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平成２６年３月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年３月１９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  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），考古博物館長（兼丸まり子），子育て支援課子

ども家庭支援室副参事（瀬井より子），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職員の任免について         （教育総務課） 

（2）鈴鹿市立小学校及び中学校設置条例の一部改正について     （教育総務課） 

（3）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） 

（4）就学等に関する規則の一部改正について            （学校教育課） 

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

（6）学校等の設備の使用による個人演説会開催のために必要な施設の公営程度及び申 

請者より納付すべき費用の額の全部改正について        （教育総務課） 

（7）鈴鹿市立小中学校の主に用務に携わる労務員の勤務時間及び職務に関する規程の 

一部改正について                      （教育総務課） 

（8）鈴鹿市立小中学校財務事務取扱要綱の一部改正について     （教育総務課） 

（9）鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正について      （学校教育課） 

（10）鈴鹿市立幼稚園の管理に関する規則の一部改正について     （学校教育課） 

（11）鈴鹿市立学校職員の結核症の管理に関する規程の一部改正について（学校教育課） 

（12）鈴鹿市立公民館長の任命について               （生涯学習課） 

 

６ 報告事項 

（1）土曜授業について（指導課） 

（2）日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」の編成と実施に 

ついて                           （人権教育課） 

（3）速報展「発掘された鈴鹿２０１３」について          （考古博物館） 
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７ その他 

（1）４月教育委員会定例会の開催について            （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 １人 

 

（委員長）それでは，平成２６年３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。まず，議案第

１６１６号「鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について」でございますが，こ

の議案は，人事に関する案件ですので，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１３条第６項ただし書の規定に基づきまして，会議を非公開にいたしたいと存じ

ます。議案第１６１６号の会議を非公開とすることに，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）それでは，御異議がございませんので全会一致で，非公開とすることにいた

します。関係者以外の方の御退席をお願いします。 

 

≪教育委員長・委員・教育長以外退席≫ 

 

議案第１６１６号「鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について」審議・承認 

 

≪関係者再入室≫ 

 

（委員長）大変お待たせいたしました。ただいまの，議案第１６１６号「鈴鹿市教育委

員会事務局等職員の任免について」は，原案のとおり承認されました。それでは，

２番目の，議案第１６１７号「鈴鹿市立小学校及び中学校設置条例の一部改正につ

いて」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例を６月市議会定例

会に提出するについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第３号の規

定により，この議案を提出します。詳細は教育総務課長から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議事の２番目，議案第１６１７号「鈴鹿市立小学校及び中

学校設置条例」の一部改正について説明申し上げます。議案書の資料は，３ページ

と４ページになります。平田野中学校の移転改築事業につきましては，本年１月の
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教育委員会定例会にて校舎棟の建築工事等の工期延期を御承認いただき，現在開会

中の３月市議会定例会では，同議案を２月２０日に議決をしていただきまして，４

月１０日までの工期延期を認めていただいたところでございます。工事現場におい

ては，屋内運動場やプール築造工事を完了し，校舎棟も，３月末にはほぼ完成の域

に達する状況です。今後は，グラウンド整備工事をはじめ，外構工事や周辺道路の

改良工事などの土木工事を本格化させる予定でございまして，本年９月の開校に向

けて関連工事を推進してまいります。このように９月開校が，確実となってきたこ

とから「鈴鹿市立小学校及び中学校設置条例」第２条で規定する学校の名称及び位

置のうち，平田野中学校の位置について移転後の住所地である「鈴鹿市国府町９１

０５番地の１」に変更するものでございます。この定例会で御承認をいただきまし

たら，市議会６月定例会に，同議案を提案させていただき，同議案の議決を得られ

ましたら，予定どおり９月開校に向けての引越し準備等を進めてまいる計画でござ

います。以上でございます。 

 

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

 

（福嶋委員）位置の変更だけですので特にありません。 

 

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

議案第１６１７号「鈴鹿市立小学校及び中学校設置条例の一部改正について」を原

案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１６１７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１６１８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」

をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）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，議事の３番目，議案第１６１８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
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部改正について，説明申し上げます。議案書の資料は，６ページと７ページになり

ます。今回の一部改正は，平成２６年度からは，子ども家庭支援課となりますが，

現在の子育て支援課が補助執行として事務を執り行っている「就学指導委員会」の

名称変更に伴い，所要の規定整備を行うものでございます。これは，平成２４年７

月に公表された中央教育審議会初等中等教育分科会報告である「共生社会の形成に

向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」という報告

において，「障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の仕組みを

改め，障害の状態，本人の教育的ニーズ，本人・保護者の意見，教育学，医学，心

理学等専門的見地からの意見，学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就

学先を決定する仕組みとすることが適当である。」という提言を踏まえ，平成２５年

９月１日施行の学校教育法施行令の一部改正において，所要の規定整備がなされま

した。その際の，文部科学省からの改正通知において，先ほどと同じ，中央教育審

議会初等中等教育分科会報告で提言された内容として，「『就学指導委員会』につい

ては，教育相談・支援や就学先決定時のみならず，その後の一貫した支援について

も助言を行うという観点から，『（仮称）教育支援委員会』といった名称とすること

が適当である。といったことにも留意する必要がある。」との通知を受けております

ことから，子育て支援課において，この学校教育法施行令の一部改正の趣旨や，文

部科学省通知の内容を検討した結果，平成２６年度以降，「就学指導委員会」を「就

学支援委員会」と改めることといたしました。よって，教育委員会が所管する例規

において，名称変更に伴って一部改正を要するものとして，本規則の改正を行うも

のでございます。なお，市長部局が所管する例規においても，関連するものについ

ては，一部改正の手続きが進められております。以上でございます。 

 

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

 

（福嶋委員）今回，「指導」という言葉が「支援」という言葉に変わって，内実ともに，

グレードアップと言いますか，新風を吹き込むと言いますか，頑張っていただきた

いと思います。 

 

（委員長）「支援」という言葉に変わって，今までよりも，より多方面から，また，期間

的にも，中学校，高校という長いスパンで物事を考えていただけるようになったと

いうことで，世の中の多様性というか，そういうことも含めてインクルーシブにし

ていくという国の流れがすごく良く読み取れます。今の説明を聞いて，「指導」と「支

援」の言葉の違いだけなのですが，そこに含むものは大きいということを感じまし

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１６１８号「地方自治法第１８０条の７の規定に基づく教育委員会
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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」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１６１８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１６１９号「就学等に関する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）就学等に関する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１６１９号「就学等に関する規則の一部

改正」について説明申し上げます。９ページから１０ページを御覧ください。本市

が設置する学校の指定につきましては，「就学等に関する規則」別表学区一覧により

定めていますが，南玉垣・白子土地区画整理事業の施行に伴い，鈴鹿市東旭が丘七

丁目とする区域設定の議案が１２月市議会定例会において議決されたことに伴い，

新たに学校の指定を行うものです。その内容といたしましては，１１ページに示し

ました「東旭が丘七丁目」区域について「旭が丘小学校」を指定校とするものです。

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）東旭が丘七丁目にしばらくすると家が建ち始めていくのだろうと思います

が，概ねそこに家が建って，お子さんが就学される時期というのは，いつごろを考

えているのでしょうか。また，どのぐらいの人数を想定しているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）この地区につきましては，予想をするにあたって参考になる地域がご

ざいます。東旭が丘にコモンシティという新しく造成されたところがあるのですが，

こちらが平成１９年度に許可がおりて，平成２０年から入居が開始されました。そ

この平成２４年現在の状況を校区の学校に伺ったところ，０歳から就学年齢の１５

歳までの合計が２１７名ということでした。地域的にも近いということと，入居す

る方の年代の方々も同じ年齢層と想定し，また，この地域には，２５６戸の分譲が

あるということですので，それらから，先ほどの数字を元に当該地域に換算します

と，３５１名の数を想定しています。つまり，入居されてから４年経った時点で，
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これくらいの数のお子さんがいらっしゃるであろうということを，想定として算出

しているということでございます。 

 

（福嶋委員）入居開始はいつごろからになるのですか。 

 

（学校教育課長）平成２６年から入居開始と伺っております。 

 

（福嶋委員）かなりマンモス校になっていくということですね。 

 

（下古谷委員）今の質問に関連して，３５０名ぐらい増えていくことになると，旭が丘

小学校がマンモス校になっていくことになりますが，第２旭が丘小学校ではないで

すが，学校を分けることを考えていかなければならないのでしょうか。 

 

（学校教育課長）今，申し上げました数は子どもたち全体の数ですので，同時に小学校

に来るわけではありません。旭が丘小学校につきましては，標準学級による編成に

おいては，そういった学校を分けたりする必要はない計算となっています。 

 

（下古谷委員）住所のところで東旭が丘七丁目というのが追加された形になっているの

ですが，元々ここの住所は官有地か何かでしょうか。 

 

（教育総務課長）元々，ここは軍の施設の跡でしたが，白子町新地という字であったと

思います。一部南玉垣の土地も入っていたような覚えもあります。以前は，地番は

なかったと思いますが，町としては入り組んでいたと思います。 

 

（下古谷委員）うちの学校は官有地となっていましたのでお聞きしました。 

 

（教育総務課長）そうですね。官有地には地番がありませんね。 

 

（委員長）中学校区は，白子中学校区になるのですね。 

 

（学校教育課長）白子中学校区でございます。 

 

（委員長）鈴鹿工業高等専門学校があり，鈴鹿医療科学大学があり，警察もありますの

で，鈴鹿の文教地区になる気がしまして，入居率も高いのではないかと思います。

先ほどの試算した人数よりも，ひょっとするとたくさんの方がお見えになるかもし

れませんので，嬉しいことなのですが，やはり校区で増えるところについては，ま

た，それなりにお考えいただきましたらと思います。よろしくお願いします。 
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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１６１９号「就学等に関する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１６１９号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして５番目の議案第１６２０号「鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁

規程等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）鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程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。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，議事の５番目，議案第１６２０号「鈴鹿市教育委員会教育

長所管事務決裁規程等の一部改正」について，説明申し上げます。議案書の資料は

１４ページと１５ページになります。この度の一部改正は，臨時職員の雇用の手続

きについて，市長部局において，平成２６年度から専決権者が変更されることに伴

い，教育委員会事務局についても，これに準じた取扱いとしたいことから，所要の

規定整備を行うものでございます。具体的には，これまでは臨時職員の雇用伺いの

専決権者は，教育総務課長でありましたが，これを，個々の臨時職員を所管してい

る各課長に移行させ，教育総務課については，臨時職員の雇用に関する市の一般方

針を満たしているかどうかの確認や，社会保険や雇用保険等の加入・非加入の確認

等のため，合議を受ける取扱いに変更するというものでございます。これは，現状

として，臨時職員の予算確保や予算執行，出勤管理，労務管理等を各所属で行って

いることから，現状に実務を合わせるためのものでございます。ちなみに，市長部

局におきましても，これまでは，臨時職員の雇用伺いの専決権者は，人事課長であ

りましたが，前述の内容と同様の取扱いとする方針が決定しております。一部改正

の内容でございますが，順番が前後しますが，１５ページの別表の新旧対照表にあ

りますように，教育総務課の事務の専決一覧表から，第１４号の「臨時職員の雇用」

を削除いたします。これにより，「臨時職員の雇用」については，自動的に各所属共

通の専決事務として，鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程第３条第１項の規

定により，鈴鹿市事務決裁規程の別表第２を準用して各課長が処理することとなり

ます。また，１４ページの新旧対照表については，教育総務課への合議について，

鈴鹿市事務決裁規程において人事課への合議を規定している部分を読み替えて適用

させるための規定整備でございます。以上でございます。 
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（委員長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（岡井委員）教育委員会関係の臨時職員は何名ぐらいいらっしゃるのかということと，

これにあたっての募集から選考，決定までにどういう手続きがあるのか教えてくだ

さい。 

 

（教育総務課長）事務局だけですと４，５名になります。臨時職員の雇用については，

就職を希望する方から，人事課の方に希望を出していただいてありまして，その中

から選んで，電話をして，来ていただけるかどうかを伺ってお願いする形になって

います。 

 

（福嶋委員）その際，試験や面接はあるのですか。 

 

（教育総務課長）面接程度です。嘱託職員になりますと試験がありますが，臨時職員は

面接だけという形になります。 

 

（福嶋委員）その際に，どのくらいの期間で来てくださいということが予め決まってい

るのですか。それとも期限は決めずに来ていただくということですか。 

 

（教育総務課長）短い期間の仕事もありますので，「この期間で」というようにお願いす

る場合もありますが，普通，教育委員会の場合ですと年度でお願いする形になりま

す。今年度予算がついていますので，年度間をお願いしたいという形で任用し，ま

た，次の年に予算がつけば，そのまま，お願いしたいという形になります。 

 

（福嶋委員）今回の改正については，中身を実際に合わせるということですので，より

潤滑に任用できるということで，望ましいと思いました。 

 

（下古谷委員）今，実情に合わせるような形で変更をかけられるということですが，こ

れまでやってこられたことから，何か不利益になることはないのでしょうか。 

 

（教育総務課長）雇用されている方に不利益になることはございません。今までですと

出勤のことなどを教育総務課の方で把握していないにも関わらず，雇用の伺いを上

げていたということでしたが，出勤等の確認ができるように各課の課長に責任を持

たせたという形になります。 

 

（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１６２０号「鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程等の一部改
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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１６２０号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして６番目の議案第１６２１号「学校等の設備の使用による個人演説会

開催のために必要な施設の公営程度及び申請者より納付すべき費用の額の全部改正

について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）学校等の設備の使用による個人演説会開催のために必要な施設の公営程度及

び申請者より納付すべき費用の額の全部を改正するについて，鈴鹿市教育委員会教

育長事務委任等規則第１条第２号の規定により，この議案を提出します。詳細は教

育総務課長から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議事の６番目，議案第１６２１号「学校等の設備の使用に

よる個人演説会開催のために必要な施設の公営程度及び申請者より納付すべき費用

の額の全部改正」について，説明いたします。資料の１７ページを御覧ください。

この規程は，公職選挙法及び公職選挙法施行令の規定に基づき，国政選挙をはじめ

とする各種の公職の選挙において，学校及び公民館を使用して個人演説会等を開催

する場合の施設の設備の程度及び当該施設使用のために納付すべき費用の額を定め

るものでございます。今回，全部改正する理由については，２つありまして，１つ

は，平成２６年４月１日から石薬師，天名，深伊沢及び庄内の４幼稚園が廃園とな

ることから，現在，この規程に個人演説会等を開催できる施設として列挙してある

これらの４園を削除する必要があること。２つ目は，平成２６年４月１日から，消

費税の８％への値上げに伴って，鈴鹿市立公民館条例及び鈴鹿市ふれあいセンター

条例に規定する使用料の額が改正されることに伴うものでございます。よって，別

表中から，廃園する４園を削除するとともに，公民館及びふれあいセンターを使用

して個人演説会等を行う場合の納付すべき費用の額については，今後，消費税が１

０％に引き上げられる予定があることも考慮し，これまでは条例に規定する使用料

の金額を記載していましたが，条例の規定に基づく形の記載に変更させていただく

ものでございます。２０ページを御覧ください。下から４行目から２１，２２ペー

ジにかけて公民館が，そして，２２ページの最後の２行についてふれあいセンター

について記載がありますが，これらの「納付すべき費用の額」は，それぞれの条例

に定める額と規定してございます。これにより，今後，消費税の上昇等により，公

民館等の使用料が変更いたしましても，本告示の改正は不要となります。もう一度，

１７ページを御覧ください。これらの改正に併せて，別表中，左から３列目の「聴
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衆席の面積」については，実際の各施設の現在の面積との整合を図るとともに，公

民館等のように，条例に使用料の定めがない学校及び幼稚園の「納付すべき費用の

額」については，「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」に掲げる金額

を根拠とした額に改め，さらに「施設の設備」については，旧規程において，照明

のワット数や設置基数，椅子の保有数等が記載されていたものを，それぞれの有無

のみを表記するように改める改正も行うものでございまして，改正部分が多岐にわ

たりますので，全部改正とさせていただいたものでございます。なお，この規程は，

学校等を管理する教育委員会が選挙管理委員会の承認を得て定めることとされてお

り，本議案を今回の教育委員会に上程するあたりまして，あらかじめ鈴鹿市選挙管

理委員会の承認を得ておりますことを申し添えます。以上でございます。 

 

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

 

（福嶋委員）「学校等」の「等」というのは公民館ということなのですか。 

 

（教育総務課長）学校もありますし，幼稚園もあります。それから公民館もございます

ので学校等という形になっております。 

 

（福嶋委員）結構，公民館の数が多いので，学校等ではなくて，公民館という文字を入

れた方が良いのではないかと思いました。あまり大した意見ではありませんが，一

般の方から見ると，公民館という文字が入っている方がわかりやすいのかなと思い

ました。 

 

（教育総務課長）これは改正前の告示の名称をそのまま使っています。国の方でこうい

う名称でという決まりはありませんが，学校が一番多かったのでこういう名称を使

用しているのだと思います。 

 

（福嶋委員）公民館を入れた方がわかりやすいのではないかなと個人的には思いました。

また，お考えいただいたらと思います。 

 

（岡井委員）１７ページの費用の額の欄ですが，昼間と夜間の時間帯が書いてないので

すが，時間帯はあるのでしょうか。それからもう一つ，休日は，例えば，２時間使

っても，３時間使っても料金は同じということなのですか。 

 

（教育総務課長）時間につきましては，「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法

律」というものがありまして，それをもとにして市の方で金額を定めるようになっ

ています。この法律に，昼間の時間は８時３０分から午後５時３０分まで，夜間は

午後５時３０分から翌午前８時３０分までという規定がございまして，それに準じ
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た取り扱いになります。また，料金については，同じ時間帯であれば，１時間使っ

ても，２時間使ってもこの金額になります。 

 

（岡井委員）なかなか昼間には学校は使わないと思いますが，昼間と夜間の料金に随分

差があります。これには何か理由があるのですか。 

 

（教務総務課長）これについても，国の基準の方でほぼこのような金額になっています。

市の方でも，特にこれと異なる金額を設定する根拠がありませんでしたので，国の

基準の金額に準じているという状況です。夜間というのは電気を使いますので，そ

ういう意味で高いのかもしれません。 

 

（下古谷委員）改定理由として，４つの幼稚園が廃園になることと消費税８％対応とい

うことでしたが，そうするとまた，消費税が１０％になったときに，費用の額を改

定されるのですか。それとも１０％になってもこのままですか。 

 

（教育総務課長）学校の部分については，国の基準が改正されない以上は，このままに

しておくつもりです。ただ，先ほども説明いたしましたように，公民館の方は，公

民館条例が改正されましたらここは自動的に変わるという形になります。 

 

（下古谷委員）細かいことですが，２２ページのところで備考の欄の（１）のところで

拡声器の使用料ということで５２５円になっています。これは５％を考えて５２５

円なのでしょうか，それとも８％になっても一緒なのですか。 

 

（教育総務課長）実は，これも国の基準からそのまま引っ張ってきておりますので，も

し消費税が変わっても，国の基準が変わらなければこのままでという形になります。 

 

（福嶋委員）今回は個人演説会の場合に限ってなのですが，学校の屋内運動場で，こう

いうふうに借りるのに経費が発生する場合というのは，他に何かありますか。 

 

（教育総務課長）ないことはないですが，あまり実績としてはないです。実は，選挙の

場合も，同じ選挙における同じ施設の使用については，１回目の使用料は無料とな

っています。ですから，この費用は２回目から発生する形になりますので，実はほ

とんどお金をいただいた事例はありません。公職選挙法においては，同じ選挙で，

例えば県知事の選挙で，同じ候補者が同じ学校を２回使うと，はじめてこの費用が

発生しますが，１回目だと発生しません。 

 

（委員長）それは，この規程ではわかりにくいですね。 
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（教育総務課長）この規程には書いていません。公職選挙法の関連法規に書かれていま

す。 

 

（福嶋委員）もう一つお聞きしたいのですが，公民館では選挙以外のことで色々借りる

方がいらっしゃいますが，その金額と，この学校の金額とを比べると，かなり高い

金額になっていませんでしょうか。 

 

（生涯学習課長）公民館の使用料については，条例に基づく金額をいただくことになり

ます。例えばホールですと３２０円，和室ですと１００円，研修室ですと２１０円

となります。冷暖房を使用すると，その金額に２０％加算した額をいただくという

形になっております。 

 

（委員長）この選挙演説会で屋内運動場を使う場合に，夜間であった場合には，学校の

方が管理のために残られるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）スポーツの夜間開放等で借りる場合と一緒で，貸し出し用の鍵があっ

て，それをお貸しして，翌日に返していただく形になると思いますので，そのため

に残るということはないと思います。 

 

（委員長）そういう手続きを踏んで鍵をお貸しして，終わったら返していただくという

ことで，学校側は，一切，人員的な配置をするとか，管理をするということはない

のですね。 

 

（教育総務課長）そのとおりです。 

 

（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１６２１号「学校等の設備の使用による個人演説会開催のために必

要な施設の公営程度及び申請者より納付すべき費用の額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１６２１号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして７番目の議案第１６２２号「鈴鹿市立小中学校の主に用務に携わる

労務員の勤務時間及び職務に関する規程の一部改正について」から１１番目の議案

第１６２６号「鈴鹿市立学校職員の結核症の管理に関する規程の一部改正について」

までは，所管例規の点検作業及び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。 
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（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）所管例規の点検作業等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，議事の７番目から１１番目，議案第１６２２号から議案第

１６２６号までの５件の例規の一部改正について，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，平成２６年４月１日の教育委員会事務局の組織機構

の見直しに伴い，所管する例規に誤りが無いかどうかの再確認を行いました。また，

２月上旬に全庁的に行われた，「コンプライアンス推進旬間」の取り組みとして所管

する例規において他法令等を引用している部分のチェック作業を行いました。それ

らの結果，５つの所管例規において引用している法令やその条項などに誤りがある

ものがございましたので，この度，一括して一部改正をさせていただくものでござ

います。５つの例規の改正内容について，それぞれ新旧対照表で説明いたします。

２５ページを御覧ください。１つ目の「鈴鹿市立小中学校の主に用務に携わる労務

員の勤務時間及び職務に関する規程」につきましては，第３条において引用してい

る条例名が「鈴鹿市職員の勤務時間，休暇等に関する条例」と題名が改正されてお

りましたものでございます。次に２８ページを御覧ください。「鈴鹿市立小中学校財

務事務取扱要綱」につきましては，第１条に引用している条例名が「鈴鹿市立小学

校及び中学校設置条例」と題名が改正されていたこと，及び第１条，第１８条，第

２１条において，引用した例規の規則番号等の表記方法を改正する必要があったも

のでございます。続きまして，３１ページを御覧ください。「鈴鹿市立学校の管理に

関する規則」につきましては，第２８条に引用している規則名が，「学校保健安全法

施行規則」と題名が改正されていたものでございます。続きまして，３４ページを

御覧ください。「鈴鹿市立幼稚園の管理に関する規則」につきましても，先ほどと同

様に第１８条に引用している規則名が「学校保健安全法施行規則」と題名が改正さ

れていたものでございます。最後に，３７ページを御覧ください。「鈴鹿市立学校職

員の結核症の管理に関する規程」につきましては，第２条に引用している規則名と

該当する条及び項が改正されていたものでございます。今後は，国の法令や市長部

局の例規の改正の動向を注意深く見守り，所管する例規に誤りや改正漏れが生じな

いよう，取り組んでまいります。以上でございます。 

 

（委員長）内容そのものというよりは，引用する法令や例規を正しく照らし合わせたと

いう解釈でよろしいでしょうか。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。 
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（福嶋委員）改正のことについては特にありませんが，関連してお聞きしたいことがあ

ります。職員の法定伝染病に関して規定されている病気というのは，結核以外に何

があるのでしょうか。すぐにわからなければ後日で結構です。 

 

（下古谷委員）今の結核症等で職員が休まれる場合には，有給休暇で休みを取るのでし

ょうか。それとも，特別休暇があるのでしょうか。 

 

（教育次長）結核の場合は，休職といいますか，特別の条項が規定されておりまして，

「休みなさい」という取り扱いになっています。 

 

（委員長）そもそも，学校の先生は年１回の健康診断を義務付けられているかと思いま

すが，それはどういう期間に受けているのですか。 

 

（学校教育課長）学校の教職員については，教育委員会の方で８月に健康診断を実施し

ておりますので，そちらを受けていただいています。なお，人間ドックを受診され

る方は，任意の時期になります。 

 

（委員長）基本的には先生が受けていただく健康診断については，結核の検診が義務付

けられているのですね。 

 

（学校教育課長）はい。 

 

（福嶋委員）インフルエンザが流行していますが，学校の先生のワクチン接種率が低い

ということで，インフルエンザを患って通院される方が多くあって，子どもにうつ

してはいけないという意識が低い方が多いということをお聞きしました。なるべく

そういうワクチンについては，意識的に積極的に接種していただくようにしていた

だけたら良いのではないかと思います。 

 

（委員長）今現在，ワクチン接種に関する助成というのは無くて，個人が任意で接種す

るという状況なのでしょうか。風邪が流行る時期には，何人かインフルエンザで休

む方が出ますので，できたらワクチン接種に補助等を考えていただいて，優先的に

接種していただけるようになればと思います。 

 

（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，お諮り

します。議案第１６２２号「鈴鹿市立小中学校の主に用務に携わる労務員の勤務時

間及び職務に関する規程の一部改正について」，議案第１６２３号「鈴鹿市立小中学

校財務事務取扱要綱の一部改正について」，議案第１６２４号「鈴鹿市立学校の管理

に関する規則の一部改正について」，議案第１６２５号「鈴鹿市立幼稚園の管理に関
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する規則の一部改正について」及び議案第１６２６号「鈴鹿市立学校職員の結核症

の管理に関する規程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１６２２号，議案第１６２３号，議案第

１６２４号，議案第１６２５号及び議案第１６２６号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして１２番目の議案第１６２７号「鈴鹿市立公民館長の任命について」

をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立公民館長の任命を行うについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任

等規則第１条第９号の規定により，この議案を提出します。詳細は生涯学習課長か

ら説明いたします。 

 

（生涯学習課長）それでは，議案第１６２７号「鈴鹿市立公民館長の任命」につきまし

て，説明申し上げます。議案書の４３ページ「平成２６年度鈴鹿市立公民館長名簿」

を御覧いただきたいと存じます。今回，任命について御審議をお願いいたしますの

は，ふれあいセンターを含む，単独公民館１１館の公民館長でございます。この単

独公民館の館長の任命にあたりましては，あらかじめ，地元の各機関・団体などの

代表者で構成されます，それぞれの地区の公民館運営委員会から，地元の推薦をい

ただいております。任期については，４月１日から翌年３月３１日までの１年間と

し，特別職の非常勤職員として任命しているところでございまして，今回は，１１

名中９名が継続。長太と神戸の２名が新任となります。以上の１１名を公民館長と

任命いたしたく，お諮りするものでございます。よろしくご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）公民館長は男性の方が多いのですね。 

 

（生涯学習課長）地元の推薦をいただく際には，「男女を問わず推薦してください」とい

う打診はさせていただいているところでございますが，結果的にこのような形にな

っているということでございます。 

 

（福嶋委員）将来，女性も任用されるようになればいいなと思います。 
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（委員長）公民館長の年齢制限や最長何歳までという決まりはあるのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）勤務年数についての決まりはありませんが，定年制がございまして，

７５歳ということになっております。 

 

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

します。議案第１６２７号「鈴鹿市立公民館長の任命について」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１６２７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「土曜授業について」

をお願いします。 

 

（教育次長）それでは，私からは，土曜授業について説明申し上げます。土曜授業につ

きましては，２ページの２月２６日付の三重県教育委員会の通知が出されましたの

で，本市としての対応について御報告させていただきます。７ページからの資料を

御覧ください。国においては，昨年１１月から「土曜日の教育活動推進プロジェク

ト」が進められており，学校教育法施行規則が改正され，「設置者の判断により，土

曜授業を行うことが可能であること」が明文化されたところでございます。これに

より，児童生徒の代休日を設けなくても，土曜日に教育課程内の授業を行えること

になり，ほかにも，教育課程外の課外授業や，豊かな教育環境を提供するために，

学校，家庭，地域が連携・役割分担をしながら学校の授業，地域学習，文化，スポ

ーツ，体験活動の機会の充実等に取り組んでいくことが重要であるとされておりま

す。１１ページを御覧ください。平成２６年度予算には，土曜日の教育活動の推進

委向けた具体的な支援策が計上されております。２ページを御覧ください。三重県

教育委員会におきましては，２月２６日付け通知「公立小・中学校における土曜日

の授業について」が出されまして，土曜日を有効に活用し，子どもたちの教育環境

の充実を図る一つの方策として教育課程に位置付けた授業の月１回程度の実施の方

向が打ち出されました。しかしながら，実施については，市町教育委員会の判断で

あり，３ページの「実施に当たっての留意点」に配慮しながら適切に対応するよう

求められております。これを受けて県内の教育長会議では，地域の実情や関係団体

等との調整もあり，実施の時期や回数等は定めず，土曜授業実施のスタートライン

に着くことの申し合わせが行われたところでございます。４ページですが，その後，

３月３日付け通知により，教職員の勤務にかかるＱ＆Ａが出され，土曜授業の実施

に当たっては，振替等の対応について配慮が求められているところでございます。



１７ 

 

こうした国や県の動向を踏まえ，本市といたしましても１ページのように，現時点

における本市の考え方を示し適切な対応をして参りたいと考えております。本市に

おいては，基本的な方向として，土曜授業の実施のスタートラインに着き，期日，

回数等を定めてはおりませんが，調整に着手したいと考えております。基本的な考

え方として，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，子どもたち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

よう取組を充実する。また，地域と連携した体験活動や豊かな知識・経験を持つ社

会人等の外部人材の協力を得た取組など道徳や総合的な学習の時間，特別活動など

の授業，学力補充などを通して「生きる力」をつけていきたいと考えております。

具体的には，教育委員会事務局内にプロジェクトチームを組織し，今後の対応につ

いて検討を進めているところでございます。今後は，３月２６日に校長会等で本市

の土曜授業の対応を示し，本市の特徴であります学校運営協議会において，まずは，

子どもの生活や地域の実態を把握していただき，今後の土曜日の取り組みについて

学校・地域と一体となった方向で検討していきたいと考えております。今後，教育

委員会内のプロジェクトチームを平成２６年度も継続し，検討を進めるとともに，

関係する団体等へ理解を求め，子どもたちの土曜の過ごし方の充実に取り組んでま

いり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。 

 

（福嶋委員）３ページの県の教育委員会からの通知の中で，留意点の４つ目に「家庭の

過度な経済的負担とならないように配慮すること」とありますが，これは，「家庭が

経済的負担を実費で払うことがありますよ」ということなのですか。そういった中

で，予算関係については，国や県では予算を出しますよということになっています

が，市ではまだ予算が組んでない状況ですので，この予算付けというのはどういう

流れで進んでいくのですか。 

 

（教育次長）家庭の過度な経済的負担ということは，私どもとしてはまだ考えておりま

せんが，学校運営協議会におきまして，地域や家庭の状況について話をしながら，「こ

ういうことが必要である」ということであれば，それらを集約しまして，予算をど

うするのかということを，必要性を含めてこれから考えていきたいと思います。 

 

（下古谷委員）おそらく，地域との連携などで実施する場合には，何らかのキットを使

いましょうということになれば，そのキットが実費３００円ということであれば，

その実費を負担してくださいとか，実験などをするときに，例えば，けがをされる

こともあると思いますので，その時のための保険というものも実費を負担してくだ

さいといったような例があるのではないでしょうか。 
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（福嶋委員）先ほど説明のあったプロジェクトチームは，何人で，構成員はどういった

方なのですか。 

 

（教育次長）これは，教育委員会事務局の課長又は副参事級の者で構成しております。

私と参事も入っております。 

 

（福嶋委員）校長先生等は参加されないのですね。 

 

（教育次長）今は教育委員会事務局内でのプロジェクトチームという位置付けですので。 

 

（岡井委員）８ページの土曜日の教育活動推進プランということで，国の予算には①土

曜授業推進事業として１億円，②地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支

援体制等構築事業として１３億円が予算計上されています。①の方は全国約３５地

域１７５校程度，②は小学校約３,０００校区，中学校１,５００校区と書いてあり

ます。これはモデル事業であると思いますが，三重県や鈴鹿市が関わっていくとい

うプランはあるのでしょうか。 

 

（指導課長）土曜授業の推進として，直接，鈴鹿市が委託を受けるような事業は現在あ

りませんが，県を通じまして，例えば②の方ですと，生涯学習課の方で，公民館で

の活動を組んでいただいていることを聞いております。また，市の教育委員会へは，

現在，県の方から①の方の事業の募集が来ているといった状況でございます。 

 

（生涯学習課長）②の地域の豊かな資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事業の

１３億円の内，来年度，教育課程ではございませんが，土曜体験学習という事業を，

１つの公民館で採択していただけるよう計画している段階です。 

 

（岡井委員）②の約３,０００校区というのは，必ずしも学校が主体となる場合だけでは

ないので，地域の人が参加していただいたりする場合もあるので，このような表記

になっているのですか。 

 

（指導課長）そのとおりです。 

 

（岡井委員）最後の１２ページに３つのパターンがあります。「土曜授業」と「土曜日の

課外授業」これは希望者だけでもよろしいというパターンですが，それと「土曜学

習」というものがありますが，県もこれらを包含したものを提案していると思いま

すが，現状として，この３つのパターンの内，どれかに比重がかかっているのかと

いうことについては，煮詰まっていないのですか。 
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（教育次長）３つのパターンがあるわけですが，現状としては，それぞれのパターンに

ついて，どういった課題があるのかということを検討している状況でございます。 

 

（福嶋委員）今回の試みについては，今年は全学校で行うのか，あるいはモデル校で行

うのかということはどういう考えですか。 

 

（教育次長）これにつきましても，学校運営協議会の方で検討していただいて，結果的

には何校か試行的に行うという学校が出てくるかもわかりませんが，「何校やりまし

ょう」とか「いつからやりなさい」ということは決めていない状況ですので，学校

運営協議会において話し合っていただきたいと思っています。 

 

（下古谷委員）学校運営協議会での話し合いの中で，色々な意見が出てくると思います

が，保護者側としては賛成される方もいらっしゃれば，反対される方もいらっしゃ

ると思います。その辺りの調整が難しいと思いますが，どのような形で考えておら

れますか。 

 

（教育次長）調整というのは教育委員会として調整するかということでしょうか。 

 

（下古谷委員）そうです。 

 

（教育次長）色々な問題が出てくると思いますので，４月から５月にかけて学校運営協

議会が始まってきますので，それぞれの学校運営協議会でどのような話し合いがさ

れて，どのようなことが教育委員会として考えていかなければならないことになる

のかということを集約して活かしていきたいと思います。 

 

（福嶋委員）教職員の勤務に関するＱ＆Ａも出されているということは，教職員の勤務

については，どうしたら良いのかという不安感を持たれているのだと思います。そ

れについて，実際の現場の方の気持ちとして，どのような状況であると把握されて

いるのか教えてください。 

 

（教育次長）このＱ＆Ａにも色々書かれていますが，やはり一つの週で教員の方が土曜

日に出ていただいたとすると，同一週で振替することになっていますので，そうな

ると，平日に振替をするとなると，子どもたちの学習がどうなるのかということに

なってきます。また，それが原則ということになっていますので，やむを得ず他の

週に振替をする場合というのが出ておりますが，これは前４週後１６週の間に振り

替えることになりますが，その「やむを得ず」という部分がクリアされないと難し

いのではないかと考えております。 

 



２０ 

 

（福嶋委員）正規の普通の授業の時間に振り替えて休まれると，これは本末転倒という

ことになりますので，その辺はどういうふうに運用していくのかということが難し

いところであり，知恵の出しようということになりますね。 

 

（下古谷委員）実際に休みを取得する側からすると，同一週に振替えるということは不

可能に近いことですので，ほとんどの場合が，「やむを得ず」ということになってき

てしまうと思います。しかし，やむを得ず２ヶ月くらいの間に振替えできないよう

なことになると，３ページの留意事項にもあります，教職員の時間外労働時間につ

いて考えなさいという部分にぶつかってきますので，なかなか実際に行うのは難し

いのかということを経験上感じております。私も２ヶ月以内に取りなさいと言われ

ていても，実際には取れませんので，結果的には流れていってしまうということが

多くあります。ですから，実施していただく方の御意見を尊重して考えていただい

た方が良いと思います。 

 

（教育次長）教職員の総勤務時間が増えるということになってはいけませんので，それ

については，留意していきたいと思います。これはクリアしないとなかなか難しい

ことだと捉えております。 

 

（岡井委員）１２ページの土曜日の教育活動のパターンに戻るのですが，具体的な内容

については後の作業になるのかもしれませんが，やはり教育委員会として最低ライ

ンの道筋だけは示さないといけないのではないのでしょうか。例えば，①の土曜授

業であれば教育課程内の授業日になります。ところが，ある学年は授業日にして，

ある学年はそうでないとなると，授業日数が違ってきます。ですから，今の鈴鹿市

の子どもの状況を見て，例えば「学習指導要領の内容も増えて，授業時数も増えて

過密になっているので，子どもとゆっくり話をする時間も無いので，授業時間の平

準化というか，ゆとりを持たすというか，そのために，①の土曜授業を教育課程に

位置付けたものを１０回のうち何回かやろうじゃないか」というようなことを示す

必要があるのではないでしょうか。そうでないと，校長先生は困ると思います。実

際に学校運営協議会で議論することは非常に良いことであると思いますが，その場

で議論をするのに，何をやっても良いということにするのか，ある程度の最低のラ

インを示すのかということを十分考えていただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）小中学校の先生方は，非常に多忙な毎日を過ごされていることと思いま

す。そこで，土曜授業もやりましょうということになると，ある程度，日頃の仕事

内容についても見直す必要が出てくると思います。むしろ，これは止めましょうと

いうような仕事の選択ということも含めて考えていただいた方が，良いのではない

かと思います。 

 



２１ 

 

（委員長）条件がたくさんある中での土曜授業のスタートになるのかと思い，本当にで

きるのかどうかということが不安な面があるのですが，国の方針として月１回程度

やっていきましょうという中で，選択肢がありすぎて，どう選択するのかが難しい

ところだと思います。鈴鹿市の教育委員会としては，実施していくにあたって，成

績アップを目標としたいのか，まず体力をつけることに目標を置くのかといった，

大きなすみ分けというのはされているのでしょうか。 

 

（教育次長）体力であるとか学力であるとかというような，２者択一ということではな

く，子どもの実態や地域の実態といった大きな観点から考えていきたいと思います。 

 

（委員長）そこは難しいところだと思います。結局，「あれもこれも」になってしまうの

ではないかと思います。最終的には学力を上げるための土曜授業ということになっ

ているのではないかと思いますが，ここからは私の希望になりますが，もう少し子

どもの生活力の向上といいますか，いろいろなことに対して適応できる能力の向上

といいますか，子どもの幅ですね，生活適応力という部分をこういったゆとりのあ

る時間で付けていってあげられると，最終的には学力などにも結びついていくので

はないかと思います。参考意見としてお聞きいただいて結構です。 

 

（教育次長）学校運営協議会の中で今おっしゃられたようなことが議論されれば一番良

いのではないかと思っています。 

 

（委員長）学校運営協議会では，各学校において校長先生が取りまとめていただいてい

るのですか。 

 

（教育次長）校長先生もメンバーに入っていますが，校長先生が取りまとめるというよ

りは，学校運営協議会に委員長さんがおられますので，必ずしも，校長先生が取り

まとめるというものではありません。 

 

（委員長）それぞれの学校運営協議会の中で出た意見というのは，どこでその調整が行

われるのですか。教育委員会はただ意見として吸い上げるだけなのですか。 

 

（青少年課長）現在，学校運営協議会では各学校の運営について協議する機関というこ

とで位置付いております。その中で，市の教育方針・施策でありますとか，施設管

理等，様々な大局的な課題が出た場合につきましては，各学校運営協議会に指導助

言を行っております推進コーディネーター２名が教育委員会事務局に配置されてお

りまして，会議への出席，あるいは会議の事前事後の校長面談による意見の吸い上

げ，聞き取り等を行うほか，会議の後の学校からの実施報告書の提出により，各学

校の状況を把握しているところでございます。 



２２ 

 

 

（福嶋委員）委員長が先ほどからおっしゃっていらっしゃるのは，今，学校運営協議会

に委ねましょうと言われていますが，そうは言っても，「やはり鈴鹿市としての方針

というか，今年はこういうことを重点的にやりましょうという方向性というのを示

すことも大事だよ」ということを言われていると思うのですが。 

 

（教育長）教育委員会として，ある程度の大きな考え方は出さざるを得ないだろうと思

っています。ただし，先ほどからお話していますのは，子どもの実態もまだきちん

と把握していませんし，地域や保護者の方のニーズや実態も把握していませんので，

まずそれをきちんと把握していく必要があるのかなと思っています。大きな考え方

の一つは，国が方向性を出していますので，当然それには沿った形でやっていかな

いといけないと思っています。その中で，鈴鹿市として国の方向性の強弱をどのよ

うにつけていくのか等，実態を把握しながら検討していきたいと思っています。そ

の上で，各学校がどのように取り組むのかについては，学校運営協議会の中で委員

の皆さんの意見を聴きながら，その学校としてはどうなのかということを議論して

いただき，それをこちらにも聞かせていただく必要があると思います。これについ

ては，昨年から教育長の会でも色々話をしていますが，その中でも，管轄している

学校について，全て足並みをそろえて行うということは非常に難しいかもしれない

というような意見も出ておりまして，教育委員会の考え方は出していかないといけ

ないと思いますが，それで，全ての足並みがそろえられるかどうかは，まだ現状で

は分からないというか，別の話になるのかなと思っています。いつか，時間をかけ

て，２７年度になるのか，２８年度になるのか，徐々に全部が足並みをそろえてい

けるようになればいいなと思いますが，来年度すぐにということについては，明言

できないという状況だと思います。まずは実態把握，課題把握をして，場合によっ

てはその課題をクリアするための予算も必要になってくるかもしれませんし，そう

いったことを把握してみないと考え方が作れないのかなと思っています。 

 

（下古谷委員）土曜授業を実施していこうとすると，人材の確保がどうしても必要にな

ってくると思います。例えば，定年退職された教職員の方の再雇用によって，土曜

授業に専属にあたってもらうようなことは可能なのでしょうか。フルタイムにする

と新しい方を入れられないと思いますので，パートタイムであたっていただくとか，

そのようなことはできないのでしょうか。 

 

（教育次長）土曜授業のことは置いておきまして，教員を定年退職された方の再任用の

制度がありますので，フルタイムもしくは非常勤という形で働いていただいている

方も何人かいらっしゃいます。そういう方を土曜授業に活用するかということはさ

ておき，学校教育に御尽力いただくということは期待しているところでございます。 
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（下古谷委員）土曜授業をやっていただけるような方がいらっしゃるといいような気が

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「日本語指導が必要な児童生徒を対象とした『特別の教育課程』の編成と実施に

ついて」をお願いします。 

 

（人権教育課長）それでは，私からは，「日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特

別の教育課程」の編成・実施」について説明申し上げます。報告事項資料１３ペー

ジを御覧ください。国の動向としまして，帰国・外国人児童生徒に対する日本語指

導を充実させる観点から，平成２６年１月１４日に「学校教育法施行規則の一部を

改正する省令」及び「学校教育法施行規則第５６条の２等の規定による特別の教育

課程について定める件」が公布され，平成２６年４月に施行されることとなりまし

た。このことにより，在籍学級以外の教室で行われる，いわゆる取り出しによる日

本語指導について，特別の教育課程を編成・実施することができるようになります。

制度の主な内容としましては，「日本語指導の主たる指導者は，教員免許を有する教

員が担うこと」「授業時数は，年間１０単位時間から２８０単位時間までを標準とす

ること」「学校が，対象児童生徒の個別の指導計画を作成し，学習評価を行うととも

に，特別の教育課程編成・実施計画を学校設置者に提出すること」等となっており

ます。本市としましては，すでにＪＳＬバンドスケールにより日本語能力を把握し，

その結果に基づき，個人票や個別の指導計画を作成し，日本語指導に取り組んでお

りますが，このたびの省令の制定に伴い，一人一人の実態に応じたきめ細かな指導

を行うため，平成２６年度から取り出しによる日本語指導を特別の教育課程として

再構築いたします。次に１４ページを御覧ください。これは，学校における日本語

指導の流れを表した図でございます。本市におきましては，特別の教育課程による

取り出しの日本語指導が必要な児童生徒かどうかについては，ＪＳＬバンドスケー

ルの判定結果をもとに，学校長の責任のもとで判断します。また，図の下から二つ

目の囲みにありますように特別の教育課程を編成して行う指導方法は，実態把握か

ら指導計画を作成し，指導の実践，評価，見直しといったＰＤＣＡサイクルで日本

語指導を進めていくことになります。学校が行う事務的な業務としましては，一番

下の囲みにありますように特別の教育課程編成・実施計画の作成と提出，個別の指

導計画の作成，学習評価の実施，指導要録への記入があります。なお，個人票，個

別の指導計画につきましては，特別の教育課程の編成に関わらず，これまでの取組

を継承する形で，ＪＳＬバンドスケール判定を行っているすべての児童生徒を対象

に作成し，一人一人の子どもに応じた日本語指導を進めてまいります。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。 
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（福嶋委員）今回の試みというのは，より細やかな支援や指導ができるということで，

とても良いシステムだと感じました。そこで，あまり本質的なことではありません

が，これを読ませていただいたときに，別の案件で「指導」という言葉が「支援」

という言葉に変わりましたが，ここでは「取り出し」とか「入り込み」という言葉

が出てきます。これらは，何か外来語を日本語に直すときに間違って翻訳してしま

ったのか，文部科学省で使っている言葉なのかもしれませんが，ふさわしくないよ

うな気がします。 

 

（人権教育課長）御指摘の文言については，文部科学省が使っておりまして，この資料

自体も文部科学省が流れを示しているものでございます。「取り出し指導」について

は，本来，在籍学級が勉強をする学級であるわけですが，そこから別の教室に取り

出して学習することを意味しています。もう一つ，「入り込み」ですが，これは「は

いりこみ」と読みますが，これは在籍学級に別の補助者が入って指導することを意

味しておりまして，いわゆるチームティーチング（Ｔ.Ｔ）のようなものと捉えてい

ただければと思います。 

 

（福嶋委員）「入り込み」は適切のような気がしましたが，「取り出し」は少し抵抗があ

るように感じますね。いずれにしても，文部科学省が使っている言葉ということで

すね。 

 

（岡井委員）１４ページの下の枠の中ですが，指導計画として，１つ目に「特別の教育

課程編成」とあって，２つ目に「個別の指導計画」とありますね。この内，「個別の

指導計画」は分かるのですが，１つ目の「特別の教育課程」というのは前のページ

の資料によると，授業時数が年間１０単位時間から２８０単位時間となっておりま

して，週にすると８時間くらいあるような，非常に細かいことになっています。私

の感覚では，教育課程とは一定の時間を内容に割り振ったものを言うと思いますが，

このあたりが２重構造になっているというか，ピンと来ない部分があります。この

特別の教育課程というものは，通常学級のものとは違うと思いますが，どのような

イメージなのですか。 

 

（人権教育課長）日本語指導を必要とする子どもたちは，その言葉のレベルが様々です

し，例えば両親が異なる言語を使っているとか，日本で生まれながら家庭で異なる

言語を使っている等の複雑な生活背景を持っている子どももいます。その子どもに

対して，どういう指導がどのくらい必要なのかということが非常に多様でありまし

て，そういうところから，年間１０単位時間，これですと月１回程度となりますが，

ここから年間２８０単位時間までということですので，これですと，岡井委員がお

っしゃいました，週８時間以内といった時間数になります。さらにこれは，必ずと
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いったことになっておらず，文部科学省は子どもの状況に応じて，さらに弾力的に

することも考えられるとしておりまして，そういった含みのある時間設定をするこ

とによって，その子どもに応じた日本語指導を行っていくということになります。

一つ申し遅れましたが，外国から入ってきたばかりの全く日本語に触れたことのな

い子どもの場合には，最初の３ヶ月を特に多くの時間を，例えば１２時間くらい集

中的に行うとか，学年の大きな子どもの場合には，１ヶ月間に集中して日本語指導

を行う等も想定されますので，そういう状況を含めた時間設定ということになって

います。 

 

（下古谷委員）今言われたように，１ヶ月ないし３ヶ月の間，集中的に日本語指導をさ

れるということは非常に良いことだと思いますが，文部科学省が出されているもの

について悪い見方をすると，例えば「取り出し」ということは，通常受けている算

数の授業を受けずに，その子どもの日本語のレベルにあった算数の授業を進めてい

くということなのですか。 

 

（人権教育課長）これは日本語指導としてということですので，初期の段階ですと，日

常使う言葉から指導していくわけです。今おっしゃいました，算数の時間を全部取

り出すとか，国語の時間を全部取り出すとかということになると，その教科を学べ

ないということが懸念されます。そこで，文部科学省は年間通じて取り出しをする

ときに，一つの教科が一度も受けられないということがないように教育課程を編成

するようにという内容が含まれておりますので，そこは，編成上，留意していかな

ければならない部分になっているということです。 

 

（下古谷委員）算数の進度がどんどん遅れていってしまうわけですから，個人的には，

生徒の時間を取り出しにしなくても，普通の授業を受けた上で，そのプラスアルフ

ァで日本語指導をすればというふうに思ってしまいますが，やはり小学生では難し

いのでしょうか。 

 

（人権教育課長）実際のところは，特に小学校の場合は，全部の時間を取り出すという

よりも，概ね８時間程度取り出ししながら，教科の内容と日本語指導の内容を合わ

せた指導の中身を作っていくことに留意して進めていくということになります。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市では，日本語指導担当教員という方は何人ぐらいいらっしゃって，

弾力的な応対が可能なのでしょうか。予算についても教えてください。 

 

（人権教育課長）今年度ですと，国際化対応加配ということで入っておりますのが，小

学校に２２人，中学校に８人ということで，３０人が日本語指導のための加配とい

うことになっています。 
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（福嶋委員）ほぼ，この人数で対応できそうなのでしょうか。 

 

（人権教育課長）鈴鹿市の場合，１～２人という少ない人数の日本語指導が必要な子ど

もが入ってくる学校があります。ですので，先ほど申し上げたのは，日本語指導が

必要な子どもが概ね５人以上在籍する学校へそういった加配が来ますが，少ない学

校については，国県の補助事業を使いまして，日本語指導の支援員さんをこちらか

ら派遣して，子どもの指導にあたっていただく形をとっておりまして，そういった

方を，今年度は６人お願いしている状況です。 

 

（福嶋委員）そういう方がいらっしゃるのですね。 

 

（人権教育課長）はい。 

 

（委員長）鈴鹿市は比較的早くから多文化共生に取り組んでいましたので，ある程度ノ

ウハウを持っていると思いますが，今現在，どのくらいの方が日本語指導が必要な

のか，その児童生徒数を教えてください。 

 

（人権教育課長）現在，６５５名の外国人児童生徒が在籍しておりまして，その約半数

の３５５名が日本語指導が必要な子どもたちとなっております。 

 

（委員長）数としてはかなりいるのですね。それは，小学生と中学生を合わせてですね。 

 

（人権教育課長）そのとおりです。 

 

（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，３番目

の「速報展『発掘された鈴鹿２０１３』について」をお願いします。 

 

（考古博物館長）鈴鹿市考古博物館において，前年に発掘調査を行った結果を，毎年，

速報展として開催しておりまして，今年は，３月２１日から６月２２日まで開催い

たします。資料は２１ページからとなっていますので，詳しくは，御一読いただき

たいと思います。この速報展については，毎年，スライド説明会を行っております

が，４月１９日と５月１８日に開催を予定しております。４月１９日は県民の日，

また，５月１８日は国際博物館の日ということで，いずれも，無料開放となってお

ります。たくさんの方にお越しいただければと思っております。以上でございます。 

 

（委員長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思います。 
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（岡井委員）今，無料開放日のことが出ておりましたが，たくさんの方にお越しいただ

くために，例えば，子どもでしたら長期休業中は無料にしてあげるとか，今回９つ

の遺跡の発掘調査の結果の展示ですので，この９つの地域の方には回覧等でお知ら

せして，無料にしてあげる等，御検討いただけたらと思います。 

 

（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その他の

事項に移ります。「４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）４月教育委員会定例会を４月２３日水曜日午後３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，４月教育委員会定例会を４月２３日水曜日午後３

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３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。 

 

 

３月教育委員会定例会終了 午後０時６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 


