの規則で定めることを規定しています。

次に第２条では，請願書の記載事項について，邦文，日本語の文字と文章を用いて，

請願法第２条に定める住所及び氏名の記載事項の他に，請願の趣旨及びその説明等，

及び提出年月日を記載するとともに，請願者が押印して提出する旨を規定していま

す。次に第３条では，請願があった場合には，教育長は，原則として教育委員会の

会議に当該請願を議案として提出することとしておりますが，その例外として，た

だし書き以降に，教育委員会の所管する事務のうち，鈴鹿市教育委員会教育長事務

委任等規則第１条の規定により，既に教育長に委任されている事務に関する請願は，

教育長が処理することができることとし，また，教育委員会の会議に付すべき請願

でありながらも，緊急に処理を要するもの等，専決処分せざるを得ないものについ

ては，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第３条第１項の規定に基づき教育長

が専決処分できることを規定しています。なお，通常，教育長に委任されている事

務については教育委員会への報告を義務付けておりませんが，行政庁は，請願を誠

実に処理しなければならないことから，教育長に委任されている事務に関する請願

については，本規則第３条第２項により，次回の教育委員会へ報告することを義務

として規定しています。また，専決処分により請願を処理した場合には，他の専決

処分の事案と同様に鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第３条第２項の規定に
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より，次回の教育委員会に提出し，承認を求めることとなります。このように，教

育長に委任されていない請願は教育委員会の審議事項に，教育長に委任された請願

は教育委員会への報告事項に，教育長が専決処分した請願は教育委員会の承認事項

にと，すべての請願について，教育委員会の関与を保証しています。次に第４条で

すが，鈴鹿市教育委員会会議規則第１６条第２項には，請願に関して，請願者が教

育委員会の会議において口頭で説明を加えたいときに，委員長の許可を得なければ

ならない規定がございますが，この許可を得るための手続きについて規定していま

す。最後に第５条ですが，請願に対しては誠実に処理をする必要があることから，

全ての請願について，その結果を文書で請願者に通知することとしているものでご

ざいます。なお，この規則について承認が得られましたら，速やかに施行いたした

く，附則において，この規則は公布の日から施行することを規定しています。以上

でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

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

 

（福嶋委員）請願の内容が教育委員会に関係しない場合は，受理するのか又はしないの

か，どうなるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）請願法では，関係しない内容の請願を受理した場合は，関係部局に送

るようにとの定めがございますので，教育委員会に関係しないことであれば，そう

いう扱いをさせていただこうと思っております。 

 

（下古谷委員）第３条のただし書き以降の専決処分する場合とは，具体的にはどういう

場合がありますか。 

 

（教育総務課長）現在，特に具体的に想定しているものはありませんが，緊急を要する

ような請願であって，次回の教育委員会に諮らずに処理を必要とする場合というこ

とになると思います。 

 

（委員長）第３条第２項ですが，２行目に「委任された事務に関する請願を処理した時

は，その結果を次回の教育員会の会議において報告しなければならない。」とありま

すが，それは第３条第１項で速やかに教育委員会の会議にかけて処理した場合は，

次回の会議に報告しなければならないという意味なのですか。その場合に，次回の

会議までに間の合わない場合はこの表現でいいのですか。これは，専決したときの

報告ではないのですか。 

 

（教育総務課長）先に説明いたしましたように，まずは，教育長に委任されていない請

願は必ず教育委員会の審議事項にさせてもらうのが大原則です。ただし何らかの緊
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急の請願であって，教育長が専決処分した請願は必ず次回の教育委員会の承認事項

にあげさせていただきます。そして，教育長に委任された事務に関する請願につい

ては，教育長が事務処理をして，請願でなければ教育委員会に報告することもない

のですが，この請願についてだけは，誠実に行う必要がありますので，次回の教育

委員会の報告事項にあげさせてもらうという形で，３つに整理させていただいてい

るということです。 

 

（委員長）今のお話ですが，次回ということは，その前にもう一つあるような気がする

ので，例えば，「請願を処理した時は，その後，最初に開催される教育委員会の会議」

ということにすると，次回という言葉の意味がはっきりすると思いますがいかがで

すか。また，第４条第２項に「請願者は，委員長が許可する時間内において説明す

ることができる」とあります。恐らく教育委員会の会議へいらっしゃるということ

だと思いますが，その場合，説明だけで終わるのか，質疑もこの説明に含むのかど

うかをお伺いします。 

 

（教育総務課長）一番目の次回のというのは「処理した次の」という意味で，法令文で

すとこういう整理をしますので，処理した後直近の教育委員会に提出するという読

み方になります。第４条第２項の御質問ですが，これは教育委員会会議規則第１６

条に，「教育委員会に対して，請願又は陳情しようとする者は，教育長を通し文書を

以てしなければならない。」とあって，第２項には「前項の請願又は陳情に関して，

更に口頭を以て教育委員会において，説明をしようとするときは，委員長の許可を

受けなければならない。」という規定がございますので，それに基づいて委員長の許

可を受けたら説明できるということでございます。そして，その場において，皆さ

んで協議していただいて，質問もしていただけるということでしたら，その場合に

ついては，その場で進めていただいたら良いと思っています。 

 

（伊藤委員）第５条で，その結果を文書で請願者に通知しなければならないということ

ですが，どのような文書で通知したかということは，教育委員会で見せていただく

ことはできるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）請願が出されたままで，その後，どのような取扱いを受けたかわから

ないということがないように，前回の８月の事例も同様ですが，必ず請願のあった

場合には，請願者に回答を出させていただきます。回答の内容については，教育委

員会で審議するものについては，その場でお話させていただこうと思いますが，専

決した事項や教育長に委任された事項については，次回の教育委員会で回答内容を

報告させていただきたいと思います。 

 

（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
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ます。議案第１５７４号「鈴鹿市教育委員会に対する請願の取扱いに関する規則の

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１５７４号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして４番目の議案第１５７５号「鈴鹿市ふれあいセンター条例施行規則

の一部改正について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市ふれあいセンター条例施行規則の一部を改正するについて，鈴鹿市教

育委員会教育長事務委任等規則第１条第２号の規定により，この議案を提出します。

詳細は生涯学習課長から説明いたします。 

 

（生涯学習課長）それでは，議案第１５７４号「鈴鹿市ふれあいセンター条例施行規則

の一部改正について」説明を申し上げます。議案書は５ページでございます。６ペ

ージは改正の内容でございますが，詳細については，７ページの改正部分新旧対照

表で説明させていただきます。今回，施行規則の一部を改正する内容でございます

が，鈴鹿市桜島地区にあります「ふれあいセンター学習会館」及び「センターふれ

あいホール」の休館日が，それぞれ定められておりますが，それらの中で，例えば，

市の重要な主催事業であるとか，法令に基づき実施する事業など，特に重要な事業

について，万一，これらの施設の休館日に開館する必要が出てきた場合，教育委員

会がその理由が妥当と認めた場合には，休館日においても開館できるといった，弾

力的な運用条項を付け加えるものでございます。具体的な表現としては，それぞれ

の文末に「ただし，教育委員会が特別の理由があると認めたときは，これを変更す

ることができる」という，いわゆる「ただし書」を付け加えるものでございます。

なお，参考までに，このただし書は公民館条例施行規則には，既にこの文言が記載

されており，今回，それらの施設とも足並みを揃える意味においても改正を行うも

のでございます。具体的な運用の基準については，この議案が承認された後，事務

局の方で検討いたしたいと考えております。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。 

 

（下古谷委員）他の公民館では既にこういう規定はあったということですが，こちらの

「ふれあいセンター」については，この規定が無かった特別な理由はありますか。 
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（学習生涯課長）特別な理由というよりは，公民館条例施行規則とふれあいセンター条

例施行規則が同じような扱いになっていますが，「ふれあい」の方には，ただし書き

の規定が無かったということで，足並みを揃える必要があるいうことが，今回の変

更の理由です。 

 

（下古谷委員）ただ単に規定が無かったというだけで，特に理由があったわけではない

ということですか。 

 

（学習生涯課長）その通りでございます。 

 

（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１５７５号「鈴鹿市ふれあいセンター条例施行規則の一部改正につい

て」を原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１５７５号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして５番目の議案第１５７６号「鈴鹿市通学路集落間防犯灯管理費補

助金交付要綱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）鈴鹿市通学路集落間防犯灯管理費補助金交付要綱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。詳細は学校教育課長から説明いたします。 

 

（学校教育課長）それでは，議案第１５７６号，鈴鹿市通学路集落間防犯灯管理費補助

金交付要綱の一部改正について，説明いたします。通学路の集落間防犯灯につきま

しては，園児児童生徒の安全安心の確保のために，各自治会の御理解のもと設置い

ただいておりますが，市教育委員会といたしましては，その設置の促進のため，鈴

鹿市の補助金を活用して設置された防犯灯の内，通学路に設置され，かつ市教育委

員会が必要であると認めた防犯灯につきまして，その電気料を設置から５年間に限

り補助いたしております。この度，生活安全部地域課の集落間防犯灯の設置に係る

要綱が改正されましたのに伴い，今回，議案にありますとおり，教育委員会の補助

金交付要綱につきましても一部改正をいたします。具体的には，１０ページの新旧

対照表にありますように，第３条の「鈴鹿市集落間防犯灯設置費補助金交付要綱（平



８ 

 

成１６年鈴鹿市告示第４３号）に基づき設置した集落間防犯灯施設又は鈴鹿市防犯

灯設置費補助金交付要綱（平成１２年鈴鹿市告示第１２２号）に基づき設置した防

犯灯施設」を「鈴鹿市自治会等防犯灯設置費補助金交付要綱（平成２５年鈴鹿市告

示第７４号）に基づき設置した防犯灯施設」に，また，同条の「鈴鹿市教育委員会」

を「かつ，鈴鹿市教育委員会」に，そして，第５条の「（１） 鈴鹿市集落間防犯灯

設置費補助金交付決定通知書の写し又は防犯灯補助金交付決定通知書の写し」を

「（１） 鈴鹿市自治会等防犯灯補助金交付決定通知書の写し」に改正するものでご

ざいます。 

 

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

 

（福嶋委員）これは，単に文言が変わったから書き変えますという理解でよろしいです

か。 

 

（学校教育課長）そのとおりです。 

 

（下古谷委員）電気代の補助を行うということで理解すればよろしいですか。 

 

（学校教育課長）そのとおりです。 

 

（下古谷委員）教育委員会の方から電気代を節約するという意味で，電灯をＬＥＤ化し

てくださいという提案はできないのでしょうか。 

 

（学校教育課長）教育委員会としましては，電気料の補助申請に基づいて補助させてい

ただいています。設置に関しては生活安全部の担当ですので，そのところは，今は，

ございません。 

 

（伊藤委員）電気代については，教育委員会の方でということで，電球が切れた場合等

の維持管理は各自冶会にお願いしているという現状なのですか。 

 

（学校教育課長）教育委員会は，設置を促進するという趣旨で５年間の補助をしており

まして，維持管理については各自冶会で行っていただいています。 

 

（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１５７６号「鈴鹿市通学路集落間防犯灯管理費補助金交付要綱の一部

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 
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（委員長）御異議がないようですので，議案第１５７６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２４年度教育

委員会活動の点検・評価の二次評価（案）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１番目，「平成２４年度教育委員会活動の点検・

評価報告書二次評価（案）」について，説明申し上げます。今回の報告内容は，前回

の８月教育委員会定例会後に委員の皆様からいただいた御意見，及び８月２１日に

開催しました第１回教育委員会懇談会における協議内容を踏まえ，教育委員の皆様

による二次評価（案）を作成しましたので，報告させていただくものでございます。

二次評価（案）の概要としては，２ページから１０ページまでに２３項目の施策の

方向及び２つの特別推進項目について，それぞれ項目別に評価を行うとともに，１

０ページの下６行目からは，「本点検評価全般について」の評価，及び「教育活動全

般を通じて」の評価を行っています。次に，具体的な二次評価（案）の内容につい

てですが，基本的には，委員の皆様からいただいた御意見をもとに作成しておりま

すが，前回の懇談会での協議を踏まえて調整した点について，主なものを説明させ

ていただきます。まず，２ページの「１ 少人数教育を充実し，自ら学ぶ力を育み

ます」の２段落目の部分ですが，事前にいただいた御意見では，少人数教育に関す

るアンケート調査の結果について，高い数字を維持していることに対する評価の御

意見と，前年度に比べ，数値が下がっている部分があることに対する厳しい御意見

とがありましたが，両論を併記することは困難ですので，今後，児童生徒の学習環

境に関する教育委員会の方向性として，少人数指導のための効果的な人員配置と並

行して，特別な支援を必要とする児童生徒への支援の面からの人員配置を含めた総

合的な学習環境を整備する必要性があることを記載する形で構成いたしました。次

に，４ページの「６ 体力の向上を図る取り組みを推進します」の２段落目の部分

ですが，いただいた御意見には，外部指導者の導入による効果とその充実について

触れられているものがありましたが，平成２４年度から，学習指導要領において，

部活動が，学校教育の一環として取扱われることとなったため，外部指導者の効果

的な活用も含めて，学習指導要領の改訂の趣旨に沿う形で部活動の取組の推進を図

ることとする包括的な記述にしております。次に，５ページの「１０ 多文化共生

の教育を進めます」の２段落目の部分ですが，委員の皆さんからの御意見としては

特にございませんでしたが，外国人児童生徒への日本語指導や授業改善による，学

力の定着の観点から，記述を加えております。次に，８ページの「１ 子どもの健

全育成の環境づくりに努めます」の部分についてですが，ラジオ体操の効果と普及

促進について御意見をいただいておりましたが，ラジオ体操は，学習指導要領にも

その取扱いがなく，また，社会体育の観点から普及促進が図られるべき取組である

と考えております。よって，学校や地域の実情を考慮しながら，各学校の判断で，

ラジオ体操を教育の一環として実施することは何ら差し支えございませんが，教育
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委員会として一律に取組の推進を図る等の方向性を示すのは控えたいと考えており，

あえて，記述しておりません。次に，１０ページの「４ 時代に即応した施設環境

の整備を図ります」の２段落目の部分ですが，今後の課題として，大規模校の緩和

に関する御意見がありましたが，少子化等の影響から児童生徒数が減少傾向にある

学校に関する課題もあることから，それらの諸課題を包含する形で，学校規模の適

正化の観点から検討を進めるといった記述としております。主な説明は以上でござ

います。その他の部分については，概ね，委員の皆さんからの御意見をもとに作成

しておりますので，二次評価（案）の報告資料をもって説明に代えさせていただき

ます。御了承ください。次に，今後のスケジュールでございますが，本日の二次評

価（案）に対する御意見を受けまして，二次評価の最終調整を行います。また，一

次評価及び有識者評価において委員の皆様から既に御指摘いただいております，文

言の統一，用語解説の追加等について調整を行いまして，次回の１０月教育委員会

定例会において，点検・評価報告書全体を議案として提出させていただく予定です。

そして，当議案に御承認をいただきましたら，１２月市議会定例会の開会日に，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」の１２月５日号に掲載するなどして周知

を図ってまいります。以上でございます。 

 

（委員長）８月の懇談会を踏まえてまとめていただいて，主な部分の説明もいただきま

した。この報告に御意見をいただきたいと思いますが，まず「Ⅰ 子どもたちの生

きる力を育みます」の部分に１６項目と特別推進項目２項目がありますので，こち

らからお伺いしたいと思います。２ページの１の真ん中あたりに「学習指導要領の

理解」「問題解決的な学習課程の編成」とありますが，問題解決的な学習課程の「課

程」は，「過程」だと思うのですが。また，同じところの「編成」は「工夫」とした

方が良いと思いますがいかがかでしょうか。教育課程は編成と言うと思いますが数

時間の学習過程のことを言っていますので「工夫」の方が良いと思いますので御検

討ください。その後にも「授業の工夫」というのも出てきますので，流れで考えて

いただいたのかもわかりませんが，意見として出させていただきました。３ページ

の上から６行目の「様々な専門的分野の方の経験を受講・体験」とありますが，細

かいことですが，様々な経験を「受講」するのはわかりますが，経験を「体験」す

るというのはどうかと思います。１２番のいじめをなくす取り組みの４行目の中ご

ろに，「いじめ根絶運動の開催」と書いてありますが，「いじめ根絶運動の推進」の

方が良いのではないでしょうか。８ページの一番上の「また，当市では休園する幼

稚園が増加傾向にあります」の後に，再編整備の必要性が「幼小中の一貫性のある

教育を進めていくために」と記載してありますが，それもあると思いますが，幼児

教育はある程度まとまった１５人とか２０人といった人数で行うことが，幼稚園教
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育の一つの目的である社会性を育てていくということにつながりますので，そうい

う文言があると，再編整備につながるのではないかと思います。それでは，「Ⅱ 家

庭・学校（園）・地域の連携を促進します」の９ページまでの３つについてはいかが

ですか。また，「Ⅲ 教育に関わる環境や条件の整備を進めます」の部分で４項目あ

りますがどうですか。１０ページの下の「本点検評価全般について」指標の位置付

け等も書いてありますがどうですか。 

 

（伊藤委員）１０ページの一番上ですが，「教職員や地域ボランティアの資質向上」とい

う表現の仕方ですが，教職員の資質向上は分かりますが，ボランティアの資質向上

というのは表現を和らげていただきたいと思います。 

 

（委員長）１０ページの一番上ですね。本点検評価全般についてはよろしいでしょうか。

１１ページの「教育活動全般を通じて」はいかがでしょうか。 

 

（福嶋委員）全般的には，これまでの議論を踏まえていただいているので問題ありませ

んが，最後の「教育活動全般を通じて」の部分が，今回の力点を置くところ，焦点

が出るところだと思って読ませていただきました。教育活動全般を通じてのところ

で，今回，あえて県の教育委員会の人事の権限と市長の予算の権限というものに対

して，ジレンマを持っているということが記述してあります。こういうのは，今ま

でなかなか指摘がなかった文面で，実際に問題があって，そしてそういった部分が

ありつつも努力をしていきたいという文章を書くということは，私は，一つ前進で

はないかと理解しております。もう一つ最後の「レイマンコントロール」という文

言を使っています。そして，注釈を入れて意味を説明していただいていますが，あ

えて使いたいという主旨を教えていただければと思います。この２点をお願いしま

す。 

 

（教育総務課長）今回，課題は課題でという形で入れさせていただきました。国の方で

は，教育委員会制度が色々変わろうかと動きがある中で，課題は課題で捉えさせて

いただいたということでございます。それと，レイマンコントロールのことですが，

これは資料があったと思うのですが。 

 

（福嶋委員）まだ，一般的な言葉ではないと思いますので，それをあえて使うという理

由があればと思いまして。 

 

（委員長）次回，まとめたものを出していただくようですので，それまでにレイマンコ

ントロールという言葉が一般的かどうかを検討していただいてはどうでしょうか。 

 

（福嶋委員）必要であればこの言葉を使うのは問題ありません。一般市民が疑問に思う
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ようであっても，それを超える理由があれば，問題はないと思いますが。 

 

（教育総務課長）申し訳ありません。これは，いただいた御意見の中にありましたので，

実はそれを入れさせていただいたものです。確かにまだ，一般的にはなっていない

と思います。レイマンコントロールというのは，教育委員会制度に取り入れられて

いるものですが，「高い視点から専門家だけの狭い判断だけに偏ることがないよう

に」ということを言うのですが，皆さんに一般的ではないので，こういう形で注釈

を書かせていただきました。分かりにくいようであれば変更してもよろしいのです

が，採用するかどうか，もう少し考えさせていただきます。 

 

（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

「学校給食における異物混入について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは報告事項の２番目，「学校給食における異物混入」

について説明いたします。安全安心を旨とする学校給食におきまして，異物が混入

するという事態を引き起こし，誠に申し訳ありません。学校教育課といたしまして

は，再発の防止に向けて全力で取組んでいるところでございます。発生した事案の

概略と再発防止に向けての取組内容を説明申し上げます。まず，９月１０日（火曜

日）河曲小学校における混入事案です。６年生児童の「ひじき入り中華そぼろ」に，

プラスチック片が混入いたしました。長さ１８ｍｍ，幅３ｍｍ，厚さ１ｍｍ程度の，

ナイロンを成分とするもので，食材に混入していたものを，納入業者が製品化する

段階，そして食材の検収・調理の過程で除去できなかったものと考えられます。本

日，東京海洋大学から，分析の時にナイロンに付着していた藻類の種類についての

返信がありました。それによりますと，食材のひじきに混入していたものと考えら

れるということで，原因がほぼ特定されました。次が，９月１１日（水曜日）稲生

小学校において５年児童の「魚のからめ和え」に，この食材の入っていたビニール

袋を開封した際に，そのビニール袋の切れ端の一部４ｃｍ程度が調理過程で混入し

たものでございます。次は，９月１２日（木曜日）旭が丘小学校において，６年生

の学級担任の「いろいろ野菜炒め」に，金属ネジが混入したものです。ネジは頭部

４ｍｍ，長さ８ｍｍ，太さ２ｍｍ程度で鉄製ニッケルメッキ，頭部に穴のない特殊

な平ねじでした。センター・学校とも使用していないもので，食材に混入していた

ものを納入業者の納入，食材の検収，調理の過程で除去できなかったものか，ある

いは，その後に混入したものではないかと考えられます。そして，９月１３日（金

曜日）一ノ宮小学校において，３年生児童の「スタミナみそ汁」に，金属製の輪，

直径３ｍｍ程度のものが混入したものです。鉄製，銅・錫メッキで，センター・学

校とも使用していないもので，食材に混入していたものを納入業者の納入，食材の

検収，調理の過程で除去できなかったものか，あるいは，その後に混入したもので

はないかと考えられます。いずれも学校からの一報を受けて，まず，園児児童の喫



１３ 

 

食停止の指示，及び健康状況を確認することの指示を出し，同時に，混入経路の確

認，及び再発の防止のため，給食センター，単独調理室に向けて，食材の検収，調

理，配缶における各作業にさらに厳重な注意を払うよう指示しました。各食材納入

業者に対しましては，異物の確認徹底を指示するとともに，関係の疑われるものと

同じ工程で製造された食材については納入を停止，当面献立からも外しております。

また保護者向けには，関係する全保護者宛に，事情の説明と謝罪の文書配布を行い

ました。９月１１日午後には鈴鹿保健所による立ち入り検査を実施し，一部調理方

法に助言をいただき，給食の実施に問題がないことを確認しました。一部調理方法

の助言については，みそや調味料等をざるでこすというものでございまして，それ

以降実施しています。９月１３日夜は関係者合同対策会議を開き，学校給食関係者

による経緯の確認と今後の対策を協議いたしました。そこでは，マニュアルに従っ

た作業手順のさらなる厳密化と，厨房業者タニコーを始め，調理士・栄養教諭・事

務局職員等による，複眼的な厨房機器の再点検等を決定いたしました。９月１５日

（日曜日）点検当日は，備品配置の見直しや調理室内外の整理等も含めて，今回と

は関係のないものに至るまで，異物の混入につながる可能性のあるものを注意深く

調理場から取り除く作業をいたしました。市内各小学校におきましても，検収作業

の厳密化や配膳時の見守り強化等により，異物が紛れ込むのを未然に防ぐために，

担任等による配膳作業の見守りの強化を指示し，取組んでいただいているところで

す。今後につきましては，作業手順の徹底と同時に，マニュアルの見直し，日常点

検及び担当者相互の確認強化，調理業務に係る研修のさらなる見直しを進めるとと

もに「食の安全」についての意識の向上を図ることにいたしております。まず，学

校給食関係者の危機管理意識を高め，安全安心な給食を提供するために，１０月４

日（金曜日）と１０月８日（火曜日）に分けて，栄養教諭と給食調理員関係者を全

員招集します。現状の把握及び今後の取組に係る意識の共有を図り，鈴鹿の給食を

守るための取組を進めてまいります。 

 

（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）この４件の混入事案というのは，原因はそれぞれ異なっていて分からない

ということですか。 

 

（学校教育課長）先ほどの１点目の河曲小学校の「ひじき入り中華そぼろ」に混入しま

したプラスチック片につきましては，結束バンドの切れ端のように当初見えました。

それにつきましては，分析会社の食品合成開発センターに依頼した分析の結果，成

分がナイロンということがわかりました。その後，結束バンド状のナイロンには付

着物がございまして，その顕微鏡写真をいただきましたので，それを先ほど申し上

げました東京海洋大学の方へメールで送信させていただき御見解を伺いましたら，

藻類であることが判明したしました。東京海洋大学の先生によると，海中でプラス
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チックに藻類が付着していっしょに収穫され，それが混入したものだろうという報

告をいただきました。ひじきに良く似た紛らわしいものでしたので，ひじきに混入

したのは間違いないと考えます。そしてその後の調理過程において，紛らわしいも

のであったため除去できなかったということが原因であると考えています。２件目

は，「ホキ」という魚が入っているビニール袋を切って，魚を出して調理をしていま

した。混入したものは油で上げたビニールですが，これを取っておいて，調理場を

確認し，ビニール袋本体と切れ端とを照合させていただきました。ところが一部足

りないものがありましたので，おそらくこれであろうと考えました。同時に専門家

にも分析を依頼し，同じものかどうかの確認をさせていただいた結果，同じものと

確認できましたので，調理場で混入したものと確定されました。なお当日，稲生小

学校の校長が，切れ端ではないかということで再現実験をした結果，同じものが出

来上がりました。調理担当者には，十分注意するように伝え，現在は十分の注意を

払いながら調理に当たっています。先ほどの１番のひじきですが，これにつきまし

ても，現在，同じ形で製造しているものは，納入を停止しております。３番目の旭

が丘小学校で見つかったねじですが，分析結果としては先ほど申し上げた形状のも

のであることは判明したのですが，混入経路は，はっきりはしておりません。これ

につきましては，給食センターの１５日の総点検で確認しましたが，４番目の金属

も含めて，少なくともセンターでの使用は，器具類，調理用具類について一切ない

ものでございました。なお，調理員についても調理にあたりましては，こういうも

のは，一切体から外して，アクセサリー等も外しております。また，調理に入るに

あたりましては，着替える部屋がございますので，そこで全部白衣に着替え，その

後粘着テープで表面のものを取り除き，その上で空気のシャワーの部屋に入り細か

いものを全部落として作業を行っておりますので，通常，３番４番のものについて

は，調理現場では混入しにくいだろうと考えております。食材の方については十分

注意を払っておりますが，その可能性は排除できないということです。以上でござ

います。 

 

（福嶋委員）３，４については，物は何か判明したが，どういう経路で入ったかは，わ

からなかったということですね。 

 

（学校教育課長）食材かあるいは，調理後混入したと考えております。 

 

（福嶋委員）そうすると，今回の案件というのは９月１０日から１３日の間に４件が集

中してあがってきているということですね。これ以前にもよくこういうことがあっ

たのか，今回たまたま，４日間の間に事例が積み重なって出てきたのか。そのあた

りはどうですか。 

 

（学校教育課長）９月１０日の件は，河曲小学校の６年生の児童の口に入った件でござ
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いましたので，大きなことと捉えまして，まず全保護者に連絡させていただきまし

た。これ以前につきましては，給食センターで食材の段階で発見されたりすること

はあります。また，教室まで行って，配膳の際に入ったりする等，原因がはっきり

しているケースはあります。これまでは，子どもが食べておらず，健康被害も考え

られないというものはありましたが，健康被害が考えられるものについては，この

１０日以降のものでございます。 

 

（福嶋委員）これ以前にも多少，事例はあったということですか。 

 

（学校教育課長）はい。 

 

（下古谷委員）３番の頭部に穴のない特殊な平ネジとは，どんなものなのでしょうか。

ネジというとプラスとかマイナスの山があると思いますが。 

 

（学校教育課長）言葉では説明しにくいのですが，通常我々が目にするものではなくて，

専門家の三重県工業研究所にも依頼させていただきましたが，特殊なものなのでど

こに使われているのかという指摘はございませんでした。したがって，どこに使わ

れているものかはわからないという状況です。 

 

（下古谷委員）ネジを締めるのはどうするのでしょうか。まったくイメージがわかなく

て。私が知っている平ネジでネジ山がないのは，アングルを組む時に裏側に四角い

アングルの隙間に入れるものしか思いつきませんが。 

 

（学校教育課長）御指摘のとおりで，ネジを見て裏の四角部分があればこちらからナッ

トで締まるなという話をしていましたが，それらしきものもありませんので，締め

方も用途も現在不明でございます。 

 

（伊藤委員）今の御説明を聞きまして，本当に関係各位は，非常に心を使いながら調理

にあたっていただいているのがよくわかります。人間のすることですので，何でも

１００％ということはないと思いますが，３番４番の事例は，誤飲した時に大変で

す。作る側はこれだけ意識を高めていただいていますので，危険予知を含めて，食

べる子ども達にも，食を楽しみながらよく噛んで食べるという指導をしていく必要

があると思います。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，３番目の

「合川小学校における教育課程特例校の申請について」をお願いします。 

 

（指導課長）それでは，報告事項３番の合川小学校の教育課程特例校申請について報告
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させていただきます。本年度，平成２６年度からの実施を目指し，文部科学省に，

合川小学校における教育課程特例校の申請をいたしました。学校において取り扱う

教科や標準時間数は学習指導要領に定められておりまして，これに基づき教育課程

が編成されておりますが，この制度は，文部科学大臣が，学校教育法施行規則第５

５条の２に基づき，学校を指定し，学習指導要領等によらない教育課程を編成して

実施することを認める制度でございます。この制度を活用すると，学習指導要領で

定められている時間数を取り扱わずに，学校独自の時間割をつくることができるこ

とになります。２番にありますように，合川小学校においては，平成２６年度から，

「英語科」の授業を４年生から実施いたします。４年生では，週に２回，合わせて

１校時分になりますが，５・６年生については週３回，２校時分を予定しておりま

す。この目的につきましては，２点ございます。１点目は，３番にありますように，

主体性を育む実践的英語コミュニケーション力の基礎を培う目的がございます。国

際化が進む中で，子どもに主体的に生きていく力を育てていくことがいっそう求め

られています。そこで，小学校の英語科を通して，英語によるコミュニケーション

を楽しむことで，豊かな国際感覚と生きる力の源である主体性を育んで参りたいと

考えております。文部科学省においては，近い将来，小学校の英語を教科にしてい

くということを伺っており，そうした流れの先行的な実践研究にしていきたいと考

えております。２点目は，過疎地における教育の在り方について，特別な教育課程

に基づく特色ある学校づくりを推進し，校区の見直し等，解決策を模索していきた

いと考えております。４番の予定にもございますが，平成２６年度教育課程特例校

として，特色ある学校づくりを実施したのち，平成２７年度には小規模特認校の指

定を行い，校区外からもある一定数の児童が通学できるようにしていく計画を予定

しております。この小規模特認校の制度は下にありますように，学校の特色を理解

し，小規模な学校で学びたい，子どもを学ばせたいという希望者に対して，市内に

ある現在の住所のまま所定の条件のもと，小規模特認校として指定された学校に入

学・転入学できる制度でございます。これにより，通学区域外から入学・転入学が

できるようにすることで，児童数の一定確保を図るとともに，特色ある教育活動を

一層推進していくことをねらいとしています。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。 

 

（下古谷委員）特認校に合川小学校を選んだ理由を教えてください。 

 

（指導課長）大きな理由は，児童数の減少がございまして，合川小学校におきましては，

通常の学級編成ができないような人数になっているというような状況がありまして，

そのことも加味し，こういう制度を活用して学校の活性化を図っていきたいと考え

ております。 
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（下古谷委員）３の（２）が主な理由になるのですか。 

 

（指導課長）３の（２）もそうですし，それに合わせて，「英語科」が導入されるという

ことで，先行研究も含めてやっていきたいという理由も同時にございます。 

 

（伊藤委員）合川小学校は少し通学に不便な場所で，それで少子化になっているとも思

いますが，現実問題，区域外から転入ができるのかということは考えておられます

か。 

 

（指導課長）通学につきましては，保護者の責任の元で行っていただくというのが原則

になります。規模的にも大勢の人数ではなく，ある一定の制限を加えた人数規模で

すので，広報等で伝えていけば人数の確保は多少であれば可能であると考えており

ます。 

 

（福嶋委員）現在，合川小学校は，何人の児童が在籍していて学年別ではどのようにな

っていますか。また，こういう場合は，専門のスタッフを置くのか，あるいは今の

教員でということでしょうか。 

 

（指導課長）合川小学校につきましては，現在６８名です。学年別でいきますと１クラ

ス８名から１６名が在籍しております。この特例校の指導につきましては，現在市

内でも小学校外国語活動を５・６年生で３５時間行っており，ＡＬＴを派遣して英

語に親しむことを実施しておりますので，この合川小学校につきましても，できま

したらＡＬＴを派遣して，授業のアシスタントをさせていきたいと思っています。

指導にあたりましては担任の教師があたる予定でございますが，それ以外の年間カ

リキュラムを作成していくということもありますので，人的配置につきましては，

今後の課題と考えております。 

 

（福嶋委員）現在，少人数の８人から１６人ぐらいのクラスで複式学級をしているので

すか。 

 

（指導課長）複式学級につきましては，１年生を含む２つの学年で８名以下，１年生を

含まない場合ですと２学年で１６名以下という基準がございまして，現在のところ

２つの学年で１６名以下になるということではありませんので，単独で学級を編制

しています。 

 

（伊藤委員）教育課程について先ほど説明していただきましたが，英語の時間が少し少

ない気がしますが，それは，あくまでも文部科学省の希望がそうなっているのです

か。例えば，他の学校から来てもいいですよということであれば，もう少し時間数
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を増やしてもらうと特色が出てくると思います。本当に国際化を考えてということ

であれば，合川小学校に通学させることが可能な保護者の方にとっては興味を持た

れると思います。英語に充てる時間数がもう少しあると良いのではないかと思いま

す。 

 

（指導課長）これは国の基準ではございません。学校と相談しながら決めた結果でござ

います。英語の授業時間数をそれ以上確保するとなると，他の授業をもう少し削っ

ていくか，プラスアルファで授業を余分に付け加えていくかということになります

ので，そういったことを総合的に考えながらこういう形でやっていきたいというこ

とです。現在，申請中ですので，文部科学省の指導により修正する場合もございま

す。 

 

（下古谷委員）基本的には，英語の授業がプラスアルファされるということでしたが，

算数や理科を英語で授業するというようなことはこのプログラムの中には入ってい

ないのですか。 

 

（指導課長）概要のところにも記載しておりますが，今回の特例校の教育課程につきま

しては，総合的な学習の時間を１時間減らして，新設する英語を増やすということ

でございまして，今実施している外国語活動も英語と評価されますが，基本的には，

この外国語活動を５・６年生で時間数を増やすとともに４年生に拡大するという範

囲で考えております。 

 

（委員長）今，外国語活動では英語のコミュニケーション活動をやっていますが，英語

科になった場合と外国語活動との違いはどうですか。 

 

（指導課長）小学校外国語活動は，英語に限っておりません。本市におきましてはＡＬ

Ｔも全員英語で派遣しておりまして，文部科学省から出ております「Ｈｉ Ｆｒｉ

ｅｎｄｓ」という指導テキストも英語をベースになっておりますので，英語を実施

しているという状況です。内容は現在と変わらないと思います。 

 

（教育長）４年生で実施することが違うのではないですか。 

 

（指導課長）はい。今，実施している学年より下の学年から始めていくということです

ので，今まで５年生で実施していた内容の一部が４年生で実施されます。その学校

につきましては，独自に３年間のカリキュラムを作成していく必要があると思って

おります。 

 

（委員長）現在行っている外国語活動では，歌やゲームをロールプレイングでやってい
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るかと思いますが，英語科ということになれば，日常的にもう少し色々なシーンで

会話をする等，教科としての段階を追った４・５・６年生の系統性のあるカリキュ

ラムを考えてもらう必要があると思います。また，教科書は文科省から出ています

が，その研究も含めてということでしょうか。 

 

（指導課長）今回の英語活動につきましては，「話す・聞く」ということを中心に行って

まいりたいと考えております。全国には，この教育課程特例校を受けている学校が

２,６６９校ございまして，その多くのところでは英語活動をしております。そうい

った例を参考にして実施していこうと思いますが，先ほど言っていただきました

歌・ゲーム・ダンス等は，入門として多くの場合で取り入れられておりますので，

具体的に今から考えていくわけですが，４年生はそういったことから導入していく

のではないかと考えております。 

 

（福嶋委員）先ほど説明のあった２,６６９校の学校は，過疎化対策ということで特例校

の認定を受けているという事例が多いのですか。 

 

（指導課長）過疎化対策の方は小規模特認校でございまして，教育課程特例校につきま

しては，多くの場合はそういうことではなくて，主として研究校といいますか推進

校を設けて英語活動の教育そのものを試行的にやっていこうという動きであります。 

 

（福嶋委員）小規模特認校というのは，全国でどれくらいありますか。今，不明であれ

ばまたで結構です。 

 

（委員長）小規模特認校というのは，非常に斬新で興味のある取り組みだと思います。

ぜひ過疎化対策ということではないですが，これが活性化すれば，他の学校にも波

及する良い試みだと思います。 

 

（教育長）今後，合川小学校だけではなく他の地域でも少人数の学校が出てくるのでは

ないかと思いますが，その学校を残しながら，一方では大規模な学校がありますの

で，そこをいかに分散させていくかということについて，合川小学校をこういうふ

うにして取り組んでみて，どのくらい分散できるのかということも見てみたいと思

っています。恐らく椿小学校等も，少なくなってくるのではないかと思います。 

 

（委員長）新しい試みですよね。 

 

（福嶋委員）このような特色を持たせて自然にならしていくことができるのかというこ

とですかね。 
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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，４番目の

「平成２５年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表について」をお願いします。 

 

（指導課長）それでは，平成２５年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表について報

告させていただきます。平成２５年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表につき

ましては，１０月１１日の庄内小学校を皮切りに別表の予定で行うことになってお

ります。委員の皆様のお手元には，各委託校（園）それぞれの研究発表会の案内を

お配りいたしました。委員の皆さま方も各小中学校園の取組をぜひ御参観いただけ

ればと考えております。どうぞよろしくお願いします。今年度から，この研究発表

会につきましては，教職員の資質向上ということに重きを置き，全ての学校におい

て，事後検討会が設定されております。先生方の実践研究の場となるよう改善され

ておりますので，その模様も御覧いただけるようになっております。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。 

 

（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「大

黒屋光太夫記念館第９回特別展の開催について」をお願いします。 

 

（文化課長）それでは，私からは報告事項の５番目「大黒屋光太夫記念館第９回特別展

の開催」につきまして，説明申し上げます。１６ページを御覧ください。今回，第

９回特別展といたしまして「光太夫を生んだ船文化‐白子廻船とその周辺‐」と題

し，開催いたします。昨年に引き続き日本財団助成事業「船の科学館・海と船の博

物館ネットワーク」の支援を活用し，９月２１日（土曜日）から１１月１７日（日

曜日）にかけての休館日を除く，４６日間の開催となります。今回の内容としまし

て，本市白子地区は，かつて廻船で栄えた湊があり，たくさんの千石船が行き交い，

荷物の積み下ろしを行われていました。今では，その面影を偲ぶことは年々難しく

なってきていますが，伊勢街道沿いには，古い家並みが，今なお，見受けられ，当

時に思いを馳せることができます。さて，御存知のように，光太夫は，漂流中，ロ

シアで人並み外れたリーダシップや判断力・交渉術を発揮しました。それらのこと

は，彼が，伊勢湾最大の湊であった白子湊に属する白子廻船の船頭としての経験か

ら培った才能であったと考えられます。今回の特別展では，光太夫が船頭として活

躍した，白子廻船を中心に，江戸時代の船文化について，皆様に御紹介いたします。

ひとりでも多くの市民の方々に郷土の文化と歴史に触れ，先人の偉業を知っていた

だければ幸いに存じます。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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（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，６番目の「夏

休み子ども体験博物館について」及び７番目の「平成２５年度特別展「伊勢湾をめ

ぐる交流」について」を併せてお願いします。 

 

（考古博物館長）それでは，私からは 報告事項の６番目，夏休み子ども体験博物館に

ついての報告と７番目の特別展「伊勢湾をめぐる交流」の開催につきまして，説明

申し上げます。はじめに，夏休み子ども体験博物館についての報告をさせていただ

きます。７月２３日（火曜日）から８月３１日（土曜日）まで，小学生，中学生を

対象としまして，勾玉や土笛づくりのほか，すぺしゃる体験講座としまして，竹工

作など，さまざまな体験講座を開催いたしました。すぺしゃる体験講座につきまし

ては，それぞれの講座で定員数を決めており，希望者が多かった講座につきまして

は抽選とさせていただいた講座もございました。すぺしゃる講座につきましては，

約４００人の子どもさんが参加し，それぞれに体験をしていただきました。また，

開催期間中，毎日開催しておりました勾玉作りにつきましては期間中１,２５５名の

参加を，土笛作りにつきましては２２２名，火起こし体験につきましては３２１名

の参加をいただきました。今年度は，地元の国分町のボランティア隊の方にもお手

伝いをいただき，おかげさまで，盛況に終了することができました。ちなみに，こ

の夏休み子ども体験博物館の開催期間中，考古博物館への入館者数は，３,９２８名

で，昨年の２,６７９名に比べまして，１,２４９名の増加となり館員一同喜んでい

るところでございます。これは，講座数を昨年の６講座から今年度は１２講座へと，

大幅に増加したことによるものと考えております。次に特別展につきまして説明申

し上げます。１９ページを御覧ください。これは，現在，開催中でございますが，

９月２１日（土曜日）から１１月２４日（日曜日）まで「伊勢湾をめぐる交流」と

題し，開催しているものでございます。主に古墳時代の伊勢湾をめぐるモノや人の

交流について，遺跡から出土した土器などを通して紹介するものでございます。展

示品としましては，岸岡町の天王遺跡などから出土した脚付短頸壺や，塩作りに使

われたと思われる製塩土器等，約２００点を展示しております。また，この特別展

の関連講演会としまして，「三河湾と伊勢湾」と題した講演会を，去る９月２８日（土

曜日）に，日本福祉大学名誉教授の福岡猛志さんを講師にお招きして行ったところ

でございまして，５０数名の御参加をいただきました。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）昨年に比べて１,０００人以上多い訪問者がいらっしゃったと聞きましたが，

先ほど言われたように，すぺしゃる講座が多いということが一番の要因でしょうか。

拝見するとスタッフの方も意欲的にやっていただいていたり，ボランティアの方も

結構多かたったりと感心したのですが，そういう面もあるのではないかと思いまし

たがいかがでしょうか。 
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（考古博物館長）国分町のボランティア隊や考古博物館サポート会の御協力もいただき

ました。今回，講座数が増えたということもありますし，企画展の関連としまして

紙芝居をこの夏休みの期間中にさせていただきました。「小さきものたち－にんぎょ

うのれきし－」ということが企画展のテーマになっていましたので，そういう紙芝

居を毎日開催しておりまして，サポート会の方の御協力もいただきました。そうい

ったところで，沢山の方にお越しいただきありがたい悲鳴になりましたが，無事に

終わって良かったと思っています。 

 

（下古谷委員）とても子どもがお世話になりまして，土笛を７個も作ってきて昨日いた

だきにあがりました。妻の方から聞いた話になりますが，製作講座が抽選で当たり

まして「やったー」と子ども達は喜んでいるのですが，保護者としては当たったテ

ーマが炎天下で行うものでしたので，母親たちは非常に暑い中で行うということに

非常に抵抗を感じたということでした。どこか保護者が待機できるような工夫をし

ていただければありがたいなということでした。それと，やはりもう少し定員を増

やしてほしかったというテーマがあったようです。 

 

（考古博物館長）ありがとうございました。今年の夏は特に暑い日が続いておりました

ので，その点は十分私どもも心配していました。なるべく中でできるものは，館内

でしていただくように配慮はさせていただいたところですけれども，やはりのこぎ

りを使って切ったりとか，そういったものについては玄関口ではありましたが，陽

もあたる場所での実施であったと思います。火起こし体験も館内というわけにはい

かなかったので外でやっていただきましたが，また来年に向けまして，今年の反省

をして十分検討していきたいと思っております。 

 

（伊藤委員）うちは，孫が抽選に外れた組でした。子どもも喜んで帰ってきましたが，

親がこういう色々な取組があったことで，子どもよりも喜んで帰ってきたという印

象がありました。考古博物館というのは少しイメージ的に硬いものがありましたが，

暑い中でしたが，色々な取組を行っていただいて，親の意識が高まるのは凄く嬉し

いなと思いました。皆さんよく頑張っていただきまして感謝しております。ありが

とうございました。 

 

（委員長）喜びの声が多かったように思います。 

 

（考古博物館長）抽選がありましたので，やはり希望通りというわけにはいきませんで

した。抽選に漏れた方につきましては，他の勾玉づくりや土笛づくりにまわってい

ただくようにさせていただきました。せっかく考古博物館にお越しいただきました

ので，何か体験をしていただきたいと思いまして，急きょそのようにいたしました
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が，また今後の参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

（下古谷委員）夏休みの宿題になり非常にありがたかったです。 

 

（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，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「全国学力・学習状況調査

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。 

 

（指導課長）それでは，今年度実施いたしました平成２５年度全国学力・学習状況調査

について報告させていただきます。本調査の目的でございますが，１番の通り義務

教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から，全国的な児童生徒の学力や学習

状況を把握・分析し，教育施策の成果と課題を検証し，その改善を図るとともに，

その取り組みを通じて，教育に関する継続的な検証改善サイクルの確立と，学校に

おける児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善などに役立てることを目的と

しております。調査の実施につきましては，２番の通り４月２４日に全小中学校で

実施をいたしました。参加者人数は小学６年生２,００９人，中学３年生１,９４４

人でございます。調査の教科は，国語Ａ，国語Ｂ，算数，中学校は数学ですがＡ，

Ｂ，児童生徒質問紙，学校質問紙となっております。調査事項及び内容につきまし

ては，３番の通り教科に関する調査のＡ問題については，「身に付けておかなければ

後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容」と「実生活において不可欠であり，常

に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能など」でございます。Ｂ

問題については，「知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力などにかかわる

内容」「様々な課題解決のための構想を立て，実践し，評価・改善する力などにかか

わる内容など」でございます。結果の概要でございますが，次のページに示します

表の通りとなっております。全体として，県と国の平均にはやや届かなかった結果

とはなっておりますが，小中学校とも全問題の平均正答率をみてみますと，差が確

実に小さくなっているように改善傾向がみられると思います。１００を平均とする

文部科学省の示す偏差値であります標準化得点を見ていただきますと，全ての調査

項目におきまして小学校，中学校とも９８及び９９となっており，ほとんど差がな

い状態となっております。特にＢ問題について改善傾向が見られます。平均正答率

もそこに示させていただきましたが，いずれの教科も文部科学省の格差がある基準

とする全国比で５ポイントの差の中にございます。全国平均を上回る学校も全体的

に見れば小学校の算数Ａを除けば増えている状況にあります。児童生徒質問紙の結

果でございますが，自尊感情については，「自分には，よいところがあると思います

か」「将来の夢や目標をもっていますか」という項目では，小中学校ともに低くなっ

ており，自尊感情を育むことに注意していかなければいけない課題がややみられま
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す。また，「学校の規則を守っている」「いじめは，どんな理由があってもいけない

ことだと思いますか」の問いには，肯定的な回答が小中学校ともに高くなっていま

す。家庭の学習については，「家で，学校の授業の復習をしていますか」が小中学校

ともに低く，今後考えていかなければいけない課題と捉えています。次に結果を受

けて学校の支援に向け，次の３点について重点的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。今回は全体として，改善傾向がみられることから基本的にこれまでの取

組を充実させていく方向が望ましいと考えておりまして，１点目は，学力向上に向

けた特色ある学校づくりを支援。２点目は，授業力改善に向けた指導助言の強化。

３点目は，課題改善に向けた指導資料の作成について進めていきたいと考えており

ます。また，学校においては，課題改善に向け，次の４つの視点から改善策に取り

組むよう指導して参りたいと考えております。１点目は，課題を明確にし，確かな

学力を身に付けさせる授業の改善，２点目は，組織的に取り組む学校体制の確立及

びその運営，３点目は，各校の課題に基づいた指導力を高める研修の推進，４点目

は，家庭学習の見直しなど家庭・地域等との連携の強化でございます。９月に行い

ました校長会におきましても，この結果をお示しし，すぐにできることとして３つ

の改善点である，「授業のはじめにその狙いをはっきりさせ，授業の終わりには振り

返りをして学習内容を確認すること」「復習としての家庭学習の改善に取り組むこ

と」「校長先生が授業の見回りを行い授業改善の指導を行うこと」を本市でも取り組

んでまいりたいと思います。また，各学校で分析をしていただきますが，全職員で

調査問題を解いてみる，全職員で課題を分析をする，年間計画を立てる，そして，

その作成した年間計画に基づいて授業づくりを進めるという流れをお示しさせてい

ただき，来年度も悉皆調査になりますので，学校の中で全国学力学習状況調査を活

用した学力向上のＰＤＣＡサイクルを回していただく体制を確立させていただきた

いということで，校長会でも指導させていただきました。以上でございます。 

 

（委員長）ただ今の説明に，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）御報告でとても良く分かりました。結果は後でついてくるものだと思いま

すが，昨年と今年と比べて鈴鹿市内の小中学校の中で，画期的に成績を上げたとい

う学校があれば，それは，どんな努力が実って上がったと捉えているのか教えてく

ださい。 

 

（指導課長）今年度の結果といたしまして，改善が進んだ学校，点数が上がった学校も

ございます。その要因というのは特定しにくいところがありますが，私見が入るか

もしれませんが，組織的に取り組まれたということが一番大きいと思います。全国

学力学習状況調査の昨年度の課題である，例えばＢ問題の書く部分が弱いというこ

とについて成績が上がった学校では，必ず組織的に全体で取り組んでおられるとい

う形跡が，児童生徒質問紙から見てとれますので，そういうことであると考えてお
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ります。 

 

（伊藤委員）その組織的ということは，例えば小学校であれば１年生から６年生までの

先生全員が問題を解いてみて，今後のテストでは文部科学省はこれぐらいの能力を

要求してくるのではないかということを十分把握していただいたと考えてよろしで

しょうか。 

 

（指導課長）その通りだと思います。受けた学年だけではなく，学校全体として１年生

から力を育んでいくという取り組みがなされていると考えております。 

 

（伊藤委員）他の県で色々と知事の対応等が報道されていますが，全体的にこういうふ

うに組織的に取り組んでいくということは，文部科学省が目指すところと考えて良

いのでしょうか。 

 

（指導課長）この学力調査は全国的な調査でありまして，日本の子ども達につけたい力，

学習指導要領で示した力をすべての子ども達につけていきたいという文部科学省の

強いメッセージがあったと思います。 

 

（伊藤委員）わかりました。ありがとうございました。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の中での学校格差というのは，開きつつあるのか，それとも，全般

的に上がってきているのか。どうでしょうか。 

 

（指導課長）この調査は３年前の平成２３年度は抽出調査でございますので，平成２４

年度と平成２５年度の２か年でしか比較できませんが，今年度と昨年度の状況を見

ましたところ，小学校においてはやや開きが大きくなっていると考えます。中学校

につきましては，全体的に非常に揃っているという状況です。 

 

（福嶋委員）伸びる学校というのは，恐らく何も言わなくても伸びていくと思います。

問題になるのは，底にある学校というか，上がってこない学校で，私たちが問題に

していかなくてはいけない部分だと思っています。それについては，特別にお考え

があるのでしょうか。 

 

（指導課長）基本的には，先ほど説明しましたとおり，改善に向けた流れをきちんとや

っていただければ上がっていくものと確信しております。全職員が調査問題を解い

て，どんなことを求められているかという主旨を確認していただく。そして，自分

の学校の課題，子ども達の課題，教職員の課題を分析していただく。そして，課題

克服に向けて全学年で年間計画を取り組んでいく。計画を立てたらそれを授業実践
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した上で，研修をしていただく。このことにつきましては，文部科学省から沢山の

資料や授業アイデア集，課題を克服した例等，色々なものが出されていまして，こ

ういうものを参考にしながら組織的に取り組んでいただいたら，必ず上がっていく

と確信しております。現在振るわなかったところは気になるところですので，その

学校につきましては，教育委員会から直接，取り組みについて指導助言をしていき

たいと考えております。 

 

（下古谷委員）ある塾の説明会に行きますと，鈴鹿市を境にして北に行けば上がってい

って，また，南に行っても上がっていくと言っているそうですが，そういう傾向は

ありますか。 

 

（指導課長）この全国調査につきましては，市町村の得点については公表しないという

ことになっていまして，三重県の教育委員会では公表しておりません。三重県は広

うございますので，鈴鹿市はそう高くないということはわかりますが，必ずしも南

のほうが高くて北の方も高くてということは，わからないのが実情でございます。 

 

（下古谷委員）５ページにありますが，復習については低いとあり，また，４ページに

は予習についても非常に低いということですが，特に予習については問題にされて

いませんでしたが特に何かございますか。 

 

（指導課長）学校別に見ますと，予習は結構やられている学校もございまして，全体で

は復習の方が課題かと捉えています。 

 

（下古谷委員）「家で学校の宿題をしていますか。」という項目について，小学生は非常

に高い回答ですが，これは復習に入りませんか。 

 

（指導課長）これについては，児童生徒質問紙にこういう質問の項目がございまして，

「宿題をしていますか。」という質問とは別に，予習の質問，復習の質問とに分かれ

てそれぞれ質問がありますので，子ども達がどう考えたのかというところになりま

す。 

 

（下古谷委員）回答時に先生がきちんと分けて説明されているのですか。宿題は宿題と

捉えてください。復習は復習でというように，アンケートを取る時に説明はされて

いるのですか。 

 

（指導課長）そのように子ども達が理解できるような流れになっていると思います。 

 

（委員長）２ページの国語については，前回に比べて良かったということですが，少人
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数学級や少人数指導を鈴鹿市でやってきたと思いますが，そういう指導形態の工夫

とともに，テスト受けたのは６年生の子どもですけれども，１年生から５年生まで

の５年間ありますが，例えば，２年生の時にかけ算の九九を習熟できないとか，あ

るいは，４年生５年生でも，１３－８とか１７－９とか，繰り下がりの計算の答え

がすぐに出てこない子が結構いるのではないかと思います。ですから，テストを受

ける６年生に目が行くのですが，低学年の１，２年生の先生がしっかり指導技術を

持って，そこから積み上げていくということをしっかりやっていただきたいと思い

ます。 

 

（指導課長）先ほど申しました，課題改善に向けた指導資料作成の第１弾としまして，

これまでの全国学力学習状況調査の問題を学年別，内容別に分けて，各学校に配布

をさせていただくために，どの学年で習ったことが直接的に問題になっているとい

うものを教育研究所で作成中でございまして，でき次第，各学校へ配布して行きた

いと考えております。 

 

（福嶋委員）組織的に取り組む学校体制の確立が一番大切であるということですが，や

はりキーマンになる優秀な教員をバランスよく配置していくとか，将来に向けて配

置を変えていくとか，そういうことを考えていますか。 

 

（学校教育課長）例年，人事異動については，学校長から意見を伺いながら行いますが，

毎年，各校からそういう事項は入っておりますので，それらを検討しながら，今年

度も同様に行っていきたいと考えております。 

 

（指導課長）今現在，学校をリードしていただいている先生を配置していくということ

も一つの考え方であると思いますし，それは人事担当の方でやっていただいている

わけですが，今年度から研修講座において，資質向上を目指してミドルリーダーの

育成ということについて，教育研究所でも人材育成に努めておりますので，多くの

先生が，そういう人材になっていただけるよう願っております。 

 

（下古谷委員）このニュースが流れたころに，成績が一番良かった秋田県では，少人数

教育とともに，授業の上手な先生が小学校を回って教えているという２点がポイン

トであるということを言われていましたので，参考にしてはどうでしょうか。 

 

（伊藤委員）小学校の１年生から６年生の間に，学習意欲というのが一番顕著に伸びる

学年というのはあるのですか。 

 

（指導課長）子どもの意欲関心というのはそれぞれの年齢によってあると思います。ま

た，学習意欲というのも，それぞれの段階であるかと思いますが，育んでいくこと
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は可能であると思います。 

 

（伊藤委員）学年に応じてそれが顕著に伸びるという時期というのは特に無いのですね。 

 

（指導課長）学んだことを表すその表し方というのは，例えば，書いて表すとか，自分

の意見を言うとか，表現するとか色々な活動があると思います。それは，持てる力

が年齢や発達段階によって違うと思いますので，力としてはかるという意味では，

どの年齢でということはないのではないかと思います。 

 

（委員長）学力向上は難しい面があると思いますが，改善傾向にあるという明るい光が

見えてきたようにも思いますので，もっと取り組んでいただければと思います。よ

ろしいでしょうか。それでは，２番目の「１０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）１０月教育委員会定例会を１０月２２日火曜日午後１時３０分から開

催したいと考えており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,１０月教育委員会定例会を１０月２２日火曜日午後

１時３０分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９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。 

 

９月教育委員会定例会終了 午後６時００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 


