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平成２６年１月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年１月２２日（水） 午後３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  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），参事兼スポーツ課長（藤井康彰），参事兼図書

館長（大籔宏紀），考古博物館長（兼丸まり子），参事兼子育て支援課長（井上陽子），

子育て支援課副参事兼子ども家庭支援室長（森順子），学校教育課主幹兼保健給食グ

ループリーダー（善福一博），学校教育課副主幹（小島義弘），書記（片岡健二），書

記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（1）鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について     （教育総務課） 

（2）工事請負契約の変更について（鈴鹿市立平田野中学校校舎棟移転改築工事） 

（教育総務課） 

（3）工事請負契約の変更について（鈴鹿市立平田野中学校校舎棟移転改築機械設備工事） 

（教育総務課） 

（4）工事請負契約の変更について（鈴鹿市立平田野中学校校舎棟移転改築電気設備工事） 

（教育総務課） 

（5）給食費の改定について                     （学校教育課） 

（6）鈴鹿市社会教育委員条例の全部改正について           （生涯学習課） 

 

６ 報告事項 

（1）平成２６年度アクションプラン（案）について      (教育総務課・文化課） 

（2）専決処分（工事請負契約の変更）の報告について（鈴鹿市立平田野中学校屋内運動 

場棟移転改築工事）                      （教育総務課） 

 

７ その他 

（1）鈴鹿市の学校給食における地産地消の取組について       （学校教育課）
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（2) ２月教育委員会定例会の開催について              （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 なし 

 

（委員長）それでは，平成２６年１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。１番目の議案

第１６００号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織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）鈴鹿市教育委員会事務局等組織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，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１６００号「鈴鹿市 教育委員会事務局等組織規則の

一部改正」について説明申し上げます。このことにつきましては，平成２５年１０

月の教育委員会定例会において，「鈴鹿市立教育研究所設置条例」を廃止する条例案

を御承認いただきました折に，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・機構の見直し案を説明申し上げました。このときの説明と

一部重複いたしますが，その概要につきましては，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いる中，「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大きく４点の視点から，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

直しを行って４課への再編を行い，迅速で効率的かつ実効性のある教育委員会事務

局の運営と，質の高い行政サービスを行うことができる組織体制を整えようとする

ものでございます。また，このたび，「鈴鹿市立教育研究所設置条例を廃止する条例

案」及び平成２５年１１月教育委員会定例会にて御承認いただきました「鈴鹿市適

応指導教室設置条例案」が，平成２５年１２月市議会定例会において議決され，平

成２６年４月１日付で施行されることとなりました。よって，先ほどの「組織機構

の見直しの実現」と「２つの条例との整合を図る」という大きく２つの観点から，

鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正をお願いするものでございます。一

部改正規則の内容についてですが，７ページ以降の新旧対照表を御覧ください。少

し説明が前後いたしますが，御了承ください。まず初めに，事務局の組織の再編案

は，第３条の事務局の組織の規定に，資料では８ページの上段にありますように，

現行の６所属のうち，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
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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，

また，教育支援課には，学校支援グループと子ども支援グループを置くとともに，

新しい規則第５条第２項にございますように，教育支援課は人権教育センター及び

適応指導教室についても所管いたします。なお，教育総務課及び学校教育課につい

ては，設置するグループ及び所管する教育機関に変更はございません。続きまして，

分掌事務について説明いたします。第７条，８ページからの分掌事務を御覧くださ

い。本条については，各課の分掌事務の一覧表について一括して改正する形をとり

ましたので，変更部分が分かりにくく申し訳ありませんが，課の間における分掌事

務の移管や主要な変更点について説明いたします。まず，教育総務課の分掌事務の

主な変更点は，９ページの第１４号の「学校経理に関すること。」及び第１６号の「寄

附等に関すること。」を学校教育課から移管し，事務の平準化を図るとともに，今後，

学校教育課で事務を進めてまいります幼稚園再編整備計画の第２期計画の策定や通

学区域の適正化の検討等に重点的にあたることができる環境整備を図ることとして

おります。次に１０ページの学校教育課の分掌事務の主な変更点ですが，これまで

指導課が分掌しておりました天野奨学金以外の奨学金に関する事務，及び同じく指

導課が分掌しておりました学校評価に関する事務を，学校教育課が分掌するよう変

更することとし，第３号に「奨学金に関すること。」，１１ページの第１５号に「学

校評価に関すること。」を規定しております。また，学校教育課の旧規則の第２２号

「通学路に関すること。」につきましては，再編の視点の一つであります「安全安心

に関する事務の一元化」の観点から，新たに設置する教育支援課が分掌することと

し，学校教育課の分掌事務から削除しております。次に，１１ページからの，新た

に設置予定の教育指導課の分掌事務についてですが，再編の視点の「学校指導体制

の一元化」及び「教職員研修の一元化」の観点から，これまで旧規則において指導

課が分掌しておりました事務及び旧規則第８条に規定している教育研究所が分掌し

ている事務の内，不登校児童生徒の適応指導教室の運営に関する事務以外の事務を

分掌することとしております。また，現在，人権教育課が分掌しております事務の

内，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，第１号の「教育課程及び学習指導に関すること。」の中で整理を

行い，教育指導課が担当する予定でございます。これにより，教育指導課において

は，学校及び教職員への指導業務に当たっている現在の指導課の機能と，教育研究

や教職員研修に当たっている現在の教育研究所の機能の一元化を図り，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ってまいります。なお，旧

規則の指導課の第２号にあります「学校経営に関すること。」については削除する形

となっておりますが，この内容は，教育課程の編成や学習指導，学校の管理運営，

学校評価等，多岐にわたる内容であり，一つの課が分掌する事務としてはふさわし

くないという考え方のもと，各課が分掌するそれぞれの事務に振り分けたという形

で整理をいたしました。次に，１２ページからの，新たに設置予定の教育支援課の

分掌事務についてですが，再編の視点の「子ども支援及び学校支援の統合・整理」
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及び「安全安心に関する事務の一元化」の観点から，これまで旧規則において青少

年課及び人権教育課が分掌しておりました事務に加え，旧規則第８条に規定してい

る教育研究所が分掌している事務の内，不登校児童生徒の適応指導教室の運営に関

する事務を分掌することとしております。これにより，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事務を一元化するとともに，現在，主に青少年課

が担当している，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，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。また，第２号に「いじめ，学校安全等に関すること。」を新たに

規定し，いじめ防止対策推進法の施行等への対応にあたることとしております。さ

らには，１３ページの第６号「通学路に関すること。」を学校教育課から移管すると

ともに，第７号「交通安全教育に関すること。」を新たに規定し，従来からの安全パ

トロールや防犯活動等と合わせて，子どもの安全安心に係る事務を一元管理し，そ

の取組の充実を図ってまいります。また，教育支援課の設置により，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。各課の分掌事務については，今の説明の他，現状に即した文言の整理

や並び順の変更等がございますが，議案をもって説明に替えさせていただきますの

で御了承ください。続きまして，２つの条例との整合を図る観点からの改正内容に

ついて説明いたします。７ページの新旧対照表第１条の趣旨規定，第２条の定義規

定，１４ページ第８条の学校以外の教育機関の分掌事務の規定，１５ページ第１０

条第１項及び第２項の学校以外の教育機関の職に関する規定でございますが，２つ

の条例の制定を受けまして，教育研究所に関する部分を削除し，適応指導教室に関

する部分を追加するものでございます。この内，１４ページ旧第８条の教育研究所

の分掌事務については，先ほど説明いたしましたように，新たに設置予定の教育指

導課又は教育支援課へ移管いたします。また，新規則第８条の適応指導教室の分掌

事務については，条例に規定している事業内容と同じ内容を規定しております。冒

頭に説明いたしました，「組織機構の見直しの実現」と「２つの条例との整合を図る」

という大きく２つの観点からの改正内容は以上でございます。その他の改正につい

ては，準用規定の整理や条ずれ等への対応，法制上の文言の改正等の所要の規定整

備を行うものでございます。事務局からの説明は，以上でございます。よろしく御

審議賜りますよう，お願いいたします。 

  

（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）組織の改正については理解しましたが，スタッフの人数や配置については

これによって変わることがあるのでしょうか。全体のバランス，総人数のことです

が。 
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（教育総務課長）現在のところ総数としては大きな変更はございません。１～２名の課

の間の変更はあるかと思いますので調整はさせていただきますが，全体の総数とし

ては大きく変更はないと考えております。 

 

（福嶋委員）ありがとうございます。 

 

（岡井委員）第４条は削除と書いてありますが，こういった場合は，第５条以降を繰り

上げていくのではないかと思いますが，これはこういう方法が普通なのでしょうか。 

 

（教育総務課長）繰り上げていく方法もありますが，全部繰り上げますとかなりの量に

なりますので，こういうふうに削除というやり方もございます。また，この規則を

引用している他の規則等がありますので，条を繰り上げると，他の規則も全部そこ

の部分の条が変わることになりますので，そういう場合は他の規則に影響の無いよ

うに，こういう形で削除とさせていただく場合があります。 

 

（下古谷委員）６ページのところの第１１条中「第２０条」を「第２１条」に改めの次

ですが，「「部長」を「教育長」と，「次長」を「教育次長」と」ありまして，その次

に「「次長」とあるのは「教育次長」と」とまた続いているのは，なんとなく文がお

かしい気がしますがいかがでしょうか。 

 

（教育総務課長）これは，「第１１条中「第２０条」を「第２１条」に改め」で一つ切れ

ます。また，大きな鍵括弧「「部長」とあるのは「教育長」と，「次長」とあるのは

「教育次長」と」ありますが，ここまでの部分を次の「「次長」とあるのは「教育次

長」と，」の大きな鍵括弧に改める，とそういうふうに読むわけです。法制上，この

ような読み方になります。 

 

（委員長）組織改正ということで，例えば，教育指導課の中に指導グループと研究グル

ープを設置するとなっていますが，今までは，指導課には指導課長，研究所には所

長がおみえになりましたが，この組織を一つにされるということで，人数的にあま

り変わらないということですが，根幹になられる方は，お一人になるという考え方

で良いのでしょうか。 

 

（教育総務課長）所属長としては１名になります。 

 

（委員長）課が４つになりましたので，長としては４名ですか。全体としては，そんな

に人数は変わらないと考えて良いのですね。そういう組織改正というのが今回の改

正というわけですね。 
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（教育総務課長）人数がどうということではなく，組織として綺麗に整理したというこ

とです。 

 

（下古谷委員）３～４ページにかけて，学校教育課や教育指導課等の仕事の項目が書か

れていますが，だいたい各課これぐらいの仕事で項目は収まっているのですか。こ

れ以外の項目というのは特にないのですか。 

 

（教育総務課長）それぞれの項目の中に含まれる仕事もございます。どこまで細かくす

るかということもありますので，同じぐらいの仕事のレベルに合わせたという形で

す。 

 

（下古谷委員）私としては非常に細かいと感じましたので。それから，４ページの学校

教育課の１９番の「学校等の給食に関すること。」と２０番の「ランチサービスに関

すること。」ですが，ランチサービスと学校給食というのはどのように違うのでしょ

うか。 

 

（学校教育課長）給食は，小学校と幼稚園で実施しております学校給食でありまして，

ランチサービスは中学校で現在実施しております。給食とランチサービスとは別の

事業でございます。 

 

（下古谷委員）それが，平成２７年度から第二学校給食センターができれば，これは一

緒になってくるということですか。 

 

（学校教育課長）ランチサービスの事業は次年度が最終でございます。 

 

（福嶋委員）どうしても組織分けをすると組織の端境にある事務，両方が共有しなけれ

ばならないというようなところがあると思いますが，こういうような組織分けをし

たときに，ここのところは，非常に微妙だなというようなところとして，どのよう

なものがあったのでしょうか。本来は，両方が関わってやるべきところであるが，

一応区分しておこうというところがあったのか，それとも，わりと明確に仕分けで

きたということなのでしょうか。 

 

（教育総務課長）微妙なところですか。 

 

（福嶋委員）やっていく段階で必ずそういうことが出てくると思いますので，ここはこ

うですよとかしこまってやらないで，双方が話し合って歩調を合わせて取り組んで

いただくように，そしてまた，臨機応変に行う必要が出てくれば，そのようにやっ

ていただければと思います。 
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（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１６００号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織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１６００号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，議案第１６０１号「工事請負契約の変更について（鈴鹿市立平田

野中学校校舎棟移転改築工事）」から議案第１６０３号「工事請負契約の変更につい

て（鈴鹿市立平田野中学校校舎棟移転改築電気設備工事）」までは，平田野中学校の

移転改築事業に関する議案でございますので，一括してお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立平田野中学校移転改築工事に関する３つの工期を変更するにあたり，

３月市議会定例会に提出するため，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，議事２番目から４番目までの鈴鹿市立平田野中学校の校舎

棟移転改築工事の工期の変更につきまして，まとめて説明いたします。当該工事の

工期延期につきましては，翌年度への繰越しについて，昨年１１月２９日に開催さ

れた教育委員会臨時会において，平成２５年度鈴鹿市教育費第４号補正予算案とし

て，御承認いただき，その後の市議会１２月定例会においても，原案のとおり議決

いただいたところでございます。平田野中学校移転改築事業は，平成２４年１１月

の教育委員会定例会の承認及び同年１２月市議会定例会の議決を経て，同年１２月

２１日に契約締結し建設工事に着工いたしました。校舎棟については，工期を平成

２６年３月１０日まで，屋内運動場棟については工期を同年１月１５日までと定め

て事業を進めてまいりました。建設工事は，建築・機械・電気と専門工種ごとに分

離発注していることから，発注者である市と，受注者である各事業者との全体工程

会議を逐次開催して，事業推進を図ってきたところです。しかし，昨年１１月下旬

の工程会議において，校舎棟については翌年度の４月１０日までの約１箇月の工期

延期が必要との協議結果となったため，まずは，翌年度までの工期延期が可能とな

りますよう補正予算案として翌年度への繰越しを認めていただく範囲を定めるため

教育委員会臨時会及び１２月市議会定例会の議案として提出させていただいたわけ

でございます。当該建設工事につきましては，建築工事の前の工程にあたる造成工
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事について予期できない軟弱地盤対策が必要になり，土留壁の増加工事に時間を要

し，工期を約１月間延期いたしました。よって，建設工事自体は，実質的には昨年

３月当初から工事着手できたのが実情でございます。また，近年の建設工事の減少

により，建築の技術者及び専門職である型枠工や鉄筋工が不足する事態となってい

たところ，東日本大震災の復興に伴う復興特需をはじめ，景気浮揚策としての公共

事業の増加や，消費税増税前の建設需要の急増が発生いたしましたので専門職等の

不足が絶対化してきている状況にあります。本建築工事につきましては，前の工程

の工事の遅延期間を吸収すべく，必要な専門職の確保に努めるなど工期短縮に努力

してまいりましたが，残りの工事期間が２箇月を切り，着工時の遅延を取り戻すこ

とが困難な状況でございます。また，電気設備工事及び機械設備工事につきまして

も，建築工事と作業工程が密接に関連していることから同じ時期までの工期延期と

いたしたく考えております。なお，校舎棟に隣接する屋内運動場棟につきましては，

校舎棟と比較して小規模でありますことから，当初契約の期日どおり本年１月１５

日に完成いたしております。また，この工期延期に起因して本年９月の開校が遅れ

ることは，現在のところないものと考えております。以上でございます。よろしく

御審議賜りますようお願いいたします。 

 

（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）急いで十分な工事ができないとかえっていけないので，これは，妥当なと

ころかと思います。先ほど１箇月の期延は９月の開校には差し障りないとのことで

したが，１箇月の期延というのは不測のことがおこっても大丈夫なように設定して

あるのですか。 

 

（教育総務課長）当初は３月１０日までということでしたが，最終的なコンクリートの

型枠への流し込みが１２月末に無事に終わりましたので，延びても３月末ぐらいを

目標にできると考えております。ただし，その後の検査等がございますので，１箇

月延期の４月１０日までとったということです。これが延びるということは，考え

ておりません。 

 

（福嶋委員）引越については，どれぐらいの時間を準備したら大丈夫なのでしょうか。 

 

（教育総務課長）引越しというのは，旧の中学校からの引越しということですか。 

 

（福嶋委員）新しい方の準備とかを含めてですが。 

 

（教育総務課長）今，考えておりますのが４月１０日に建築工事が終わるのと同時にグ

ラウンド等の土木工事が入ってきます。グラウンドの土木工事やフェンス工事が４
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月頃から本格的に入ってきて，建物の周りの駐車場や植栽等の工事が入ってきて，

８月末に完成の予定です。引越しにつきましては，夏休みの期間をかけて引越しを

したいと考えております。最終的には８月の最終週ぐらいには竣工式をさせていた

だいて，９月早々から通常通り授業ができると考えております。ただし，周辺の植

栽の工事等の土木工事が一部残りますが，授業については支障がないと今のところ

予定しております。 

 

（福嶋委員）余裕はあるということですね。 

 

（教育総務課長）はい。 

 

（委員長）こういう公共工事は，入札でされていると思いますが，１箇月間工期が延び

ても，型枠工や鉄筋工の減少等の色々な事情があっても，入札金額には変化はない

のですか。 

 

（教育総務課長）工期延期に伴う金額の増減というのはございません。 

 

（委員長）入札金額でやっていただけるのですね。 

 

（教育総務課長）もともと注文したものについてはそうです。ただし，そこでどうして

も変更という部分が出てきた場合，工期変更ではなくて工事内容の追加部分や削除

部分が出た場合には，増減はございます。 

 

（委員長）１箇月の工期延期については理由もはっきりしているのですが，普通は工期

が遅れるとペナルティ等が発生することも多いのではないかと思いますが，そうい

うことはないのですね。 

 

（教育総務長）今回の場合は，最初の着工時期を１月から予定していたところが，その

前の土木工事である建物外周のグラウンドの周りの壁面の造成工事が遅れたという

ことですので，建築業者側には過失がございませんので，これによってペナルティ

は考えておりません。 

 

（委員長）わかりました。 

 

（下古谷委員）引越しの件で教えてください。建物は綺麗になるのですが，机等の生徒

さんが使われるものは新しくなるのですか。それとも古い中学校からそのまま移転

するのですか。 
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（教育総務課長）使えるものは極力持って行くつもりです。造り付けのものについては，

例えば黒板等は新しくなりますが，机や印刷機等，使えるものは使わせていただく

予定でおります。 

 

（下古谷委員）机等，子どもが使っているものは，結構何年も使っていると古くなって

きますが，だいたい目安としておよそどれぐらいなのでしょうか。５年ぐらいたっ

たら替えるのでしょうか。綺麗な方が子どもたちは喜ぶと思ったものですから。 

 

（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１６０１号「工事請負契約の変更について（鈴鹿市立平田野中学校

校舎棟移転改築工事）」，議案第１６０２号「工事請負契約の変更について（鈴鹿市

立平田野中学校校舎棟移転改築機械設備工事）」及び，議案第１６０３号「工事請負

契約の変更について（鈴鹿市立平田野中学校校舎棟移転改築電気設備工事）」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１６０１号，議案第１６０２号及び，議

案第１６０３号を原案のとおり承認いたします。続きまして，議案第１６０４号「給

食費の改定について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）給食費を改定するについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第２条

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１６０４号「給食費の改定」につきまして，

説明申し上げます。２１ページを御覧ください。鈴鹿市立小学校及び幼稚園の給食

費につきましては，平成２２年９月に月額３,７００円から４,０００円に改定して，

現在運用しております。しかしながら，この度，平成２６年４月１日の消費税増税

により，給食費に係る諸々の経費につきましても，これに伴って増額となります。

このことから，鈴鹿市学校給食協会の専門部会である「給食費検討委員会」で議論

し，１１月１８日には学校給食費の改定についての提言がなされました。教育委員

会におきましては，この提言を受けて給食費改定の準備を始め，新年度の平成２６

年４月１日から，現行の月額４,０００円から月額４,１００円に，給食費を改定い

たしたいと考えております。なお，考え方としましては，消費税の３％アップによ

り，１２０円上昇しますが，主食や副食の材料価格が上昇しており，現状で吸収で

きるものではありませんので改定することにしました。また，市の消費税転嫁の基
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準であります「１０円未満切捨て」ではなく，「１００円未満切捨て」の形になって

いることにつきましては，集金時の便宜を考え，学校現場に配慮しました。このよ

うに進めて参りたいと考えておりますので，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）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）過去の経緯のことでよくわからないので教えていただきたいのですが，

平成９年に３％から５％に引き上げになった時に３,４００円から３,７００円とい

う形で２％上昇以上引上げられたと思います。何か特にその当時は理由があったの

でしょうか。 

 

（学校教育課長）この際の値上げにつきましては，消費税以外の部分で物価の上昇分が

考慮されたということで，その分が加味されております。 

 

（下古谷委員）もう一点。最後の方で言われましたように，１０円未満ではなく１００

円未満を切り捨てるという形ですが，「学校における微収負担の軽減を考慮した」と

なっておりますが，今現在，銀行振り込みはまだ進んでいない状況ですか。 

 

（学校教育課長）全校で口座振替による対応をしておりますが，実際には，口座振替の

集金を保護者に同意してもらえずに，手集金で対応している家庭も相当数ございま

す。それから口座振替に同意していただいて口座振替で納入していただいている家

庭でも，諸般の事業により指定日に振替できない家庭があり，その数が数件ではな

く，結構数が多くなっておりまして，現状として１０円単位で対応しますとなかな

か厳しいものがあるということで判断いたしました。 

 

（岡井委員）現在，４,０００円で一食あたり２００円前後だと思いますが，これは三重

県内の市として平均的な徴収額なのでしょうか。それから一食あたり２００円前後

であれば，それだけではなかなか足りないと思いますが，国や県の補助があればそ

れも入れて実施しているのかどうか。また，各学校で給食会計を持っていると思い

ますが，各学校で１年間の収支が差し引き０円ということになっているのか。給食

費として集めたお金が，１年間約２００回の給食実施で，概ね使い切っているのか。

そういうような会計の状況について，教えていただきたいと思います。 

 

（学校教育課長）県内の他市における給食費の現状でございますが，平成２５年度の給

食費につきまして，県内１４市について４,０００円のところが鈴鹿市を含めて５市，

４,１００円のところが４市，４,１２０円が１市，４,２５０円が１市，４,３００

円が２市でございます。また，３,７００円のところが１市ございますが，こちらは
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市内統一ではなく学校単位で金額が違うというお返事をいただいております。なお，

これは平成２５年度の現状でございますが，平成２６年度につきましては，４月に

引き上げを予定しているのが１市で１６０円アップでございます。また，直近で平

成２５年４月に引上げたところが１市あり，ここは平成２６年度については現状維

持，また，平成２６年１月に引上げたところが１市あると聞いております。それか

ら補助のことをおっしゃられましたが，どのような補助のことでしょうか。 

 

（岡井委員）国のほうから補助はないのですか。１人につきいくらとか，１市について

いくらとか。 

 

（学校教育課長）給食費につきましては，食材費と光熱水費を保護者が負担するという

ことになっておりますので，徴収したものは，そのまま食材と光熱水費になります。

調理にかかる施設や器具は，設置者が負担するもので市が負担しております。また，

各学校の年間で集金したものはすべて使いきることが基本でございます。しかし，

例えば，平成２５年度は給食回数を１８８回として予定しておりますが，運動会や

学校行事等がございまして，学校によって多少の変動がございます。したがいまし

て収支が０にはなっていない現状もございます。 

 

（福嶋委員）現在，給食費で不払いになっている家庭は，どれぐらいの割合なのでしょ

うか。そして，それは減りつつあるのか，そのあたりを教えてください。 

 

（学校教育課長）未納率は概ね０.２％から０.３％で推移しております。平成２５年８

月時の調査では，平成２３年度の未納金額が１５１万７,５０２円これは０.２８％

に相当します。平成２４年度の未納金額は９６万４,４３５円で０.１８％まで減少

しております。以上でございます。 

 

（福嶋委員）回収できない理由として，貧困ということがあると思いますが，そうでな

い理由というのも従来からあったかと思います。そのあたりの未納の理由について

は，現在どういう状況なのでしょうか。 

 

（学校教育課長）世帯の収入の低い方に対しましては，就学援助制度による補助があり

まして，給食費は全額補助となっておりますので，それは理由に相当しないと考え

ておりますが，その他の具体的な理由までは把握しておりません。 

 

（福嶋委員）そういう低収入の家庭ではない場合の未収金については，集金の努力はし

ていただいているわけですよね。 

 

（学校教育課長）学校において，担任や管理職を中心に払ってもらえるように積極的に
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働きかけております。 

 

（福嶋委員）多少は，減ってきているということですね。 

 

（学校教育課長）はい。減ってきております。 

 

（福嶋委員）先生方は，学業以外にもこういうことにも苦労なさっていると思うと，大

変なことだと思います。 

 

（委員長）先ほど１食あたり２００円ぐらいとありましたが，働いてみえる給食の担当

の方や器材等は行政で負担して，食材と光熱水費とで１食あたり約２００円で提供

していただいていると考えていいのですか。 

 

（学校教育課長）訂正させてください。先ほど光熱水費を含むと申し上げましたが，食

材のみでございまして，光熱水費は別でございます。申し訳ございません。 

 

（委員長）食材費のみということで，１食２００円で賄っていただくということは，厳

選して色々な食材を集めていただいているのだなということが改めてわかりました。

ありがとうございました。 

 

（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１６０４号「給食費の改定について」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１６０４号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，議案第１６０５号「鈴鹿市社会教育委員条例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）鈴鹿市社会教育委員条例の全部を改正する条例を３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，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２２ページからの議案第１６０５号鈴鹿市社会教育委員条例

の全部改正について説明を申し上げます。２３ページが全部改正後の条例で，２４
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ページが新旧対照表，２５ページが社会教育法関係の新旧対照表でございます。ま

ず，今回，条例を改正する理由は，国の地方分権一括法の関係で，社会教育法の一

部改正が行われたことによるものでございます。この社会教育法の改正内容ですが，

社会教育委員の委嘱の基準について，これまでは，社会教育法第１５条の中で，位

置付けられておりましたが，今回の社会教育法の改正では，「文部科学省令で定める

基準」を参酌して市町村の条例でその委嘱の基準を定めていくというものでござい

ます。言い換えれば，市町村の裁量で委嘱の基準を定めることができるようになっ

たわけでございます。これらを受け，今回，私共の鈴鹿市社会教育委員条例の改正

を行うものでございます。この，文部科学省令で定める委嘱の基準の内容でござい

ますが，学校教育及び社会教育の関係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者，

並びに学識経験のある者の中から委嘱するとなっておりまして，本市における，社

会教育委員の委嘱につきましても，既にこれまでもずっとこの学校教育，社会教育，

家庭教育，学識経験の分野から選出をさせていただいていることから，今回，条文

の改正はございますが，実質的には委嘱について何も変わることはございません。

このようなことから，今回，この文部科学省の基準を参酌することとし，鈴鹿市社

会教育委員条例第３条において委員の「委嘱の基準」をこのように加えるものでご

ざいます。この他，法制執務の例に基づき，それぞれの条文の前に括弧書きで各条

の見出しを明記するとか，条文中の語句表現の修正など，所要の規定整備をこの際

に行うもので，すべての条を改正することもあり，今回は「全部改正」として取り

扱うものでございます。最後になりますが，附則のところを御覧ください。「今回改

正の施行期日は平成２６年４月１日でございますが，現在の社会教育委員の任期が

平成２６年５月３１日までとなっておりますので，その間の４月と５月の２か月は，

改正後の委嘱基準によって，委嘱されたものとみなす。」といった経過措置を附則第

２項により行うものでございます。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。 

 

（福嶋委員）社会教育委員の任期が１年になっていますが，これは，他市でもこれぐら

いの任期になっているのでしょうか 

 

（生涯学習課長）他市の任期でございますが，鈴鹿市が１年で，県内では尾鷲市も１年

でございます。その他の市は２年というところが多くございます。本市では，社会

教育団体や学校関係の役員関係で異動等がありますので，１年としております。２

年ですと任期が全うできない場合もございますので，１年という形をとらせていた

だいています。 

 

（福嶋委員）わかりました。ありがとうございます。 
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（下古谷委員）１回選ばれますと，一人あたり概ね何年ぐらい続けられるのでしょうか。

おおよそで結構ですので。 

 

（生涯学習課長）現状の社会教育員の状況をみてみますと，任期１年ということもあり

ますが，例えば社会教育関係で団体の代表をされている方が４年～５年されており，

また，学識経験の方が４年されているといった現状です。新人の方，ベテランの方

がいらっしゃるということで，バランスは取れているのではないかと考えておりま

す。 

 

（岡井委員）２４ページの改正前と改正後を見ていますと，改正前には，委嘱者は教育

委員会であることや，第３条の職務の規定，第７条の費用の弁償について書いてあ

ったのですが，今回の全部改正には書かれていないということは，新たな条例の第

６条において，別に定めるということなのか。あるいは本法というか社会教育法の

定めのとおりということなので定めないのか。そのあたりはどうですか。 

 

（生涯学習課長）委員の御指摘の後者のとおりでございまして，社会教育法において，

例えば教育委員会が委嘱する等について謳われていますので，上位法の方を優先さ

せていただいたということです。重複の掲載を避けたという考え方です。 

 

（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１６０５号「鈴鹿市社会教育委員条例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 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１６０５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２６年度アクシ

ョンプラン（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２６年度アクションプラン（案）

に関しまして，私からは「学校教育分野」について，説明いたします。まず初めに，

学校教育分野のアクションプランの策定の趣旨について，説明いたします。これは，

平成２３年３月に策定した教育振興基本計画に基づき策定するものでございまして，

各年度の具体的な取組の中で，教育委員会が１年度間に，特に力を入れて取り組む

項目について，取りまとめたものでございます。また，このアクションプランにつ

いては，毎年度行っている点検評価の対象となるものでございまして，単年度のＰ

ＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・改善）のＰ（プラン・計画）になるものでご
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ざいます。次に平成２６年度アクションプランの概要について説明いたします。資

料１ページには平成２６年度の清書版を，資料２ページには平成２５年度のアクシ

ョンプランの上に，平成２６年度の内容を修正した「見え消し版」をお配りしてい

ますので，見え消しの資料にて説明いたします。全体の構成は，昨年度と同様に，「教

育振興基本計画」に掲げる３つの「基本的方向」及び２３項目の「施策の方向」の

枠組みと，学習指導要領の３つの「生きる力」の定義である，「確かな学力の育成」

「豊かな心の育成」「健やかな体の育成」に基づいて構成しております。また，上位

計画である「鈴鹿市総合計画」の「第３期行財政経営計画」との整合も考慮してあ

ります。なお，中央の「Ⅰ 子どもたちの「生きる力」を育みます」の部分におい

て，「各施策の方向」の番号が順に並んでいませんのは，学習指導要領の３つの「生

きる力」の定義に基づき，「各施策の方向」を振り分けているためでございます。そ

れでは，次に，平成２６年度アクションプランの主な変更点について説明いたしま

す。まず，取組内容についてでございますが，真ん中の「Ⅰ 子どもたちの「生き

る力」を育みます」の「Ⅰ-ⅰ 確かな学力の育成」の部分では，「２ キャリア教

育の充実に努めます」の部分において，職場体験学習に関連する事項については，

各学校における取組が定着してきたことから，現在，平田野中学校区で策定に取り

組んでおりますキャリア教育推進計画等を参考にしながら，来年度，全校において

幼小中の系統的なキャリア教育推進計画の策定を進めてまいりたいと考えておりま

す。その２つ下の「４ 情報教育の充実に取り組みます」においては，小中学校の

ＩＣＴ教育に使用するパソコン等の関連機器の更新時期を迎えることから，授業へ

のＩＣＴ機器の活用を重点的に進めることとしております。特に小学校については，

タブレット型パソコンの導入に向けて予算の調整を進めており，タブレットの利点

を活かした授業の実施や調査研究を進めてまいりたいと考えております。なお，中

学校については，従来どおりデスクトップ型パソコンを導入する予定でございます。

次に，その２つ下の「１１ 特別支援教育の充実に努めます」においては，今年度，

委託事業により，通常学級に在籍する発達障がいをもつ児童生徒のアセスメント（客

観的な評価）を進めておりますが，本事業により，通常学級に在籍する発達障がい

をもつ児童生徒の数が増加している実態が把握されつつあること，及びこれらの児

童生徒の個別の教育支援計画の作成率が１００％に近づいてきたことから，これら

の実態をもとにした支援体制や校内体制の整備を図る必要性が生じておりますので

取組内容を記載のように変更させていただきました。次に真ん中の列の「１５ 幼

児教育の充実に努めます」ですが，具体的な体力向上の取組の推進策として，今年

度の委託事業により，「鈴鹿市版体力テスト」を作成しましたので，その実施と活用

を掲げるとともに，小規模の幼稚園が多い現状から，教職員の情報共有と資質向上

に資するため，合同研修により，その充実を図ることとしております。次に，「Ⅰ-

ⅱ 豊かな心の育成」の，「８ 道徳教育の充実に努めます」及び「９ 人権教育の

充実に努めます」の部分ですが，人権教育の学習の内容については，道徳教育に包

含して，その中に含んで取り組んでいくこととするため，その全体計画を策定する
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こととし，表記のように，２つの「施策の方向」の中で，整合が取れるように改め

ております。また，策定した全体計画に基づく取組を推進してまいりたいと考えて

おります。次に「１２ いじめをなくす取り組みを進めます」については，昨年９

月末に施行された，「いじめ防止対策推進法」に基づき，基本方針を策定することと

する他，携帯電話等によるインターネット上のいじめが社会問題化していることか

ら，その対策にも取り組むこととしております。なお，保健福祉部との連携による

児童虐待の早期発見・早期対応については，上位計画の教育振興基本計画に記載が

ありますことから，それに基づき引き続き取り組むこととし，アクションプランに

ついては，いじめに特化した内容とさせていただきましたので，御理解くださいま

すようお願いいたします。次に「Ⅰ-ⅲ 健やかな体の育成」の「５ 食育の推進と

学校給食の充実を図ります」及び「７ 健康教育の充実に努めます」ですが，いず

れの項目においても，平成２４年度から行っております年間指導計画に基づく教育

の推進が図られてきていることから，平成２６年度においては，具体的な取組内容

として，食育の部分においては，新たに中学校給食を踏まえた食育の推進を，また，

健康教育の部分においては，新たに医師と連携した健康教育の推進を重点として行

っていくこととしております。最後に，右下の「特別推進項目」ですが，平成２４

年度から２年間取り組んできました安全教育及び環境教育については，取り組みの

定着が図られてきたことから，新たな項目として，合川小学校の教育課程特例校化

を受けた，天栄中学校区における英語教育の調査研究を行うこととしております。

次に左側の「Ⅱ 家庭・学校（園）・地域の連携を促進します」の「１ 子どもの健

全育成の環境づくりに努めます」では，平成２６年度の実施予定事業に基づく変更

の他，第３次の子どもの健全育成推進基本計画の策定を行うこととしております。

次にその下の「２ 学校を支えるネットワークづくりを推進します」においては，

学校運営協議会の取組内容に関する情報発信を推進するとともに，学校運営協議会

との連携による特色ある学校づくりにも取り組んでいくこととしております。最後

に右側の「Ⅲ 教育に関わる環境や条件の整備を進めます」の「２ 安全安心な学

校（園）づくりに取り組みます」においては，平成２３年度末に改訂しました「学

校における防災教育」の活用による避難訓練等の実施が定着してきたことや，ハザ

ードマップの作成が終了したことから，これらに変えて，組織機構の見直しの観点

の一つであります安全安心に関する事業の一元化を踏まえ，各種安全教室の実施を

図るとともに，今年度中に改訂を予定している「学校給食における手引き」に基づ

く給食の安全確保，及びアレルギー対応のためのエピペン（アドレナリン自己注射

薬）の実技講習の実施を掲げて取り組んでまいります。次に「３ 教職員の資質向

上のための研修の充実に取り組みます」の部分では，平成２５年度から開始したラ

イフステージごとの研修計画に基づく研修の実施に加え，若手教員の指導力向上と

教育研究の充実に取り組んでいくこととしております。その他の取組内容において

も，若干の表現の変更等がございますが，これまでの取組内容を継続しながら，段

階的に改善等を図っていくものでございますので，資料をもって説明に代えさせて
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いただきます。続きまして，指標に関する主な変更点について，説明させていただ

きます。指標を変更した部分は，「Ⅰ 子どもたちの生きる力を育みます」の「５ 食

育の推進と学校給食の充実を図ります」の部分と右側の「Ⅲ 教育に関わる環境や

条件の整備を進めます」の「２ 安全安心な学校（園）づくりに取り組みます」の

部分を変更いたしました。食育の部分については，平成２７年度から中学校給食が

開始され，中学校における食育の推進に，より一層取り組む必要がありますので，

全ての中学校において，中学校給食の実施を見据えた推進計画を策定することを指

標といたしました。また，安全安心な学校づくりの部分については，先ほどの取組

内容において説明しましたように，平成２３年度末に改訂しました「学校における

防災教育」の活用が定着してきましたので，取組内容の部分と合わせて指標につい

ても変更し，平成２６年度からは，各学校の取組内容や地域の実情に即した危機管

理マニュアルの見直しを継続的に行っていくことを指標といたしました。その他，

各指標の平成２６年度末目標値については，実績に基づく変更や，既に設定済みの

上位計画の目標数値との整合を図るような変更を加えております。なお，「全国学

力・学習状況調査」に基づく指標については，指標の後ろに[学]と記載をさせてい

ただいており，また，現状値の後ろに記載しています「年度」につきましては，現

時点では，直近の確定値を記載しております。最後に，このアクションプランに係

る今後のスケジュールでございますが，本日，各委員の皆様から御意見をいただく

とともに，１月２７日（月曜日）を期限として，本アクションプラン（案）に関す

る御意見を頂戴したいと考えております。また，現在，平成２６年度当初予算の編

成作業中であることから，予算編成の結果によっては，多少の変更を生じる可能性

があります。よって，委員の皆様からの御意見を基にした修正と予算編成上の修正

を加えまして，改めて２月教育委員会定例会に修正案を提示させていただきたいと

考えております。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。

今後，点検評価にもつながっていきますので，しっかり御検討いただきたいと思い

ます。 

 

（下古谷委員）ＰＤＣＡを回しているということですので，基本的に今回修正をされた

取組項目というのは，以前作成しました点検評価報告書の課題の部分を踏まえて，

ある程度これと連携した形で作成されているということでよろしかったでしょうか。 

 

（教育総務課長）おっしゃるとおりです。点検評価の御指摘を受けまして，それを反映

した形で今回これを作らせていただいています。また，これに基づいて平成２６年

度に事業をさせていただいて，その後，点検評価でチェックいただくという形で考

えております。 
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（下古谷委員）例えば，私の記憶が間違っているかもしれませんが，「Ⅰ-ｉ確かな学力

の育成」の２番の「キャリア教育の充実に努めます。」という項目で，「①幼小中に

おける系統的なキャリア教育推進計画の作成」と書かれていますが，ここの部分は

小中高と書かれていたと思います。そこの部分が高校ではなく幼稚園の方に移って

いったということについては，どのようなことがあるのですか。 

 

（指導課長）中身的には，小中高における連携も大事にしておりますが，特に来年は，

幼稚園を含めてキャリア教育の系統性をもった推進計画を策定したいと考えており

ます。キャリア教育については，現在もそれぞれ取り組まれているところではあり

ますが，これまでモデル校でやってきた部分を，全体的に広めていきたいというこ

とで幼小中となりました。 

 

（下古谷委員）ありがとうございました。 

 

（福嶋委員）先ほどの説明で，「確かな学力の育成」の４番の情報教育の部分が，今回は

機器の更新時期だということで掲載されていますが，情報教育については，最近，

色々な深刻な問題を含んできているので，これは省かないほうが良いと思います。

そのあたりは議論されていたのでしょうか。それとも，違う部分で補っているとい

うことですか。 

 

（指導課長）１２番の「いじめをなくす取組」の部分に「携帯電話等を利用したいじめ

への対応資料の作成」ということで記載しています。具体的なところから進めてい

くということから，そちらのほうでまとめて記載させていただきました。 

 

（福嶋委員）問題のあるサイトを閲覧しない等の違った観点のこともあると思いますが，

今回はいじめの方にということなのですね。それからもう一つよろしいでしょうか。

例えば，一番左側の２番の部分の現状値の昨年と今年を見ますと，平成２４年度よ

りも今年の現状値の方が低い場合が結構ありますが，目標値はそのままであったり，

少し上昇させたりしている形になっています。この辺りはどのような根拠で設定さ

れているのですか。 

 

（教育総務課長）指標の中には，上位計画であります総合計画の単位施策評価の数値を

引用しているところがありますので，それについては動かしようがないということ

で設定しています。逆に，目標値を達成していてもそのままの数値ということもご

ざいます。 

 

（岡井委員）確認ですが，２７日までに再度意見を出させてもらってよろしいのですね。 
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（教育総務課長）先ほど説明いたしましたように，今後，これを見ていただいて，ここ

はどうかということがございましたら，御意見をいただきましたらありがたいと思

います。その御意見を受けて，また，予算の方が固まってきましたら，双方合わせ

まして，もう一度，２月の教育委員会定例会で提案させていただこうと考えており

ます。 

 

（岡井委員）一番左の２の「学校を支えるネットワ－クづくり」の部分の学校支援ボラ

ンティアの人数ですが，平成２５年１２月現在５,８６２人となっていますが，この

中には，学習ボランティアと安心安全ネッワークのボランティアの両方が入ってい

ると思います。そこで，特色ある学校づくりを進める上で，まちの人の力も大事だ

と思うのですが，学習ボランティアの方については，約５,８００人中，どれぐらい

いらっしゃるのか，そして，それは年々増えてきている傾向にあるのかを教えてく

ださい。２つ目に，１５番の「幼児教育の充実」の部分で「鈴鹿市版体力テスト」

という鈴鹿市のオリジナルな体力テストのようなものが書いてありますが，どんな

特徴があるか教えてください。最後に３つ目ですが，７の健康教育の③に「中学校

における医師と連携した健康教育の推進」とあります。その上の①に「学校医，学

校保健委員会とか連携した健康教育の充実」とあるのですが，中学校において医師

と連携した健康教育を推進することにした背景や実態，その内容等について教えて

ください。 

 

（青少年課長）学校を支えるネットワークづくりのボランティアの人数の内訳でござい

ますが，現在までに把握しているもので，学習支援ボランティアとして登録いただ

いた方が１,３０７人でございます。校種の内訳でございますが，小学校１,１８８

人，中学校１１９人が，現時点での学習ボランティアでございます。これにつきま

しては，前年に比べ微増となっております。もう一点，安心安全ボランティアにつ

いては，県の統計調査で行っておりますので７月末の数でございますが，４,５５７

人でございます。小学校につきましては３,６７７人，中学校につきましては８８０

人で，こちらにつきましては，高齢化等の問題もあって少し今後の増加については

懸念され，学校において，新たなボランティアの開拓をお願いしております。 

 

（指導課長）続きまして，御質問の幼児の体力テストでございますが，今年度，本市に

おきましては，全ての幼稚園で文部科学省の委託事業を受けまして，体力向上の取

組を進めております。三重大学にも協力をしていただきまして，小中学校で行われ

ております体力テストを参考にしたような，幼児版のテストが文部科学省からも例

として示されておりまして，そういったものを参考にいたしまして，本市でも今年

度，鈴鹿市版の体力テストを作って試行しているところでございます。来年度から

は，それを本市の体力向上に位置付けて取り組んでいきたいと考えております。そ

れから健康教育の充実のところで，「中学校における医師との連携した健康教育の推
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進」でありますが，この医師といいますのは産婦人科医を想定しておりまして，中

学校における性感染症でありますとか性の問題について，子どもたちに学習させた

いということで計画しております。 

 

（青少年課長）補足でございます。お手元配布資料のボランティアの人数が５,８６２人

になっており，先ほど私が申し上げました数と合計しますと５,８６４人となります

が，それは１月初旬の数値でございまして，アクションプランには１２月現在の数

値を掲載していますので，若干の差があるということになります。よろしくお願い

いたします。 

 

（委員長）「幼小中の連携」や「幼児教育の充実」という部分で，ここで言う幼児という

のは，公立幼稚園の園児のことを指すのですか。最近，園児が減ってきていますの

で，その辺りをどう理解していくのか教えてください。 

 

（指導課長）公立幼稚園のお子さんを指しております。 

 

（委員長）そうすると，今回，幼稚園が廃園になり，対象になる幼稚園が減ってしまう

と思うのですが，鈴鹿市では私立の幼稚園が多いですので，そういったところを含

めて幼児という捕らえ方で枠を大きくしていただかないと，「つなぎつながる」とい

った基本理念を全うできないことになるのではないかと思います。公立が増えてい

くのであれば良いのですが，どんどん減っていって，最終的には中学校区に１園に

なることになりますので，もう少し幼児の枠を大きく考えていただいた方が，「つな

ぎつながる」ということになるのではないかと思います。 

 

（指導課長）私立幼稚園については教育委員会で所管をしていませんので，直接的な取

り組みというのは不可能であると思います。 

 

（委員長）今後，そういうふうな展望というのもありませんか。 

 

（指導課長）小学校と幼稚園の連携ということは，これらも必要であると考えておりま

すが，具体的な中身をどうしていくのかということについては，先ほども申しまし

たように所管が違いますので難しいのではないかと考えております。 

 

（委員長）幼稚園児が小学校に上がってくるという現実は変わらないと思いますので，

色々と書いていただいてある取り組みの枠を大きくしていただくと，よりスムーズ

に１年生の受け入れができるのではないかと思います。何か機会がありましたら，

御検討いただきたいと思います。それと，まだ予算が組まれていないということで

すが，合川小学校における英語教育について，英語を教える先生というのは，担任



２２ 

 

が行うのか，それとも専科の先生を考えているのか教えてください。 

 

（指導課長）基本的に教育課程の編成は学校長が行いますので，計画段階の話になりま

すが，現在，教育委員会と学校が話し合っている内容としましては，担任教諭がそ

の指導に当たり，指導の助手として英語アシスタントを配置していきたいという方

向で進めております。 

 

（委員長）文部科学省の方で５，６年生が専科になって，評価がついていくということ

になってきて，オリンピックも見据えて３，４年生まで年齢をおろしていくという

ことになりますと，せっかく特化される予定ですので，そのあたりで少しでも予算

をいただけるとありがたいと思うのですが。 

 

（指導課長）予算の話は私のほうからはできませんが，そういった国の動きについても

私どもとしましては注目しながら，今後進められていくであろう国の英語教育の先

行研究として進めてまいりたいと思っております。 

 

（委員長）それともう一つ，夢工房の事業に関してですが，今年度も私も４，５校回ら

せていただきました。その中で，先生方に何について話をさせていただいたら良い

かという相談をするのですが，最近の子どもの傾向として「無理」と言う子どもが

多くなったということでした。例えば，「放課後に遊ぼうか」という提案に対して「無

理」と答えるということで，「塾がある」とか「家に帰って用事がある」とか「でも

その後だったら遊べる」とか「今日は無理でも明日は遊べる」といった理由や提案

が一切無く，何かの提案に対して「無理」の一言で終わってしまって，子ども同士

のコミュニケーションが成り立たなくなっているということでした。それからすぐ

にあきらめる子どもも多いということでした。ですから，「無理」とか「あきらめる」

ということに少し重きを置いて話をしてほしいということを，全ての学校の先生か

ら言われました。そういうことで，夢や希望を持つということに対して，子どもの

現実を把握していただいて，どうしたら子どもたちが少し我慢をして頑張れるのか

ということを考えていただきたいと思います。何を持てば子どもたちが夢や希望を

持つのか，学力も大事なのですが，そういうことを基にして結果として学力が着い

ていくのだと思いますので，「あきらめない」「無理と言わない」というような基本

のことを取り組んでいただきたいと思います。 

 

（岡井委員）１の少人数教育の部分の指標で，学力の全国平均を上回る学校の割合の目

標が，５０％から７５％に上がっております。私は，この目標を高く掲げているこ

とについて，非常にうれしい思いでおりますが，何か手ごたえというか意気込みと

いうものがあれば教えてください。 
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（指導課長）この７５％の根拠については，平成２４年度から２７年度までの行財政経

営計画において，平成２７年度目標値を１００％としたことに基づいております。

それを年度ごとに刻んだ数値から来ているわけです。本市における学力の状況はお

示ししたとおりですが，全国学力・学習状況調査を教育のサイクルの真ん中に位置

付けて，このテストの目的にもあります義務教育の機会均等とその水準の維持向上

ということを考え，全国水準に達することを目標に掲げて，学校現場と一体となっ

た取組を進めております。結果としてはこういう数値ではありますが，先生方の取

り組みについても変わってきたと思っておりますし，今後ますます，課題を明らか

にしながら，より改善していきたいという意気込みは持っております。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，次に移ります。 

 

（文化課長）それでは引き続きまして，社会教育分野における，平成２６年度アクショ

ンプランについて，説明をいたします。清書版と見え消し版がありますが，見え消

し版において説明させていただきます。まず，その策定の趣旨から説明をいたしま

す。まず，社会教育委員の職務として，社会教育法１７条に「社会教育に関する諸

計画を立案すること」とあり，本市においては，社会教育委員会において，「鈴鹿市

社会教育基本方針及びアクションプラン」を策定することが，その職務の一つとさ

れています。そうした中で，平成２５年度の計画内容を見直し，平成２６年度を新

たに策定するために，提案するものでございます。なお，今回のアクションプラン

の修正につきましては，今月１４日に開催されました，社会教育委員会で，審議さ

れ承認されておりますことを報告させていただきます。それでは，今回の修正内容

の基本的な考え方ですが，１つ目としまして，文章をわかりやすく簡潔明瞭としま

した。２つ目としまして，新規事業を追加いたしました。そして３つ目としまして，

その他，社会教育の目指す姿とその下のアクションプランとの整合性を図るべく精

査をいたしました。このような考え方をもとに社会教育分野における，鈴鹿市教育

基本目標の中で，「心豊かで，いきがいとうるおいのあるまちづくり・人づくりを進

める」と掲げ，その中の，社会教育のめざす姿としまして，少し文言に見直しを行

いました。まず①自己啓発・実現の前に，「市民の」という文言を付加しました。ま

た，「生涯学習のあり方に加えて」と「学習を通して」の文言を削除し，新たに「様々

なニーズに応じた学習機会の提供」を付加しました。また②の中で，「教育力の向上」

を「充実に努め」と修正しました。市民の自己啓発・実現や地域の課題を解決する

ために，「学習を通して」を削除し，「様々なニーズに応じた学習機会を提供し」を

付加し，人材育成を進め，地域に根ざした生涯学習を推進するとしました。それで

は，次にアクションプランの各項目に沿って順次担当所属長より説明いたします。 

 

（生涯学習課長）「社会教育の目指す姿の①については，文章のつながり等を考慮し，簡

潔明瞭な表現としました。続いて，アクションプランの「生涯学習の推進」の「（１）
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地域における学習活動の推進」についても，文章の簡潔化を行いました。その下の

①についても，文章を簡潔化するとともに，文末の「努める」を，より前向きな「進

める」といった表現としました。④については，新規事業である「まなベル」を追

加しました。青色の④については，文化財の範疇となることから，右側の「文化遺

産」の項目に移しました。続いて，「（２）生涯学習施設の充実」について，文脈の

修正を行い，わかりやすいものとしました。また，指標の数値も最新データに修正

しました。 

 

（図書館長）続きまして，「（３）図書館サービスの充実」でございますが，前年までの

取組み内容を見直し，当面取り組まなければならない課題を中心にまとめました。

図書館サービスを充実させるために，市民の自己実現活動や地域活動，社会・経済

活動を支援する「知識と情報の拠点」となる図書館サービスを推進するために４つ

のポイントを挙げました。「①多種多様な市民ニーズに応えられるよう，蔵書の充実

に努める。」については，最近の利用者のニーズが多様化していることから，一般図

書のほかに，新聞・雑誌などの逐次刊行物，ＤＶＤ，ＣＤなどの視聴覚資料，地域・

郷土に関する地域情報資料などを収集し，蔵書を充実させます。「②市内の学校図書

館及び公民館図書室等と連携した図書サービスを提供する。」については，子どもた

ちの主体的・意欲的な学習活動や読書活動を推進するために，学校図書館への支援

に努めます。さらに図書館見学の受け入れや図書館から学校図書館への利用案内を

行い，学校との一層の連携・協力を進めます。また，地域にある公民館等の生涯学

習施設や江島カルチャーセンターなど文化施設に配本サービスや情報提供を行い，

図書利用者の拡大を図ります。「③ボランティア団体の活動が活発に行えるよう支援

するとともに，ボランティアの育成に努める。」については，図書館におけるボラン

ティア活動が，図書館サービスの充実に資するものであることから，その成果を活

かす活動の場を提供します。また，図書館ボランティアの知識や技術の向上を図る

ための養成講座や研修を行いボランティアの育成にも努めます。「④利用者が安心し

て利用できる図書館環境を保つため，施設・設備の改修等を計画的に行い，図書館

機能の向上に努める。」については，施設の老朽化が進んでいることから，維持・管

理面での再整備を計画的に実施します。今後は，利用者の利便性を向上させるため

に，ＩＣタグを含めた自動貸出システムなどの導入も検討し，図書館機能の向上を

目指していきます。 

 

（生涯学習課長）続いて，アクションプランの「（１）青少年の健全育成」についても文

章の簡潔化を行いました。その下の①についても，文脈の修正を行い，わかりやす

いものとしました。②については，「鈴鹿市青少年対策推進本部」といった正式名称

に改めるとともに，文末の「推進に努める」を，社会教育の目指す姿の部分との整

合性を図る意味で，「支援を行う」に修正しました。③の成人式については，「青少

年」を「新成人」に改めるとともに，「促進する」を「促す機会とする」といった表
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現に改め，明瞭化を図りました。続いて，「（２）地域教育力」の所ですが，「回復」

という表現を，「充実」に修正し，更なる充実に努めていくといった前向き表現とし

ました。その下の②については，文章の簡潔化を行うとともに，新規事業の「土曜

体験学習事業」を加え，その目的である「豊かな学習環境づくり」といった表現を

付け加えました。続いて，「（３）家庭教育の充実」の①の「親なびワーク」ですが，

これは新規事業ではありませんが，これまで掲載されておらず，具体化を図る意味

で，今回加えさせていただきました。また，指標の目標値と現状値ですが，これま

では「満足」と答えた方の割合としていましたが，実際に満足している人の割合は，

もっと多いことを周知する意味もあり，「概ね満足」と答えた方の割合も今回付け加

えた数値としました。 

 

（文化課長）次に「３ 文化遺産の継承」でございますが，この項目につきましては，

文化課と考古博物館の共同策定項目となっております。①から③について文化課で

説明を行い，④以降は，考古博物館長の説明とさせていただきます。まず，変更点

としまして，「３ 文化遺産の継承」については，社会教育の目指す姿の文言との整

合性を図り，文化財の掘起し・保護活用の重要性を表すため，「保存と活用」に修正

をしました。また，次の変更点として，先ほど生涯学習の推進の項目で説明があり

ましたように，平成２５年度に，生涯学習の推進の事業項目に記載のありました「④

企画展示や様々な講座を通じて，市民が郷土の遺跡や，文化財に親しみ，歴史への

関心・理解を深めてもらう」という項目を，事業内容を精査し，「３ 文化遺産の保

存と活用」の項目に移行いたしました。次に「①金生水沼沢植物群落」については，

国指定天然記念物であることを位置づけるため，文言の追加をし，希少植物として

の表現も明確にしました。次に「②指定文化財の保護・保存を図るため」とし，所

有者等への事業支援と文言を修正しました。これは，指定文化財の保存等について

は，国・県の補助・支援はもちろんですが，それを守る所有者の方の意識啓発も重

要であるとして，見直しを図ったところです。次に，国指定重要無形文化財「伊勢

型紙」の保存につきましても，伝承講座の開催等次世代へ育成のため伊勢型紙技術

保存会への事業支援について，「努める」から「進める」と改めました。 

 

（考古博物館長）続きまして，考古博物館の所管分につきまして説明いたします。考古

博物館については，項目３の文化遺産の保存と活用の「（１）文化財を発掘・保存・

活用したまちづくりの推進」の中の④⑤⑥でございます。④については，「国史跡伊

勢国分寺跡歴史公園として整備し活用に努める。」としております。これは，文章の

明確化を図りました。⑤については，「史跡」という文字が初めについておりました

が，こちらについては範囲の拡大を進めているところですので，「史跡」を取り，「⑤

伊勢国府跡の保護・史跡指定範囲拡大に努めるとともに，その特性を明らかにする

ため市内遺跡の調査を進める。」としております。次に⑥については「郷土の遺跡や

文化財に親しみ，歴史への関心・理解が深まるよう，展示や講座の企画を進める。」
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となっておりますが，考古博物館におきましては，年４回の企画展示及びそれぞれ

の関連講演会や色々な催し物を行っており，子どもさんから大人の方まで楽しんで

いただけるような催しを計画して，一人でも多くの方に鈴鹿市考古博物館に興味を

持っていただけるよう努めてまいります。以上でございます。 

 

（スポーツ課長）それでは，私からは「スポーツの振興」について説明申し上げます。

まず，「市民参加型スポーツの推進」でございますが，修正の主な内容としては，平

成３３年に開催される国民体育大会の開催に向けた準備や競技力の向上などを新た

に加え，鈴鹿市体育協会などのスポーツ関係団体と連携・協働することにより，ス

ポーツの振興を図るよう文言を修正しております。次の「快適に利用できる運動施

設の整備・運営」でございますが，平成２６年度から，スポーツ施設の一元化を図

り，新たな指定管理者として，鈴鹿市体育協会がスポーツ施設の管理・運営を担う

ことに伴う修正でございます。以上でございます。 

 

（文化振興部長）１点，修正をお願いします。先ほど，「生涯学習の推進」の「（３）図

書館サービスの充実」の「④図書館の機能の充実に努める」の中で，図書館長から

「ＩＣタグ化の検討をする」という説明をいたしましたが，ＩＣタグについては，

すぐに導入できるものではありませんので，この平成２６年度に結論が出るもので

はありません。ＩＣタグ化については，導入したときのメリットはどのようなもの

があるかということを検討していくという意味でございますので，よろしくお願い

いたします。 

 

（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。 

 

（福島委員）３の文化遺産の継承と保存の部分に来館者数の目標値がありますが，文化

課記念館・資料館の増加人数に比べて，考古博物館については多くの増加人数を掲

げていますが，この数値についてはどのように作成しているのでしょうか。 

 

（考古博物館長）これは，単位施策評価の数字をそのまま引用しています。参考ですが，

平成２４年度については７,９１０人の来館者がございました。平成２５年には，１

月１９日現在で９,０４０人の来館者をいただいております。何とか１万人に届けば

いいなと考えております。 

 

（福嶋委員）今年度はかなり人数が増えたということで，努力が良く分かってありがた

いと思います。上位計画に定めた数値というのがたくさんありまして，それが，実

際の目標値と合致するのかということについて，先ほどからも考えさせられていま

す。 
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（教育長）青少年の健全育成の部分の目標値の変更については，事業や施策の内容が変

わってきているというのであればわかるのですが，満足している人が多いというこ

とを周知するために，指標を「満足」だけから「満足」と「概ね満足」の合計値に

変えたというのは，ＰＤＣＡの考え方からするとあまり良くないと思いますが，そ

れをあえて行った理由を教えてください。 

 

（生涯学習課長）周知するという表現を使わせていただきましたが，さらにＰＤＣＡサ

イクルによって満足度を高めるための指標とするということが正しいと考えており

ます。満足度数を図るものに４つありまして，「満足」「概ね満足」「あまり満足して

いない」「おおいに不満」がありまして，その４つのカテゴリから出てくる満足度数

というと，その２つを足したものであろうということで変更させていただいたとこ

ろでございます。 

 

（教育長）そういう意味ではなくて，先ほども言いましたように，事業や施策の内容が

変わっているのであれば別ですが，変わっていないのであれば，ＰＤＣＡサイクル

がうまく回らなくなるので，変えるべきではないと思いますが，それをあえて変え

たのはなぜですかということなのですが。 

 

（生涯学習課長）御意見を参考に検討したいと思います。 

 

（下古谷委員）教育委員会のアクションプランに対しては，点検評価ということで冊子

にまとめられておりますが，こちらの文化振興部については，そういうものは無い

のでしょうか。 

 

（生涯学習課長）これについては，毎年，教育要覧という形で報告書ということで出さ

せていただいているところでございます。 

 

（下古谷委員）そうすると，教育要覧を見させていただくと，これらについての毎年の

経過というものを見させていただけるということでしょうか。 

 

（生涯学習課長）そういう形になっております。教育要覧の中にもありますし，各指標

につきましては，単位施策評価や事務事業評価の総合計画に関するデータにおいて

も入っているということでございます。 

 

（岡井委員）１の生涯学習の推進の（３）の「③ボランティア団体の活動を活発に行え

るように」というところですが，このボランティア団体については，どれぐらいあ

って，どのようなことを行っていただいているのかということと，個人の方も見え

るのではないかと思いますが，そういった方はどのように関わっていただいている
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のか教えてください。 

 

（図書館長）ボランティアの登録者については現在８０人程度ございます。団体登録を

含めての数字でございます。ボランティア団体の育成等については，これまであま

り重点的に取り組んでいなかった部分がありまして，ボランティアの人数がなかな

か増加しないといった現状があります。そこで，現在，図書館サービス方針を策定

中ですが，その中でも，図書館運営委員会の皆さんからの意見もありまして，ボラ

ンティアの方というのはとても大事なものであるということで，この項目を盛り込

んでいくこととしております。毎年，ボランティアの募集は５月くらいに広報によ

り行っています。そこで登録していただいた方を対象に，ボランティア研修を年１

回受けていただいて，その時にボランティアの内容についてお話をしております。

活動の内容としては，図書の傷みが激しいものですから，その修繕を中心に行って

いただいております。それから，お話し会というものを月４回，毎週土日のどちら

かで行っておりますが，ボランティア団体の方に行っていただいております。その

他，図書の返却作業等を行ってもらっています。また，新たに図書館ボランティア

をしたいということでお問い合わせをいただくのですが，仕事の内容をお話しする

と辞退される方も多い状況ですので，今現在，御協力いただいている方々は大事な

方々ですので，これらの方々を中心にして，今後，増加させていければと思ってお

ります。 

 

（委員長）図書館のボランティアをしていると，例えば，新刊を優先的に読める等のメ

リットはあるのでしょうか。 

 

（図書館長）メリットということはあまりありませんが，新刊を入れると同時に同数程

度の図書を除籍するのですが，その除籍した図書を優先的にお渡しするということ

はしています。除籍した図書はリサイクル本として図書館を入ったところのコーナ

ーに置いてリサイクルするのですが，それを優先的に持ち帰ってもらっても結構で

すよという取扱いをしております。それ以外に特にメリットというものはございま

せん。 

 

（福島委員）これらのアクションプランについては，次の１年間の取り組みに強弱をつ

けるものだと思いますが，もちろんこれは「心積もり」ということではなく，予算

の裏づけがあって行動ができるものであると思います。そこで，このアクションプ

ランが基になって，予算付けに効力があると考えてよろしいのでしょうか。 

 

（教育総務課長）初めにも説明いたしましたように，皆さんから御意見をいただくのと

同時に，今，予算査定をしていまして，私どもがこうしたいと思っていても，予算

査定において，これは来年度するべきではないということで切られてしまいますと，
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このアクションプランの目標値等は変えて行かざるを得ないことになります。やは

り予算の裏づけが無いのに，これを行いますということはできませんので，変えて

行かざるを得ない部分もあります。 

 

（文化振興部長）今，教育総務課長が説明させていただいたとおりですが，予算につい

ては，文化振興部はアクションプランを策定するにあたって，部内の予算の見直し

を細部にわたって行ってきています。無駄な経費を削って，ここに掲げてある取り

組みに重点的に予算配分をするという予算の組み方はさせていただいておりまして，

それでもって，財政の方にも訴えをさせていただいております。それから，先ほど

の教育長からの目標値の関係の御意見につきましては，真摯に受け止める中で，こ

のアクションプランは，社会教育委員会において承認の議決をいただいております

ので，そちらとも再度お諮りをいたしませんといけない部分もありますので，社会

教育委員さんと調整を進めたいと考えております。御理解いただきたいと思います。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，２番目

の「専決処分（工事請負契約の変更）の報告について（鈴鹿市立平田野中学校屋内

運動場棟移転改築工事）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２番目「鈴鹿市立平田野中学校屋内運動場棟の

移転改築工事について」の工事請負契約の契約金額を変更いたしましたので報告さ

せていただきます。平田野中学校の移転改築事業は，先ほどの議事の中で説明いた

しましたとおり，本年の９月に開校すべく校舎棟の建築工事やグラウンドなどの土

木工事を進めているところでございます。屋内運動場棟につきましては，本年１月

１５日に完成いたしておりまして，完成前の１月７日には，工事内容を精査の結果，

契約金額の変更を行いましたので，専決処分として報告させていただきます。変更

前の契約金額は５億６,６４７万５,０００円，変更後の契約金額は５億６,６４３万

９００円であり，４万４,１００円の減額となります。変更の内容は，屋内運動場棟

の建具の見直しや手洗い場の設置などの精査によるものでございます。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。 

 

（委員長）よろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，その他の事項

に移ります。１番目ですが，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「鈴鹿市の学校給食における

地産地消の取組について」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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（学校教育課長）それでは，その他事項１番の「鈴鹿市の学校給食における地産地消の

取組」について説明申し上げます。１ページを御覧ください。本市の学校給食にお

ける地産地消の現状についてですが，まず，市内産食材については，米は，鈴鹿市

産コシヒカリを１００％使用しております。副食材料は，大豆，小女子，粉末緑茶，

うどん，海苔につきまして，１００％市内産を使用しております。卵はほぼ１００％

市内産で，ごく一部が亀山市産です。平成２５年度より市内産大豆で醸造した味噌

を使用，豚肉につきましては，一部の小学校で市内産を使用しております。ちくわ

などの練り物，こんにゃく，豆腐，あげは市内工場で生産したものを使用しており

ます。醤油の一部も，市内工場で生産したものを使用しております。パンは，県学

校給食会から購入しておりますが，三重県産小麦を３０％使用しております。市内

産の野菜につきましては，給食センターを含めた市内調理場２０箇所それぞれの使

用実績を集計して算出した品目ベースと，総重量の内，市内産が使用されている割

合の重量ベースで把握しており，それぞれ，別表のとおりです。主要品目について

はキャベツ，ジャガイモ，たまねぎ，大根，人参の状況について，別表のとおり記

載しています。野菜の購入につきましては，単独調理校及び学校給食センターがそ

れぞれ地域の八百屋，ＪＡ等に発注しております。その際の発注の優先順位は，①

新鮮・良質なもの，②鈴鹿市産，③三重県産，④国内産となっております。地産地

消を進めるための取組みといたしましては第１に，ＪＡ鈴鹿が作成した市内産野菜

の生産暦及び前年度の市内産野菜の購入状況をもとに，市内産の旬の野菜を活用し

た献立を作成しております。第２に，毎月２回「みえ地物一番給食の日」として，

市内産食材を使用した給食を実施しております。毎月第３日曜日の直前の木・金曜

日です。第３に，鈴鹿市地産地消推進協議会へ参画しております。第４に，生産者

との意見交換会の開催です。平成２５年は鈴鹿市青年農業士会のメンバーと行いま

した。第５に，鈴鹿市ホームページに，野菜使用見込み，前年度野菜使用状況を掲

載しております。これにより，生産者の方が給食に使う野菜の見通しが立てられる

と，議員勉強会の場で，高く評価していただきました。第６に，平成２５年から意

識向上のため，調理従事者研修会で，東海醸造（鈴鹿市産大豆の味噌）を講師に迎

えております。他には，同研修会で，地産地消推進条例，同計画の説明などもして

おります。次に課題として考えられることを順に申し上げます。まず，作成された

献立と実際の野菜生産状況に時期のずれがあること。市内で野菜が生産されていて

も納入されない実態があるため，給食で使用する前段階での野菜納入に係る流通体

制の整備が必要であること。学校給食衛生管理基準により，衛生管理が厳格化され，

調理場の作業負担が大きい中，手間のかかる野菜の納品が増えること。食材の納品

規格の作成と，生産者・納入業者との情報共有が必要であること。野菜生産者，納

入業者，給食従事者の地産地消意識の向上が求められること，などです。最後に，

今後につきまして申し上げます。献立原案作成者の栄養教諭へ，より詳細な野菜生

産状況の情報を提供することが必要です。これにつきましては，１２月２６日に提

供済みであり，また，１月７日の調理講習会においてすべての調理員にも提供いた
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しました。地産地消推進計画に基づいて行われる，生産者と販売者を繋ぐ，また販

売組織育成を含めた市内産品流通促進の取組に積極的に参加し，市内産野菜を，給

食用に納入してもらうよう働きかけるために，農林水産課，学校教育課が協力する

必要があります。しかしながら，学校給食は，あくまでも園児・児童に安全で安心

な給食を提供することが第一であり，一義的に消費者の立場に立つことになり，そ

の立ち位置には十分な配慮が必要であると考えております。調理場で対応可能な範

囲を考慮し，生産農家，ＪＡ，納入業者，献立作成者と協議の上，野菜の納品規格

を検討することも必要となってくると考えます。ＪＡや生産者団体等と協力し，野

菜の品目を絞った上での契約栽培も含め，安定して市内産野菜が入荷できる方法を

検討することなども考えられます。以上でございます。 

 

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

 

（福嶋委員）今後の部分に書いてありますが，ＪＡ等を省いて生産者と直接契約すると

いうことは難しいのでしょうか。 

 

（学校教育課主幹）実際に直接の契約についてお話をいただくこともありますが，総量

を確保するということ等を考えていくと，団体ではなく個人ということになると，

例えば白菜１品目をその農家の方が全て賄える状況があったとしても，給食となり

ますと１００品目ありますので，それらを使用する時に全て準備していただくとい

う課題もありますので，個人の方と契約を進めていくという状況には無いと考えて

おります。 

 

（福嶋委員）１生産者でなくても，複数の生産者によって団体を作っていただいて，納

入できるように検討することもできると思うのですが。 

 

（学校教育課副主幹）納入については，個人の農家さんがいくつか集まって受けていた

だくことはできないことはありません。しかし，地産地消の取り組みというものは

１０年以上前から全国の各自治体で行われておりまして，その中で上がってきてい

る課題として，それぞれの農家の方が納入される品質の差をどういうふうに埋めて

いくか，受け取りの検収をどうするか，農家の方への代金の支払いをどうするか等

の事務的なことが上がっています。そういったことを解決していくには何らかの窓

口ですね，農協さんも窓口になりますし，納入のための協議会ができるとそういっ

た機関も窓口になりますし，そういったことをそれぞれクリアできるような窓口が

ないことには，現実的に農家の方も動きにくいということもあります。よって，現

状はそれぞれ地域の八百屋の方にそれぞれ発注していますが，納入組織，納入体制

や流通も含めてどういったことが可能なのか，今後，農政部局とともに検討してま

いりたいと考えております。 
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（下古谷委員）鈴鹿市の場合，市内産の使用率が品目ベースで十数パーセント程度です

が，他市でも同等レベルで地産地消というのは終わっているのでしょうか。それと

も，どこかの市町村で突出して高いという状況はあるのでしょうか。 

 

（学校教育課副主幹）県内の他市の状況につきましては調査しておりません。また，地

産地消の統計を取っております三重県の方でも，そういった情報を公表してくれな

いといった状況があります。そういった中でも，現実の話を担当者レベルでお話を

伺いますと，市町村によってかなりバラつきがあります。鈴鹿市の場合では，人口

も多い，食数も多いということで，小さい市町と比べると率は低い状況にあります。

また，農業的な状況も関係しており，鈴鹿市においては，お米やお茶，卵はたくさ

ん作っていただいているのですが，野菜の産地ではないということもあり，なかな

かものがそろわないという状況もあります。鈴鹿市でも作られている野菜は一部あ

りまして，そういったものは積極的に給食にも導入しておりますが，他市より若干

低い状況にあるのではないかと考えております。 

 

（下古谷委員）データを公表していないということは気になりますが，そういったもの

を公表することによって，みんながそれを活用して，うまく回っていく方向に利用

できるということがあると思いますので，機会があれば働きかけていただきたいと

思います。 

 

（福嶋委員）地産地消というのは，鈴鹿市が得意な産品があれば，一方で，隣の市では

これがたくさん採れますよといった状況があると思いますので，地産地消を少し広

域的に考えていただいて，取引をするというか，協定を結ぶようなことも視線とし

て持っていただいたらいいのかなと思います。 

 

（学校教育課主幹）協定的な部分というか協力していくことは理想であると思います。

ただ，現状ではそこまでの状況には無いということもありますので，献立を立てる

段階で市内産を優先に考えていくことは当然行っていくということと，先ほど御紹

介させていただきましたように，データについては，私どもの給食で使用した使用

量の積み上げが可能ですので，それを公表して生産者にも提供して数量を把握して

いただくことにしております。それをすることによって，生産調整や先の生産予定

も立てていただくこともできますので，生産者の方に御協力いただくことで積み上

げていきたいと思います。あとは市内産に限らず，市内産がない場合は，先ほど言

われたように，近隣の三重県産を取っていただくような形で進めていきたいという

ことで，献立を立てているところです。 

 

（岡井委員）鈴鹿市の農業を育てていくという観点からも地産地消を進めていただきた
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いと思います。それから，地産地消とは少し離れますが，最近，ノロウィルスの問

題が大きくなっておりますが，パンは三重県産の小麦が３０％，卵とか豚肉には一

部市内産を使っているということです。そこで，こういう食材というのは一極集中

で仕入れているということですが，万が一のリスクの分散という観点はどのように

考えているのですか。 

 

（学校教育課主幹）ここに記載している小麦については原材料として記載しており，実

際のパンの納入は市内４業者から納入していただいていますので，１箇所から納入

しているものではありません。ご飯も同様です。それから，卵については，それぞ

れ納入先は分散しておりますので，１箇所からではありません。 

 

（委員長）発注の優先順位として記載してある，市内産で新鮮・良質なものというのは，

とてもハードルの高いお話だと思います。要は需要と供給のバランスというものが

あって，需要をしっかり固定していただくと供給もしやすいということがあると思

います。また，例えば，ニンジンでも形が歪であると調理場の作業負担が大きいと

いうことですので，野菜というのは難しいと思います。昨今の状況を考えますと，

旬の野菜を新鮮にというのは，究極の選択だと思います。今は，ニンジンやブロッ

コリーというものは冷凍もできますので，調理にもう少し幅を持たせていただいて，

それで，地元の農家を育てるとか，これについては農協さんも指導に入られると思

いますが，もう少し違う角度からも見ていただいて，色々な見直しもしていただい

て，大きな地産地消という目標に向かっていただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）課題の中で，生産者や納入業者，給食従事者の意識の向上ということが

掲げられていますが，何か具体策というものはあるのですか。 

 

（学校教育課副主幹）意識の向上ということを掲げておりますが，決して農家の方，納

入業者の方，給食の現場の方の意識が低いというわけではありません。今までも，

それぞれの立場において，地産地消の大切さやそれを進めていかなければいけない

という認識は持っていただいておられますが，なかなか詰めたお話をする上では，

先ほどもお話しましたように，野菜の規格の問題，量の問題，調理作業の問題等，

様々な課題があります。その課題の検証はできているのですが，その先の一歩がな

かなか踏み出せなかったという現状がございました。そういった中で，この取組は

進めていく必要のあることですので，その一歩を踏み出そうと，さらに意識をもう

１ランク上に持っていっていただこうと考えました。その中で，実際に現場の調理

員の研修においても，データ的なことや地産地消の基本的なことを説明するのでは

なくて，実際に鈴鹿で味噌を作っている味噌蔵の方に来ていただいて，鈴鹿市産の

大豆で作った味噌についての思いを語っていただいて，それを現場の方に聞いてい

ただいた上で，実際に使っていただこうという取組を今年から始めてみました。そ
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れについては，今後も，鈴鹿市産の小麦を使ったうどんについて，実際に小麦の畑

を調理員さんや栄養士さんに見ていただき，現場で農家の方との交流も直接持って

いただき，意識をさらに高めていただきたいと考えております。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。 

 

（指導課長）本日配布させていただきましたが，資料提供をさせていただきたいと思い

ます。今年度，文部科学省において悉皆調査で実施されました，全国体力・運動状

況調査の結果が１２月末に届きまして，本市の結果がまとまりましたので，提供さ

せていただきます。一番上に本市の結果，その下に県・国の結果となっております。

全体的には課題が大きい状況にあります。また後ほど，御覧いただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，２番目

の「２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）２月教育委員会定例会を２月１３日木曜日午後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，２月教育委員会定例会を２月１３日木曜日午後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１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。 

 

 

１月教育委員会定例会終了 午後５時２０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 福嶋 礼子 


