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平成２５年１０月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年１０月２２日（火） 午後１時３０分から 

 

２ 場  所  鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席委員  伊藤久仁子，下古谷博司，福嶋礼子，岡井敬治，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），スポーツ課長（藤井康彰），書記（片岡健二），

書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（１）【議案第１５７７号】平成２４年度教育委員会活動の点検・評価報告書について 

（教育総務課）

（２）【議案第１５７８号】財産の処分について            （教育総務課） 

（３）【議案第１５７９号】鈴鹿市立教育研究所設置条例の廃止について 

 （教育総務課・教育研究所） 

（４）【議案第１５８０号】鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正について   （学校教育課） 

（５）【議案第１５８１号】佐佐木信綱記念館条例の一部改正について    （文化課） 

（６）【議案第１５８２号】鈴鹿市立公民館条例の一部改正について   （生涯学習課） 

（７）【議案第１５８３号】鈴鹿市ふれあいセンター条例の一部改正について（生涯学習課） 

（８）【議案第１５８４号】鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい      

て                              （スポーツ課） 

（９）【議案第１５８５号】佐佐木信綱記念館条例施行規則の全部改正について （文化課） 

（１０）【議案第１５８６号】指定管理者の指定について           （文化課） 

（１１）【議案第１５８７号】指定管理者の指定について           （文化課） 

（１２）【議案第１５８８号】指定管理者の指定について           （文化課） 

（１３）【議案第１５８９号】指定管理者の指定について           （文化課） 

（１４）【議案第１５９０号】指定管理者の指定について         （スポーツ課） 

（１５）【議案第１５９１号】指定管理者の指定について         （スポーツ課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２６年度幼稚園児募集結果について             （学校教育課） 

（２）平成２６年度鈴鹿市立幼稚園選任園長任用候補者選考実施要綱について 
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   （学校教育課） 

（３）平成２５年度佐佐木信綱記念館特別展等の開催について       （文化課） 

  

７ その他 

（１）各学校でのコミュニティ・スクールの取組状況について      （青少年課） 

（２）１１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 １名 

 

（委員長）定例会に先立ちまして，一言御挨拶を申し上げます。１０月１日から鈴鹿市

教育委員会委員長に就任いたしました伊藤久仁子でございます。よろしくお願い申

し上げます。平成２４年１月に教育委員に就任以来，委員として，鈴鹿市の教育全

般について様々な角度から検討をするとともに，教育委員会の運営に参画させてい

ただいたところでございます。昨今，学力向上，いじめ，不登校と問題は山積して

おりますが，学んで理解することの楽しさや嬉しさを，ぜひとも子どもたちに身に

付けてほしいと切に願っております。今後とも「鈴鹿市教育振興基本計画」に基づ

く，さまざまな施策を実施していくことで，「未来を拓く 心豊かで たくましい子

どもを育む 鈴鹿の教育」の実現に向けて努めてまいりたいと考えております。皆

様方の御指導・御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして，簡単ではございます

が委員長就任の御挨拶とさせていただきます。なにぶん不慣れで皆様に御迷惑をお

掛けすることもあろうかと思いますが，これから１年間よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）それでは，平成２５年１０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。それでは，議事に入ります。１番目の

議案第１５７７号「平成２４年度教育委員会活動の点検・評価報告書について」を

お諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）平成２４年度教育委員会活動の点検・評価報告書を１２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１４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，議案第１５７７号「平成２４年度教育委員会活動の点検・

評価報告書（案）」について，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条第１項の規定に基づき，

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，あわせて，市民へ公表しようとするものでございます。
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この議案の内容については，これまで，８月教育委員会定例会における一次評価・

有識者評価の報告とそれに伴う，教育委員の皆様の御意見の聴取，また，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，さらには，９月教育委員

会定例会において，教育委員の皆様の評価としての二次評価（案）について御協議

いただきました。この度，これらの経過を踏まえまして，最終案を報告書としてま

とめましたので，議案として提出させていただいたものでございます。この報告書

の趣旨については，これまでも 説明させていただいておりますが，この場で再度，

概要の説明をさせていただくとともに，前回の９月教育委員会定例会において，二

次評価（案）についていただきました御意見を踏まえた修正内容について，説明さ

せていただきます。まず，報告事項の５ページから１３ページまでの「１ はじめ

に」でございますが，５ページの「（１）制度の趣旨」として，点検・評価を実施す

る背景や法的根拠の記載を，「（２）本市の教育行政の方向性」として，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，７ページからの「（３）点検・評

価の対象」としては，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行う単年度評価としてまとめていること。また，今

回からは，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

についての点検を実施し，報告書としてまとめております。８ページの「（４）実施

フロー」以降では，一次評価，有識者評価及び教育委員の皆様による二次評価の流

れや実施方法等を記載しております。続きまして，１４ページから１０７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，自己評価をしております。個々の一次評価の内容に

ついては，議案をもって説明に代えさせていただきます。続きまして，１０８ペー

ジからは，今回，新たに加えました「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，１１８ページまでが中期的な施策の進捗状況をはかるため，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，各単位施策に設

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いま

す。これについても，個々の点検の内容については，議案をもって説明に代えさせ

ていただきます。次に，１２１ページから１３５ページまでが，担当課が行った一

次評価に対して，お二人の有識者からいただきました御意見でございます。１２１
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ページから１３２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，きめ細かな点検をいただき，今後の事業を遂行していく上での様々な御

指摘や御提案をいただいております。また，１３３ページから１３５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。その次の１３６

ページからが，教育委員の皆様の二次評価となっております。この部分の個々の内

容については，これまで御審議いただいておりますので，９月教育委員会定例会で

の御意見等に基づく変更点について説明いたします。１４６の１ページの資料を御

覧ください。変更点については，御覧いただいておりますとおり，主に，９月教育

委員会定例会における委員の皆様からの御意見をもとに変更したもの及び学習指導

要領等の記述や上位計画である鈴鹿市教育振興基本計画との整合を図る上での修正

等でございます。多くは，語句や言い回し等の修正でございますが，内容的に変更

を加えたものとしては，基本的方向Ⅰの施策の方向１「少人数教育を充実し，自ら

学ぶ力を育みます」の学習指導要領等の記述に合わせる形への修正，同じく施策の

方向１６「幼小中の連携や一貫性のある教育を進めます」の公立幼稚園の再編整備

の目的として，幼稚園教育要領の目的を明示したこと，そして，基本的方向Ⅲの施

策の方向２「安全安心な学校（園）づくりに努めます」の「地域ボランティアの資

質向上」の部分の表現を少し具体的に記述し，表現を和らげたもの等でございまし

て，その他の具体的な内容については，一覧表のとおりでございます。最終案の本

文とあわせて御確認いただければと存じます。その他，二次評価以外の部分におい

て委員の皆様から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

ても調整を行っておりますが，点検・評価の内容に変更を伴うものはございません

ので，議案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。最後に，今

後のスケジュールでございますが，本日の当議案に，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日号に掲載する等して周知を図ってまいります。以上でございます。 

 

（委員長）点検評価報告書については，これまで委員の皆さんとともに時間を費やして

進めてきたものの集大成でございますが，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）もう特に何もありません。 
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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，お諮りします。

議案第１５７７号「平成２４年度教育委員会活動の点検・評価報告書について」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１５７７号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして２番目の議案第１５７８号「財産の処分について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）旧神戸中学校の第２グラウンド用地を処分するに当たり，１２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から説明いたします。 

 

（教育総務課長）議案１５７８号「財産の処分について」説明いたします。旧神戸中学

校の第２グラウンド用地として使用しておりました鈴鹿市十宮四丁目８１３番１ 

ほか１筆の合計５,６２６㎡につきまして，一般競争入札の結果である処分予定価格 

１億９,２００万円で，株式会社イケダエステートへ売却しようとするものでござい

ます。この土地の位置につきましては，１４８-１ページにお示しいたしましたとお

りでございます。神戸中学校につきましては，平成２０年９月から移転改築事業に

着工し，平成２２年８月に完成，平成２２年９月から新校舎に移転してほぼ３年が

経過いたしました。旧校舎の跡地利用につきましては，移転前から全庁的に検討を

進めてまいりました。校舎及びグラウンド用地については，用地の一部を道路や公

園整備を行うこととし，それ以外の跡地については，第２グラウンドを含め，売却

して移転改築事業の財源にすることが平成２２年１０月に決定いたしております。

まず最初に，第２グラウンドの売却とは直接関係はございませんが，旧神戸中学校

の校舎及びグラウンド用地の現状について説明させていただきます。校舎及びグラ

ウンド用地については，その大部分が埋蔵文化財の包蔵地として「十宮古里遺跡」

に指定されていることから，破壊されるおそれのある埋蔵文化財について，まず発

掘調査を行う必要がございます。建物を解体することにより，建物部分を含め，周

辺に埋蔵されている文化財が破壊される可能性があるとの考古博物館の指導があり，

また解体時期は，防犯上の観点において早急に対応する必要があったことから，ま

ず建物上部を解体し，建物部分や周辺の発掘を行い，埋蔵物の確認をしたうえで，

基礎部分の解体を行う計画となっています。解体工事は平成２３年１１月から建物

上部の取り壊しを行い，平成２４年２月に完了いたしました。当初は，上部の解体

後，直ちに発掘調査を行う予定でございましたが，新しい平田野中学校用地の発掘

調査等を先行する必要性から，来年度以降に発掘調査を予定している状況です。現
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在，校舎跡地に残っております基礎部分の解体につきましては，発掘調査の終了後

に直ちに実施いたしたいと考えております。その後に，用地の一部については道路

や公園整備を行うこととなっており，それ以外の跡地については売却の予定ですが，

現地の整備については，相当の期間が要するものと想定いたしております。続きま

して第２グラウンドにつきまして説明いたします。旧神戸中学校の第２グラウンド

は，急増する生徒数に対応するため，昭和５５年度に用地取得されたものでござい

ます。昭和５５年度から平成２２年度までの約３０年間の施設利用の後，移転後の

平成２３年度にトイレや体育小屋等の施設の解体工事を実施しており，平成２４年

３月には，新しい学校用地への換地処分として学校用地取得費補助金に係る財産処

分の承認を文部科学省から受け，平成２４年度には教育財産の用途廃止を行ってい

ます。このように，用地の整理を進めてまいりましたのは，平成２２年１０月に決

定された「神戸中学校の跡地利用の方針」とともに，平成２４年１０月に策定され

た行財政改革アクションプランにおいて，未利用地の売却等の推進が求められてい

ることからでございます。売却に関するこれまでの経緯を説明いたします。本年４

月に，公共事業等の利用希望や売却にあたって条件を付す等の希望の有無について，

全庁的に意向調査を行いました。公共事業等の利用の意向がありませんでしたので

５月に不動産鑑定評価を実施いたしました。評価額は１億２,２００万円でございま

す。５月２９日には，本市における公有財産の取得及び処分について判断する庁内

組織である「公有財産判定会」を開催して，予定価格，契約方法等について承認を

得ております。予定価格は，評価額に不動産鑑定費用を加算した１億２,２３８万９,

０００円，契約方法は一般競争入札の落札者と仮契約し，教育委員会及び市議会の

議決後に本契約するといった内容でございます。その後，関係する自治会に概要説

明を行ったのち，７月５日から８月３０日までの約２カ月の周知期間を確保して広

報すずか，市ホームページ，テレビ広報やラジオ広報にて売却のお知らせを行って，

９月６日に一般競争入札を行ったところ，議案書に記載のありますように，株式会

社イケダエステートが落札され，９月１２日に仮契約を行いました。これまでの経

緯は以上でございます。本日の議案で教育委員会の承認をいただいた後は，１２月

市議会定例会に上程し，議会の議決後に本契約を締結して売却する予定でございま

す。以上でございます。 

 

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

 

（福嶋委員）入札参加者は何社だったのかをお聞きしたいのと，株式会社イケダエステ

ートは，どのような跡地利用を考えてみえるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）入札者は，６事業者ございました。後の利用につきましては，ここは

用途地域が「第１種中高層住居専用地域」ということで，建築可能な施設としては，

住宅，共同住宅，病院，福祉老人施設，それから建築可能ですが規制がある施設の
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例としましては，学習塾，理髪店等がございます。建築できない施設としましては，

事務所，旅館，遊戯施設等となりますので，この用途地域の範囲内での利用になる

と思います。また，具体的にどのような施設ということは聞いておりません。 

 

（下古谷委員）株式会社イケダエステートとは，基本的には，今現在どういうことをさ

れている会社でありますか。 

 

（教育総務課長）不動産開発もされてみえます。建築等の事業もされていると思います。 

 

（福嶋委員）先ほど関連で報告のあった，旧神戸中学校の跡地の発掘が終わるのはいつ

ごろになるのでしょうか。 

 

（教務総務課長）今，来年度の予算要求の時期なのですが，発掘調査については，でき

ましたら来年度と再来年度に実施したいと考えています。面積が広いことがありま

して，考古博物館の方からは，２年に分けていただけないかという意見をいただい

ておりますので，２年かけて発掘調査を行った後に，基礎の撤去ができるようにな

るものと考えております。 

 

（福嶋委員）あまり急ぐ必要はないと思いますので，考古博物館の方へも急がせること

のないようにお願いしたいと思います。 

 

（下古谷委員）旧神戸中学校跡地ですが，地元の方々からは，跡地の利用方法について

要望はないのですか。 

 

（教育総務課長）旧神戸中学校の跡地につきましては，議会からも地元からも色々と要

望がございまして，それを整理した結果，旧神戸中学校の跡地の利用の方向性を平

成２２年１０月に確定させていただいております。その中では，跡地の一部の公園

整備と，跡地の東側の道路に歩道がございませんので，歩道をつけた道路をという

計画にまとまった次第です。それまでには，体育館を一部残してもらったらどうか

等，色々な御意見もございましたが，最終的には，全庁的に確定したのがこういう

内容で，なおかつ，この内容で地元の方も御同意をいただいています。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮り

します。議案第１５７８号「財産の処分について」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１５７８号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして３番目の議案第１５７９号「鈴鹿市立教育研究所設置条例の廃止に

ついて」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立教育研究所設置条例を廃止する条例を１２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から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１５７９号「鈴鹿市立教育研究所設置条例の廃止に

ついて」説明申し上げます。鈴鹿市立教育研究所は，教育に関する専門的・技術的

事項の研究や教職員の研修等の事業を行い，もって，鈴鹿市教育の振興を図るため，

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３０条の規定に基づき，昭和５６年に 

設置された教育機関でございます。この教育研究所の廃止については，平成２６年

４月１日付けにて予定しております，教育委員会事務局の組織・機構の見直しに起

因するものでございますので，その組織・機構の見直しの概要から説明いたしたい

と思います。１５１ページを御覧ください。平成２６年４月１日付けにて予定して

おります組織・機構の見直しの目的でございますが，変動する現代社会において，

子ども，学校，家庭そして地域の有り様が変化してきております。このような状況

の中，迅速で効率的かつ実効性のある教育委員会事務局の運営を行うとともに，質

の高い行政サービスが一層求められております。このことから，現在の，教育総務

課，学校教育課，指導課，青少年課，人権教育課の５課と教育研究所の合計６所属

の分掌事務の整理・見直しを行い，４課への再編を行うものであります。この再編

の視点については，学校指導体制の一元化，教職員研修の一元化，子ども支援及び

学校支援の統合・整理，安全安心に関する事務の一元化の４点でございますが，こ

れらの視点をもとにした，事務局組織の再編案は，「４ 事務局等の組織」に記載が

ありますように，現行の６所属の内，指導課，青少年課，人権教育課，教育研究所

の４所属を再編し，教育指導課及び教育支援課の２所属を新たに設置いたしたいと

いうものでございます。新たに設置される教育指導課には，指導グループと研究グ

ループを置き，現在，学校及び教職員への指導業務に当たっている指導課の機能と，

教育研究や教職員研修に当たっている教育研究所の機能の密接な連携を図るため，

これらを１課に再編し教職員の指導力向上及び児童生徒の学力向上に向けて機能強

化を図る予定でございます。また，現在，青少年課や人権教育課が分掌しておりま

す事務の内，生徒指導や外国人児童生徒の日本語指導，人権教育等の教育課程の編

成や教育指導に関する分野についても担当する予定でございます。もう一つの，教

育支援課には，子ども支援グループと学校支援グループを置くとともに，人権教育

センター及び不登校の適応指導教室の事務についても分掌する予定でございまして，
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現在，人権教育課と教育研究所に分散している不登校に関する事務を一元管理する

とともに，いじめ問題への対応や外国人児童生徒の適応指導等の子どもに関する支

援の一元化とその取組の充実を図る予定でございます。また，現在，主に青少年課

が担当している分野である，学校運営協議会をはじめとする学校・保護者・地域と

の連携に関することや，通学路の安全対策，不審者対応等を含む学校安全に関する

こと，学校問題の解決等の学校への支援に関する事務についても，担当する予定で

ございます。これにより，教育委員会事務局と保健福祉部との相互連携も一元化さ

れ，迅速で緊密な連携を図ることが可能となり，教育と福祉の連携による，一層の

市民サービス向上につながるものと考えております。続きまして，再編に伴う主な

分掌事務について説明いたします。１５２ページを御覧ください。今回の再編では，

教育総務課及び学校教育課については，一部の分掌事務の移行は予定しております

が，資料のとおり，大きな再編はございません。新たに設置する予定の教育指導課

におきましては，先ほどの説明の趣旨に基づきまして，主な分掌事務として，「１ 教

育課程及び学習指導に関すること。」「２ 学校行事及び校外学習に関すること。」「３ 

教職員等の研修に関すること。」等を担当する予定でございます。また，教育支援課

においては，「１ 青少年の健全育成に関すること。」「２ 児童及び生徒の不登校に

関すること。」「３ 外国人児童生徒の受入に関すること。」「４ いじめ，学校安全

等に関すること。」「５ 学校運営協議会に関すること。」「６ 人権教育センターの

事業運営に関すること。」等を担当する予定でございます。組織・機構の見直しにつ

いては以上でございますが，この見直しにより，教育研究所は，独立した教育機関

としての位置付けではなく，教育委員会事務局の内部の組織へ再編されることとな

りますことから，議案書１５０ページにございますように，「鈴鹿市立教育研究所設

置条例を廃止する条例」を，次の１２月市議会定例会へ提出しようとするものでご

ざいます。また，鈴鹿市立教育研究所設置条例の廃止に伴い，これまで教育研究所

の分室として位置付けられておりました不登校の適応指導教室である「けやき教室」

と「さつき教室」については，新たな条例の制定で，位置付けを明らかにしたいと

考えております。この新規条例については，現在，その内容を検討中でございます

ので，次回の教育委員会定例会において，議案として提出させていただく予定にし

ており，教育研究所を廃止する条例とともに，１２月市議会定例会へ提出いたした

いと考えております。なお，平成２６年４月１日付け教育委員会事務局の組織・機

構の見直しの詳細につきましては，今後，細部の分掌事務等の検討を行い，鈴鹿市

教育委員会事務局組織規則の改正案を来年１月の教育委員会定例会へ，議案として

提出させていただき，再度，その場で説明をさせていただく予定でございます。以

上でございます。 

 

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

 

（下古谷委員）現在の５課と１研究所の体制から４課に移行するということで，実際の
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人的配置に増減はありますか。 

 

（教育総務課長）今のところは，ほとんど同数かと考えております。事務局内の機構を

変えるということであり，大幅な増とか大幅な減は今のところは予定していません。 

 

（岡井委員）これは，非常に大きな組織の改革だと思いますので，いくつかお尋ねしま

す。まず，目的のところで，家族や地域の有り様の変化等を上げていますが，説明

では学校も入っていましたが，その目的には，概要にあります「再編の視点」も入

ってくるのではないかと思います。そこで最近の具体的な例として，ここに書いて

ありますように，迅速，効率的，実効性の点で，何かうまくいかなかった事例とい

うものがあったのでしょうか。次に，一人の課長の守備範囲が広くなります。また，

今の教育研究所や青少年課はワンフロアではないですが，再編後に同じフロアにな

るのかもしれませんが，その辺りをどのように統括していくのかということもお聞

きしたいと思います。次に，スタッフの数を減らさない方向でということでしたが，

課長は減るかもしれませんね。料理店と一緒にしてはいけませんが，間口が広くな

ると大味になるとも言いますが，質の高い行政サービスを提供するという目的があ

りますが，本当にこうなっていくのかということも思います。やってもいないのに

このようなことを言ってはいけませんが，小回りがきくように人的配置もして，き

め細かく行うというのであれば分かりますが，単に６つの課を４つ再編しただけで

はどうなのかなという気がします。最後に細かいことなのですが，教育指導課と教

育支援課の名前についてです。課の名称は色々考えられたと思うのですが，指導と

支援というのは分かりにくいのではないかと思いました。今は指導というよりは支

援という方が，横に寄り添った感じがしますし，指導というと上から目線とに取ら

れるような気がしますので，例えば「学び支援課」等も良いのではないかと思いま

す。教育支援課の方は，どちらかというと子どもの健全育成に重きがあるように思

います。学校運営協議会や保護者の対応等も出ていましたが，どちらかと言うと子

どもの健全育成や心の教育等，そういうニュアンスが感じられる名称にした方がい

いのかなと思います。これはもう決まったことでしたら結構ですが，もし変えるな

ら「学び支援課」「健やか支援課」等が良いのではないかと，この図を見ていて思い

ました。意見が大半ですので，よろしくお願いします。 

 

（教育総務課長）一例になりますが，教育研究所につきましては，もともとは調査研究

及び教職員研修を行う機関として設置されたわけですが，平成３年度からは，ここ

に不登校の適応指導教室を担当する形で事務が入ってきております。そうなるとそ

の後は，不登校等の相談業務が増加して，本来の業務である調査研究及び教職員研

修の充実が最近では課題となってきておりました。そういう中で，現在は，不登校

対策に関する事務は，人権教育課が担当しており，同じような仕事が，２所属にま

たがっているということがございます。また，平成２５年度からは，子育て支援課
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の子ども家庭支援室に相談窓口が一元化されました。一元化されたことは良いこと

なのですが，今度はそこに人的配置が移ったということで，少ない人員で教育研究

所の業務をやってかなければいかなければならなくなり，一つの欠点になってきま

した。他にも，例えば子どもの安全と言いましても，青少年課が防犯等を担当して

いますが，学校教育課に通学路の部分があったりする等，組織として事務がまたが

っているような部分があります。一般市民の方に電話をいただいても，ここまでは

うちが担当ですが，それ以外は別の課というように，かなり錯綜してきた部分があ

りましたので，そういうのを整理したいということで，事務局内を整理したという

ことです。例えば教育指導課に研究グループを設置しまして，教育に関する調査研

究は極力ここで一元化して行う。また，教職員研修も色々な部署で研修していたも

のを極力ここで一本化しようということです。もう一つは，研究グループを指導グ

ループと一緒にしたことは，研究した成果がすぐに活かせるように，実行するグル

ープであります指導グループと連携して，教職員の指導力向上や児童生徒の学力の

向上に向けて，密接な連携が図れるようにしたいという意図がございます。もう一

つ，教育支援課の方は，色々と課題を抱える子どもさんや課題を抱える学校がござ

いますので，対子どもについて絞って支援する子ども支援グループと，課題を抱え

る学校を支える学校支援グループという形で整理しました。現在，実は細かい業務

をどちらのグループが担当した方が良いのか，どこが一義的に担当して最後まで事

務を遂行できるのかということを整理している状況です。最終案については，１月

までに細かい整理をしていきたいと思います。課の名称については御意見が様々あ

って，意見が分かれるところだと思いますが，整理の仕方としては，おおまかには，

そういう形で整理させていただいております。 

 

（福嶋委員）そうすると，課の配置はどうなりますか。ワンフロアで集まるのか，その

あたりの場所的な配置とはどういうふうにお考えですか。 

 

（教育総務課長）今，考えておりますのが教育指導課は，１１階の今の人権教育課と指

導課のあるところに設置しようと考えております。もう一つの教育支援課は，問題

行動がある児童生徒の対応や手を差しのべなければならない子どもの支援等があり

ますので，西館１階にまとめようとしています。西館２階には，子ども家庭支援室

がありますので，そちらとの連携が非常に高いということもあり，できましたら西

館１階に配置できれば，課題を抱えているお子さんや保護者の方が，まとまって相

談ができ，支援も受けられるということですので，そのような形で考えております。 

 

（福嶋委員）相談にいらっしゃる方が来やすい場所ということは大事なことですし，人

目を気になされる方もいらっしゃると思いますので，そういう面では良いのではな

いかと思います。 
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（岡井委員）今のお話を聞いているとよく考えていただいていると思いますが，目的の

ところに「現代社会において家族や地域の有り様が変化してきている」ということ

だけではなく，先ほど課長が言われたような研究と研修の一元化等のことも入れて

おいた方が良いのではないでしょうか。幅広く書いていただいた方が良いのではな

いかと思います。それと，名称ですが，名前だけ聞くと，教育支援や学校支援とい

うのは意味合いが広いと思います。教育の支援とか学校の支援というと，今やって

いる先生方の研修もひとつの教育支援ですね。カリキュラムの作成指導も教育支援

です。ですから，業務が集約されてくると難しいとは思いますが，名前を見たら，「こ

こへ行けばこういうことが相談できるんだ」等がわかることも大事だと思いますの

で，もし検討の余地があるのならば，あまり他市が使っていないような，丁寧な名

前，分かりやすい名前も考えていただけると良いのではないかと思います。 

 

（委員長）指導グループの設置というのは，子どもの学力向上を見据えた上でのことな

のでしょうか。 

 

（教育総務課長）事務分掌の中では，教育課程とか学習指導要領を受け持つわけですが，

もう一つは，指導グループは教員の指導に入りますので，先ほど言いました研究部

門を同じ課にして，極力，研究等の成果がすぐに指導グループの指導へ反映できる

ように，二つのグループを一つの課にしたわけです。 

 

（指導課長）先ほどから教育総務課長からも説明がありましたが，教育の課題には様々

なことがありまして，今までは，それぞれの課で分析をして指導していた部分があ

ります。研究の部分は研究所がやって，それぞれ分析をして指導するわけですが，

学校の側は，一つの教育課程に反映していくことが必要ですので，そういったとこ

ろで教育委員会の方でもマネジメントをしながら，より適切な指導をしていくこと

が必要であるということが大きな流れであると思います。より効果がある指導，学

校で実現していただけるような指導をやっていきたいということが根底に流れてい

るものだと思います。 

 

（委員長）今まで一生懸命取り組んでいただいてきたことは認めておりますが，先ほど

課長が，「教育委員会でのマネジメント」いう言葉をお使いになったのですが，やは

り鈴鹿市の教育委員会として，子どもの教育にこういう目標をもって，本格的な組

織として取り組みたいという意欲の表れかと思いますが，そういうことでよろしい

でしょうか。 

 

（指導課長）大きくはそうだと思います。より質の高い指導をして，学校でより質の高

い教育をしていただくという願いを込めております。 
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（委員長）わかりました。ありがとうございます。他によろしいでしょうか。それでは，

御意見もないようですので，お諮りします。議案第１５７９号「鈴鹿市立教育研究

所設置条例の廃止について」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１５７９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１５８０号「鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正につい

て」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立幼稚園条例の一部を改正する条例を１２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，私からは議案第１５８０号「鈴鹿市立幼稚園条例の一部改

正について」を説明申し上げます。１５４ページを御覧ください。少子高齢化や生

活様式の多様化等の影響を受け，鈴鹿市立幼稚園におきましても適正規模の集団に

よる教育体制を確保することが困難となってまいりました。平成２１年１２月に鈴

鹿市幼稚園再編整備検討委員会からいただいた「鈴鹿市立幼稚園の再編整備に関す

る答申」を受けまして，「鈴鹿市立幼稚園再編整備計画」を策定し，その「第Ⅰ期再

編整備計画」として白鳥中学校，鈴峰中学校区，天栄中学校の３中学区における市

立幼稚園の統廃合を進めるために，幼稚園条例を改正しようとするものでございま

す。その改正内容でございますが，鈴峰中学校区におきましては庄内幼稚園，深伊

沢幼稚園を椿幼稚園に，白鳥中学校区おきましては石薬師幼稚園を加佐登幼稚園に，

天栄中学校区におきましては天名幼稚園を栄幼稚園にそれぞれ統合し，庄内幼稚園，

深伊沢幼稚園，石薬師幼稚園，天名幼稚園の４園を廃園として参ります。なお，椿

幼稚園及び栄幼稚園につきましては，専任園長を配置し，さらに質の高い教育を提

供して参りたいと存じます。また，椿幼稚園につきましては，４歳５歳の複式学級

とし，異年齢教育を実施して参ります。本件は，平成２６年４月１日から施行すべ

く１２月市議会定例会に上程してまいります。以上でございます。 

 

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

 

（下古谷委員）色々な幼稚園が統合されますが，特に地元の方々から大きな反対意見は

ございませんでしたか。 
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（学校教育課長）それぞれ関係する地域に出向いて説明してまいりました。地域では幼

稚園がなくなるのは寂しいものの，幼稚園の応募が定員に対して非常に少ない状況

がございまして，御理解をいただいている状況です。 

 

（教育長）白鳥中学校区につきましては，加佐登幼稚園への統廃合として，石薬師幼稚

園ともう一つ，計画としては，井田川幼稚園が通学校地域でありまして，井田川幼

稚園も統廃合を考えておりました。また，教育委員会としては，普通は１学級１５

人以上，子どもの数が少ない地域につきましては１０人以上という開園基準を持っ

ております。井田川幼稚園につきましては，１０人以上の基準の幼稚園なのですが，

来年度の園児の募集状況から，結果としまして１０人集まっており，こういう状況

から廃園というのは理解を得にくいような状況でありますので，井田川幼稚園につ

いては，少し先送りという状況でして，結果としてこの４園の対応にするという内

容になっております。 

 

（福嶋委員）井田川地区の方達というのは，廃園を懸念されて，今回は廃園にならない

ように運動されて集まったのか，自然にこういう人数が集まったのか，どちらなの

でしょうか。 

 

（学校教育課長）通常通りの募集をかけて，集まっていただいたわけですが，やはりこ

の再編計画自体は，ホームページ等で周知されていますので，それを御覧になって，

集まれる方は集まってほしいというような動きもあったと伺っております。 

 

（委員長）事前に地域にも説明していただいて周知徹底も図っていただいて，人数的に

も政治的にも廃園傾向にあるということはわかっているのですが，今後，この廃園

傾向というのは続くのでしょうか。例えば，ある程度，各校区に幼稚園を必ず一つ

は残す等の，長期的な計画はお持ちなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）既に御報告申し上げました鈴鹿市の幼稚園再編成整備計画は１０年間

の計画でありまして，１０年間で，現在，２３幼稚園があるわけですが，概ね中学

校区に１園または２園は確保していきたいという計画であります。各地域の子ども

の数が減っていることや保育所のニーズが増えていることにより相対的に幼稚園児

が減っていること等の現状を考えまして，現在の各小学校区に一つという形ではな

くなる方向です。 

 

（伊藤委員）廃園ということになって中学校区に一つは残されるということですが，ス

クールバスは出さないという方針になっていますので，通園は親が責任をもって行

うことになります。しかし，１中学校区に１園を残そうと思うと，スクールバスの
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ことも含めて，ある程度，教育委員会で方針を立てて子ども達を集めるという計画

を持つことが必要なのではないかと思いますが，その辺りはどのように考えておら

れるでしょうか。 

 

（学校教育課長）今回，市立幼稚園の再編計画では，スクールバスを走らせる計画はも

っておりません。この作成にあたりまして，特に２年保育を実施している幼稚園に

ついてお伺いしましたところ，幅広い区域から通園している子どもが多く，保護者

の責任でもって送迎をしていただけるという実情がありましたので，送迎はしない

ということにしています。 

 

（委員長）今後，市民の強い要望があれば，このことについては，その時の状況に応じ

て考えてくださるということでよろしいですか。 

 

（教育長）鈴鹿市の幼稚園教育を担ってきましたのは，公立だけではありません。私立

もその役割を担ってきており，私立はバスを走らせて園児を集めるという努力をし

ています。そういう中で，今度，公立でもスクールバスを走らせるということにな

りますと，民業の圧迫をしてしまうことになりますので，現状では，スクールバス

を走らせて民間と競合してお客さんを取り合うというようなことは，少し難しいと

考えています。そこで，今回の計画では，スクールバスは走らせないということに

しています。今後，福祉の方で，子ども子育て会議が開かれて，今後の就学前の子

どもの育成をどうするのか等，保育所と幼稚園の役割や私立と公立の役割等を話合

われるのではないかと思っていますので，そういったところでの結論を待ちたいと

思っております。 

 

（学校教育課長）実は公立幼稚園再編整備計画の第Ⅰ期計画につきましては変更がござ

いまして，本来ならば，議案に先立ちまして報告をすべきでありましたが，昨夜ま

で井田川地区に赴いての調整が長引いておりましたので，報告が遅れ申し訳なく思

っております。次回の教育委員会で報告させていただきますので，御理解をお願い

します。 

 

（委員長）他によろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮りし

ます。議案第１５８０号「鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正について」を原案のとお

り承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１５８０号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，５番目の議案第１５８１号「佐佐木信綱記念館条例の一部改正に
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ついて」でございますが，議案第１５８１号から議案第１５８４号までは関連して

いる議案でございますので，一括上程とさせていただきます。 

 

（書 記）議案１５８１号から議案１５８４号を朗読 

 

（教育長）消費税法等の一部改正に伴い，佐佐木信綱記念館条例，鈴鹿市立公民館条例，

鈴鹿市ふれあいセンター条例及び鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例のそ

れぞれ一部を改正する条例を１２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。

なお，詳細は担当課長から説明いたします。 

 

（文化課長）議案の説明に先立ちまして，文化振興部所管の施設に係る条例の一部改正

の理由について，まず，一括して説明申し上げます。今回の改正の主な内容としま

しては消費税法等の一部改正による消費税率の引き上げに伴う各施設の使用料及び

利用料金の改定でございます。各施設に係る料金の算定方法については，現在の料

金から，これまでの消費税率を控除した税抜額に，８％の税率を乗じて１０円未満

の端数を切り捨てて算出しております。なお，各条例の一部改正の詳細については

担当課より説明いたします。まず，文化課より議案第１５８１号「佐佐木信綱記念

館条例の一部改正」につきまして説明申し上げます。１５６ページを御覧ください。

今回の改正内容は，先程申し上げましたように，消費税法等の一部改正による消費

税率の引き上げに伴う，佐佐木信綱記念館の講座室及び和室Ａ，和室Ｂの使用料の

改定でございます。また併せて，同条例の時間標記についても見直しを図るもので

ございます。なお，使用料の金額の詳細につきましては別表第９条関係の佐佐木信

綱記念館使用料に提示しておりますので，御確認ください。以上でございます。 

 

（生涯学習課長）それでは，私からは議案第１５８２号「鈴鹿市立公民館条例の一部改

正について」及び議案第１５８３号「鈴鹿市ふれあいセンター条例の一部改正につ

いて」を一括して説明させていただきます。両議案とも，先ほどの「佐佐木信綱記

念館条例の一部改正」と同じく，消費税法等の改正に伴い，施設の使用料を改正す

るものでございます。消費税の計算方法としては，本市統一の計算基準に則り行っ

ております。まず，使用料が安価な１００円，２００円，３００円については，こ

れまで端数処理の関係で，消費税を転嫁していなかったことから，現在の使用料自

体を税抜きの原価とし，それに８パーセントを掛けた金額としました。次に，それ

以外の使用料の金額については，現在の使用料から，現行の税額５パーセントを割

り戻した金額を税抜きの原価とし，その原価に８パーセントを掛けた金額としまし

た。なお，いずれの場合も，その結果として，１０円未満の端数が出た場合は，切

捨て処理を行うものでございます。なお，今回の一部改正は，使用料の改正がメイ

ンとなっておりますが，その他，条項の言い回しや別表の体裁の変更等，所要の規
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定整備も併せて行うもので，詳細につきましては，それぞれの新旧対照表のとおり

となってございます。以上でございます。 

 

（スポーツ課長）それでは，私からは，議案第１５８４号「鈴鹿市運動施設の設置及び

管理に関する条例の一部改正」について，説明申し上げます。議案書の１６９ペー

ジを御覧ください。本条例は，地方自治法の規定に基づき，運動施設の設置及び管

理について，必要な事項を定めることを目的としております。今回の改正の主な内

容としましては，消費税法等の一部改正による消費税率の引上げに伴い，運動施設

の利用料金を改定するものでございます。利用料金の算定方法につきましては，現

在の料金から，これまでの消費税率を控除し，消費税加算前の税抜額に８パーセン

トの税率を乗じた後，１０円未満の端数を切り捨てて算出しております。また，利

用料金の還付規定について，本条例施行規則の規定と重複することから，規則に委

任すべき事項として併せて改正するものでございます。以上でございます。 

 

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

 

（岡井委員）この考え方であると，消費税が変わるたびに，例えば８％が１０％になっ

たら，こういう変更がありますので，条例上許されないのかもしれませんが，例え

ば条例には税金以外の真水といいますか，使用料そのものを表記して，そして税は

外税とすると明記して，後は，便宜上，各施設に料金の早見表を作って運用しては

どうかと思います。それとあと２つお聞きしたいと思いますが，一つは，１５７ペ

ージの備考欄に冷暖房設備を使用する場合は，使用料２０パーセントを加算と書い

てあります。そうすると，例えば午前９時から午後９時まで１２時間全日を使用し

た場合と，夜間の３時間半を使用した場合とでは，冷暖房設備使用の時間単価が全

日のほうが安くなると思います。値段として例えば１時間１００円ということなら

わかりますが，これには何か理由があるのですか。もう一つは，ふれあいセンター

のホールだけが使用料金が平日料金と土・日・休日料金がありますが，その理由を

教えてください。 

 

（文化振興部長）最初の２点についてお答させていただきます。まず，税抜きの原価を

条例に書くということですが，使用料の表記の仕方については，市全体で統一をさ

せていただいた結果でございます。当方からも委員と同じような提案を総務課にい

たしました。「附則に消費税率を書いて，いつから何パーセントで施行します」とい

う内容にしてはどうかと問い合わせいたしましたが，総務課としては，やはり市民

の方が見て，一目でわかる料金にすべきであろうという答えでした。非常に複雑な

料金制度もありますので，それについて，何パーセントを掛けていくらになるとい

う表記よりも，条例自体できちんと支払うべき金額を表記するのが本来の姿ではな

いかということでした。よって，これは全庁的にこういった統一をさせていただい
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ております。次に，冷暖房費についてですが，元々使用料については，時間を限っ

て借りていただくよりは，１日借りた方がお安くなるように必ず設定させていただ

いております。また，冷暖房費を時間で徴収することになりますと，何時に入って

何時に出たということを確認する必要があり，事務の方も煩雑になります。さらに，

部屋ごとに空調が使用できる場合には，担当者が常にチエックをしていないと難し

いということもありまして，他の施設も全てこのような冷暖房費の取り方をしてお

ります。最後のふれあいセンターの件につきましては，生涯学習課長からお答させ

ていただきます。 

 

（生涯学習課長）ふれあいホールに別料金があるという理由ですが，御承知のようにふ

れあいホールは２００人収容の比較的規模の大きな施設でありまして，類似施設と

して市民会館や文化会館の使用料がございます。市民会館や文化会館が使用料を土

日祝日料金と平日料金とを分けている関係上，当時その並びに合わせて，ふれあい

ホールの使用料も設定したのではないかと考えているところであります。 

 

（福嶋委員）時間表示を変えているというのは，これは，市民目線で分かりやすいよう

にという配慮でしょうか。 

 

（生涯学習課長）福嶋委員のおっしゃったように，分かりやすく表記させていただいて

あります。 

 

（文化振興部長）付け加えでございますが，改正前の表を見ていただきますと，区分の

午後のところに１３時から１６時という表記がありますが，このような表記はふさ

わしくないのではないかということで，午後の欄ですと午後何時から午後何時まで

とさせていただきました。また，夜間もありますので，夜間の表記の部分にも「午

後」を入れてわかりやすくさせていただきました。 

 

（下古谷委員）１６２ページの表のところで，午前，午後，夜間ともにホールの使用料

は３２０円ということになっており，時間に関わらず一律で３２０円という表記に

なっています。普通は細かく考えますと，夜間の方が電気代がかかると思うのです

が，午前でも昼間でも電気は結局つけるので電気代は変わらないというのが前提で，

一律同じ料金になっているのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）そのような意味もあります。これは社会教育施設ですので，誰でも教

育を受ける権利があるという公共性の高い施設でございます。よって，比較的安価

で利用できるようにということで考えております。その点を考慮しまして１００円，

２００円，３００円という料金設定になっております。 
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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お諮りします。議

案第１５８１号「佐佐木信綱記念館条例の一部改正について」から議案第１５８４

号「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」までを原案

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１５８１号から議案第１５８４号までを

原案のとおり承認いたします。続きまして９番目の議案第１５８５号「佐佐木信綱

記念館条例施行規則の全部改正について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）佐佐木信綱記念館条例施行規則の全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

は文化課長から説明いたします。 

 

（文化課長）それでは，私からは議案第１５８５号「佐佐木信綱記念館条例施行規則の

全部改正」につきまして，説明申し上げます。２０３ページを御覧ください。まず，

改正理由としましては，平成２５年６月２８日公布の佐佐木信綱記念館条例の一部

改正に伴う規則の整備でございます。改正の内容としましては，指定管理者による

同記念館の施設の使用許可及び使用許可の変更・中止の手続き並びに教育委員会に

よる同記念館所蔵の資料の特別利用許可及び特別利用の許可の変更・中止の手続き

について規定するものでございます。また併せて，手続きに使用する各様式の追加・

変更，さらには，指定管理者が行なう業務報告等，所要の規定整備を行うもので，

一部改正では改正文が非常に複雑となりますので全部改正を行うものでございます。

以上でございます。 

 

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

 

（福嶋委員）「佐佐木信綱記念館」は指定管理になるわけですが，どのくらいからこの話

が出てきて，どのような結果で指定管理になったのか，ここまでに至った経過をお

聞かせいただきたいと思います。 

 

（文化課長）来年度の４月から指定管理の導入ということで，現在進めさせていただい

ております。前回４年前の指定管理の導入の時点では，この施設については対象と

なっておりませんでしたが，平成２３年から２４年にかけて，指定管理に移行して

はどうかという話がございまして，関係者において協議を重ねてまいりました結果，
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平成２５年３月に指定管理者制度を導入しようということになったということでご

ざいます。 

 

（文化振興部長）少し補足説明をさせていただきます。これまで第一段階として鈴鹿市

が指定管理者を導入した時点では，佐佐木信綱記念館につきましては，資料収集の

時期でございまして，市が中心になって全国的に信綱の様々な資料を集めてまいり

ました。それがやっと最近一段落しまして，重要な資料等も集めることができてお

ります。それから文部科学省の方から登録有形文化財の指定も受けまして，一つの

区切りが整ったということもあります。また，受け入れ団体の熟度もある程度上が

ってまいりまして，顕彰会の方でも様々な活動をされてみえて，佐佐木信綱の研究

も永く取り組んでみえ，非常に詳しくなっておられます。こういったことで，指定

管理者としてお受けになられても十分やっていけるのではないかということになっ

たということです。後から別の議案で佐佐木信綱顕彰会の名前が出てきますが，こ

のようなことで，指定管理者制度に移行してはどうかということで，来年度から実

施しようということでございます。 

 

（福嶋委員）指定管理のメリットとして，例えば市のメリット，使用者側のメリット，

又は仮に指定管理者を受けた場合の管理者側のメリット等，どういうものがあるの

か教えてください。 

 

（文化課長）メリットですが，代表的な部分としては，現在，直営で管理している中で，

再任用２名と学芸員の嘱託職員１名が配置されています。その３名につきましては，

市の方へ戻る形になります。その人件費が現在７００万円を超えるぐらいの金額に

なります。福利厚生費を含めた金額でございます。その金額が市の方へ戻るという

ことになります。光熱水費等の必要経費は変わりませんが，これは，指定管理料に

含まれますので，平成２６年度指定管理料として支払う金額が４７０万円でござい

ますので，差引しまして約３３０万円の数字の上の効果があると捉えております。 

 

（福嶋委員）では一般市民の使い勝手と言いますか，メリットについてはどういうもの

がありますか。今回は，学芸員や記念館の職員が市へ引き上げてくることになり，

それらの方がいなくなる意味でも，それを補うメリットがあるのでしょうか。 

 

（文化課長）市民の方に対しましては，昨年，まちづくり条例が施行され，地域の方に

お力添えをいただくという面で，指定管理を行う意味は大きいものがあると思いま

す。顕彰会と名前を出させていただいておりますが，歌会等の市民参加の催しにも

貢献していただいています。また，生家の方の管理もしていただいている中で，か

なり密着した協力をいただいているということあります。そういった能力を発揮し

ていただけるものと考えておりますし，地域の力として非常に大きいものがありま
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すので，共に協働していけるのではないかと考えております。 

 

（福嶋委員）学芸員も市の方に引き上げられるということですが，その後も，研究の部

分は，常時，携わっていただけるのですか。 

 

（文化課長）特別利用や特別展の開催については，内容によって又はニーズがあれば記

念館の方に出向いて対応させていただこうと考えております。 

 

（福嶋委員）こういう形になったということで，今にも増して，学芸員等の支援と指定

管理を受ける団体との相乗効果として，利用する側も，あるいは，これは全国発信

できる内容ですので，充実していけるようにお願いしたいと思います。 

 

（文化振興部長）一点だけ，先ほどの文化課長の説明の訂正をさせていただきます。人

件費関係の説明の中で３００万円少しが差額として経費が削減されるという説明で

したが，学芸員は市の方へ引き上げて，その賃金は市の方で支払いますので引き下

げにはなりません。実質的には，もう少し額の少ない再任用職員２名分の人件費と，

指定管理料との差額しか金銭的なメリットは出てきません。先ほどの説明のような

額のメリットは出てきませんが，多少ではございますがメリットが出るのは事実で

ございます。 

 

（下古谷委員）福嶋委員の方からメリットのお話が出ましたが，逆にデメリットという

のは，市の側あるいは訪れる方たちについて何かございますか。 

 

（文化振興部長）指定管理者制度を導入することよってデメリットは今のところ想定し

ておりません。あまりのデメリットが出るのであれば，直営を続けていかなければ

ならないと考えております。昨年の１２月１日にまちづくり基本条例ができまして，

市民参加と協働のもと，鈴鹿市の「まちづくり」を進めていきましょうと，出来る

だけ色々なところに市民に参加していただこうと，取り組んでいます。そういった

形の中で，顕彰会におかれては，非常に活発な活動を行ってもらっていますし，知

識も持ってみえます。そういうところで市と協働してやって行くということは，や

はりデメリットを想定するのではなくて，それ以上のメリットが多いということで

考えさせ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１５８５号「佐佐木信綱記念館条例施行規則の全部改正について」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１５８５号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，１０番目の議案第１５８６号「指定管理者の指定について」でご

ざいますが，議案第１５８６号から議案第１５９１号までは関連している議案でご

ざいますので，一括上程とさせていただきます。 

 

（書 記）議案１５８６号から議案１５９１号を朗読 

 

（教育長）６つの「指定管理者の指定について」の議案を１２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。なお，詳細は担当課長から説明いたします。 

 

（文化課長）それでは，私からは議案第１５８６号から議案第１５９１号までの「指定

管理者の指定」における文化振興部が所管する施設につきまして，説明申し上げま

す。議案１５８６号から１５９１号につきましては，指定管理期間の満了に伴い新

たな指定管理者の指定を行うものと，来年４月からの新たな指定管理の導入を行う

ものについての６議案を一括提案するものでございます。なお，６議案における指

定管理者の指定につきましては，５月から８月まで開催されました，延べ６回の鈴

鹿市公の施設の指定管理者選定委員会における，ヒアリング及び選定審査等の結果，

妥当との答申をいただいております。このことを受けまして，記載の団体を指定管

理者として選定するため鈴鹿市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例第４条に基づき，平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日まで，新たに４

年間指定管理をお願いしたく，議会の議決をいただくものでございます。それでは，

まず文化課が所管します，議案第１５８６号から第１５８８号の３施設につきまし

て，説明させていただきます。平成２６年３月３１日で４年間の期間が満了するの

に伴い，継続して，庄野宿資料館運営委員会，伊勢型紙技術保存会，鈴鹿市稲生民

俗資料館運営委員会の３団体に，また，議案第１５８９号の佐佐木信綱記念館につ

きましては，地域との協働を視野に入れ，まちづくりにも寄与できる運営が期待さ

れることから，新たに佐佐木信綱顕彰会に指定管理をお願いすることになりました。

佐佐木信綱記念館を含め，４つの施設は，施設の維持管理や運営面において，地元

関係者や技術保持者の力に負うことが多く，効率的な施設の管理運営が期待できる

ことから，鈴鹿市公の施設の指定管理者選定委員会において，指定管理者を公募せ

ず，これらの団体を指定管理者とすることが妥当であること説明をしましたところ，

同選定委員会から，妥当であるとの答申をいただいています。このことを受けまし

て，記載の団体を指定管理者として選定するため，鈴鹿市公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例第４条に基づき，平成２６年４月１日から平成３０年

３月３１日まで，新たに４年間指定管理をお願いしたく，議会の議決をいただくも

のでございます。以上，文化課からの「指定管理者の指定」についての説明を終わ
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らせていただきます。よろしく御審議いただきますよう，お願いいたします。 

 

（スポーツ課長）それでは，私からは議案第１５９０号及び議案第１５９１号の「指定

管理者の指定」について説明申し上げます。まず，議案第１５９０号でございます

が，本議案は，議案書２２８ページに記載されております，鈴鹿市立体育館，鈴鹿

市立テニスコート，鈴鹿市武道館，石垣池公園野球場，石垣池公園陸上競技場，石

垣池公園市民プール，鈴鹿市立西部体育館，鈴鹿市立西部野球場，鈴鹿市立西部テ

ニスコート，鼓ケ浦サン・スポーツランドの１０施設の指定管理者を特定非営利活

動法人鈴鹿市体育協会に指定するものでございます。指定の期間は，平成２６年４

月１日から平成３０年３月３１日までの４年間でございます。本市では，平成１８

年度から指定管理者制度を導入しており，本年度で，全ての施設において，２順目

が終了いたします。これまでは，施設ごとに指定管理者を選定しており，施設によ

って指定管理者が異なるため，現状としては，一体的な管理・運営ができないとい

うようなデメリットが生じておりました。そこで，今回の３順目の更新では，より

一層のサービスの向上を目指すため，スポーツ施設の再編，一元化を図ることによ

り，施設の効率的な管理・運営が可能なものといたしました。また，指定管理者の

選定にあたっては，従来の公募を見直し，「公の施設の指定管理者制度運用指針」に

規定されております「地域の人材を活用することで，施設の設置目的を効果的，効

率的に達成できる場合」に該当すると判断し，非公募で選定することといたしまし

た。公募から非公募に変更した理由といたしましては，３順目を迎えますことから，

経費の削減については既に当初の目的を達成しており，これ以上の価格競争は公共

サービスの水準の確保の観点から望ましくなく，今後はより安定した管理運営と質

の向上を求めることとしたことでございます。２点目は鈴鹿市まちづくり基本条例

の施行により，行政運営の方針として，市民のまちづくりへの参加及び協働の仕組

みの一つとして，公の施設の管理運営にも積極的に参加できるよう，指定管理者制

度も活用して市民によるまちづくりによる，最小の経費で最大の効果を上げる取り

組みとしたことでございます。３点目は，平成３３年に三重県で開催が予定されて

いる国民体育大会に向けて，施設の整備や大会運営の準備等，スポーツ施設と一体

となった体制づくりが求められていることがあるからでございます。次に，鈴鹿市

体育協会を指定管理者に選定した理由でございますが，１点目は，鈴鹿市体育協会

は広く一般市民を対象として，スポーツの振興，健康づくり，競技力向上等，スポ

ーツを普及発展させる事業を行い，スポーツを通じて健全な精神の涵養を図り，明

るく健康的な社会の形成に寄与する目的で設立されており，市内の各種競技団体や

中学校体育連盟，高等学校体育連盟，大学，民間企業等が会員として加盟している

公共的団体であり，その設立目的が鈴鹿市スポーツ振興計画の理念・方針と合致し

ていることでございます。２点目は，鈴鹿市体育協会は営利を目的としない団体で

あり，各種スポーツ教室やスポーツイベントの開催等，公益的な事業を展開してお

りまして，本市のスポーツ振興において，欠かせない，中心的な役割を担う団体で
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あるからでございます。３点目は，先ほどの国民体育大会によりまして，会場市の

体育協会の役員が各競技会の役員となることが規定されております。このため，平

成３３年の国民体育大会では，鈴鹿市体育協会の役員が大会運営や準備においても

重要な役割を担うこととなります。また，それに対する施設の整備等の準備に関し

ましても，指定管理者の観点からも施設の改修等に対する御意見をいただくことも，

大会開催の体制を整えるという意味合いで，必要性が生じているということでござ

います。このことから，本市のスポーツ振興の推進におけますソフト・ハードの両

面が合わさることになり，施設の設置目的に合致したより効果的な管理運営が実現

できると考えまして，選定いたしたものでございます。なお，本件につきましては，

「鈴鹿市公の施設の指定管理者選定委員会」において，慎重に御審議いただいた結

果，妥当であるとの意見をいただいておりますことを申し添えさせていただきます。

次に，議案書２２９ページの議案第１５９１号でございますが，議案書２３０ペー

ジに記載されております鈴鹿川河川緑地野球場外の運動施設の指定管理者を中部安

全サービス保障株式会社に指定するものでございます。指定の期間は，平成２６年

４月１日から平成３０年３月３１日までの４年間でございます。本施設につきまし

ては鈴鹿市河川防災センター及び鈴鹿川河川緑地公園施設と一体となった施設であ

り，他の運動施設とは異なり利用料金が無料の施設であることから，従来と同様に

鈴鹿市河川防災センターを中心とした選定をいたしております。以上でございます。 

 

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

 

（福嶋委員）先ほど佐佐木信綱記念館の財政上のメリットのお話がありましたが，こう

いった資料館等は財政上のメリットも大きい部分があるかと思いますが，活動上の

メリットということもやはり選考の際に考慮しているのではないかと思います。今

回も後の報告で特別展等も開催されるようですが，こういった特別展や従来から行

ってきている佐佐木信綱記念館の全国発信とか歌会の参加募集とか著名な大学先生

の講演等は，結構高度な内容のものを行ってきていると思いますが，こういうこと

は，引き続き実施されていくのかと危惧をしている部分があります。そのあたりは

いかがでしょうか。 

 

（文化課長）顕彰会の歴史も古くてその活動も永いと聞いており，昭和３５・６年ごろ

から発足されていて，高度な知識を持っておられる方もいらっしゃいます。今後は，

顕彰会へ引き継いでいただくわけですが，当然，市の学芸員もサポートをさせてい

ただきながら，まちづくりという意味合いからも，主に顕彰会の力をフルに活用し

ていただいて運営していきたいと考えています。 

 

（福嶋委員）同様な施設として，鈴鹿市には大黒屋光太夫記念館という施設があります

が，それについては，どういう方向を持っておられますか。 
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（文化課長）佐佐木信綱記念館にはかなりの資料が集まってきておりますが，大黒屋光

太夫記念館では佐佐木信綱記念館と比較いたしますと資料としては少ないのが現状

でございます。光太夫の資料をお持ちの方は，全国的にかなり広い範囲におられる

と聞いております。そのような中で特別展等を開催する際には，全国的に連携を取

りながら資料をお借りしているような現状です。また，顕彰会の方もおられますが，

今の段階で顕彰会から「指定管理をしましょうか」というようなお話は地域の方か

らは出ていない状況でございます。ですから今現在としては，資料収集や研究を進

めている状況でございます。 

 

（福嶋委員）現状としては，大黒屋光太夫記念館については，市の管理で進めていくと

いうことですね。 

 

（文化課長）現在のところそういうことでございます。 

 

（下古谷委員）これを決めていかれるときに，既に選定委員会は通過しているというこ

とでしたが，選定委員会とは具体的にはどういう組織なのか概要を教えてください。 

 

（文化振興部長）選定委員会は指定管理の条例の中に位置付けられた委員会で，法律上

は市長の附属機関の扱いになっております。外部委員の方５名で構成されており，

会長は大学の教授です。そこに弁護士，税理士，元シンクタンク出身，行政ＯＢで

構成されております。これらの方々により，色々な方面から指定管理の団体を財務

的に見ていただいたり，法的に見ていただいたり，あるいは色々な企画等ついて，

それが適切かどうかを見ていただく内部機関で，公平性や公正性を保つためにも非

常に重要な機関です。その委員会へこちらから提案をさせていただき，公募の場合

は，業者を呼んでプレゼンテーションもさせて，その内容で点数化をする。あるい

は今回，体育施設については非公募ですが，会長を呼びまして約２時間やり取りし

ていただいて，市からの説明も約２時間行って，合計４時間をかけて丁寧に色々な

議論をしていただいている委員会でございます。 

 

（福嶋委員）例えば，今度から指定管理になられて，佐佐木信綱記念館が特別展をしよ

うということになれば，指定管理料の中で開催することになるのですか。 

 

（文化課長）特別展の財源については，市の予算で計上しております。よって特別展に

ついては市が関わっていくということでございます。 

 

（福嶋委員）そうすると，学芸員の指導の下，特別展を双方の協力により行ってくとい

うことですね。ありがとうございました。 
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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，お諮りします。 

 

（委員長）議案第１５８６号「指定管理者の指定について」から議案第１５９１号「指

定管理者の指定について」まで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１５８６号から議案第１５９１号までを

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２６年度幼稚園児募集結果について」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１番目「平成２６年度幼稚園児募集

結果」について説明申し上げます。１ページを御覧ください。９月２日から２０日

までの期間，募集を行いました結果，平成２６年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項

に基づき，１５人程度が開園の基準となる国府幼稚園から神戸幼稚園までの１７園

のうち，牧田幼稚園，石薬師幼稚園，若松幼稚園で基準に達しませんでした。これ

は５歳児でございます。その応募人数は牧田幼稚園が８人，石薬師幼稚園が３人，

若松幼稚園が８人でした。鈴鹿市立幼稚園再編整備計画に基づきまして石薬師幼稚

園は廃園とし，牧田幼稚園と若松幼稚園につきましては，平成２６年度は休園とい

たします。また，開園の基準が１０人程度となっております，母数が少ない地域の

天名幼稚園から井田川幼稚園の６園の中で，天名幼稚園が５人，椿幼稚園が６人，

深伊沢幼稚園と庄内幼稚園がいずれも応募なしと，基準に達しておりませんでした。

鈴鹿市立幼稚園再編整備計画に基づきまして天名幼稚園，深伊沢幼稚園，庄内幼稚

園は廃園とし，椿幼稚園につきましては，平成２５年１１月５日から平成２５年１

１月１５日の日程で再募集を行い，４，５歳児の混合保育を開始する予定でござい

ます。なお，４歳児全体につきましては定員を超えた応募はございませんでしたの

で，抽選はいたしませんでした。以上の結果，４歳児は，２４０名９学級となり，

昨年度比，園児数で４８名減，学級数は増減なしでございます。５歳児は，３９５

名２０学級となり，昨年度比，園児数で２９名増，学級数は１学級の増でございま

す。先ほど議案第１５８０号で御審議いただきましたが，石薬師・天名・深伊沢・

庄内の４園が廃園，今，御覧いただいておりますように，牧田幼稚園，若松幼稚園

の２園が，平成２６年度休園となります。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）こうして幼稚園が無くなっていくのはさびしい結果を目の当たりにしたよう
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に思います。よろしいでしょうか。それでは，御意見も無いようですので，２番目

の「平成２６年度鈴鹿市立幼稚園選任園長任用候補者選考実施要綱について」をお

願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，報告事項の２番目「平成２６年度鈴鹿市立幼稚園専任園長

任用候補者選考者選考実施要綱」について，説明申し上げます。この要綱は，教育

公務員特例法第１１条の規定に基づき，鈴鹿市教育委員会教育長が行う平成２６年

度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者の選考に関し，必要な事項を定めることを目

的といたしております。選考対象者は，平成２６年３月３１日現在において鈴鹿市

職員であること。幼稚園教諭として１５年以上在職していること。幼稚園教諭の一

種免許状又は専修免許状を有すること。１年以内に懲戒処分を受けていないこと。

の要件をすべて満たす職員といたしております。選考対象者の推薦については，鈴

鹿市立幼稚園の教諭で所属長から推薦のあった者，鈴鹿市教育委員会事務局又は鈴

鹿市教育委員会の所管に属する教育機関の職員で所属長から推薦のあった者の区分

によって行うものとなっております。選考は，筆記試験，作文，面接試験及び書類

審査により行います。選考の結果，平成２６年度の任用候補者と認定された者につ

いては，平成２６年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者名簿に登載いたします。

名簿の効力は平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までの５年間としてお

りますが，平成３１年４月１日登用は可能としております。ただし，教育委員会事

務局勤務期間中は除くものとなっております。この要綱は，平成２５年１０月１日

から施行いたしております。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。 

 

（下古谷委員）２番目の選考対象者の（４）番ですが，「１年以内に懲戒処分を受けてい

ないこと」という条件がありますが，なんとなく１年は少し短いような気がします。

これは一般的なのでしょうか。 

 

（学校教育課長）この点につきましては以前から同様でございまして，今年度も同じよ

うに規定しております。なお，この項目で対象から外れた職員はこれまでになかっ

たと聞いております。 

 

（教育長）一般的かどうかについてはどうですか。 

 

（学校教育課長）一般的です。 

 

（下古谷委員）通常，幼稚園長になるときには，選考対象の要件として１年以内という

規定があるのですね。 
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（教育長）本当に一般的ですか。 

 

（学校教育課長）他市との比較ということであれば，資料を持ち合わせていませんので，

後ほど回答したいと思います。 

 

（岡井委員）６の特例職員の部分で，選考につき特例を認めるということは，選考審査

はしないという意味合いでしょうか。それからもう一つ，４の選考方法の（１）で

は筆記試験，（２）では筆答試験となっていますが，これも何か意味がありますか。 

 

（学校教育課長）６番の特例職員についてですが，これを今，上記の内容に合致しない

場合が出た場合のことを考えての例なのですが，今までこれに該当するものはござ

いません。２の選考方法の筆記試験，筆答試験につきましは，同じ内容，同じもの

を指します。筆記により行う試験ということです。 

 

（福嶋委員）５番の選考結果の取扱いという部分ですが，（２）に「任用見込み数を勘案

して登載する」とあります。ただし，効力は５年間ということなので，この差とい

うのは，毎年行うものではないということですか。それとも，任用されなかった方

が，５年間の間は任用されるということですか。 

 

（学校教育課長）その年に早期退職を含めて退職される園長の数をもとに，登用する見

込み数は選考の時期にはわかってくるのですが，実際に登用時期になって園長先生

になっていただく方の候補がいないと困りますのでこのようにしてあります。任用

効力の期間が短いと，合格されていたのに，再度，選考を受けていただかなければ

ならないということになりますので，有効期間を５年間とさせていただいています。 

 

（岡井委員）先ほどの特例職員の意味がわかりにくかったのですが。必ずしも，４の選

考方法を経なくても園長に任用することができるようにしているのではないですか。

誰が見てもわかるようにしておく方が良いと思います。 

 

（福嶋委員）今までこの特例で任用された方はおられるのですか。 

 

（学校教育課長）いらっしゃいません。 

 

（岡井委員）無いのであれば書かなくても良いし，書くのであれば分かりやすいように

しておく方が良いかと思います。また御検討ください。 

 

（学校教育課長）園長職に在職し，事情により一定の期間お休みを取られる等により，
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一旦職場を離れられて，その後，また復職する場合等に該当するのではないかと考

えられますが。 

 

（教育長）そんないい加減な答えはだめです。学校教育課長の考えを聞いているのでは

なくて，この言葉の意味を聞いているのですから。 

 

（委員長）できましたら，これは後日改めていただきまして，もう少し詳しく説明して

いただきたいと思います。では，３番目の「平成２５年度佐佐木信綱記念館特別展

等の開催について」をお願いします。 

 

（文化課長）それでは，「平成２５年度佐佐木信綱記念館特別展等の開催」について，説

明申し上げます。今回の特別展は，「郷土に残る弘綱・信綱親子の資料－石薬師を中

心として－」と題して１１月６日から１２月１５日にかけての３４日間の開催であ

ります。郷土の偉人である佐佐木信綱は多くの功績を残し，昭和３８年１２月２日

に９２年間の生涯を終えました。本年は，没後５０年目にあたりますが，長い年月

を経ても，今なお，郷土の人々は信綱を敬愛し，また，その父弘綱にも高い関心を

寄せています。この度，石薬師在住の伊東家，大森家，岡田家，清水家，浄福寺，

藤井家さらには，市内在住の田上家，玉田家からお借りした貴重な資料に加え，以

前に，市内在住の個人の方々から御寄贈いただきました資料もあわせて，今に伝わ

る弘綱・信綱親子の短冊や掛軸等の資料を約１００点展示いたします。今回の特別

展では，各家々に伝わり，大切に受け継がれてきた弘綱・信綱親子の資料をとおし

て親子が郷土に残した足跡を新たに見出すとともに，郷土の人々との交流を紹介し

ます。ぜひお立ち寄りいただければと思います。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。 

 

（福嶋委員）今回の特別展もそうですが，ここにいらっしゃる学芸員の努力がかなり大

きいと思います。これ以降，指定管理になっても同じグレードの展覧会ができるよ

うにお願いしたいと思います。 

 

（文化振興部長）特別展は今後も全て市の事業として実施していきますので，全て学芸

員が関わっていきます。特別展に関しましては，指定管理者が実施する事業ではあ

りません。予算も市が持ちますし，学芸員がすべて関与していきますので，より充

実したものにしていきたいと思っています。 

 

（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，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「各学校でのコミュニティ・
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スクールの取組状況について」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。 

 

（青少年課長）それでは，その他事項の一番目といたしまして，「各学校でのコミュニテ

ィ・スクールの取組状況」について説明させていただきます。資料の１ページを御

覧ください。これは，文部科学省が，平成２３年度に実施した「コミュニティ・ス

クールの推進に関する教育委員会及び学校における取組の成果検証に係る調査研

究」の調査内容に準じて，本市におきまして，昨年度の１０月から１月にかけて実

施したアンケート調査の結果の一部でございます。調査対象者は，市内各小中学校

の学校長，教頭，コミュニティ・スクール担当教員，全ての学校運営協議会委員及

び地域コーディネーターでございます。まず①ですが，これは「学校運営協議会委

員が各学校を訪れる頻度」についてです。本市では，多くの学校支援ボランティア

の方々の積極的な協力を得た教育活動を展開しているところですが，平成２３年度

に実施した文部科学省の調査結果，資料では，「国」と記載してある結果でございま

すが，この調査結果と比較いたしますと小中学校ともに，学校運営協議会委員が学

校を訪問する頻度は，まだまだ低い状況がみられ，特に，中学校でその傾向は，顕

著となっておりました。次に②は，「学校運営協議会での協議の状況」と「コミュニ

ティ・スクールの必要性」についてクロス集計した資料でございます。この結果か

らは，学校運営協議会の協議が活発に行われていると感じている学校運営協議会委

員ほど，コミュニティ・スクールの必要性を高く認識している傾向が認められます。

また，学校への訪問頻度が多い学校運営協議会委員ほど，コミュニティ・スクール

の必要性を高く認識している傾向が認められる結果となっております。続きまして

③は，「コミュニティ・スクールの成果」について，「特色ある学校づくり」，「教育

課程の改善・充実」，「児童生徒の学習意欲」等の１４項目について，「成果や進展が

得られた。」と回答している割合について，市の調査結果と国の調査結果とを比較し

た結果ですが，「国の調査結果」に比べますと，「児童生徒の学習意欲」と「効果的

な学校関係者評価」の２項目で成果が得られてきているといった結果が得られてお

ります。また，本市がコミュニティ・スクールを導入した平成２３年度に同じくコ

ミュニティ・スクールを導入した全国の他の学校の調査結果と比べますと先の２項

目に加えて，「特色ある学校づくり」，「児童生徒の学力」，「地域が学校に協力的」，「保

護者や地域の学校への理解」といった４項目でも「国の調査結果」より高い割合と

なっております。一方で，「国の調査結果」と比較して，「調査結果」の割合で１０％

以上低い結果となった項目として，「特色ある学校づくり」と「学校の活性化」とい

った２つの項目がございました。特に，「特色ある学校づくり」につきましては，コ

ミュニティ・スクールの取組による重要な柱でもありますことから，今後，さらに

学校運営協議会での協議を充実させていく中で成果につなげていくことが必要と考

えております。なお，調査内容の検証につきましては，本年度も今後，同様の調査

を実施し，比較検証して参りたいと考えております。次に，資料の２ページでござ
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いますが，本年度の取組方針等といたしましては，昨年度の調査結果の課題等も踏

まえ，「学校運営協議会の充実」「中学校区の連携促進」「保護者や地域へのコミュニ

ティ・スクールの浸透」といった３つを基本的な方針とし，各学校でのコミュニテ

ィ・スクールの推進に取り組んでいるところでございます。また，コミュニティ・

スクールの理解をさらに深めるとともに各学校での取組をより充実させるため，年

間４回の研修会を位置付けております。毎回の研修会では，対象者を変え，それぞ

れに応じた内容となるよう努めるとともに文部科学省コミュニティ・スクール推進

員の方々等を講師にお招きし，国の方針や動向にも触れる機会にするとともにとと

もに市の取組の一端を文部科学省コミュニティ・スクール推進員の方々にもお知り

おきいただき，今後の鈴鹿市の取組の推進や支援につながる機会にもなればと計画

しております。さらに，本年度は，中学校区の連携促進を図るために，毎回の研修

会で，中学校区単位での情報交換会も実施しており，今後は，２月に実践交流会の

開催を予定しております。なお，資料３ページから６ページは，９月の研修会で，

中学校区単位で意見交換会を実施した際の資料で，本年度８月末での各学校でのコ

ミュニティ・スクールの取組の一端を簡単に取りまとめたものでございます。各学

校では，それぞれ学校の実態に応じた協議が行われているところですが，今後は，

小中学校の連携も生かした地域ぐるみの教育へとつながっていければと願っている

ところでもございます。続きまして，各学校の取組の一端を少し具体的に御報告さ

せていただきます。まず，資料７ページから９ページでございますが，これは，保

護者や地域へのコミュニティ・スクールの浸透と教育委員会としての積極的な情報

発信を目指して，市教育委員会のホームページに「コミュニティ・スクール」の項

を起こすもので，現在，公開に向けて作業を進めているところでございます。また，

各小中学校のホームページにもコミュニティ・スクールの項を設定いただくよう依

頼しております。資料１０ページは，その一例といたしまして稲生小学校でのホー

ムページの様子でございます。稲生小学校では，取組の様子だけでなく学校運営協

議会での協議内容の報告等も掲載し，保護者や地域に取組の様子が広く発信されて

おります。次に，資料１１ページは，明生小学校での「学校運営協議会だより」の

一例でございます。このたよりでは，学校教育目標や学校経営計画等について学校

運営協議会委員から出された意見等も掲載しております。続きまして，資料１３ペ

ージでございます。これは，稲生小学校で「稲生っ子宣言」の策定に向けた取組事

例です。コミュニティ・スクールの取組は，各学校が，保護者や地域とともに目指

す子ども像や教育等の方向性を共有し，その実現を図っていくことが重要となりま

すが，稲生小学校での取組は，まずは，どのような子どもを育てていくのかといっ

たことを学校だけでなく，保護者や地域の声を反映させながら策定し，今後，その

実現に向けた取組を学校運営協議会で協議しながら進めていこうとする取組と考え

ております。また，資料１４ページは，愛宕小学校での事例ですが，学校が目指す

コミュニティ・スクールの姿を明らかにし，その上で，本年度は資料１５ページに

ございます「４つの部会」を組織して各学校運営協議会委員が，それぞれの部会に
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分かれて具体的な取組を進めていこうとしている取組でございます。続きまして，

資料１５ページ，１６ページは，鼓ヶ浦小学校の学校運営協議会だよりですが，こ

れは，学校運営協議会委員長が中心となって作成されております。このたよりでは，

学校運営協議会での協議等の報告だけでなく，特色ある学校づくりに向けて，本年

度は地域資源，鼓ヶ浦小学校では「海との共生」と位置付けておりますが，この取

組を進めていく具体的な内容や取組に要する予算措置等についてまでも触れられる

等，積極的な発言が行われております。なお，最後に，資料１７ページには，本年

度，研修会で中学校ごとに意見交換を行っている様子や各学校運営協議会での様子

の一端を写真で紹介させていただきました。小さな一歩ずつではございますが，歩

みを進めているところでございまして，今後も，これまでの成果や課題を検証しな

がら，より一層，特色ある地域ぐるみの教育が推進されるよう取り組んで参りたい

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。 

 

（福嶋委員）色々試行錯誤しながら取組んでいただいていることが良く分かります。 

 

（岡井委員）１４ページの愛宕小学校のコミュニティ・スクールの目指す姿の③経営方

針に「学校の取り組み」に加えて「家庭の取り組み」「地域の取り組み」を位置付け

て，「めざす学校像」に加えて「めざす家庭像」「めざす地域像」を明らかにしてい

くというのは，これはコミニュティ・スクールの具体的な姿ではないかと思います。

今までは，学校から家庭や地域へのパイプは太かったと思いますが，反対に相手か

らのパイプは細かったのではないかと思います。これを双方向にパイプを太くする

ことで，先生も家庭や地域から学ぶところが多いのではないかと思います。そうい

う点で，これが良い姿なのではないかと思います。次のページに実働組織の内容が

ありますが，先生と保護者が共にこのように取り組んでいることは良いことだと思

います。 

 

（福嶋委員）様々なコミニュティ・スクールの活動の中で，共通するような例には，ど

のようなものがありますか。 

 

（青少年課長）やはり委員会の活性化，委員の協議をいかに充実させていくのかという

のが一点。そして，教職員が地域ぐるみの教育への意識をどう高めていくかという

点。そして，やはり保護者や地域による取組をいかに浸透させて行き，一体となっ

て具体化して，目指す子ども像の実現を目指して実行していくかということが，共

通した取組みではないかと考えております。 

 

（下古谷委員）一点だけお願いします。資料に例としてあがっている小学校の取組みは
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問題ないかと思います。それ以外の鈴鹿市内３０校の小学校でも，ぜひこういう小

学校の良い取り組みを見習って，追随していただけることを希望します。 

 

（委員長）最後に私からですが，本当に今，少子化の中，地域と家庭と学校とが一体に

なって，今後の日本を背負っていく子どもたちを何とか教育していきたいと取組ん

でいただいていて，とても嬉しくなってきます。皆さんよく頑張っていただいてい

ますので，成功事例というか，「今回こういう結果が出ました」「こうして子どもた

ちが変わりました」というような事例を，小さいことでも良いので，もう少し保護

者や地域に出していくことができれば，より一体感が出てくるのではないかと思い

ますので，よろしくお願いいたします。 

 

（学校教育課長）先ほどの幼稚園専任園長任用候補者選考実施要綱については，次回に

報告申し上げたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（委員長）それでは，御意見も無いようですので，２番目の「１１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）１１月教育委員会定例会を１１月１１日月曜日午後２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,１１月教育委員会定例会を１１月１１日月曜日午後

２時３０分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１０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。 

 

１０月教育委員会定例会終了 午後３時４５分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

           委員長 伊藤 久仁子 

 

           委 員 下古谷 博司 


