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平成２５年１２月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年１２月１８日（水） 午前１０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  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），参事兼スポーツ課長（藤井康彰），考古博物館

長（兼丸まり子），書記（片岡健二），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（1）【議案第 1599号】平成２６年度教職員人事異動基本方針について （学校教育課） 

 

６ 報告事項 

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

（2）平成２５年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了式・卒業式及び 

平成２６年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の入園式・入学式について 

（指導課）  

（3）第１６回鈴鹿シティマラソンの開催結果について        （スポーツ課） 

（4）企画展「中津式－転換期のかたち－」について         （考古博物館） 

（5）異物混入事案について                    （学校教育課） 

 

７ その他 

（1）土曜授業について                       （指導課） 

（2) １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名 

 

（委員長職務代理者）委員会の開催に先立ちまして，皆様に御報告申し上げます。本日

の定例会ですが所用により伊藤委員長が欠席されます。本日，御本人から，鈴鹿市

教育委員会会議規則第５条に基づく欠席届を提出していただいておりますので，こ
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れを承認いたしたいと存じます。なお，本日は，委員の過半数が出席いただいてお

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２項の規定によ

り会議を開催することといたします。それでは，平成２５年１２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，岡井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１５９９号「平成２６年度教職員人事異動基本方

針について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）平成２６年度教職員人事異動基本方針を定めるについて，鈴鹿市教育委員会

教育長事務委任等規則第１条第８号の規定により，この議案を提出しました。詳細

については，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１５９９号「平成２６年度教職員人事異

動基本方針」につきまして，説明申し上げます。議案書２ページを御覧ください。

平成２５年度と変わっております箇所は，５点１０箇所ございます。１点目，三重

県教育委員会の基本方針の４行目の部分「質の高い学校経営を目指して」につきま

して，昨年度は「学校経営品質向上活動の取組みにより」となっておりました。県

教育委員会は，教職員の個々の力に頼った学校運営ではなく，教職員が同じ目的に

向かって，コミュニケーションをとり，助け合いながら，組織として教育活動の質

を高めていく学校づくりに取り組むために，三重県型「学校経営品質」という学校

マネジメントの考え方と仕組みを，すべての教育活動のベースとして位置づけてい

ます。このことの浸透の度合いが高まり，より質の高いものを目指すために表現を

変えたとのことでございました。２点目，１行目中ほど「教職員の人事異動」の文

言が，昨年度は「教職員の異動」でございました。同様に，昨年度「異動」として

いた文言を，本年度「人事異動」とさせていただいた箇所は，下半分のタイトル部，

（１）（２）の行頭です。３点目，昨年度は「人事」という表現だったものを「人事

異動」とさせていただいたのは，下欄内の（５）（６）の２箇所でございます。４点

目，下欄の（１）「あるいは」を「又は」にさせていただきました。５点目として，

幼稚園教員につきましては，本年度一部変更がございます。鈴鹿市立幼稚園再編整

備計画により，幼稚園の統廃合を進める上で幼稚園の数自体が減少することに加え

まして，小中学校に比べて著しく教職員数が少ない幼稚園教諭の異動を活性化し，

各園の気風の刷新を図ろうとするものでございます。昨年度はなかった，（２）（３）

の項目を追加いたしました。以上，５点１０箇所の変更がございます。それでは，

読みあげて説明とさせていただきます。 

平成２６年度教職員人事異動基本方針 

県の人事異動基本方針をふまえ，教職員の人事異動を積極的に推進し，鈴鹿市の

教育の振興と刷新を図る。 
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平成２６年度教職員人事異動基本方針（三重県教育委員会）   

三重県教育ビジョンで示している「自立する力（輝く未来を拓く力）」，「共に生き

る力（共に生きる未来を創る力）」を育む教育を各学校で着実に推進し，本県の教育

水準を向上させ，県民の公教育に対する信頼を高めていかなければならない。また，

各学校においては，質の高い学校経営を目指して継続的な改善を進めるとともに，

家庭や地域と連携・協力して魅力ある学校づくりを一層推進する必要がある。こう

した中で，教職員一人ひとりが，やりがいを高め，その能力を十分に発揮し，使命

感と情熱を持って，児童生徒の目線に立った教育の実践に取り組めるよう，次の基

本方針に基づき，積極的，計画的な人事異動を行う。 

１ それぞれの学校の経営方針に資するため，教職員の適正配置に努める。 

２ 校長の意見を尊重する。 

３ 教職員の年齢・教科・勤続年数等を考慮し，学校運営組織の充実に努め，あわ

せて気風の刷新を図る。 

鈴鹿市内人事異動基本原則 

（１）人事異動にあたっては，学校又は個人にとって著しく公平を欠くことのない

ようにする。 

（２）人事異動にあたっては，原則として現任校勤務３年以上の者を対象とする。 

（３）現任校での勤務年数は，原則として８年を限度とする。 

（４）近親者（血族３親等，姻族２親等）の同一校勤務は，できる限りこれを避け

る。 

（５）往復人事異動（Ａ校←→Ｂ校）は，できる限りこれを避ける。 

（６）特別な条件を伴う人事異動については，検討する。  

上記の内容は，市立幼稚園教員にも準用するが，幼稚園のみ（２）（３）を以下の

とおりとする。 

（２）人事異動にあたっては，現任園での勤務年数の最低ラインを定めない。 

（３）現任園での勤務年数は，原則として６年を限度とする。 

以上でございますので，よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

（委員長職務代理者）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）文言が変わって，質の高い学校経営を目指すというところが，学校マネジ

メントの部分で今回少し変更されたということですが，少しわかりにくかったので，

もう少し具体的に説明をお願いしたいと思います。 

 

（学校教育課長）「学校経営品質向上活動」につきましては，三重県教育委員会はもちろ

ん，各市町を含めた全県で学校マネジメントの基本理念として取り入れて進めてま

いりました。このことの一定の浸透が既に進んできたということで，さらに上を目
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指してということで変更したという説明を受けております。 

 

（福嶋委員）では，そういう面で意識的に目指していこうということが表れて，この文

章を変えたということですね。もう一つよろしいでしょうか。最後のところの２番

と３番，市立幼稚園教員のところで，これから少なくなってくるので学校とは少し

違った条件になっておりまして，最低ラインを定めないということは，１年で交代

する２年交代するということもありますよということですね。 

 

（学校教育課長）そのとおりでございます。 

 

（福嶋委員）園児にとって１年で交代するというのは，どうなのかなという気持ちはあ

るのですが，そういう条件にした方が，良いということなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）短期間で代わることを推奨するものではございません。園の数が少な

くなってきていていること，また園によっては，先生が２人，３人と非常に少ない

園がございまして，人事異動をスムーズに進めるための規定でございます。 

 

（福嶋委員）そういう市の側の事情も大事なことですが，お子さんにとって先生がどん

どん代わっていくというのは不具合もあるかと思いますので，その辺も十分考えて

いかなければと思います。 

 

（委員長職務代理者）今の質問に関してですが，幼稚園の先生方は，原則として６年間

を限度としていて２年間短くなっていますが，これもスムーズに動かすためにとい

うことですか。 

 

（学校教育課長）はい。そのとおりでございます。 

 

（岡井委員）一番上に「教職員の人事異動を積極的に推進し」とあります。その「積極

的」の中身なのですが，下の四角の中は，公平を欠くことがないようにとか，基準

となる年限年数が書いてありますが，もう少し積極的にということで，例えば，最

近，若年で辞められる方が多い傾向があると思うのですが，親採をどんどん採用し

て若返りを図るとか，８年を限度にすると書いてありますが，５～６年で積極的に

代えていくとか，校長先生の意見を尊重していただいてと書いてありますので，学

校の課題に即して取り組むとか，何か「積極的に」の中身について，今，考えてい

ることがありましたら，教えてほしいと思います。 

 

（学校教育課長）今，御指摘いただきました内容は，ここに書いてございます学校の気

風の刷新を図るとか，文言に書いてございます範囲で考えております。 
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（岡井委員）もちろん先生方の希望調書も取られ，希望通りの異動に限りなく近づける

ことも大事ですけども，学校の校長先生の希望等を十分尊重して，学校の課題に合

うように，ある程度，教育委員会も意図をもって，各校の教育力が上がるように，

目指していくところについてお願いしたいと思います。もう一点，この基本方針は，

一般の教諭を対象に書かれていると思うですが，教頭先生とか校長先生の管理職人

事についても，同一校の勤務年数を少し長めに考えているとか，その方針・基本的

な考えがおありでしたら教えいただければと思います。 

 

（教育次長）ここでお示しさせていただいている教職員人事異動基本方針というのは，

管理職の人事異動基本方針については，ここでは表しておりません。一般的な教諭

とか栄養教諭であるとか事務の方であるとか，そういう方を念頭において，基本方

針を出させていただいています。 

 

（福嶋委員）岡井委員のおっしゃったように，基本原則のところを見ると，教職員の側

に立った目線になっている感じです。一方，上の方の基本方針については，やはり

教育委員会の方針が文言に現れていると思います。先ほど岡井委員がおっしゃった

ように，例えば，学力を上げるとか，いじめをなくすとか，特色ある学校づくりを

するとか，そういう目線でこれからは学校の先生の配置を従来よりも積極的にして

いかなければいけないと思いますので，ここに書かれた文言を基本として，実際に

は，そういうふうに実行していただきたいと思います。そこで，２番目の校長先生

の意見を尊重するということですが，校長先生の意見というのは「自分の学校はこ

うしていきたいから，こういう先生が必要だ。」という意見は多いのですか。 

 

（学校教育課長）校長先生からは，次年度の学校計画の方針を出していただいており，

それに沿った人事異動がなるべくかなうように考えて進めております。これは従来

からでございます。 

 

（福嶋委員）結構アピールがあるのですね。こういう先生がほしいといったような。 

 

（学校教育課長）はい。 

 

（福嶋委員）わかりました。 

 

（委員長職務代理者）私の方から，もう一点だけ教えてください。通常の人事異動でい

きますと大体４～５年のぐらいで皆さん異動されるというのが通常でしょうか。 

 

（学校教育課長）それぞれ御事情があり，御希望があり，年限につきましては決まった
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年限はないのですが，最長が８年ということでありまして，３年で代わられる方も

おられますし，３年以上ということになっておりますので，それぞれでございます。 

 

（委員長職務代理者）教諭側といいますか先生側の希望というのも，ある程度考慮され

ることがございますか。 

 

（学校教育課長）希望調書という書類を出していただいて，それを尊重しながら進めて

まいります。 

 

（委員長職務代理者）それは，基本的に校長先生の意見を尊重するという中に入ってき

ますか。 

 

（学校教育課長）はい。 

 

（福嶋委員）例えば，音楽教諭や英語教諭等の特殊能力のある先生がみえますが，そう

いう場合，引く手あまただと思いますが，そういう方の異動はどのように決めてい

るのですか。 

 

（学校教育課長）なかなか難しいのですが，学校長の御希望と本人の御希望と諸々の要

因をあわせながら決めております。 

 

（福嶋委員）教職員の異動は大きいところがありますので，なかなか人事の場合は，難

しいと思いますけれどもよく考えてやっていただきたいと思います。 

 

（岡井委員）各学校によって公正公平にやっていただくということですが，若手・中堅・

ベテランの３つの層がうまくバランスよく絡み合うような人事をお願いしたいと思

います。先生の希望調書も大事ですが，各学校の校長の考えてみえる「学校経営方

針」のもとに，若手・中堅・ベテランがうまく絡み合って，１０人集まれば１０以

上の力がでるような組織になるような人事をお願いしたいと思います。 

 

（委員長職務代理者）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１５９９号「平成２６年度教職員人事異動基本方針につ

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 

 

（委員長職務代理者）御異議がないようですので，議案第１５９９号を原案のとおり承

認いたします。 
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（委員長職務代理者）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２

６年度椿幼稚園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１番「平成２６年度椿幼稚園園児募集

結果」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。この一覧表に

記しましたとおり，椿幼稚園につきまして，平成２５年１１月５日から同年１１月

１５日の園児募集の結果，５歳児６名，４歳児３名の応募がございました。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。なお，人数につきましては，

平成２５年１１月２８日現在の数字でございます。以上でございます。 

 

（委員長職務代理者）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）椿幼稚園は先生の数は何人になりますか。 

 

（学校教育課長）再編が済んだ後の園になりますので，園長先生を１人配置し，担任の

先生が１人，副担任の先生１人，合計で教職員が３人になります。 

 

（岡井委員）園児数が合計で６６３人になりますが，１０年前に比べると６割ぐらいで

はないかと思います。園児の数がずっと減ってきているわけですが，社会の変化や

保育園ニーズでこういう状況であると思います。そこで，特効薬というのはあまり

ないかとは思いますが，やはり公立幼稚園に目を向けていただくような方策という

か工夫の限りを尽くしてこうなっていったかとも思いますけれども，何かこういう

ことにも力を入れて目を向けさせていきたいということがあれば教えていただきた

いと思います。それと，旭が丘幼稚園ですが，ここは２年保育をしているというこ

ともありますが，５歳児の母数が１４８人に対して入園希望者が７６人ということ

で過半数をキープしています。他の園は母数に対して大体２～３割ぐらいです。旭

が丘幼稚園が母数の半分をキープしているということは，何か取り組みに特徴があ

るのか，地域的・立地上なのか，その辺りがわかれば教えてください。 

 

（学校教育課長）旭が丘幼稚園は学級数自体が以前から多いので，この地域は希望者が

多かったのではないかと思います。今，おっしゃられるように他の地域より希望数

の割合が多いのは，確たる理由を掴んでおりません。ちなみに本年度，抽選はござ

いませんでした。 

 

（岡井委員）幼稚園としては公立幼稚園に何か目を向けてもらえるような取り組みにつ

いて，例えば園長会等で話し合っておられることがあれば教えてください。なかな
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か難しい課題だと思いますが，このまま現状でよしとしていくのか，園長会や教育

委員会の中で話が出ていて，対応があれば，聞かせていただきたいと思います。 

 

（学校教育課長）これまでにも研修を行ってきて魅力ある保育を提供させていただくよ

うなことをさせていただいています。また，すでに報告させていただいていますが，

今回の再編整備において，できる範囲で４歳・５歳の２年保育をしていくというこ

と，また，これまでは，併設園については小学校の校長先生が園長兼務ということ

でしたが，再編整備後の園には園長を配置して充実を図っていくという方向でござ

います。 

 

（福嶋委員）幼稚園児をお持ちのお母さん方の気持ちになると，やはりお友達が通って

いると，同じように行かせてやりたいという気持ちになって，ある程度の人数がま

とまると，じゃあ私たちの子どもも行かせましょうかというようなお母さん同士の

話になって，増えてくるのではないかと思います。私自身も幼稚園教育というのは

充実させていくべきだと前から考えておりまして，以前に若松幼稚園に参観に行か

せていただきましたが，少人数ではありますが，結構，子どもたちに考えさせるゲ

ームをやっていました。どうやったら勝てるのだろうかというような作戦を立てて

考えさせるような活動を行っていて，幼稚園では頭を使って行動することをやって

いるのだなと思いました。それを逆に言うと，私立のような大きな幼稚園ではでき

ないのではないかと思い，参観に行って良かったと感激した部分もありました。で

すので，少人数だからこそできることを皆さんで取り組んでもらっているのだと思

います。こういうことをやっていくと魅力ある幼稚園づくりができるのではないか

と思いましたので，ぜひ，取り組んでいだきたいと思います。 

 

（委員長職務代理者）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですの

で，２番目の「平成２５年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了式・卒業式及び

平成２６年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の入園式・入学式について」をお願い

します。 

 

（指導課長）それでは，私からは平成２５年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了式・

卒業式及び平成２６年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の入園式・入学式の期日に

ついて報告いたします。期日の決定については，卒業式や入学式等は教育課程の儀

式的行事でございまして，学校長が定めることとなっております。幼稚園につきま

しては，修了式期日は，平成２６年３月２４日（月）午前１０時，入園式期日は，

平成２６年４月９日（水）午前１０時，会場は，各幼稚園となっております。小学

校につきましては，卒業式期日は，平成２６年３月２０日（木）午前１０時，入学

式期日は，平成２６年４月８日（火）午前１０時３０分，会場は，各小学校となっ

ております。中学校につきましては，卒業式期日は，平成２６年３月１４日（金）
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午前１０時，入学式期日は，平成２６年４月８日（火）午後１時３０分，会場は，

各中学校となっております。なお，開式時刻につきましては，一部の幼稚園・小中

学校で変更となる場合がございます。教育委員の皆様の参加につきましては，後日，

連絡をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。以上で報告とさせてい

ただきます。 

 

（委員長職務代理者）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。 

 

（委員長職務代理者）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「第１６回鈴鹿シティマラソンの開催結果について」をお願いします。 

 

（スポーツ課長）それでは，私からは，報告事項の３番目「第１６回鈴鹿シティマラソ

ンの開催結果について」説明申し上げます。教育委員の皆様には，当日，寒い中，

御参加いただきありがとうございました。資料の方は別途配布をさせていただきま

したので，そちらを御覧ください。去る１２月１５日の日曜日に鈴鹿サーキット国

際レーシングコースにおいて「第１６回鈴鹿シティマラソン」を開催いたしました。

開催当日は，約７,８００名の参加申込みに対しまして７,２５３名の参加がござい

ました。年齢的には２歳の幼児の方から８１歳の年配の方まで御参加をいただき，

ファミリー色の強い大会となりました。当日は実行委員会ということで，鈴鹿市体

育協会，陸上競技協会，スポーツ少年団，スポーツ推進協議会，身体障がい者福祉

会等の団体との共催によりまして，ボランティア，協議役員含めて約５７０人の方

に御協力いただきました。また，市内の鼓ヶ浦中学校の生徒さんをはじめ，白子高

校の野球部の皆さんにボランティア参加をいただいております。また，鈴鹿サーキ

ットさんやＡＧＦさんの御協力いただきまして，コーヒーの振る舞いもいただいた

りしました。先ほど鼓ヶ浦中学校の生徒さんと申し上げましたが，創徳中学校でご

ざいました。訂正いたします。以上で報告とさせていただきます。 

 

（委員長職務代理者）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）改めて拝見させていただいて，参加率が９３％というのはすごく大きな数

値だと思っております。県内でも「今度は鈴鹿シティマラソンに参加しますよ」と

向こうからおっしゃっていただく方もみえますので，皆さんに浸透してきたのかな

と思っております。なぜ，こういう魅力があってうまく開催できているのかなあと

私自身考えていたのですが，一つには，スタッフの下支えがしっかりしていること

が大きいのではないかと思っています。一回参加してスムーズに競技もできたし，

もう一回来ようかなと思っていただけているのではないかということもありますし，
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サッキットを走るということの魅力も大きいのではないかと思います。また，競技

が様々用意されていて，自分の好きな範囲で参加できるのも大きいのかなと思いま

す。その他に，魅力や人気を支えていることとして挙げていただけるようなことが

あれば教えてください。 

 

（スポーツ課長）おっしゃられたことが，ほぼその通りだと思っております。まず一番

多いのは，サーキットのレンシングコースを走れるということが，アンケートから

見ましても９割以上の方の感想でございます。中には，ランナーとして距離を求め

られる方もたくさんお見えになりますが，それ以上にサーキットコースを走れると

いうことが一番の理由だと思っております。また，サーキットは無料駐車場も確保

できておりますし，トイレや着替える場所もあり，スタンド等を含めて１万人の方

が来られても十分対応できるという状況もあります。この大会の特徴としましては，

細かいカテゴリが男女別・年齢別に分かれていることも一つの要素かと思っており

ます。最近，健康志向もありまして走られる方が多く，特に中高年層の４０歳代，

５０歳代の年齢の方が参加者の割合として一番多くなっております。そのようなこ

とも要因の一つかと思っております。 

 

（福嶋委員）逆にトラブル等は無かったですか。 

 

（スポーツ課長）昨年は外のコースもありましたし，また，人数も今年より多かったと

いうこともありまして，交通渋滞で大変苦情が多かったです。また，駐車場になか

なか入れなかったというトラブルがありましたが，おかげさまで昨年に比べますと，

今年は一切そういうことはなく，スタッフから聞きましても交通渋滞も全くなかっ

たということでした。幸い駐車スペースについても全部中へ入れたということでご

ざいました。ランナーの怪我もほとんど無く，多少こけてすりむいたとか，足をく

じいたりしたということはありましたが，大きな怪我もなくトラブル的なこともな

く，総合案内も設置していましたが，閑散として，あまり苦情もありませんでした。

当日，小さいお子さんが迷子になるケースがありましたが，すぐに対処して親御さ

んに迎えにきていただきました。今の段階でもトラブルに関する報告はなく，大変

助かっております。 

 

（文化振興部長）今回，福嶋委員がおっしゃっていただいたように，やはり市民との協

働で，実行委員会形式でやらせていただいて，体育協会さんが中心となっていただ

いて６００名弱の市民の方に御協力いただき，非常に少ない職員数で対応させてい

ただいても，十分あれだけのおもてなしができたということは一番大きかったよう

に思います。また，体育協会さんは日ごろからスポーツと医科学の連携ということ

で回生病院さんと連携をしてみえます。医科学ブースでは，お医者さんがずらっと

並んでいただいて，血圧測定等をやっているのは，やはり他にはないことで，怪我
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も少なく，またすぐに対応もできるということで，他のマラソン大会と比較しても

比べものにもならないくらい医療との連携もできており非常に私たちもありがたい

と思っております。今回の実行委員会の方に感謝を申し上げたいと思います。 

 

（福嶋委員）今度は，数年後に開催される国体の時にも，こういうノウハウが生かされ

たら嬉しいですね。 

 

（岡井委員）部長がおっしゃってみえましたが，万全の体制で和やかな雰囲気の中で安

全無事にやっていただいて，部長・課長さんをはじめ皆さん方に御礼を申し上げた

いと思います。そしてあのカラフルな服装ですか，明るい雰囲気での中で，老いも

若きも楽しみながら健康づくりをしているなと思いました。良いものを作っていた

だいてありがとうございます。 

 

（委員長職務代理者）参加された方からのアンケートに書かれたことをもとにした，改

善点・変更点がありましたら教えてください。 

 

（スポーツ課長）競技志向の方のアンケート結果からは，ハーフマラソンを走りたいと

いうことがあります。色々ありまして競技志向の方は長い距離を走りたいというこ

とがあります。今回は１０キロが最高だったのですが，過去の事例としては，そう

いったアンケート結果をもとに，実行委員会に諮りながら競技種目を変えていくと

いうことで，ハーフマラソンやクォーターマラソンを入れるというような取り組み

もしております。今回は，その中で一番望ましいということで，１０キロという選

択をさせていただいたわけです。アンケートについては，回収率は非常に少ないも

のですので，やはりなかなか沢山の方の意見を聞くということが難しい面もありま

す。また，もう一つはスタッフや競技役員の方々からの御意見も集約させていただ

いていますので，運営上色々な改善をしていくということで，一つ一つの積み重ね

だと思っております。今回もそういう意味で改善をしていきたいと思っております

ので，今後ともよろしくお願いします。 

 

（教育長）１０キロのスタートですが，坂を上るようにしているのは，前々からそうで

したか。 

 

（スポーツ課長）どうしても距離を合わせるために，最初に反対に走っていって１周ま

わってくる形をとっています。ゴール地点を変えられないものですから。 

 

（教育長）気がつかなかったので，前からやっていたのかなと思いまして。 

 

（スポーツ課長）前からそうです。昨年はハーフマラソンでしたので，外へ出て行きま
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すので，距離によってスタート地点を変えているということです。 

 

（委員長職務代理者）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「企画展「中津式－転換期のかたち－」について」をお願いします。 

 

（考古博物館長）それでは，私からは，報告事項の４番目「平成２５年度企画展中津式

－転換期のかたち－」について報告申し上げます。３，４ページを御覧ください。

鈴鹿市考古博物館では，来年，１月１１日（土）から３月９日（日）まで，企画展

「中津式－転換期のかたち－」を開催いたします。中津式とは，今から約４,０００

年前の縄文時代後期初頭の土器の形式です。鈴鹿市におきましては，「東庄内Ａ遺跡」

から，非常に美しい中津式の深鉢土器が出土したことで，全国的にも良く知られて

います。それ以前の縄文初期におきましては，各地域に様々な形式の文様を持つ独

自の文化圏が見られました。しかしこの中津式の時期に，中国・四国地方を中心と

し，南は九州，北は北陸東海まで，きわめて類似した土器が用いられ，ひいては関

東まで影響を与えたことが確認されております。この時期に大規模な人々の交流が

あったことが考えられ，１万年にわたる縄文時代の中でも一つの転換期が訪れてい

たことを示唆しています。今回は，鈴鹿市をはじめ三重県内外から中津式縄文土器

を一堂に集め，磨り消し縄文を主としたその独特のデザインを楽しむとともに，当

時の人々の交流やくらしの様子についての展示を行います。関連講演会として，１

月１８日（土）午後２時から奈良文化財研究所研究員の石田由紀子さんによる「中

津式のデザイン」と題した講演会を，また，３月１日（土）午後２時から三重県埋

蔵文化財センター活用支援課長の田村陽一さんによる「三重の縄文文化」と題した

講演会の開催を予定しております。本年度は，夏の企画展示「小さきものたち-にん

ぎょうのれきし-」，特別展「伊勢湾をめぐる交流」，また夏休み子ども体験博物館等

のイベントについて，それぞれ御好評いただき，現在，来館者数は昨年度を上回り，

すでに１２月１５日時点で８,８００人を超えている状況でございます。今回の展示

にあわせて，計画中ではありますが，年明けには春まつりも実施し，年間来館者数

１万人を目指して職員一同頑張っております。春祭りについては来月の教育委員会

で御案内をさせていただく予定でございます。今回の展示の話に戻りますが，「中津

式」とよばれる土器の特徴は，磨り消し縄文とよばれる文様と，なだらかな曲線を

もった女性的なプロポーションを持つ，高い芸術性をもったものです。歴史の学び

だけでなく，美術的な鑑賞も楽しめる展示になっておりますので，新しい年のはじ

めに，文化・芸術を楽しみに，ぜひ，鈴鹿市考古博物館にお越しいただきますよう

よろしくお願いいたします。市民に対する周知については，広報すずかやテレビ広

報等で行う予定でございます。最後に訂正をさせていただきます。資料の４ページ

の中ほどに「５０００年前」との表記がありますが，これは「４０００年前」の誤

りでございます。修正する前のチラシで申し訳ありませんでした。一般の方に配布

するチラシについては修正を行っております。以上で報告とさせていただきます。 
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（委員長職務代理者）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）来年の４月に県の博物館ができたり，全国的にも恐竜展があったり，まさ

に博物館ブームがあると思っています。鈴鹿市の考古博物館は「考古」と名のつく

博物館であり，本当に珍しい博物館なので，三重県の考古を引っ張っていくという

意気込みでやっていただけたら良いと思っています。どうしても縄文・弥生という

と社会の教科書に出てきて，自分の世界とは地続きではないと思う方が多くて，例

えば小学校・中学生・高校生もそう思っていらっしゃると思います。そういう意味

でも，今回のこの催し物は，わかりやすいのではないかと思っていて，市民もそう

ですが，何とか若年層の方にも来ていただける工夫として，もっとわかりやすい感

じのパンフレットを作ってもらう等していただくと，なお，良いのではないかと思

いますので，よろしくお願いいたします。 

 

（委員長職務代理者）私からも一つ。内容には関係ないのですが，３ページのチラシで

すが，非常に綺麗な色で作っていただいているのですが，字の色がバックの色と重

なって，読みとりにくい点があるのではないかと思います。特に，平成２６年１月

１１日とか英文等が読みにくい気がしますので，もう少し字が読みやすい配色をし

ていただいた方が良かったのではないかと思います。 

 

（委員長職務代理者）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，次に移ります。 

 

（学校教育課長）事項書には記載がございませんが，５番目として，平成２５年度の異

物混入事案について報告いたします。教育委員会の場で，このような報告をするこ

とになり，誠に申し訳ございません。お手元の資料を御覧ください。平成２５年度

は１２月１８日現在で，合計２７件の混入事案がございました。混入物は，小さな

虫，ビニールやプラスチック片，金属ねじ等でした。いずれも児童等への健康被害

はございませんでしたが，２７件中，原材料による混入が９件，調理段階での混入

が８件，教室内での混入が９件，不明が１件ございました。この内，配膳後に入っ

たものが５件でございます。配膳後，とは，給食が教室に到着した後，教室内にお

いて混入したものが該当します。「食の安全」についての意識の向上を図ることにつ

きまして，今後とも引き続き全力で努めて参りますのでよろしくお願いいたします。 

 

（委員長職務代理者）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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（福嶋委員）原因を拝見しますと原材料に混入しているというのは，一番いけないとい

うか言語道断というところですが，結構，教室で混入するということも多いのです

ね。やっぱり多少は仕方がない部分もありますが，その辺りはどうなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）学校から報告を受けまして，すぐに事務局の者が学校に出向いて現場

を確認させていただくか，あるいは，学校の先生が確認するという事案はいくつか

ございました。教育委員会といたしましては，学校にお願いしまして，配膳時の先

生の立会いを徹底していただくように繰り返しお願いいたしまして，それにつきま

しては，学校現場の方でも御配慮いただいているところでございます。 

 

（福嶋委員）配膳時は机の上に物を置かないとか，少し工夫というか，徹底をした方が

良いかもしれませんね。 

 

（教育長）異物混入事案は，今年度こういう状況ですけれども，今後に向けて，今，調

理マニュアルをもう一度見直しております。どうしても混入してしまうのではない

かという部分がありますので，そのあたりをもっときっちりとしたマニュアルに仕

上げたいなということで，三重県の教育委員会にも保健所さんにも御協力いただい

て見直しをしております。もう一つは，ここには教室で起こった混入事案も入って

おりますが，今後，公表にあたっての公表基準も見直しまして，調理に起因する異

物混入があった場合に公表していくということで基準を改めていく予定です。これ

までは，健康被害があった場合という基準でしたので，何をもって健康被害となる

のかわかりにくいところがありました。よって，今後は，調理中に入ったと思われ

るようなものだけは公表していくという基準に変えていくということです。 

 

（福嶋委員）他市や県外でも，皆さん抱えている問題ではないかと思うのですが，鈴鹿

市の混入事案というのは多いのか，普通なのか，件数はどうなのでしょうか。 

 

（教育長）他市の状況は調べていませんので，多いか少ないかはわかりません。鈴鹿市

だけをとっても，毎年毎年，件数は違いますので，何をもって多いかというのは具

体的にはわかりません。 

 

（岡井委員）これを見ると，結構９月から１０月，１１月にかけて件数が多いですね。

偶然かもしれませんが。それで，推測ですが，たわし等は９月になると４月のころ

には良かったものが，使い痛みが出てくると思いますので，やはり学期に１回くら

いは消耗品的なもので新品に変えられるものがあれば，点検するのも一つだと思い

ます。また，９月，１０月には何かあるのかなというと，緊張感の部分も多少ある

のかもしれませんが，そういう点も含めて，消耗品的なものを変えていくのも一つ

だと思います。 
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（委員長職務代理者）２１番の調理室のキクロンはどんなものですか。 

 

（学校教育課長）スポンジの一種です。 

 

（委員長職務代理者）これは，商品名ですか。 

 

（学校教育課長）はい。 

 

（委員長職務代理者）あともう一点，原材料に混入というのがありますが，原材料に混

入するというのは，基本的には人為的なミスなのか，機械的ものなのか，どちらが

多いのでしょうか。機械的なミスであれば，なんとなく機械の修正ですみますが，

人為的であれば，気をもう少し引き締めていただいてという気がします。人為的な

ものが多いのでしょうか。 

 

（学校教育課長）申し訳ございません。確たることはお答えでないのですが，例えば，

９月のひじきにつきましては，選別し製品化する中で残ったということで，混入事

案を受けて，業者には指導いたしまして混入しないように見直しをしていただきま

した。その結果，この後，製造していただいているヒジキにつきましては，非常に

厳しい何十段階ものチェック項目を提出していただきました。その中には，目視が

ありましたし，風で飛ばしたり，磁力検査をしたり，金属検査をしたりといった，

非常に厳しいチェック項目が書かれてありました。そういう形で進めてもらうよう

にお願いしています。人為的なものかどうかはわからないということでした。そう

いう形で食材を作ってもらうようにしております。 

 

（委員長職務代理者）機械的なことであれば修正ができると思いますし，人為的なこと

でも，例えば，髪の毛が入ったのであれば帽子のようなものでの対応はしていらっ

しゃるとは思いますが，もう少し大きな工夫があったら良かったのではないかと思

います。また，虫が入っていたというのは，ショウジョウバエのような小さいもの

なのか，ハエのような大きいものなのかわかりませんが，２２番には１mm 程度とあ

りますので，こういうものはなかなか避けようがないようにも思います。ゼロにす

るのはなかなか難しいとは思いますが，皆さん色々な努力をしていただいているの

で，減っていくことを期待したいと思います。 

 

（委員長職務代理者）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，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「土曜授業につ

いて」御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。 
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（指導課長）それでは，私からは，その他事項の１番目「土曜授業について」について

説明申し上げます。本日は，土曜授業につきまして，経緯と文部科学省，三重県の

動向について，説明させていただきます。まず，経緯についてでございますが，現

在，学校週５日制で，学校は土日が休みということになっています。学校週５日制

は，学校，家庭，地域の三者が連携し，役割分担しながら社会全体で子どもを育て

るという基本理念の下，平成４年９月から月１回，平成７年４月から月２回と段階

を経て，平成１４年４月から完全実施されてまいりました。学校週５日制の下，休

日に地域において学習や体験活動の場を提供する取組や，学校が希望者を対象とし

た学習やスポーツ，体験活動等を行う取組等も行われるようになってきております。

学習指導要領については，学校週５日制の完全実施に合わせて，基礎的・基本的な

内容の確実な定着を目指し教育内容の厳選が行われましたが，その後，平成２０年

１月の中央教育審議会答申においては，我が国の子どもたちの現状について，「評価

すべき点も少なくない一方で，『生きる力』で重視している，思考力・判断力・表現

力等，学習意欲，学習習慣・生活習慣，自分への自信や自らの将来についての関心，

体力等に課題がある」とされ，平成２０年に改訂された新学習指導要領において，

授業時数や教育内容の充実等の改善が行われてまいりました。また，同答申におい

ては，学校週５日制については維持することが適当とした上で，地域と連携したり

外部人材等を活用したりして，総合的な学習の時間の一環として課題解決型の学習

や探究活動，体験活動等を行う場合には土曜日を活用することが考えられる旨が述

べられております。公立学校の休業日については，学校教育法施行規則において，

土曜日を休業日とする一方で，「特別の必要がある場合はこの限りでない」と定めら

れておりました。また，民間の世論調査等においては，土曜授業の実施を支持する

国民の割合が高い等の結果が示されています。このような状況も踏まえ，文部科学

省では，本年３月，「土曜授業に関する検討チーム」を立ち上げ，土曜授業の在り方

について検討を行い６月２８日に中間まとめ，９月３０日に最終まとめが出された

ところでございます。その中で土曜授業の実施に関する３点の基本的方向が示され

ております。１点目は，土曜日における教育活動の理念について，学校，家庭，地

域の三者が連携し，役割分担しながら社会全体で子どもを育てるという理念は，普

遍的に重要であり，学校週５日制は，このような基本理念を踏まえて導入されたも

のであるが，一方で，土曜日を必ずしも有意義に過ごせていない子どもたちも少な

からず存在するとの指摘があります。子どもたちにこれまで以上に豊かな教育環境

を提供し，その成長を支えることができるよう，学校，家庭，地域が連携し，役割

分担しながら取組を充実することが必要であると示されております。２点目は，土

曜授業の制度設計について，全国一律で土曜授業を制度化する場合には，教職員の

勤務体制についても，法令改正等を検討する必要があり，今後，教育課程全体の在

り方の中で検討する必要がある。設置者の判断により，これまで以上に土曜授業に

取り組みやすくなるよう，学校教育法施行規則の改正等を行い質の高い土曜授業の
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実施のための支援策や，土曜日の地域における学習やスポーツ，体験活動など様々

な活動を一層促進するための方策等，子どもたちの土曜日をトータルとしてより豊

かで有意義なものとするための施策についても検討する必要がある。３点目は，土

曜授業の実施に当たり留意すべきこととして，例えば，地域と連携した体験活動や，

豊富な知識・経験を持つ社会人等の外部人材の協力を得た取組等，土曜日に実施す

ることのメリットを活かしながら，道徳や総合的な学習の時間，特別活動等の授業

を行う等といった工夫が期待され，土曜授業を実施する場合どの程度の頻度とする

か等については，学校や地域の実情，子どもたちの負担等も踏まえながら，設置者

において適切に判断していく。土曜授業以外にも，地域における様々な活動が実施

されていることから，学校，家庭，地域が連携して，土曜日を有意義に活用してい

くことが重要である。以上の３点が方向として示されております。１ページの資料

につきましては，この流れに基づいて改正されました関係法令でございます。学校

教育法施行規則につきましては，第６１条で「特別の必要がある場合」から「当該

学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要を認める場合」と改正をされてお

ります。また，１１月２９日付け通知においては，留意事項として，５点が示され

ており，１点目として土曜授業を実施する場合には，土曜日の教育，スポーツ活動

等の状況等学校や地域の実情，児童生徒の負担等も踏まえながら，設置者において

適切に判断すること。２点目は，学校，家庭及び地域の三者が互いに連携し，役割

分担しながら社会全体で子どもを育てるという基本理念は引き続き重要であり，公

立学校において土曜日等に授業を行う場合には，例えば地域と連携した体験活動を

行ったり，豊富な知識・経験を持つ社会人等の外部人材の協力を得たりする等，土

曜日等に実施することの利点を生かした工夫を行うことが期待されること。３点目

は，児童生徒の登下校時の安全確保について適切な対応を図ること。４点目は，土

曜日等の教育環境の充実のために教職員が土曜日等に勤務をする場合には，週休日

の振替等を確実に行う等適切に対応すること。これに関連する三重県教育委員会の

関係規則を２ページに入れてあります。５点目は，公立学校における土曜日等の授

業の実施は，子どもたちの土曜日等における教育環境の充実を図るための方策の一

つとして位置付けられるものであり，設置者においては，土曜日の授業のほか，地

域における多様な学習，文化やスポーツ，体験活動等の機会の充実等により，総合

的な観点から子どもたちの土曜日等の教育環境の充実に取り組むことが期待される

こと。と示されております。また，５ページからの最終まとめには文部科学省にお

いて実施されました関連する調査の結果が掲載されております。１１，１２ページ

は本年度実施の全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙の結果で，１３～１６ペ

ージは同時に実施されました抽出の保護者調査の結果となっております。保護者は，

土曜授業の期待が大きいという結果になっております。１７ページは，平成２６年

度の文部科学省の土曜授業関連の概算要求で，外部人材の活用と地域における学習

やスポーツ，体験活動等の活動を推進する支援策となっております。以上が，文部

科学省の動向でございます。１８ページからは，三重県教育委員会の動向でござい
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ます。県からは，１１月１２日付けで素案が示されております。県では，国の方向

から絞った形で，教育課程内の活動で土曜授業を実施する方向となっております。

県につきましては，今後も教育長会等で方向性が出されていくのではないかと思い

ますが，現時点におきましては，このような状況を掴んでおります。資料の２０，

２１ページを御覧ください。２０ページは１１月２０日以前に出された県の資料で

ございます。この時点では，教育課程外の土曜サポートというものが入っていまし

たが，１１月２０日の資料からは土曜サポートというものがなくなりまして，教育

課程内の土曜授業としての活動を県としては推進していきたいような形で示されて

おります。事務局内におきましては，課題の整理や実施するとなった場合の発生す

る課題等について次長を中心に各課長で検討しており，今後とも情報収集やこうし

た検討を継続して参りたいと考えております。以上でございます。 

 

（委員長職務代理者）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）調査結果の概要というところで７ページの上のところのＡ－３を見てみま

すと，土曜授業を実施する必要性のところで，各都道府県教育委員会と市町村教育

委員会の回答に非常にばらつきがあって，都道府県では「土曜授業を実施する必要

性はない」が０ですが，市町村では「必要性はない」という回答がかなり大きい数

字になっています。これはいったいどういうことなのかと私自身も少し考えました

が，どういうふうに理解すれば良いのか，どういうふうな温度差があると考えられ

るのか教えてください。 

 

（指導課長）私どもも詳しくデータを分析しているわけではございませんが，実際に先

ほども言わせていただきましたが，学校５日制になりまして，地域の中では色々な

子どもたちの活動の受け皿のようなものが整備されてきております。今回，土曜授

業を実施していくということにあたっては，そういったことも評価をしながらやっ

ていかなければならないということもありまして，すぐに必要であると判断しかね

たのではないかというのが想像でございます。 

 

（福嶋委員）市町村の方は，コミュニティ・スクール等を色々やっていて，新たにこう

いう志向では必要ないという意見があり，逆に都道府県の場合は「もっとやらなく

ては」という意識が強いのかなということで，温度差があるのかなと思ったのです

が。今までやってきているコミュニティ・スクールの在り方と，今回のとはどうい

う違いがあるのかとか聞かせていただきたい点があります。一方では学力を高める

ために使いましょうということもありますし，地元の知識を持った方のお話を聞い

たり，イベントをしたりすることに使いましょうといったこともありますし。鈴鹿

市では，今までコミュニティ・スクールとか地域との連携をやっていくという流れ
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を築きつつある中で，これからどうやっていくべきなのか，私たちとしてもどう活

用していくのかということがあるのですが，どうお考えでしょうか。 

 

（指導課長）国の方からは，子どもたちの過ごし方として数的には多くはないですが，

有意義に過ごせない子どもたちがいること。そういう実態があるということが学力

調査の結果にも出ていること。また，それと同時に行われた抽出校での保護者アン

ケートによると，この抽出には鈴鹿市はあたっていないのですが，保護者の方は土

曜日にもそういう授業や活動をしながら有意義な時間を作ってほしいというニーズ

があること。このようなことを踏まえて，土曜日の過ごし方について総合的に考え

ていく必要があるのではないかということだと思っております。 

 

（福嶋委員）２ページの教職員の勤務の部分で，土曜日に出勤した時にどういうふうに

勤務体制がとられるのかということになるのですが，夏休み等なら良いのですが，

実際に別の日に先生方が休暇を取るとなると，普段担任を持っている先生方が休む

ことになって，授業としてはどうなるのですか。そういうときにスムーズにやって

いくことができるのでしょうか。 

 

（指導課長）規則上は，教職員は「前４週後１６週」で振替可能ということになってお

りまして，先ほど言っていただきました，夏休みに実施回数にもよりますが，振替

可能な部分もあるかと思います。ただ，実際の教職員の勤務実態からしますと，な

んらかの整備をしないと，夏休みにも多くの方が勤務をされている実情がございま

すので，そう簡単に振替が取れるという実情ではございません。 

 

（委員長職務代理者）関連したことですが，改定内容の一番下のところで，半日休んだ

２回を１日に振替することができると書いてありますが，私の経験からは，１日休

んだものを半日２回で休んだ方が取りやすいと思います。１日丸々取れないけれど

も，午前・午後の半日なら取れるということがあります。小中学校の先生方は，半

日だけ取るといようなお考えはないのでしょうか。半日だけよりも１日取ったほう

が良いのでしょうか。 

 

（指導課長）あくまでも，半日取った分を合わせて１日取れるということでありますの

で，半日取ることも可能となっております。実際のところ，どちらが良いかという

ことについては，どうなるかちょっとわかりません。 

 

（委員長職務代理者）私のところは，半日だけというのはありません。時間で休むのは

可能ですが，有休を取ると代休が取れないので色々難しいなと思います。 

 

（岡井委員）２ページのところで細かいことですが，まず一番上に県教委の規則で第３
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条があります。これを受けて，中ほどの教職員についての文章①の「週休日の振替

等時期の拡大」の部分の３行目ですが，「・・・起算日とする４週間前の日から当該

勤務することを命じる必要がある日を起算日とする」という部分はいらないのでは

ないですか。同じことが６行目にも書いてありますし，１１行目にも重複して書い

てありませんか。削除する必要があるところが３箇所あると思います。 

 

（指導課長）この文書は三重県教育委員会から平成１７年２月２日に出された文書です。

このように表記されていましたので，そのまま周知されておりますので出させてい

ただきました。 

 

（岡井委員）周知されていても，実際はこれはいらないのではないですか。県教委から

出されているのは別として。第３条をそのまま写したとしても違いますよね。私の

説明が悪いのかもしれないですけれども。それともう一つ，「・週休日の振替等期間

及び代休日の指定機関の拡大について（通知）」という部分ですが，「機関」の字が

違いますね。これは「期間」ですよね。 

 

（指導課長）これは，わたしの間違いでございます。すいません。 

 

（岡井委員）これは，県教委の文書とは違うのですね。ですが，この第３条の規定の引

用はおかしいと思います。 

 

（教育長）元の規則がどうなっているかここでは分かりませんので。 

 

（委員長職務代理者）「４週間前の日から当該勤務を・・・」という部分が２回繰り返さ

れているということですね。 

 

（教育次長）先ほど指導課長が申し上げたように，三重県教育委員会の通知を引用して

おりますので，確認をさせていただいて，岡井委員のおっしゃったとおり，訂正さ

せていただくところがありましたら訂正させていただきます。 

 

（岡井委員）文言はいいのですが，基礎になる資料なので。私の思い違いかもしれませ

んので。 

 

（委員長職務代理者）では私からですが，１１ページから１６ページまでありますけれ

ども，これは平成２５年度の全国学力・学習状況調査ということで，日本全国の値

ということでよろしいのでしょうか。 

 

（指導課長）そうでございます。 
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（委員長職務代理者）逆に三重県だけとか，鈴鹿市だけのデータというのは，現在お持

ちではないのでしょうか。 

 

（指導課長）鈴鹿市のデータはございます。 

 

（委員長職務代理者）鈴鹿市のデータと全国のデ－タを比べていただいて，鈴鹿市のほ

うに特徴があるようなデータは出ていませんか。 

 

（指導課長）ほぼ全国と同じような傾向でございます。 

 

（委員長職務代理者）そうすると，鈴鹿市には特色のあるデータが出ていないというこ

とは，逆に鈴鹿市では特色のある土曜授業を進めていくのではなく，全国と同じこ

とを考えていけば良いということになるのですね。 

 

（教育長）これは今の過ごし方についてですので。 

 

（岡井委員）土曜授業に関する私の思いですが，今，課長から，土曜授業をしなければ

ならない背景として３つ説明をいただきました。一つは，どうも有意義に過ごせて

いないと指摘されているということ。文化・スポーツ・学習等についてトータルと

して豊かなものにしていくということ。３つ目に外部人材の活用を図って道徳や総

合的な学習等を奨励していくということでしたが，県の色々な活用を見せてもらう

と，結局は教育課程外でも教育課程内でも設置者にお任せしますよということです

ね。あれもしていいですよ，これもしていいですよということであっては，なかな

か家庭や地域社会の共通理解というのは難しいのではないかと思います。先ほど説

明があったように，平成４年から１４年まで１０年かけてやってきて，完全実施し

てからも１０年経つと思います。そういう中でたとえ１回でも道を開くためには，

それなりの根拠と鈴鹿市の子ども実態や学力のこと，本当に豊かな過ごし方をして

いるのかという面について精査をして，それでやるならやるということになるのか

と思います。どうも県の方では，やっていく方向のようですけれども，こういうこ

とをやらないと，やはりこれはなかなか皆が共通してやっていくというのは難しい

と思います。現在，次長をトップに課長さんたちで検討しているということですが，

やはりやっていくなら，平成４年のときの実施については，家庭や地域の代表の方

たちと詰めてやってきたと思いますので，鈴鹿市で実施するという時には，家庭や

地域の代表の方たちと色々詰めて，手続きを丁寧にやっていただきたいということ

です。少し外れるかもしれませんが，土曜授業ばかり言っていますけれども，もし，

学力の充実ということならば，今の新学習指導要領では授業が増えましたよね。６

年生では週に２８時間ですよね。そうなった場合に，今，授業日が年間２００日と
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思いますが，あの学習指導要領を２００日でこなすのには無理があると思うので，

授業時間の確保に目を向けるのであれば，土曜日だけに目を向けないで，休業日，

例えば，夏休み期間を１週間とか１０日間ぐらい圧縮するとか，あるいは，１学期

の終わりや３学期の始まりを早めたりずらしたりして，４，５日確保して，結局，

色々なことで１０日ぐらい確保すると，土曜授業を月に２回ぐらいにしたような効

果があると思います。そうしたら先生の勤務はあまり考えなくてすみます。土曜日

に地域の人材を活用するということであれば，これは大事だと思いますが，ゆとり

をもって学力を十分付けてあげたいということが大きな鈴鹿市の課題なのであれば，

授業日を夏休み暑い中大変ですが，午前の半日ぐらい通学させるとか，そういう道

もあるのではないかと思います。要は，土曜授業するのだったら，土曜日でなけれ

ばだめだという状況分析をしていただきたいと思います。夏休み等の子どもにとっ

ての休業日を圧縮していくこともできないのかと思いましたので。 

 

（指導課長）今の私の思いになるかもしれませんが，教育課程の授業時間数については，

本市の場合，学習指導要領に定められた時間をはるかに越えて実施させていただい

ております。ですので，授業時間確保という意味では，現状のままで問題なくやら

れているかなと思います。学力をつける学習については，現状では，各校におきま

しても，サマースクール等において補充学習を行っている実態もございまして，そ

れを教育課程に位置付けて全部のお子さんにやっていただくということになります

と，そういったことで本当に効果があるのかということを含めて考えていく必要が

あるのかなと思います。ただ，この土曜授業に関して国，県の流れで出てきている

のは，「土曜日の過ごし方がどうなんだ」ということでありますので，学力のことも

一部出てきていますが，土日の２日間休みのある中で，土曜日の過ごし方が気にな

る子どもさん，充実していない子どもさんがいるのではないか，それから，これに

対して保護者が土曜授業を望んでいるという，そういうことが根本になっている気

がしますので，そういったことについて，調査といいますか，実態をつかんでいく

必要があるのかなと思います。 

 

（岡井委員）土日休みになった時にも，学力低下，過度な塾通い，子どもが時間を上手

に使えていなくて非行に走るのではないかという危惧があったわけですが，今は，

一定程度根付いてきているわけですよね。だから土曜授業というのが出てきた理由

は色々ありますが，やはり過ごし方が豊かでないというよりは，根底には学力がゆ

とりに走っていたということだと思います。ゆとりに走っていたけれども，今回，

授業時間数を増やしたのは週５日制に原因があると思っています。時間が短くなり

ましたから。その辺りが，土曜日に目をつけてきた真意だと思います。私たちが土

曜日に学校があったころにも授業時間としてカウントしていました。だから今でも，

例えば土曜日に道徳とか総合的な学習の時間をしたら授業時数としては同じことで

す。授業を今まで平日７０時間やっていたのを，６０時間の総合学習を他の日に振
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り替えても，結局つりあいがとれるわけです。もう一つ，これは確たることは言え

ませんが，授業日数をハードに取っているということでしたが，本当に決められた

３５時間３５週ができているかどうかということです。統計も取られていると思い

ますが。それで，３５週ありますよね。３５週ありますけれども，先日数えたら休

日や祝日で毎年１０日間ありますので１０日消えます。また，儀式的行事や運動会，

キャンプとか交流会等がありますよね。そういうことをすると１０日ぐらい消えて

しまいます。２０日間消えるということは，大体４週ぐらいは勉強ではない日があ

ると思います。３９から４をひくと３５週ですよね。結局，学習指導要領の別表と

いうのは，ガチガチぐらいになっているのではないかと思います。だからもう一度，

本当に３５週確保されているかを見ていただいて，その上でまた，検討していただ

きたいと思います。 

 

（指導課長）授業時間数の確保につきましては，指導課として非常にしっかり見ている

ところでありまして，各学期に教育課程の実施状況を報告させております。授業時

間数も計算しておりまして，現在，小中学校では，授業時間数はきちっと確保でき

ており，プラス小学校につきましは，かなり多くの時間を確保しているということ

で，授業時間の増加については，現時点では指導課としましては，子どもの発達段

階等もございますので，あまり必要性を感じていないところでございます。卒業式

の期日を報告させていただきましたが，卒業式も県内では，遅く決めていただいて

います。これは，授業時間数の確保をするために，校長先生たちが他市に比べると

遅い時期を設けてやっておられるということもありまして，本市においては授業時

間数の確保につきましては，できていると考えております。 

 

（委員長職務代理者）すいません。細かいことですが，今，授業時間数の確保はできて

いますということでした。先生方も研究授業を見に行ったりして，自分の授業を自

習にしていると聞いていますけれども，それも１回の授業としてカウントされるの

ですか。自習というのも一応１回の授業としてカウントして，授業時間数を確保し

ているということですか。 

 

（指導課長）自習につきましては課題を与えながら自分たちで学習できるようなことが

設定されていれば，授業時間数としてカウントされていることもあるかと思います。 

 

（委員長職務代理者）私の学校では，自習は基本的には認められてなくて，代講という

形を絶対にとらなければならないことになっています。必ず私たちは，３０回の授

業を確保しなければならないということで，大変厳しくなっています。 

 

（福嶋委員）こういうのをみていると，こういうことを決めていくのは，都道府県の都

会型というか都会中心の発想だと思います。田舎というか私たちのところは，結構，
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子どもとしては，豊かにとはいえないかもしれないけれども，それなりの活動をや

ってきていると思いますが，検討チームの発想というのが都会中心型で，今まで，

一生懸命，私たちがやってきたことに対して違和感があるというのが否めません。

それはそれとして，実際に添付資料の１７ページにありますが，もうこのことはゴ

ーサインが出ていて，平成２６年度の概算要求のポイントというのが載っているの

ですが，実際に来年からこれについて要求すると予算がついてくるのですか。 

 

（指導課長）前半部分の地域性ということについては，本市の特徴として，地域のまつ

りや地域行事に参加している割合は高いので，必ずしも全国の状況と同じとは言え

ないところもあるのかなということがあります。それから，概算要求についてです

が，これは，国が概算要求しているものであります。この予算につきましては，県

が市町村へ再委託して実施するのかどうか掴んでいない部分はありますが，そうい

うメニューが出されているので，何らかの形で希望すればそういったことが活用で

きるのではないかと思います。 

 

（福嶋委員）これは２６年度ということですので早急にということですよね。であれば，

どういうふうに対処していくかということを考えなくてはいけない時期だと思いま

すがいかがでしょうか。 

 

（指導課長）通常は，こういった事業が県からおりてきまして，こちらも希望いたしま

すと，それが承認されて９月の補正予算等で予算化していくという流れになるかな

と思います。 

 

（福嶋委員）結局そういう予算の段取りでやっていく計画ということですか。 

 

（教育長）今，一生懸命検討してもらっていますが，最初に市町村では「必要ない」と

答えている自治体が多いということでしたが，基本的には「必要ない」という答え

の中には「実際にできるのか」という答えが入っているのではないかと思います。

県内の各市町の教育長さんと話をしていても，実際に今まで１０年かけてやってき

て，相当土曜日に色々な活動が入り込んでいるわけです。その人たちとどういうふ

うに調整するのということがありますし，体育館等は，地域の方が今，施設開放等

で使ったりしていますので，それをだれが話を付けるのかという課題もあります。

先ほど地域ときっちり話しをしないといけないという発言がありましたが，その辺

の整理がつくのかどうかということがあって，なかなか「必要がある」と回答でき

ない部分があるというのが本音のところではないかなと思います。その辺について，

できるのかということも我々も見極めないと，２６年予算が下りてきているからこ

れをどうするのかと言われても難しいものがあります。スポーツ団体でも５０団体

ぐらいありますので，こういったことを，全て各市町の教育委員会で話しつけてや
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っていけと言われてもなかなか難しいです。本当に検討段階であって，どうするの

かというところまでは，なかなか話が到達していないのが現状です。 

 

（福嶋委員）会場の確保は難しいし，実際に子どもたちもスポーツクラブに参加してい

る方がたくさんいるという状況もありますし，国の方針は，早急に判断させようと

しているのですが，なかなか難しいと思います。ハンドルを切っていって，実際に

教育現場として良いことなのかということも考えなければいけないと思いました。 

 

（岡井委員）この文部科学省の予算は，調査研究のための費用ではないでしょうか。先

進的にやってもらうための予算措置なのではないかと思いますが。 

 

（指導課長）モデル事業だと思います。 

 

（岡井委員）教育長が言われたように，今は週５日制が固まっていますので，クリアし

なければならない課題もありますので，もし今の教育課程が今の授業時間数できつ

いということであれば，少し発想の転換というか，視点を変えて，休業日の方にも

目を向けてほしいと思います。実際に，全国的にも８月２５日からやっているとこ

ろも結構ありますので。だからそういうところにも目をつけていただき，ゆったり

とした中で，豊かな体験をしていただくといったことも検討していただきたいです。 

 

（委員長職務代理者）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，次に，移ります。 

 

（文化課長）それでは，私からは１１月定例会のその他事項の中で「指定文化財の区分

及び基準等」の答弁の内容訂正をお願い申し上げます。１点目，伊勢型紙技術保存

会への県補助額「１００万円」を「７０万円」に，市補助額「５０万」を「６０万」

に，２点目，管理補助金の件数「５０件以上」を「２８件」に，３点目，文化財へ

の補助率「３分の１」を「１０分の３」に訂正いたします。多々ありまして申し訳

ありませんでした。御理解いただきますようお願いいたします。以上でございます。 

 

（文化課長）続きまして，文化課の主催による，スズカ市民文化セミナー「心の文化を

鈴鹿から」を開催させていただきます。日時は平成２６年１月１１日（土）１４時

からでございます。場所は文化会館けやきホールでございます。内容ですが，第１

部では，鈴鹿市にゆかりのある彫刻家の中村信也先生と親交の深い，奈良の薬師寺

の執事でいらっしゃいます，大谷徹奘氏を講師にお招きし，「心を耕そう」をテーマ

に，現代に生きる私たちにとって心を学ぶことの大切さを講話いただく予定でござ

います。それから第２部でございますが，神戸高校の同窓会であります神戸樟友会

と県立神戸高等学校の主催で，中村信也さんと同級生の方の再卒業式を開催いたし
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ます。中村信也先生と同級生の方が平成２１年４月に再入学されまして，また，卒

業７０周年となることもございまして，今回，再卒業式として挙行させていただき

ます。その１部２部をまとめて行いますので，ぜひ，お時間がございましたらお越

しいただければと思います。 

 

（委員長職務代理者）ただいまの説明に，御意見・御質問などございましたら，お願い

します。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，次に移りた

いと思います。 

 

（書 記）事務局からでございます。本日，委員の皆様に参考資料を３点配布させてい

ただきました。１点が平成２５年度前期の体罰事案について，１点が平成２５年度

いじめ問題に関する調査の結果，もう１点が市内通学路の対策箇所の一覧というこ

とで配布させていただきました。本日，これらの資料については説明させていただ

きませんが，鈴鹿市教育委員会活動を御理解いただくための参考資料ということで

配布させていただきましたので御理解いただきたいと思います。 

 

（委員長職務代理者）よろしいでしょうか。次に移りたいと思います。２番目の「１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）１月教育委員会定例会を，１月２２日水曜日午後３時から開催したい

と考えておりますが，いかがでしょうか。 

 

（委員長職務代理者）御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長職務代理者）御異議ないようですので，１月教育委員会定例会を１月２２日水

曜日午後３時から開催することにいたします。それでは，これをもちまして１２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。 

 

 

１２月教育委員会定例会終了 午前１１時５０分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

           委員長職務代理者 下古谷博司 

 

           委 員      岡井 敬治 


