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平成２６年２月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年２月１３日（木） 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），参事兼スポーツ課長（藤井康彰），参事兼図書

館長（大籔宏紀），考古博物館副参事兼管理企画グループリーダー（嶌田茂喜），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），

書記（片岡健二），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（1）平成２６年度鈴鹿市教育費予算案について（教育総務課・文化課・子育て支援課） 

（2）鈴鹿市適応指導教室設置条例施行規則の制定について      （教育研究所） 

（3）鈴鹿市教育委員会市民委員会規則の一部改正について      （教育総務課） 

（4）地方自治法第１８０条の７の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助

執行に関する規則の一部改正について             （教育総務課） 

（5）鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部改正について  （教育総務課） 

（6）鈴鹿市青少年対策推進本部設置要綱の一部改正について（教育総務課・青少年課） 

（7）鈴鹿市教育委員会が実施する意見公募手続に関する要綱の一部改正について 

（教育総務課） 

（8）鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱の一部改正について（教育総務課） 

 

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）第７回美し国三重市町対抗駅伝について            （スポーツ課） 

（3）鈴鹿市立図書館サービス方針（案）について            （図書館） 

（4）考古博物館「春まつり」について               （考古博物館） 
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７ その他 

（1）ＪＳＬ児童生徒の学力・学習状況調査分析について       （人権教育課） 

（2）２月教育委員会臨時会及び３月教育委員会定例会の開催について （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 ２人 

 

（委員長）それでは，平成２６年２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１６０６号「平成２６年度鈴鹿市教育費予算案について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）平成２６年度鈴鹿市教育費予算案を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。なお詳細は，教育総務課長，文化課長，子育て支援課長から説明いたし

ます。 

 

（教育総務課長）それでは，議事１番目の議案１６０６号，平成２６年度鈴鹿市教育費

予算案の概要について，説明いたします。私からは，教育費予算案の全体に係る部

分と具体的な事業に関しては，教育委員会事務局所管分について説明いたします。

はじめに，議案書３ページの「１教育費予算」を御覧ください。平成２６年度の教

育費の総額でございますが，６９億６,８２４万９千円でございまして，平成２５年

度と比べまして，１億７,８４１万５千円の減額でございます。項別の内訳につきま

しては，教育総務費が８億７６９万１千円，小学校費が１６億４,２３９万６千円，

中学校費が１１億６,２９６万円，幼稚園費が３億９,７６３万４千円，社会教育費

が９億２３３万８千円，保健体育費が２０億５,５２３万円でございます。次に，予

算額の財源内訳については，国・県支出金が２億９,９２３万４千円，地方債が２億

１,５７０万円，その他が６億２,２４５万５千円，一般財源が５８億３,０８６万円

でございます。次に議案書には掲載しておりませんが，教育費予算の部局ごとの内

訳でございますが，教育費の総額６９億６,８２４万９千円のうち，教育委員会事務

局所管分は，５９億２,０３３万５千円で，平成２５年度と比べ，３億４,８７１万

８千円の減額でございます。文化振興部所管分は，１０億２,５９１万６千円で，平

成２５年度と比べ，１億７,１４０万２千円の増額でございます。また，保健福祉部

所管分として，子ども家庭支援室が計上した教育費分は，２,１９９万８千円で，平

成２５年度と比べ，１０９万９千円の減額でございます。続きまして，４ページの

「２債務負担行為」を御覧ください。債務負担行為とは，議会の議決により，契約

等により発生する債務の負担を設定する行為でございます。この行為は，建物の建

設事業や長期委託契約など数箇年必要な事業に用いられるもので，予算の会計年度
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独立の原則に対する例外措置でございます。表中の１番目の防災公園野球場の管理

費と３番目の公民館建設事業については，文化振興部の所管ですので，２番目の中

学校建設事業及び４番目の第二学校給食センター調理配送業務委託料の２点につい

て説明いたします。まず，「中学校建設事業」は，平田野中学校の移転改築事業にか

かる債務負担行為でございまして，平成２６年度契約予定の旧平田野中学校の解体

工事にかかる契約期間が平成２７年度に及ぶことから，平成２７年度の支出見込み

額である１億１,９００万円を計上しています。「第二学校給食センター調理配送業

務委託料」については，第二学校給食センターの調理配送業務を民間委託すること

としておりますことから，平成２６年度契約予定の調理配送業務委託の契約期間が

平成３１年度に及ぶことから，平成２７年度から平成３１年度までの支出見込み額

である，７億３,８００万７千円を計上しています。なお，本債務負担行為について

は，民間委託した業者に本市の厨房設備器具を使用させることによる賃貸料収入と

して，平成２７年度から平成３１年度までの賃貸料収入の見込み額である５,８８１

万３千円を財源として見込んでおります。次に，５ページの「３ 地方債」を御覧

ください。「小学校建設事業」９,２４０万円は，栄小学校のプール築造工事及び国

府小学校外２校のつり天井改修工事に関するもの，「中学校建設事業」４,１１０万

円は平田野中学校移転改築事業及び白子中学校のつり天井改修工事に関するもの，

「給食センター施設整備事業」８,２２０万円は第二学校給食センター施設整備事業

に関するものでございます。次に，議案書６ページから５４ページまでの教育費予

算案に関する説明書につきましては，議案をもって説明に代えさせていただきます。

次に，５５ページから５９ページまで，教育委員会事務局所管分の各種事業のうち，

主要な事務事業について，掲載させていただいておりますが，説明に先立ちまして，

予算編成方針の概要を簡単に述べさせていただきます。まず，予算総額の大きな部

分を占める施設整備について説明いたします。平田野中学校の移転改築事業が，グ

ラウンド整備工事などの土木工事を残すだけとなり，また第二学校給食センターの

建築工事も着工したことから，新たな施設整備や，すでに着手している事業につい

て計画的に推進してまいります。平成２６年度から新たに取り組む新規事業といた

しましては，小学校の単独給食調理室の改修事業に着手いたします。小学校の単独

給食調理室は，１９施設ございまして昭和５０年度から平成４年度にかけて建設さ

れたものです。これまで個々に修繕がなされてきたものの，老朽化が進んできたこ

とから，平成２６年度から３０年度まで５箇年かけて集中的な改修工事を行う計画

です。また，校区内の宅地開発により，児童数が急増している稲生小学校について，

普通教室棟の増築事業に着手いたします。このほか，懸案になっている屋内運動場

のつり天井改修事業や昨年度から着手した栄小学校の屋内運動場とプールの増改築

事業なども推進してまいります。また，平成２７年度からの中学校給食の実施に合

わせて，第二学校給食センターの調理配送業務の委託の準備や備品購入なども準備

いたします。次にソフト事業といたしましては，パソコンなどの情報通信機器を活

用したＩＣＴ教育に取り組むため，すべての小中学校のパソコンを更新するほか，
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ＩＣＴ教育推進ためのモデル事業の開始やＩＣＴを活用した授業の実践研究にも取

り組んでまいります。そのほかの新規事業といたしましては，今日的な課題である，

いじめ防止対策や不登校対策の新たな取組をスタートさせます。また継続事業とい

たしましては，本年度から開始した，理科教育の推進支援や学校図書館学習・情報

センター機能強化，確かな学力を育む特色ある学校づくり事業を進めてまいります。

このほか，子どもの安全安心対策として安全安心ネットワーク事業の充実強化を図

るほか，コミュニティ・スクールの推進や第３次子どもの健全育成推進基本計画の

策定にも取り組んでまいります。以上簡単ではございますが，予算編成方針の概要

を述べさせていただきました。それでは，改めまして１事業ずつ説明いたします。「国

際化教育推進費」２,９６０万４千円は，これまでに引き続き，小中学校へ外国語指

導助手や英語アシスタントを派遣するとともに，合川小学校における特別の教育課

程による外国語教育を支援する経費を計上しております。「食育推進事業費」３０万

円は，中学校給食の開始を見据えた，中学校における食育指導，給食指導等に関す

る経費を計上しております。「外国人児童生徒サポート事業費」５,４５４万７千円

は，外国人児童生徒への適応指導，日本語指導，学習支援，就学支援等に係る経費

を計上しております。「理科教育推進支援事業費」８３万円は，小学校３０校へ理科

支援員を派遣し，理科の実験・観察等を支援する経費等を計上しております。「学校

図書館学習・情報センター機能強化支援事業費」２０７万円は，小学校へ並行読書

を重視した図書の整備を行い，小学校の学校図書館の学習・情報センター機能の強

化を支援するための経費を計上しております。「確かな学力を育む特色ある学校づく

り事業費」７３８万円は，学力向上に向けた特色ある学校づくりのため，公募によ

る研究指定校を支援する経費，及び教育研究や指導力向上のための指導等に当たる

嘱託職員を雇用するための経費等を計上しております。「教職員資質向上推進事業

費」９０万円は，教職員の資質の向上を図るための，研修講座の開催に要する経費

を計上しております。なお，本事業は，平成２６年度からの新規事業でございます。

「教材開発研究事業費」１０万円は，教育課題の研究や指導資料の作成等にかかる

経費を計上しており，平成２６年度については，ＩＣＴを活用した授業実践にかか

る研究に取り組んでまいります。なお，本事業は，平成２６年度からの新規事業で

ございます。「不登校対策推進事業費」４７７万４千円は，登校支援や学校における

適応支援のためのスクールライフサポーターの派遣や，適応指導教室のけやき・さ

つき教室の管理運営に関する経費を計上しております。なお，本事業は，平成２６

年度からの新規事業でございます。「いじめ防止対策推進事業費」１００万円は，本

市におけるいじめ防止対策基本方針の策定やいじめに関する連絡協議会や重大事態

対策委員会の設置に関する経費を計上し，いじめ防止対策推進基本法に基づいた取

組が図られるよう取り組んでまいります。なお，本事業は，平成２６年度からの新

規事業でございます。「ＩＣＴ教育推進モデル事業費」１,０００万円は，ＩＣＴ（情

報通信技術や機器）を活用した教育推進のためのモデル事業として，小中学校の数

校をモデル校に，タブレット端末を活用した授業づくりの研究を行ってまいります。
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なお，本事業は，平成２６年度からの新規事業でございます。「小学校施設管理費維

持修繕費」１億３,１００万円は，小学校における維持修繕費でございまして，玉垣

小学校の高圧受電設備工事等，各種の維持修繕工事を実施するほか，先に申しまし

たように，平成２６年度から５箇年の計画で，単独給食調理室の改修工事に着手し，

老朽化した単独給食調理室の施設・設備の改善を図ってまいります。なお，平成２

６年度は，若松，鼓ヶ浦，長太，玉垣の４小学校で実施を予定しております。「小学

校教育施設扇風機設置事業費」５１１万５千円は，今年度と来年度の２箇年で行う，

小学校の普通教室への扇風機設置の事業でございまして，未設置校１１校の設置を

進めてまいります。なお，中学校分については，今年度で全て設置を完了しており

ます。「学校教育情報化推進費」４,５００万円は，小・中学生の情報処理能力等の

向上を目指し，市内全ての小学校に児童用タブレット端末を配備するとともに，市

内全ての中学校の生徒用デスクトップパソコンを更新し，ＩＣＴ機器を活用した授

業実践を推進してまいります。「学びサポート環境づくり事業費」１億３,８８６万

１千円は，少人数指導対応及び特別支援教育対応の非常勤講師や特別な支援が必要

な子どもに対する，介助員，看護師を雇用するための経費を計上しております。「小

学校施設整備費稲生小学校」４,７８０万円は，児童数の増加に対応した，普通教室

棟の増改築工事に関する実施設計や用地測量に関する経費を計上しております。本

事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。「小学校施設整備

費栄小学校」２億６,０００万円は，屋内運動場増改築の設計業務及びプールの築造

にかかるに工事費等を計上しております。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計

画の重要事業でございます。「小学校施設整備費つり天井改修」９,０００万円は，

国府，長太及び郡山小学校の３校分の屋内運動場つり天井の改修工事費を計上して

おります。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。「中

学校施設整備費平田野中学校」３億８,９００万円は，平田野中学校移転改築工事に

係る外構工事及び旧平田野中学校の解体工事費等を計上しております。本事業は，

第５次鈴鹿市総合計画実施計画の戦略的事業でございます。「中学校施設整備費つり

天井改修」３,３００万円は，白子中学校屋内運動場つり天井の改修工事費を計上し

ております。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。「青

少年対策推進事業費」６４万６千円は，第２次子どもの健全育成推進基本計画に基

づく子ども議会の開催にかかる経費や平成２７年度を計画の初年度とする第３次子

どもの健全育成推進基本計画の策定にかかる経費等を計上しております。「安全安心

ネットワーク推進事業費」３６９万４千円は，青色回転灯パトロールの実施や子ど

もの安全教育に係る経費を計上しております。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実

施計画の戦略的事業でございます。「コミュニティ・スクール推進事業費」６４２万

円は，学校運営協議会を中心とする地域ぐるみの教育環境づくりの構築及び地域コ

ーディネーターを中心とした学校の支援活動に係る経費を計上しております。本事

業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の戦略的事業でございます。「第二学校給食セ

ンター管理運営費」１億８,６６１万７千円は，第二学校給食センターで使用する可
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動備品や消耗品の購入費，調理配送業務の委託費，光熱水費，施設の保守管理委託

費，給食システム導入のための電算委託費，その他事務費等を計上しております。

本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の戦略的事業でございます。「第二学校給

食センター施設整備費」１６億５,４３６万４千円は，第二学校給食センターの建設

工事や厨房機器購入費等及び受入側の中学校の施設改修工事に係る経費を計上して

おります。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の戦略的事業でございます。

教育委員会事務局所管分については，以上でございます。 

 

（文化課長）それでは，平成２６年度教育費予算案のうち，文化振興部が所管いたしま

す予算概要について，説明いたします。はじめに，文化振興部における平成２６年

度教育予算の編成方針について説明させていただきます。老朽化している文化施設

および体育施設等の，安全・安心を確保するための維持修繕を計画的に進める予算

編成を行いました。また，指定管理者制度の導入による，指定管理者への指定管理

料の予算計上を行いました。また，シティマラソン開催費については，シティセー

ルスとしての位置づけを明確にし，地場産業振興を図る観点から，今年度好評であ

った，鈴鹿墨Ｔシャツを配布するための予算を増額しております。一方，市民の生

涯学習を支援するため，図書館における，図書及び視聴覚資料の充実を図るための

予算を計上しております。以上が予算編成方針の概要でございます。それでは，続

きまして，議案４ページを御覧ください。まず，債務負担行為でございますが，指

定管理者制度に基づく施設に係る管理費につきまして，「防災公園野球場」２,１０

０万円は，防災公園野球場の維持管理等に係る指定管理料となっております。次に

公民館建設事業につきましては，栄公民館の新築移転にかかる，建設事業でござい

ますが工事が，平成２６年度から２７年度までの２箇年に渡ることから，平成２７

年度分の工事費１億５,６００万円を確保させていただくため，債務負担行為を組む

ものでございます。次に，議案７ページから５４ページまでの教育費予算案に関す

る説明書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，議案６０，

６１ページに平成２６年度教育費予算において文化振興部が所管します各種事業の

うち，主要な事務事業を掲載させていただいておりますので，説明させていただき

ます。「市民学習活性化事業」６７万６千円は，保護者を対象にした，家庭教育支援

のための研修会の経費，及び市民へ専門的分野の学習機会を提供するための市民ア

カデミー「まなべる」の経費を計上いたしております。「史跡伊勢国分寺跡／保存整

備事業費」５,０５０万円は，史跡伊勢国分寺跡の歴史公園整備に係る経費を計上い

たしております。本事業は，第５次鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございま

す。「施設整備費/栄公民館」１億３,２４８万６千円は，債務負担行為の際にも説明

させていただきました，栄公民館の新築移転事業に係る，実施設計業務委託及び配

水管敷設工事及び建築工事，電気設備工事，機械設備工事の前金分の経費などを計

上させていただいております。本事業は，平成２５年度からの新規事業で，第５次

鈴鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。「施設整備費／バリアフリー整
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備」２,２００万円は，国府，加佐登公民館のトイレ改修工事費，及び鈴峰公民館の

トイレ増改築工事の設計に係る経費を計上いたしております。本事業は，第５次鈴

鹿市総合計画実施計画の重要事業でございます。「地域住民スポーツ活動費」４４５

万円は，各種スポーツ行事の運営に係る費用及び地区体育振興費を計上いたしてお

ります。「シティマラソン開催費」８１４万円は，第１７回鈴鹿シティマラソンの開

催委託料でございます。各事業の詳細につきましては，議案を御覧ください。以上

をもちまして，文化振興部所管分の概要説明を終わります。よろしく御審議賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

（子育て支援課長）私からは，平成２６年度予算につきまして，子育て支援課が所管す

る教育費について，説明をさせていただきます。それでは，最初に，資料１８ペー

ジの「就学事業費／就学時健康診断費」３４９万６千円のうち，５５万６千円を，

計上しております。当該事業の内容につきましては，就学指導委員会の委員報酬な

ど，委員会の運営に要する経費がその主なものでございます。本年度に引き続きま

して，幼児，児童生徒の障がいの種類や程度等の判断について，調査並びに審議を

実施し，適正な就学指導を行ってまいりたいと存じます。続きまして，２０ページ

「特別支援教育推進事業費」３２６万４千円を計上しております。「特別支援教育」

につきましては，障がいのある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的

な取組みを支援するという視点に立ち，幼児・児童・生徒一人一人を把握し，その

持てる力を高め，生活や学習上の困難を改善又は克服するため，適切な指導及び必

要な支援を行うものでございます。平成１９年４月から，「特別支援教育」が学校教

育法に位置づけられ，障がいのある幼児・児童・生徒の支援をさらに充実していく

こととなりました。このような状況のなか，文部科学省の「早期からの教育相談・

支援体制の構築事業」を活用すべくその所要経費を計上いたしております。事業の

内容といたしましては，専門的知識を有する臨床心理士を特別な支援が必要となる

可能性のある子どもとその保護者に対し，相談と助言を行いながら，教職員に対し

ても基礎的な知識や技能の向上を図るための取組みを実施していくものでございま

す。なお，当該事業につきましては，文部科学省における企画競争を前提とする公

募事業でございまして，今後は，企画提案書の提出など，事業の採択に向けて，教

育委員会と連携しながら順次取り組んでまいりたいと考えております。最後に，同

じく２０ページの「教育相談事業費」７９９万３千円でございます。こちらにつき

ましては，子ども家庭支援室において配置しております，臨床心理士と教育相談員

といった専門相談員の雇用に要する経費でございます。「臨床心理士」につきまして

は，児童生徒や保護者への相談とカウンセリングや発達検査，教職員へのコンサル

テーションを実施しております。一方，「教育相談員」につきましては，問題行動，

しつけ，発達などの子育てや家庭問題等について相談活動をおこなっております。

来年度も，専門相談員が，子どもや保護者にそれぞれの専門性を活かした教育相談

を提供してまいりたいと存じます。また，この事業は，６１ページの２６年度主要
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事務事業でございます。子育て支援課関係予算の説明につきましては，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）５７ページの学校教育情報化推進費のタブレットパソコンの更新ですが，

各学校に何台常備していくのか，又は更新していくのかをお尋ねします。もう一つ，

つり天井の改修は，学校にとって重要事項ですが，全体で何校が終了していて，何

校が残っているのかお尋ねします。 

 

（指導課長）小学校に配置するタブレットにつきましては，全部の学校で２０台を予定

しております。 

 

（福嶋委員）全部の学校で２０ですか。 

 

（指導課長）それぞれの学校で２０台ずつです。 

 

（福嶋委員）パソコンの更新というのは，ＸＰの更新ということですか。 

 

（指導課長）現在使っております児童生徒用パソコンにつきましては，５年リースで，

時期をずらして更新しておりまして，現在，一括更新するために，その更新時期が

過ぎても，引き続きそれを利用している状況です。また，それらのパソコンは必ず

しもＸＰではございません。小学校ではＸＰが約２００台でございます。 

 

（福嶋委員）各学校に２０台ということですが，今まであったものを含めてプラス２０

台ということなのですか。配置する数で全体にいきわたる数なのか，足らないのか，

又は将来増やしたいという考えがあるのかその辺りを教えてください。 

 

（指導課長）現在，各小学校には２０台ずつデスクトップパソコンが配置されておりま

すので，基本的にはそれらを撤去しますが，使えるパソコンに関しては再利用して

いく考えです。タブレットの導入につきましては，その使用目的として，授業の共

同学習の中で活用していくということを中心に置いておりまして，同時に電子黒板

機能の付いたプロジェクターを入れさせていただいて，授業でそれぞれが共同で活

用力をつける学び合いの学習等で活用していただきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）１教室に２０台ぐらいを使うということになると，２人ぐらいで貸し借り

しなければならないのですね。 
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（指導課長）人数でいきますと最低２人に１台ということになりますが，活用について

は，グループの学習ですので，学習内容や生徒の状況によって，班で１台という活

用も考えられるかと思います。 

 

（福嶋委員）ありがとうございました。 

 

（教育総務課長）私からは，つり天井の件についてお答えします。改修が必要なつり天

井として，今，残っておりますのは，小学校では国府小学校，長太小学校，郡山小

学校の屋外運動場です。中学校では白子中学校と千代崎中学校の屋内運動場が残っ

ております。つり天井の改修につきましては，平成２５年の９月末に天井落下防止

の技術基準が公表されましたので，新基準に合わせた天井の設置を予定しておりま

したが，文部科学省から「つり天井を撤去するように」という強い要請がありまし

たことから，現在，天井の撤去工法で，設計を進めているところでございます。今

年度設計が出来上がってまいりましたら，平成２６年度予算で小学校３校の国府，

長太，郡山，中学校１校の白子については，つり天井の撤去工事を平成２６年度で

終わらせる予定でおります。残っている千代崎中学校につきましては，平成２６年

度に給食用エレベーターの設置工事がありまして，同時施工は難しいということが

あります。また，屋内運動場の床も痛んでいるということですので，千代崎中学校

につきましては，平成２７年度に床改修と同時につり天井の改修を行う予定でござ

います。 

 

（下古谷委員）情報端末の件について，もう少し教えてください。情報端末を各校に２

０台入れていくということですが，タブレットを入れていくということは，小学校

のＬＡＮ環境といいますか，無線ＬＡＮを使用した環境も必要になってくると思い

ます。その予算もこちらに含まれているのですか。 

 

（指導課長）通常の学校につきましては，外部のインターネットと接続しないような環

境で，教室内ＬＡＮ環境で使えるようなことを考えております。 

 

（下古谷委員）タブレット端末を利用した授業づくりの推進等と書かれておりますが，

各先生方が色々な授業をされる時に，このタブレットを利用されると思います。そ

ういった場合において，タブレットを使用するためのソフトを開発することも，こ

の予算の中に計上されていると考えていいでしょうか。 

 

（指導課長）基本的に授業で使えるようなソフトについては，この予算の中に入ってお

りますが，このことについては，今後，研究をしながらソフトウェアについても，

メーカーさんの方とも共同で研究をして進めたり，学校の先生が使い勝手の良いよ

うに，独自の教材を使われたり等，そういったことを進めていきたいと考えており
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ます。 

 

（下古谷委員）そうしますと，基本的には，市販の教材を使用した授業が行われていく

ということでよろしいでしょうか。 

 

（指導課長）導入するソフトにつきましては，市販の学習用のソフトではなく，ツール

として学習や授業でタブレットの使用を考えていますので，ツールとして使えるた

めのソフトについては，この予算に計上されています。 

 

（下古谷委員）もう一点。５６ページですが，教材開発研究事業費にＩＣＴを活用した

授業実践研究として１０万円の予算が計上されています。何となく０がもう少した

くさんあっても良いような気がしますが，今後は，こういう部分が重要視されてい

く分野だと思いますので，ぜひ御検討いただければと思います。 

 

（岡井委員）教育予算は,財政部局と市長ヒアリングを経てきているものだと思いますし，

厳しい財政状況もあるかと思いますが，必要性とか効果を訴えて，勝ち取ったとい

うような新規事業や増額した事業等があれば教えていただければと思います。文化

振興部の方は，ここに挙げていただいてありますのは継続事業ばかりですが，新規

事業についてはどうだったのか教えてください。 

 

（教育総務課長）新規事業といたしましては，先ほど予算編成方針のところでも言わせ

ていただきましたけれども，まず，小学校の単独給食調理室についてですが，小学

校には１９校の単独給食調理室がございまして，実際に設置したのが昭和５０年か

ら平成４年というような時期につくられていますので，かなり老朽化が進んでいま

す。今までは個々に修繕はなされてきているのですが，給食調理室は，普段は改修

ができないこともありまして，平成２６年度から３０年度までの５箇年をかけて，

特に夏休み期間に集中的に改修工事を行おうと提案をさせていただき，今まで手を

つけられてこなかったものに着手ができるということになりました。それから，も

う一つ新規事業として，稲生小学校の校舎の増築事業があります。稲生小学校につ

いては，校区内の宅地開発が進んでいて児童数が急増しております。これについて

も児童数に見合った普通教室棟として，鉄筋２階建てのものを用意していきたいな

と考えております。それから，栄小学校の屋内運動場とプール増改築ですが，これ

は文化振興部の栄公民館の移転に合わせて準備をさせていただいています。公民館

と学校やプールとをなるべく共同で行って，経費の節約を図って取り組んでいきた

いと思っております。ソフト事業については，先ほどから出ておりますＩＣＴの情

報通信機器ですが，以前は，年度を分けて少しずつ整備しておりましたものが，全

部の更新の予算をつけていただきましたので，非常にありがたいと思っております。

また，予算として多くはついておりませんが，いじめ防止対策の基本方針の作成の
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費用や，不登校対策の方も着手させていただています。予算としては教育費全体で

１億７,８００万円の減額になっておりますが，ほとんどが平田野中学校関連予算の

減額ということで，中学校費で１６億円ぐらい落ちているのですが，それ以外の小

学校費，社会教育費，保健体育費は，いずれも増額でございます。予算だけ見てい

ますと，昨年より減額したと思われますが，実際には，中学校費の平田野中学校建

築工事が来年度で終わりですので，その分を差し引きますと，かなりの部分で教育

費は充実していただいたのではないかと思っております。 

 

（文化振興部長）文化振興部は継続の予算が多く，新規的なものはあまりないのですが，

今回は選択と集中ということで，図書館の図書購入費を１０％増額いたしました。

その他の予算を切り詰める中で，割り当てられた枠配分の中で増額をしています。

それと同じようにシティマラソンにつきましても８,０００人弱の方が鈴鹿へお越

しいただいておりますので，なんとかそれを盛大にしたいということで，去年より

３００万円程度，委託料を増やしました。それも部局内の予算を削ってそちらへ割

り当てたという予算配分をさせていただいています。それと直接教育費には関係な

いのですが，総務費の分野になりますが，文化会館の舞台の調光盤をゼロベースか

ら１億５,０００万獲得いたしました。最終の市長査定で認めていただいて，調光盤

を全部更新することができるようになりました。開館以来，ずっと古いままの調光

盤を使っておりまして，修理もできない状況のものを，やっと来年換えられること

になりました。また，これに合わせて高圧ケーブルも換えて，施設の維持として，

なんとか長寿命化を図っていこうという予算編成をさせていただいています。 

 

（岡井委員）雑入の図書購入費の助成金１,８００万円については，どこから助成されて

いるのですか。また，この他のところからもたくさん助成していただければ，なお，

ありがたいのですが，毎年１,８００万円なのでしょうか。もっと他からもいただけ

るのでしょうか。 

 

（図書館長）その財源については，オータムジャンボの売上金からのものでございます。

歳入予算としては１,８００万円になっていますけれども，オータムジャンボの売れ

た金額によって多少増減します。 

 

（文化振興部長）オータムジャンボのお金につきましては，違う事業にも割り当ては可

能でございますが，一応，財政当局の考えで，図書購入費の方に充当していただい

ております。 

 

（福嶋委員）先ほどの給食調理室の改修に関連して，今年度，給食の中に異物が混入す

るという事件が色々ありましたが，それも老朽化というのが原因の一つとしてある

のかなと思います。その面でも改善ができるということになるのでしょうか。 



１２ 

 

 

（教育総務課長）普段はＯ-１５７等の関係で私たちは調理室に立ち入りできないのです

が，今回の予算の要求に先立ちまして，冬休みの期間中に，全部の調理室を回らせ

ていただきました。そうすると，例えば，戸の隙間から虫が入ってくるようなスペ

ースがあるとか，蛍光灯についても昔の基準で設置されているので，非常に手元が

暗いとか，そういう欠点があるのがわかりました。そういうことから，虫が入らな

いように戸や窓を全部修繕する，蛍光灯を全部換える，水道管も傷んでいるものが

ございますので，そういうようなものを換える等することで，かなりの部分が良く

なるのではないかと考えております。 

 

（福嶋委員）文化振興部の公民館のトイレの改修として男女を分けていこうということ

ですが，これは使う側にとっては大きな関心事ですので，今回，これをやっていく

と，残っている公民館はどのくらいになるのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）公民館は，ふれあいセンターを含めて３１館ございます。平成２５年

度までに男女別のトイレ改修は１９館実施してまいりました。あと，残り数年かか

るということになりますが，バリアフリーの観点と男女別トイレのことはもちろん

のことでございますので，予算の関係もございますが，年次的に計画を立てまして，

順次，進めてまいりたいと考えております。 

 

（福嶋委員）気持ち良い公民館であればみんなも集ってくると思いますので，よろしく

お願いしたいと思います。 

 

（岡井委員）２６ページと３０ページの小学校費と中学校費の修学旅行費ですが，小学

校では約１０万円，中学校は約６０万円を計上してあるのですが，この中身を教え

てください。 

 

（指導課長）この修学旅行費につきましは，企画手数料でございます。 

 

（下古谷委員）情報教育にこだわって申し訳ないのですが，非常に重要な位置付けだと

考えておりますので，意見として言わせていただきます。前回の教育委員会で，福

嶋委員からの御意見を反映して，アクションプランに情報モラル教育を復活して入

れていただくことになっておりますので，情報モラル教育の関連の予算についても

考えていただければ良いのでないかと思います。 

 

（委員長）色々お話を伺っていますと，各課が一生懸命，予算獲得に向けて努力してい

ただいてありがとうございます。そこで，このタブレットについては，一応，各学

校に２０台ということですが，最終的にここに書いてあるように，研究成果につい
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て市内の学校に還流していくとなっておりまして，今後，子どもの学習意欲の向上

等がみられたときには，最終的には１人１台ということは，計画として入れていた

だけるのでしょうか。 

 

（指導課長）先ほど私の方からお話させていただいていましたのは，全体的な整備のこ

とでございまして，これとは別にＩＣＴのモデル校といたしまして，小学校２校，

中学校１校程度を考えておりますが，そういうところで先行的に研究をしていきま

す。合川小学校においては英語教育での活用を，稲生小学校については国語や算数

での活用を，そして平田野中学校については理科での活用を図り，教科での活用を

深めて，その成果を見ながら，市内の活用について普及していきたいと考えており

ます。今のところその後の条件整備については拡張性のある記述になっております

が，未定でございます。 

 

（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１６０６号「平成２６年度鈴鹿市教育費予算案について」を原案の

とおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１６０６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１６０７号「鈴鹿市適応指導教室設置条例施行規則

の制定について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市適応指導教室設置条例施行規則を制定するについて，鈴鹿市教育委員

会教育長事務委任等規則第１条第２号の規定により，この議案を提出します。なお

詳細は，教育研究所長から説明いたします。 

 

（教育研究所長）それでは，私からは議案第１６０７号「鈴鹿市適応指導教室設置条例

施行規則の制定について」説明いたします。６３ページを御覧ください。先の１１

月の教育委員会でも申し上げましたが，適応指導教室は，不登校の児童・生徒に対

し，学校生活への適応のための指導，助言等を行い，学校生活への復帰を支援する

ため，学習や生活に関する指導・助言や学校生活への復帰を促す活動等を行うため

の機関でありまして，これまで，本市の適応指導教室は，鈴鹿市立教育研究所の所

管として，市役所西館に設置している「けやき教室」及び高塚町地内に設置してい

る「さつき教室」の２教室において子どもの受け入れを行ってきておりました。し

かしながら，平成２６年４月１日付けの組織機構の見直しにより，鈴鹿市立教育研
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究所を廃止することになりましたので，２つの適応指導教室を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，教育委員会が管理する教育機関の

一つとして位置付けることとして，「鈴鹿市適応指導教室設置条例」の制定について

１１月教育委員会定例会の承認及び１２月の市議会の議決が得られました。つきま

しては，「鈴鹿市適応指導教室設置条例」の第５条において，本条例施行に関して必

要な事項は教育委員会規則で定めるという規定に基づき，この条例の施行に関し，

必要な事項を定めた「鈴鹿市適応指導教室設置条例施行規則」を改めて，教育委員

会にお諮りする次第でございます。具体的には，第２条により，適応指導教室の利

用時間として，午前８時３０分から午後５時１５分までとし，第３条により，休業

日は，（１）日曜日及び土曜日，（２）国民の祝日に関する法律に規定する休日，（３）

１２月２９日から翌年１月３日までの日といたしました。また，適応指導教室に通

室する手続きといたしましては，適応指導教室に通室することを指導要録上出席扱

いとするためには，学校への復帰を前提とし，かつ，不登校児童生徒の自立を助け

る上で，有効かつ適切であると学校長が判断することが必要であると，平成１５年

５月の文部科学省通知により示されておりますことから，第４条に示すように，通

室の手続きを，保護者の学校への申出，学校長から教育委員会に申請，教育委員会

から学校長に決定の通知，学校長から保護者に結果の通知といった流れで行うよう

にいたしました。次に，第５条において，通室の期間は，決定した通室開始の日か

ら当該日の属する年度の３月３１日までとしておりますが，「保護者が引き続き通室

を希望する場合には，通室の期間を更新することができる。」こととして，第６条に

おいて，第４条の規定を準用して更新の手続きを行うことができることにいたしま

した。また，適応指導教室を，年度の途中で退室する場合におきましても，第４条

の通室の手続きの場合と同様に，「退室が適切である。」という学校長の関与が必要

であることから第７条に示すように，保護者は学校長に申し出て，学校長が教育委

員会に届け出るといった流れで行うよう定めました。第８条においては，教育委員

会が学校長に通室の状況や指導の状況等を毎月報告する義務について，第９条にお

いては，保護者，学校，教育委員会の三者が，通室者が学校生活に復帰できるよう，

相互に連携協力する関係を保つことについて定めてあります。最後に，第１０条に

おいて，この規則に定めるもののほか，必要な事項は，教育委員会が別に定めると

いう，委任規定を定めております。以上でございます。よろしく御審議いただきま

すようお願いします。 

 

（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）通室手続のところに，子どもの状況を書く欄は無いのでしょうか。この様

式には無いようですが。例えば，「こういう状況なので，このお子さんがここに通室

したい」といったようなものは，また，違う申し送りとして行うのでしょうか。 
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（教育研究所長）これは，何度かやり取りを行いまして，けやき教室やさつき教室に通

室するのが適切ではないかということを，学校とも保護者とも面談を行っていく中

で，連携を取りながら行っていきます。 

 

（福嶋委員）もちろんそうだと思いますが，文書等では提出しないということですか。 

 

（教育研究所長）手続き上ではいたしません。 

 

（福嶋委員）わかりました。 

 

（下古谷委員）今の手続きに関してですが，保護者から申出が学校にあって，学校長か

ら教育委員会に申請がきて，学校長へ戻っていくという過程の中で，学校長が適切

だと判断する場合の判断基準というのは，各学校で異なることはないのですか。 

 

（教育研究所長）これについては，あくまでも子どもをみている学校長が，通室が適切

であるかどうかを判断されるということですので，学校長の判断に任されておりま

す。 

 

（下古谷委員）例えば，極端な言い方をしますと，Ａの学校では認められるケースでも，

Ｂの学校では学校長が認めないというケースもあるということですか。 

 

（教育研究所長）適応指導教室への通室が適切であるかどうかの判断については，校長

会等において共通理解を図っておりますので，あまりに判断が異なるということは

ありません。 

 

（岡井委員）不登校の子どもの保護者の方は，毎日，非常に気持ちが重いと思いますの

で，適応指導教室があるので，気軽に来ていただけるような配慮が，色々な場であ

るのが良いと思います。そういったことから，この様式を見ていると，「施行規則第

何条の規定により」という文面が，非常に目に付きます。公的な表現ですのでこの

ようにしてあると思うのですが，保護者からの申出や校長先生からこういう様式で

第何条により決まりましたとか，６８ページの「引き続き通室を希望する場合は，

同規則第６条の規定により」とか，法的に根拠をつけることが良いのかどうかと思

います。保護者の方に届出を出していただくときに，施行規則もお渡ししていると，

「こういう規則があるんだな。」とわかると思いますが，こういう法的根拠があると

気が重くなり，親近感がなくなるというか敷居が高くなるような感じがします。校

長先生が出す様式であれば良いのですが，保護者の方に出してもらう様式は，なる

べく丁寧に，優しくしてもらうことも大事ではないかと思います。ですから，この

６８ページの備考の部分も非常に丁寧に書いてもらってあるのですが，根拠規定が
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書いてありますので，ここは，「引き続き通室をご希望される場合は学校長を通して

お進めください。」とか，最後のところも「自己責任で安全に」と書いてありますが，

「事故に気を付けてお越しください。」等，これは一例ですが，保護者の方に対して，

気持ちを考えて様式や文言を考えていただくと非常に嬉しいと思います。やはり法

的根拠ですから，書かなければならないのでしょうか。 

 

（教育研究所長）一応手続ですので，施行規則という形で行っていくことになりますが，

この手続きを出すに至るまでには，かなり保護者の方ともやり取りを行いまして，

例えば，けやき教室に来ていただいたりとか，担当者と話をしていただいたりとか，

又は保護者会がありまして希望される保護者の方に来ていただいたりとか，カウン

セリングをしたりとか，そのような色々な話し合いを通して，「通室してみようかな」

という方もいらっしゃいます。このように，受け入れるにあたっては，学校でも保

護者の方とやり取りをしますので，手続きとしては硬くなってしまいますが，御理

解いただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）現在，何人ぐらい通っていて，定員は何人というのが決まっているのです

か。 

 

（教育研究所長）１１月末現在で，けやき教室とさつき教室を合わせて３０名ぐらいで

したが，現在は４０名ぐらいに増えております。定員ということでは，特に定めて

いません。 

 

（福嶋委員）なるべく来てもらえる方が良いと思っているのですが，場所とか色々な面

でギリギリなのではないかと思いますので，なるべく居心地が良くて，よい方向に

進む環境づくりをお願いしたいと思っています。 

 

（岡井委員）福嶋委員から届出のときに状況を書く欄があった方が良いのではないかと

ありましたが，６９ページの退出の願いですが，これも保護者と校長先生とが，十

分話し合いをされて出されると思いますが，退出の理由を書くことも必要なのでは

ないかと思いますがいかがでしょうか。 

 

（教育研究所長）退出というのは，「明日から来なくていいですよ」というようなケース

はほとんどありません。現在は，年度をまたいでも通室を続けている子どもが多く，

通室の期間が決まっていませんでした。それを今回，年度を更新して，再度，１学

期から通室の継続を希望される場合には，更新手続きを行う形に変更しました。ま

た，そろそろ学校に通えそうかなという場合にも，明日からすぐに行けるものでは

ありませんので，今でもチャレンジ登校と言いまして，徐々に学校へ行く時間を増

やしていくということを続けていって，それに慣れてくれば退室の手続きを行うと
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いうことになりますので，そういった状況の中で把握していくということで御理解

ください。 

 

（福嶋委員）申請等のやり取りの他に，「個別にこういう状況があって問題が生じていて，

それをこういうふうに解決して登校するようになりました。」という記録はとってい

るのですか。 

 

（教育研究所長）毎日記録をとっておりまして，その状況報告として，毎月末に必ず在

籍校の学校長へ報告するようになっております。 

 

（委員長）一生懸命ありとあらゆる手段を色々考えながら，学校へ戻れるよう努力され

ているのは良くわかりました。そこで，けやき教室やさつき教室で預かっている間

に，学校へ戻るために，教育委員会で計画したこの子たちのカリキュラムはあるの

ですか。 

 

（教育研究所長）適応指導教室では，学校が定めた教育課程と同等のことをしていると

いうことを学校長が判断をし，通室を認めているという前提があります。しかし，

適応指導教室での指導は個人によって千差万別で，色々な授業やソーシャルスキル

トレーニング等を行っており，また，子どもによって個別対応が良い場合や集団対

応が良い場合等色々なケースがありますので，学習指導要領の範囲内で，適応指導

教室における独自のカリキュラムを組んで，子どもたちを指導しています。 

 

（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１６０７号「鈴鹿市適応指導教室設置条例施行規則の制定について」

を原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１６０７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１６０８号「鈴鹿市教育委員会市民委員会規則の一

部改正について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市教育委員会市民委員会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。な

お詳細は，教育総務課長から説明いたします。 
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（教育総務課長）それでは，議案第１６０８号「鈴鹿市教育委員会市民委員会規則の一

部改正について」説明申し上げます。市民委員会規則は，各種の行政課題に関して，

広く市民からの意見を聴くとともに，市民参加による開かれた教育行政の遂行に資

するため，各種の委員会を設置するための規則でございます。この度の一部改正に

おきましては，大きく次の３点の理由から行うものでございまして，その理由は，

①鈴鹿市立教育研究所設置条例を廃止する条例が平成２６年４月１日に施行され，

今年度をもって，教育研究所を廃止すること。②既に役割を終えた委員会が規定さ

れていることから，それらを削除すること。③国のいじめ防止対策推進法に基づく，

いじめ防止対策推進基本方針の策定を行う必要があることでございます。よって，

議案書の７３ページの新旧対照表にございますように，鈴鹿市立教育研究所設置条

例を廃止する条例の施行に伴い，旧規則別表の「３ 鈴鹿市立教育研究所運営審議

会」を削り，また，既に検討を終了し，その役割を終えている「５ 鈴鹿市幼稚園

再編整備検討委員会」及び「６ 鈴鹿市中学校給食検討委員会」を削るとともに，

いじめ防止対策推進基本方針の策定のための委員会として，別表に新たに「４ 鈴

鹿市いじめ防止対策基本方針検討委員会」を位置付けるものでございます。新たに

規定する「鈴鹿市いじめ防止対策基本方針検討委員会」の目的，所掌事項，選任基

準，定数，任期，事務局は記載のとおりでございまして，平成２６年度から，基本

方針の策定作業にあたってまいりたいと考えております。また，その他，所要の規

定整備として，第８条の見出しを改正することとしております。なお，今後の本市

のいじめ防止対策の方向性等に関しましては，人権教育課長から説明いたします。

以上でございます。 

 

（人権教育課長）それでは，私からは議案第１６０８号の鈴鹿市教育委員会市民委員会

規則の一部改正に係る「鈴鹿市いじめ防止基本方針の策定について」説明申し上げ

ます。資料７７ページを御覧ください。いじめは，いじめを受けた児童等の教育を

受ける権利を著しく侵害し，その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を

与えるのみならず，その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあること

から，いじめの防止，いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的

かつ効果的に推進することを目的とし，平成２５年６月２８日に「いじめ防止対策

推進法」が公布され，同年９月２８日に施行となりました。また，同年１０月１１

日には，「いじめ防止対策推進法」第１１条に基づき，「いじめ防止等のための基本

的な方針」が策定されました。「いじめ防止対策推進法」及び「いじめ防止等のため

の基本的な方針」には，地方公共団体が実施すべき施策として，県や市町におきま

しても「いじめ防止基本方針」の策定に努めることが示されております。このほか

の主な内容としましては，資料にありますように「いじめ問題対策連絡協議会」や

「付属機関」の設置，重大事態発生時の調査及び再調査についての規定がございま

す。これらを受けまして，三重県は，平成２６年１月２９日に「三重県いじめ防止

基本方針」を策定し公表しました。このような動きの中，本市におきましても，い
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じめ問題は，子どもの教育の重大な問題の一つと認識しており，すでに日々取り組

んでいるところではありますが，基本方針を定め，いじめ防止等の対策をさらに総

合的，効果的に取り組んでいく必要があると考えます。そこで，「鈴鹿市いじめ防止

基本方針」を策定する組織として「鈴鹿市いじめ防止対策基本方針検討委員会」を

設置するため鈴鹿市教育委員会市民委員会規則の一部改正を行うことを提案いたし

ました。なお，今後の方針策定スケジュールにつきましては，４月から６月にかけ

て検討委員会で方針案の検討を行い，７月の教育委員会定例会にてご審議を賜りま

したのち，８月には市民の皆様からパブリックコメントを寄せていただき，９月に

「鈴鹿市いじめ防止基本方針」としてまとめ，公表させていただく予定をしており

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）いじめ防止基本方針の検討委員会というのは，何名ぐらいでどういった方

を考えているのでしょうか。 

 

（人権教育課長）７２ページの資料を御覧いただきたいと思います。ここに検討委員会

の目的，選任基準等が記されていまして，基本方針の策定にあたるまでの期間に（１）

から（８）までにありますように，学識経験者，幼稚園長及び学校長の代表者，鈴

鹿市自治会連合会の代表者，鈴鹿市ＰＴＡ連合会の代表者，人権擁護委員さん，主

任児童委員さん，鈴鹿市警察署の職員の方と，市民公募委員は２名を予定していま

すが，こういった方々に集まっていただいて，１０人以内で検討委員会を組織した

いと思っております。 

 

（福嶋委員）委員会のメンバーというのは，従来ですと充て職が多かったと思いますが，

今回は公募による市民の方や教育委員会の所属以外の方が入っていただいておりま

すので，やはり，より積極的にと言いますか，適切な方を選出していただきたいと

思います。 

 

（下古谷委員）この委員会ですが，定員が１０名以内ということになっています。上か

ら足していきますと，第９号の必要と認める方のところで選出された方を入れて，

第９号の方が１名だとすると，全員で１０名になります。そこで，第９号の方が複

数出てきた場合には，１１人になってしまいますが，そういう場合は想定されてい

ないのでしょうか。 

 

（人権教育課長）これは策定の検討をしていただくということで，それぞれの分野から

１名は出ていただくという形で審議をいただく予定です。そして，出来上がった基

本方針に基づく具体的な運用を図っていく取組の方向性や，取組を検証していただ
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く組織としては，別に設けることになってくると思っております。そういった中で

は，もう少し広いメンバーになるかとも考えております。 

 

（岡井委員）７２ページの検討委員会のメンバーについてですが，第７号までは，年齢

的に４０代あるいは３０代未満の方はいないのではないかと思います。ですから，

できれば第８号，第９号で選出する方は，いじめの現場に近い世代である，中学生，

高校生，大学生等の若い方で，いじめ防止に熱意と意欲がある方をぜひ加えていた

だくと，いじめを体験した方や関わった方が参画できて良いのではないかと思いま

す。基本方針となるものですので，本当に実際の現場と結びついた方針にするため

には，ぜひ若い方を入れてほしいと思います。もし人数がオーバーするようでした

ら，オブザーバーのような形で何回か来ていただいて，意見を聞かせていただく等，

若い方に参画していただいて御意見を聞かせていただけたらと思います。 

 

（人権教育課長）特に公募の委員については，今後，この委員会に参画していただくに

あたって，動機であるとか，いじめ防止のことについてどういったお考えをお持ち

かということを，短い作文に書いていただいて，その中から適した方を選出してい

きたいと考えていますので，今の御意見に沿うような方がいらっしゃいましたら，

お願いすることになるかと思っております。 

 

（委員長）公募の委員は，広報に載せて募集するのですか。 

 

（人権教育課長）はい。公募委員は，市の広報で募集をかけたいと思っています。 

 

（委員長）いつの広報に載せる予定ですか。 

 

（人権教育課長）これは，３月５日号に載せます。 

 

（委員長）７４ページの５番の鈴鹿市幼稚園再編整備検討委員会は，なくなるのですね。 

 

（学校教育課長）既に幼稚園再編の計画につきましては，教育委員会で承認を得ており

まして，この幼稚園再編整備検討委員会は終わっております。 

 

（委員長）この委員会の目的にある就学前教育のあり方というのは，もう既に検討され

て，何か決まった取組みがあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）既に答申を出していただいています。平成２１年だったと思います。 

 

（委員長）そう意味で，今回廃止するのですね。ありがとうございます。 
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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１６０８号「鈴鹿市教育委員会市民委員会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１６０８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１６０９号「地方自治法第１８０条の７の規定に

基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正につい

て」から８番目の議案第１６１３号「鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要

綱の一部改正について」までは，教育委員会事務局の組織・機構の見直しによる諸

規定の改正に係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）教育委員会事務局の組織・機構の見直しにより関係規則等の一部を改正する

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。なお，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１６０９号「地方自治法第１８０条の７の規定に基

づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正」から議案

第１６１３号「鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱の一部改正」まで一

括して，説明申し上げます。これらの例規の一部改正につきましては，１２月市議

会定例会において，鈴鹿市行政組織条例の一部改正及び鈴鹿市立教育研究所設置条

例を廃止する条例が可決されたこと，また，前回の１月教育委員会定例会におきま

して，鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正を御承認いただいたことから，

平成２６年４月１日以降，教育委員会事務局が新たな組織体制となり，また，保健

福祉部子育て支援課子ども家庭支援室が子ども家庭支援課となりますので，それぞ

れの例規について，所要の規定整備を行うものでございます。それぞれの改正理由

ですが，議案第１６０９号「地方自治法第１８０条の７の規定に基づく教育委員会

の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正」は，鈴鹿市行政組織条例

の一部改正において，現在の子育て支援課子ども家庭支援室が子ども家庭支援課と

なることに伴う一部改正。議案第１６１０号「鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決

裁規程の一部改正」は，教育研究所の廃止及び教育委員会事務局の新たな組織体制

への移行に伴う専決事項の整理。議案第１６１１号「鈴鹿市青少年対策推進本部設

置要綱の一部改正」は教育委員会事務局の青少年課が教育支援課になることに伴う

一部改正及び所要の規定整備。議案第１６１２号「鈴鹿市教育委員会が実施する意
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見公募手続に関する要綱の一部改正」は教育研究所の廃止に伴う一部改正。議案第

１６１３号「鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱の一部改正」は教育研

究所の廃止及び子ども家庭支援室が子ども家庭支援課となることに伴う一部改正で

ございます。それぞれの一部改正の詳細については，議案及び新旧対照表のとおり

でございます。以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

 

（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。 

 

（下古谷委員）１０５ページの鈴鹿市青少年対策推進本部のところですが，第２条の第

４項のところで，改正前では（１）三重県鈴鹿警察署長が入っていたのが，新しい

方では削除されています。特に青少年健全育成の場には警察の方が必要であると思

いますので，削除する理由を教えてください。おそらく，必要なときには，新しい

要綱の（１０）の本部長が必要と認める者として入ってくるのだろうと思いますが，

そのあたりを教えていただければと思います。 

 

（教育総務課長）旧の要綱の鈴鹿警察署長については，他の機間の役職の方です。これ

は，法令的な整理として，他の機関の方は入れないという基本に沿うものでござい

ます。実際には下古谷委員が言われたように警察の方については，本部長が必要と

認めるものとして，整理をするという形でございます。 

 

（岡井委員）教育委員会の後援要綱に関連してですが，どのくらい後援の申請があって，

どのくらいが承認され，どのくらい不承認があるのかを教えてください。また，承

認されますと，例えば，打合せ等で公民館を使用するときに安く借りることができ

る等といった特典のようなものがあるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）後援の件数につきましては，教育委員会事務局の分と文化振興部の分

ございまして，全体の数値を今持ち合わせておりません。申し訳ありません。もう

一つ，特典があるのかということですが，特典はございません。 

 

（岡井委員）後援していても一般と同じ扱いになるのですか。 

 

（生涯学習課長）後援の有無に関わらず，公民館の使用については同じです。 

 

（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１６０９号「地方自治法第１８０条の７の規定に基づく教育委員会の

権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正について」，議案第１６１０号

「鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部改正について」，議案第１６１１

号「鈴鹿市青少年対策推進本部設置要綱の一部改正について」，議案第１６１２号「鈴
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鹿市教育委員会が実施する意見公募手続に関する要綱の一部改正について」及び議

案第１６１３号「鈴鹿市教育委員会後援等の取扱いに関する要綱の一部改正につい

て」を原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１６０９号，議案第１６１０号，議案第

１６１１号，議案第１６１２号及び議案第１６１３号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして報告事項に移らせていただきます。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，私からは，学校教育分野の平成２６年度アクションプラン

について説明申し上げます。このアクションプランについては，前回の１月教育委

員会定例会におきまして，前年度からの変更点等について報告させていただき，委

員の皆様から御意見を頂戴いたしました。今回は，前回の報告時にいただいた御意

見と平成２６年度当初予算案の編成が終了しましたので，その予算案をふまえて，

内容を一部変更いたしましたので，報告させていただくものでございます。変更し

た点は，「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「４ 情報教育の充実に取り組みます」に関する部分のみでございます。まず，

１点目として，前回の委員会における福島委員からの「情報モラル教育の推進につ

いては，最近の深刻な問題を鑑みて，削除しない方が良いのではないか」という趣

旨の御意見を受けて，③に「情報モラル教育の推進」を再度掲げ，推進していくこ

とといたしました。次に２点目として，予算編成の結果により，小学校全校へのタ

ブレット端末の導入と小中学校でのタブレット端末を活用したＩＣＴ教育の推進モ

デル事業が認められましたので，①として「小学校におけるタブレット端末を活用

したＩＣＴ教育の推進」及び②として「ＩＣＴ教育推進モデル事業の実施」に変更

いたしました。なお，前回の教育委員会後，１月２７日までを期限としておりまし

た委員の皆様からの御意見は，ございませんでしたので，平成２６年度アクション

プランについては，このような内容で進めてまいりたいと考えております。以上で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 

（文化課長）社会教育分野のアクションプランについて説明いたします。前回の教育委

員会定例会におきまして御意見をいただきました，青少年の健全育成の部分の目標

値について，生涯学習課長から検討内容を報告させていただきますのでよろしくお

願いいたします。 
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（生涯学習課長）社会教育分野の左側の緑の部分の「２青少年の健全育成」の一番下で

すが，修正点はこの１点でございます。指標の「満足」の実績の数値の根拠を，も

ともと設定していた「満足」と答えた人だけの実績数に戻すこととさせていただき

ました。これについては，社会教育委員の皆様にも諮らせていただき，同意をいた

だいておりますので，報告させていただきます。今後は，この「満足」の数値をさ

らに向上させるべく取り組んでまいりたいと思います。 

 

（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。 

 

（教育総務課長）今後のアクションプランに関するスケジュールでございますが，議会

で予算案議決後，議決済み予算に基づく必要な修正がある場合には修正を行います。

また，現状値を平成２５年度確定値に変更します。確定したものは，再度，４月教

育委員会定例会で報告させていただきますので，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「第７回美し国三重市町対抗駅伝について」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２番目「第７回美し国三重市町対抗駅

伝について」説明申し上げます。今回で７回目となる本大会が，２月１６日の日曜

日に三重県庁から伊勢市の県営陸上競技場を結ぶ４２.１９５キロ１０区間で開催

されます。鈴鹿市代表チームのメンバーと大会関係資料につきましては，３ページ

から６ページに記載のとおりでございます。当日は，レースの模様が，三重テレビ

で生中継されますので，よろしければ御覧いただきたいと思います。以上で報告と

させていただきます。 

 

（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）いつも良い成績をあげていただいていますが，今年はいかがなものでしょ

うか。 

 

（スポーツ課長）昨日，結団式を１２階で選手と市長を交えて開催しました。皆さんは

頑張りますと言っておられたのですが，懸念材料といいますか，このチームのエー

ス格である愛敬さんという方が，今大会は怪我の関係で出られなくなったというこ

とでした。いつも５区を走っていただき，そこで貯金を作ってくれていたのですが，

４０代の男性の方なのですが，その方が今回走れないということで，かなりチーム

のメンバーの方も懸案事項と言われていました。それでも３位ぐらいは狙いたいと

おっしゃっていましたので，私どもも期待をしております。皆さんの頑張りでなん

とか目指していただきたいと思っております。 
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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，３番目

の「鈴鹿市立図書館サービス方針（案）について」をお願いします。 

 

（図書館長）図書館は，昭和５６年に開館以来，図書館サービスを市民の方に提供して

きましたが市民に図書館サービスの内容を明示し，職員にとって業務を遂行する上

での指針となるものは，整備されていませんでした。一方，平成２４年１２月に改

正された文部科学省告示の「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」の中で

は，「図書館の実施等に関する基本的な運営の方針を策定し，公表するよう努めるも

のとする」とされています。ＩＴの進展や国際化，少子・高齢社会の到来による社

会構造の変化の中で，市民ニーズは多様化・高度化し，図書館を取り巻く環境も大

きく変わりつつあります。こうした社会環境に見合った図書館運営を効率的・効果

的に展開していく必要があることや市議会からも「図書館のあり方」について提言

をいただいたことなどから，まずは，現行の施設における「鈴鹿市立図書館サービ

ス方針」を策定することとしました。今回の「鈴鹿市立図書館サービス方針」の策

定に当たりましては，学識経験者や社会教育関係者，学校関係者，ボランティアグ

ループ代表の９人の委員で構成される「鈴鹿市立図書館運営委員会」において昨年

度実施しました「図書館利用者アンケート」結果も参考にしていただきながらサー

ビス方針（案）をまとめていただきました。それでは，内容につきまして説明いた

します。まず３ページには，サービス方針策定に当たっての背景と目的，サービス

方針の期間，サービス方針の進行管理を記載しております。ここでは，サービス方

針の期間を当面５年とし，この間におきましても次期総合計画との整合を図る必要

もあることから見直しや調整を行うこととしております。また，図書館サービスが

適切であるか評価するとともに，本方針に示された各項目の進捗状況について毎年，

運営委員会で評価をしていただき，翌年度以降の取組に反映させたいと考えており

ます。次に４ページから７ページまでが，図書館サービスの状況と利用者・未利用

者の意識や動向と図書館を取り巻く環境変化と課題でございます。これまでの図書

館は，いわゆる貸出サービスに重点が置かれ，その結果として，多様な市民ニーズ

に対応できていない状況となっていました。今後ついては，貸出サービスの充実は

当然のことでありますが，図書館が持つ多様な情報を活用，発信し，市民の課題解

決を支援することができる生涯学習支援施設としての役割を果たしていくことが，

重要となると考えております。このような状況を踏まえ，８ページからは利用者ア

ンケートの結果や，市議会からの提言，国の「公立図書館の設置及び運営上の望ま

しい基準」などを参考に，方針１「情報の拠点施設としての情報資料を蓄積します」

方針２「利用者のニーズに合った図書館サービスの充実に取り組みます」方針３「学

びと課題解決のための支援を行います」方針４「図書館施設の充実と図書館サービ

スを向上させます」方針５「市民との協働や関係機関との連携による開かれた図書

館づくりを目指します」方針６「柔軟で弾力性のある運営体制を構築します」の６



２６ 

 

つのサービス方針と１０ページからはその取組み内容に沿ってサービスを展開する

こととしております。まず，方針１では，①「多様な情報資料の蓄積と提供機能の

充実」と②「資料の有効活用とリサイクル」を掲げ，ＤＶＤ・ＣＤ等の視聴覚資料

の充実や館内の図書館利用者アンケートで，最も多かった専門書等の充実を図ると

ともに除籍資料の更なる有効活用にも取組んでいくこととしています。次に，方針

２では，利用者ニーズを８つに分け，それぞれのニーズに合ったサービスの充実を

図ることとしております。特に，館外の図書館利用者アンケートで要望の多かった

「高齢者向けサービスの充実」については，「来館利用が困難な人に対するサービス」

を含め，方針５にあります地域サービス事業の再構築と合わせながら，サービスの

充実を図っていきたいと考えております。また，運営委員会におきましてもビジネ

スに活用できる資料のニーズも高いとの御意見をいただき一つの項目として取り上

げることとしました。次に方針３では，アンケートの自由記述の意見で図書資料の

検索方法とレファレンスに関するものが多くあったことから，レファレンスの充実

と利用者の課題解決に向けた支援に積極的に努めることとしております。次に，方

針４では，当面は，現状の施設を前提として各種サービスの提供を行っていくこと

となるため「既存施設の積極的な有効利用」として会議室や視聴覚室などの多目的

利用を進め限られたスペースの有効活用を図るとともに中長期的な課題である図書

館の整備にかかるコンセプト等の調査，研究を進めていくこととしております。次

に，方針５ですが，鈴鹿市まちづくり基本条例に基づき市民参加と協働のまちづく

りを進めていく上で最も重要な方針であると考えております。ボランティアや市民

団体等の協働・連携を積極的にすすめるとともに，ボランティアの育成にも努めて

いくこととしております。また，学校や学校図書館，他の図書館との連携・協力を

積極的に進めるとともに，小学生の社会見学の受け入れなど子どもたちの主体的な

学習活動や読書活動を積極的に支援していくこととしております。一方，公民館等

との連携に強化につきましては地域サービス事業の再構築などを含め積極的に進め

ることとしております。最後に，方針６ですが柔軟で弾力性のある運営体制の構築

を図るため図書館サービスの担い手の最適化の検討を進めるとともに市議会から提

言をいただいております司書のスキルアップについても図っていくこととしており

ます。なお，サービス方針が決定次第，それぞれの方針ごとにより具体的な実施計

画的なものを作成する予定です。最後の１６・１７ページは本方針の用語解説とな

っております。また，今後スケジュールですが，２月１７日の市議会全員協議会に

協議事項として提案し，２月２１日からパブリックコメントを実施する予定です。

なお，議員の皆様からの御意見やパブリックコメントにおける御意見につきまして

は，市のホームページにまとめた形で回答を掲載する予定としております。 

 

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

 

（福嶋委員）実は今日午前中に図書館へ行って参りまして，図書館の新しい本を見たり，
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卒業式・入学式の挨拶の仕方を学んだりして帰ってきました。そこで，図書館とい

うのは居心地が良くて，良い本が並んでいるということが一番大事であると思いま

した。先ほども専門書とか色々書いてもらってあったのですが，新刊の本を購入す

る場合は，どういう基準でどのように選んでいただいているのかを教えてください。 

 

（図書館長）新刊購入にあたりましては，専門の司書が選書基準や収集基準に基づいて

選定させていただています。 

 

（福嶋委員）最近，高齢の方で自分の持っている蔵書を整理したいという方がたくさん

ありまして，図書館に寄贈しようかということもあると思います。これは，良い面

もあり，ありがた迷惑というところもあると思いますが，そこで眠っている良い本

をピックアップするというようなことはどうなのでしょか。 

 

（図書館長）昨日も，図書を寄贈したいという方がお見えになりましたが，１９６０年

代の百科事典等をお持ちになった例もありました。さすがに，これは利用価値がご

ざいませんので，そういう方についてはお断りするか，どうしても寄贈したいとい

う方には，一般の方に提供するフリーペースがありますので，そちらへお持ちくだ

さいという形にしています。 

 

（福嶋委員）もう一つお尋ねします。これから高齢者の方が図書館を訪れることが増え

てくるかと思っていますが，高齢化対応というかそういう面でも少しずつ考えても

らえばと思いますがいかがでしょうか。 

 

（図書館長）方針２の５にあります高齢者向けサービスとしまして，現在も行っている

のですが，地域サービスとして配本サービスを行っておりますが，こういうところ

で人気がありますのは，大活字本がありまして，今後はなるべく多くの大活字本を

収集したいと思っております。また，高齢の方は，健康等について色々と気になる

と思いますので，そういったテーマコーナーを設ける等，高齢者の話題やテーマに

沿ったコーナーを設けるよう考えております。 

 

（福嶋委員）健康とか年金とかですか。 

 

（図書館長）そうですね。 

 

（委員長）この資料にサービスという文字がとっても多いので，ふと思ったのですが，

幼児・児童向けサービスということで，本を読んだ子どもさんにポイントではない

ですが，例えばシールを貼ってあげるとか，ハンコを押してあげるとかして，年間

で一番読んだ子どもを表彰すると，子どもというのは，そういうちょっとしたこと
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でやる気が出てくると思います。そういうことで，子どもの気持ちを高めていって

いただくと良いのではないかと思います。買い物に行くときでも，皆さんポイント

サービスは大事だと思います。子どももそういったことで，達成感が目に見えると

嬉しいのではないかと思いましたので，何かの機会があれば検討してください。 

 

（図書館長）図書館によってはポイント制をやっているところもあります。毎年はやっ

てないのですが，たまたま開館何十周年というようなときに，特に今後子どもさん

をターゲットにしようということで，ポイントを貯めて意識を高めてもらって賞品

も出したという図書館があるということを聞いています。 

 

（委員長）そういうことをすると，最後にどうするのかということが出てくるとは思い

ますが，自分の読んだ本が数として見えてくると，子どもさんも喜ぶと思いますの

で，何かの機会に御検討ください。 

 

（岡井委員）９ページの「３サービス方針の進行管理」というところですが，「毎年度，

進捗状況を取りまとめ，達成度を検証する」と書いてあります。１６ページ以降に

具体的な取組内容が列挙してありますが，これをみると様々でして，すぐにできる

ものもあれば，中期的に調査検討するものもあります。この方針の期間としては平

成２６年度から３０年度までの５年のスパンがありますので，その行程表というも

のを示していくことで，進行管理ができていくのではないかと思いますがいかがで

しょうか。 

 

（図書館長）進行管理ということですが，この方針はこの５年間で実施する骨格となる

もので，これに基づく細かい実施計画の策定を考えておりまして，それを平成２６

年度に取りまとめたいと考えております。先ほども岡井委員がおっしゃられました

が，これはすべて新しい事業ではありませんので，サービス方針の中で現在実施し

ている事業であれば，当然，継続させていくものもありますし，それを向上させて

いくものもあります。さらに新しいものについては検討していくという形で作業進

めたいと思っています。 

 

（文化振興部長）先ほど館長が説明いたしました実施計画的なものにつきましては，そ

の中でそれぞれの内容について数値目標を置いて，それについて検証していくとい

うスタイルをとらせていただきたいと考えております。当然予算が必要になるもの

もあれば，明日からでもできるものもありますので，そういったことでメリハリを

つけながら，図書館運営委員会の方にきちんと管理をしていただけるような，御意

見をいただけるような方法をとっていきたいと考えております。 

 

（下古谷委員）アンケートをふまえて非常に上手に作っていただいていると思いますが，
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例えば，１９ページの一番上１番の第２項目に「蔵書の収蔵場所を確保するため」

と書いてありますが，１６ページの「１多様な情報の蓄積と提供機能の充実」の（１）

一般図書の中の第３項目にも同じことを書かれています。これを比べると，１９ペ

ージの方は，不要資料の除籍と資料のデータベース化とあり，除籍したものを単に

データベース化していくのかと誤解を招くのではないかと思いますので，１６ペー

ジと同じような表現の方が良いのではないかと感じました。それともう一点，１９

ページの「３資料を利用しやすい環境整備」の第１項目の「利用のマナーを向上さ

せるために声かけを実施し，マナーの向上を図ります」とありますが，マナーが２

つ出てくるので違和感があります。「利用のマナーを向上させるために声かけを実施

します」とか，あるいは「声かけを実施しマナーの向上を図かります」等の方が良

いのではないか思います。 

 

（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，４番目

の「考古博物館「春まつり」について」をお願いします。 

 

（考古博物館副参事）鈴鹿市考古博物館では，２月２３日（日曜日）１０時から「春ま

つり」を開催いたします。この「春まつり」は昨年度，秋に開催予定をしていまし

た「お月見ミュージアムコンサート」が台風のため中止になったことにより，急遽，

その代替イベントといたしまして実施しましたところ，３５０人を超える来館者が

ありました。また，昨年夏の子ども体験博物館の期間中におきましても，体験講座

の折に，参加者の方々から「今年も春まつりはありますか」と尋ねられることがあ

ったり，地元の国分町のボランティアの方からも「春まつりも開催するなら協力を

したい」というありがたいお声をかけていただくことがあったりしました。多くの

方から当博物館の行事を楽しんでいただいておりますことを実感し，それを受けて，

今年度も開催を決定いたしました。昨年は「Ｂａｃｋ ｔｏ ５０００ＹＥＡＲＳ」

というテーマで，５０００年前をイメージし，「ライアー」という竪琴のコンサート

や，シカやイノシシの肉料理の販売，鏃の弓矢体験などを行いました。今年は，考

古博物館だけでなく，当館も参加している「みえ生涯学習ネットワーク」に加盟し

ている団体や，夏のイベント等でお世話になった国分町のボランティア隊などの方

にも御協力いただき，「集」をテーマに開催する予定です。今回も，現在開催中の企

画展「中津式－転換期のかたち」の無料での観覧や，昨年度，好評だった弓矢体験，

火起こし体験に加え，定員制ではございますが，勾玉作り体験や「みえ生涯学習イ

ンストラクターの会」の御協力をいただき，折り紙講座も実施する予定です。折り

紙講座では，今年の干支が午年ということもあり，市内の石薬師東古墳群より発掘

された馬形埴輪にちなんで紙馬づくりと，また，時期的にちょうど桃の節句が近い

ということもあり，紙雛作りとの２講座を予定しております。先ほど馬形埴輪のこ

とにふれましたが，昨年の夏に再活用をはじめました当館内のシアタールームにお

きまして，三重県埋蔵文化財センター製作の石薬師遺跡出土の馬形埴輪を主人公と
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した紙芝居「ほおかぶりをしたハニワ馬」を上演し，埋蔵文化財を身近に感じてい

ただこうと思っております。出演は夏休み子ども体験博物館の時と同様に朗読サー

クル鈴鹿麦わら帽子の会の皆様にお願いしております。今回も昨年同様「鈴鹿少年

少女合唱団」の皆さんに御出演いただき，当館のホールにて美しい歌声を披露して

いただく予定です。春の訪れにはまだ少し寒い時期ではございますが，みえ生涯学

習ネットワークからは松阪市のラッキーバーガー様に参加いただき，ハンバーガー

と，暖かいポトフの販売もしていただきますので，そちらもあわせてお楽しみいた

だきたいと存じます。さらに，隣接の国史跡伊勢国分寺跡の公園整備事業につきま

して，地元の子どもさんたちによる記念植樹も同時に行う予定ですので，こちらも

御観覧いただけたらと存じます。また，考古博物館の地元国分町では，ちょうど菅

原神社のしだれ梅が見ごろになろうかと思います。昨年いらしたお客様の中には，

梅を観賞されたあと博物館へ足を運んでいただいた方も多く，今回も，それとあわ

せて楽しんでいただけるかと存じます。今年も，市民の皆様に，より親しんでいた

だける博物館を目指して取り組んでまいりますので，ぜひとも早春の一日を鈴鹿市

考古博物館でお過ごしいただけたら幸いです。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「ＪＳＬ児童生徒の学力・学

習状況調査分析について」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。 

 

（人権教育課長）それでは，私からは，その他事項の１番目「ＪＳＬ児童生徒の学力学

習状況調査分析」につきまして，説明申し上げます。その他事項資料の１ページを

御覧ください。これは，今年度実施されました全国学力学習状況調査結果の中から，

本市の外国人児童生徒等の日本語を第二言語とする児童生徒，以下「ＪＳＬ児童生

徒」と申し上げますが，ＪＳＬ児童生徒のデータを抽出して分析をおこなったもの

でございます。小学校６年生は，８２名が在籍していますが，調査に参加したのは，

そのうちの８２％となっております。１ページ下のグラフを御覧ください。この棒

グラフは，右から全国平均，三重県平均，鈴鹿市平均，ＪＳＬ児童平均を表してい

ます。吹き出しの中のパーセントは，鈴鹿市平均の正答率に対するＪＳＬ児童の正

答率の割合を表しています。基本的な問題であるＡ問題で６割から７割程度，活用

問題であるＢ問題で４割から５割程度の正答率となっています。算数Ａは昨年度調

査より２ポイント上がっており，計算力や知識の面で定着が見られました。２ペー

ジを御覧下さい。この棒グラフは，ＪＳＬ児童をさらに２つに分けてあります。１

番左が，取り出しの日本語指導をしているＪＳＬ児童，２番目が，取り出し指導を



３１ 

 

していないＪＳＬ児童の正答率を表しています。吹き出しの中のパーセントは，鈴

鹿市平均の正答率に対する，取り出し指導をしていないＪＳＬ児童の正答率の割合

を表しています。小学校では日本語能力を７段階で判定しており，ＪＳＬバンドス

ケールによる日本語能力判定がレベル５以上で，常に在籍学級で学んでいる子ども

であっても，基本的な問題であるＡ問題で８割程度，活用問題であるＢ問題では５

割から７割程度の正答率となっています。資料のページの中ほどにあります「学校

での分析」は，各学校で行った分析の際に出された主な内容を紹介しております。

次に，ＪＳＬバンドスケールの数値と学力の関わりの表を御覧ください。一番上の

欄が，今年度の調査を受けたＪＳＬ児童の日本語能力レベルで，一番下の欄が昨年

度に調査を受けたＪＳＬ児童の日本語能力レベルを表しています。４領域とも昨年

より低く，このため問題文の理解や回答の表現に昨年以上に困難さがあったと思わ

れます。３ページを御覧ください。次に児童質問紙の回答から見えるＪＳＬ児童の

様子について説明いたします。鈴鹿市全体の回答と比較して，ＪＳＬ児童の長所と

なる内容の割合が高かった３つの項目です。自分には，良いところがあるといった

自尊感情が高いことや，特に国語の時間に発表する際には，うまく伝わるように工

夫している姿が見えてきました。続いて４ページから５ページには，先ほどとは反

対に，ＪＳＬ児童の短所となる内容の割合が高かった７つの項目があります。将来

の夢や目標を持っている子どもが少ないこと。家の人と学校の出来事を話す子ども

や，宿題をする子どもの割合が少ないなど，家庭生活の一端が見えます。また，学

校で友達と会うことを楽しいと感じられなかったり，授業で自分の考えを発表する

機会が少なかったり，文章の読み取りや文章表現に難しさを感じている状況が見え

ます。６ページを御覧ください。ここからは，中学校３年生についてです。中学校

３年生は，７２名が在籍していますが，調査に参加したのは，そのうちの７７.７％

となっております。２段あるうちの上のグラフを御覧ください。棒グラフは，右か

ら全国平均，三重県平均，鈴鹿市平均，ＪＳＬ生徒平均を表しています。吹き出し

の中のパーセントは，鈴鹿市平均の正答率に対するＪＳＬ児童の正答率の割合を表

しています。基本的な問題であるＡ問題で４割程度，活用問題であるＢ問題で２割

から３割程度の正答率となっています。ただ，学校での分析によりますと，計算力

や公式を使った問題は比較的回答できたと聞いております。下のグラフを御覧くだ

さい。この棒グラフは，ＪＳＬ児童をさらに二つに分けてあります。１番左が，取

り出しの日本語指導をしているＪＳＬ生徒，２番目が，取り出し指導をしていない

ＪＳＬ生徒の正答率を表しています。吹き出しの中のパーセントは，鈴鹿市平均の

正答率に対する，取り出し指導をしていないＪＳＬ生徒の正答率の割合を表してい

ます。中学校では日本語能力を８段階で判定しており，ＪＳＬバンドスケールによ

る日本語能力判定がレベル５以上で，常に在籍学級で学んでいる子どもであっても，

基本的な問題であるＡ問題で７割程度，活用問題であるＢ問題では４割から５割程

度の正答率となっています。文章を読んで内容の展開を捉えたり，資料を読み取っ

たり，根拠を明確にして自分の考えを書く力は，まだまだ育っていないのが現状で
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す。次に，７ページのＪＳＬバンドスケールの数値と学力の関わりの表を御覧くだ

さい。一番上の欄が，今年度の調査を受けたＪＳＬ生徒の日本語能力レベルで，一

番下の欄が昨年度に調査を受けたＪＳＬ生徒の日本語能力レベルを表しています。

４領域とも昨年より低く，中学生においても，問題文の理解や回答の表現に昨年度

以上の困難さがあったと思われます。８ページを御覧ください。次に生徒質問紙の

回答から見えるＪＳＬ生徒の様子について説明いたします。鈴鹿市全体の回答と比

較して，ＪＳＬ生徒の長所となる内容の割合が高かった３つの項目です。人の役に

立ちたいという点は小学生と同じですが，中学生は，将来の夢や目標を持っており，

学校で友達に会うのを楽しみにしている傾向があります。続いて９ページから１０

ページには，先ほどとは反対に，ＪＳＬ生徒の短所となる内容の割合が高かった７

つの項目があります。中学生は，小学生で高かった自分には良いところがあるとい

う自尊感情や，話の組み立てを工夫することが弱くなっています。また，家の人と

学校の出来事を話す子どもや，宿題をする子どもの割合が少ない状況があります。

さらに授業で自分の考えを発表する機会の少なさ，文章の読み取りや文章表現に一

層の難しさを感じている姿が見えます。２年前から外国人児童生徒の高校進学率は，

ほぼ１００％と上がってまいりましたが，ＪＳＬ児童生徒の学力学習状況調査の結

果から，日本語で学ぶ力，表現する力をつけ，学力をさらにつけていくことが重要

な課題であることは明らかです。最後に今後の取り組みの視点について，いくつか

申し上げます。一つ目には，学校全体で課題を共有し，組織的に学校教育活動全体

で取り組むことです。日本語指導は，国際学級で行うだけでなく，在籍学級の授業

や学校生活のあらゆる場面で取り組んでいくことが大切であると考えます。二つ目

には，ＪＳＬ児童生徒が進路への展望をもつための取り組みです。中学生や保護者

を対象にした進路ガイダンスを毎年開催していますが，小学生のうちから，将来に

ついて考える機会を持たせたり，子どもが主体的に活動する経験をさせたりするな

ど，キャリア教育の取り組みが大切であると考えます。三つ目には，家庭との連携

及び家庭への支援です。子どもは，学校，家庭，地域で育つことから，三者の立場

からできることを連携して取り組むことが重要であり，発信していく必要があると

考えます。今後も，以上の視点をもって，ＪＳＬ児童生徒の学力保障に向けて取り

組んで参りたいと思いますので，御指導，御支援を賜りますよう，よろしくお願い

いたします。以上で説明とさせていただきます。 

 

（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）平成２４年度から平成２５年度に下がっているのはなぜなのでしょうか。 

 

（人権教育課長）一つは，問題の質，難易度が違いました。実際，小学校は５ポイント

ほど下がっております。そういったところの差があります。もう一つは，例えば，

２ページを見ていただくと，バンドスケールによる日本語能力の状況を示している
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のですが，昨年度２４年度は「聞く」「話す」「読む」「書く」の４つの力において，

５.１から５.７の間にありますが，今年度受けた子どもたちは４.５から５.３で，

特に「読む」「書く」力が弱かったということで，問題文そのものの読み取り，また，

聞かれていることに対する理解，それから答えるときに表現する言葉とか表現力が

弱かったということがわかります。 

 

（福嶋委員）もう一つよろしいですか。補助教材等を工夫されていると思いますが，以

前は，早稲田大学との協定で色々な情報交換等をされていたと思いますが，それは

この１年間はどういう状況だったのでしょうか。 

 

（人権教育課長）早稲田大学大学院の日本語教育研究科と今年で６年目の教育支援協定

になりました。今年の主なものとしましては，「日本語能力の把握の仕方はどうなの

か」ということを早稲田大学の先生から御指導いただいたり，日本語指導を行う際

の学習の教材になるようなものの開発について，学校の担当の先生と早稲田大学の

先生，大学院生の方と一緒に教材作成にあたったりしました。また，どういった課

題があってどういったことを進めていけばいいかということを考える「プロジェク

ト会議」を年度初めと年度末に開催しており，そこに早稲田大学の先生に参加して

いただいて，御指導いただき，共に分析とその方向を考えていただいております。 

 

（福嶋委員）地道な作業で難しいと思いますが，なるべく早稲田大学の先生と共有した

ことを，他の先生にも共有していただくような対応を行ってほしいと思います。 

 

（下古谷委員）２ページの中ほどに「全体的に正答率が低い問題は，３～４年生時に学

ぶ学習内容」と書いてありますが，これはどうしてですか。 

 

（人権教育課長）日本語生まれの子どもが６割から７割おりまして，小学校１～２年生

までに使っている言葉というのは，国語の時間の内容とか教科の内容もわりと日常

会話で理解できたり，教科自体も活動的なことが多いので言葉と活動がマッチング

しやすく，理解しやすいのですが，３年生～４年生の中学年からは，抽象的な言葉

であったり表現が出てきますので，そういったところが大きなつまずきの原因では

ないかと考えております。 

 

（委員長）これにつきましては，学習状況調査結果としてまとめていただいたというこ

とですが，これから英語を学んでいく日本人の子どもも同じような壁にぶつかりな

がら，コミュニケーションの難しさというものを感じていくのではないかと思いま

す。少子化となって移民の方も増えたり，海外へ製造業も出て行ったりしているこ

とを考えると，おそらく，今後，自分の子どもたちも同じような経過をたどって，

第２言語を覚えていくのかなという気がしました。鈴鹿市は特に外国籍の方が多い
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ので，しっかりと教育をしていただいていると思いますが，英語教育の壁というこ

とも考えてもらいながら，子どもの教育をして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「２月教育委員会臨時会及び３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月教育委員会臨時会を２月２８日（金曜日）午前１０時から，３月

教育委員会定例会を３月１９日（水曜日）午前１０時から開催いたしたいと思いま

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）御異議がないようですので，２月教育委員会臨時会を２月２８日（金曜日）

午前１０時から，３月教育委員会定例会を３月１９日（水曜日）午前１０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２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。 

 

 

２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 


