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平成２６年４月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年４月２３日（水） 午後３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（篠原政也），参事（冨田佳宏），教育総務課長（前

田靖子），学校教育課長（山田洋一），教育指導課長（髙藤富子），教育支援課長（木

村元彦），参事兼文化課長（井上陽子），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（澤井環），子ども

家庭支援課長（瀬井より子），教育総務課副参事兼学校施設グループリーダー（棚瀨

研一），文化課副参事兼文化財グループリーダー（宮崎哲郎），文化課学芸員（代田美

里），書記（永井洋一），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（1）専決処分（鈴鹿市教育委員会書記の任免）の承認について     （教育総務課） 

（2）鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の組織及び運営に関する規則 

の制定について                        （教育支援課） 

（3）学校運営協議会委員の任命について               （教育支援課） 

（4）文化財の指定について                       （文化課） 

 

６ 報告事項 

（1）平成２６年度アクションプランの具現化に向けた「各課の取組」について 

(関係各課) 

（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 

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

（3）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 

校舎棟移転改築機械設備工事）                 （教育総務課） 

（4）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 

校舎棟移転改築電気設備工事）                 （教育総務課） 

（5）第７６回国民体育大会の会場地第二次選定について        （スポーツ課） 

（6）文化課所管資料館・記念館の案内パンフレットの作成について     （文化課） 

（7）平成２６年度鈴鹿市考古博物館催し物案内について        （考古博物館） 
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７ その他 

（1）子ども議会の開催について                   （教育支援課） 

（2）５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４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１６２８号「専決処分（鈴鹿市教育委員会書記の任免）の承認について」をお

諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市教育委員会会議規則第７条の規定に基づき書記の任免を行うについて，

鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第３条第１項の規定により専決処分したの

で，同条第２項の規定により，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１６２８号，専決処分（鈴鹿市教育委員会書記の任

免）の承認について，説明いたします。本議案は，平成２６年４月１日付け人事異

動に伴い，それまで鈴鹿市教育委員会書記を兼務しておりました，教育総務課総務

グループリーダーの片岡健二副参事が異動され，新たに，教育総務課総務グループ

リーダーとして永井洋一副参事が着任しましたので，二人の鈴鹿市教育委員会書記

の任免を行うため，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第３条第１項の規定に

より，片岡副参事の兼務を解く発令を平成２６年３月３１日付けで，永井副参事の

兼務発令を平成２６年４月１日付けで専決処分いたしましたので，同条第２項の規

定により教育委員会へ報告し，その承認を求めるものでございます。それでは議案

の朗読をもって説明に代えさせていただきます。まず，解く発令ですが，「事務職員 

片岡健二 鈴鹿市教育委員会書記の兼務を解く 平成２６年３月３１日 鈴鹿市教

育委員会」，次に兼務発令ですが，「事務職員 永井洋一 鈴鹿市教育委員会書記に

兼ねて任命する 平成２６年４月１日 鈴鹿市教育委員会」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）特にありません。よろしくお願いいたします。 

 

（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，お諮りします。

議案第１６２８号「専決処分（鈴鹿市教育委員会書記の任免）の承認について」を
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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１６２８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１６２９号「鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議

会の組織及び運営に関する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）鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の組織及び運営に関する規則を制定

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。詳細は教育支援課長から説明いたします。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは議案第１６２９号の「鈴鹿市立学校に設置する学

校運営協議会の組織及び運営に関する規則の制定」につきまして，説明申し上げま

す。４ページを御覧ください。本市では，鈴鹿市立学校の管理に関する規則第１９

条の２におきまして「学校に学校運営協議会を置く。」ことを定め，同条第２項で「学

校運営協議会に関し必要な事項は別に定める。」と規定されております。これまでは，

鈴鹿市学校運営協議会設置要領にて必要な事項を定めておりましたが，学校運営協

議会を中心とする地域ぐるみの教育の推進をさらに明確にするとともに学校運営協

議会の運営をより適切に実施するため，これまでの事項を基本的に踏襲しつつ，所

要の規定整備を行ない，規則として改めて定めるものでございます。規則の概要で

ございますが，まず第１条，第２条では，この規則の制定の趣旨や学校運営協議会

の理念を定めました。また，第３条では，学校運営協議会の所掌事項を定めました。

第４条から第７条及び第１３条では，学校運営協議会委員の任免に関することや地

方公務員法上の特別職の地方公務員の身分を有することから，委員の服務原則や報

酬，解任について規定いたしました。第８条から第１２条は，組織や会議の運営上

の規定を設けており，第１４条，第１５条では，学校運営協議会の運営に関する教

育委員会の指導・助言等を定めております。また，第１６条では，学校運営協議会

での評価の実施や地域住民への情報提供を規定しております。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）学校運営協議会については，文部科学省の見解では，教職員の任用につい

て学校運営協議会が意見できることとするかどうかは，それぞれの自冶体に任せる

ということであったと思います。そこで確認ですが，鈴鹿市の場合は，職員の任用
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については，ここにはあまり触れられていませんが，その点をひとつ確認させてい

ただきたいと思います。 

 

（教育支援課長）文部科学省の見解として，任用に関することを取り扱わない学校運営

協議会を定めることも可能とされておりますことから，本市におきましては，教職

員の任命については取り扱わない機関として位置付けております。 

 

（福嶋委員）その理由を教えていただきたいと思います。 

 

（教育支援課長）この学校運営協議会は，より良い学校づくり，地域と共にどう子ども

を育んでいくかということが主体でございます。そうしたことから，学校長の経営

方針の基に，どうすれば教育活動が充実したものになるのかを協議する機関，学校

運営に関して協議する機関に位置付けていきたいと考えておりますことから，この

ように解釈しております。 

 

（福嶋委員）そうすると，人事に関することについては，学校運営協議会の中では，触

れないというか議論の対象にならないということですか。 

 

（教育支援課長）どのような人事にしてほしいかという機微に入った部分ついては原則

としては触れずに，あくまでも教育活動の充実と地域ぐるみでどう子どもを育んで

いくかということに焦点を当ててまいりたいと思っております。 

 

（福嶋委員）ありがとうございました。それからもう一つ聞いてよろしいでしょうか。

第３条第２項のところですが，学校運営協議会は「校長を通じ教育委員会に対して

意見を述べることができる」とあります。また，文部科学省の文言を読んでいると，

学校運営協議会から，直接，教育委員会に申し入れることもできると書いてありま

すが，今回，本市の場合は校長を通じてということになるわけですね。 

 

（教育支援課長）本市では，学校長も学校運営協議会委員の一人として任命させていた

だくこととしています。したがいまして合議機関の学校運営協議会で決められたも

のにつきましては，代表して学校長が意見を述べるという規定にしたものです。 

 

（福嶋委員）はい。わかりました。 

 

（下古谷委員）第６条のところで先ほども説明の途中にありましたが，特別職の地方公

務員の身分をもっとわかりやすく教えていただいてよろしいでしょうか。 

 

（教育支援課長）地方公務員法第３条の中に法令等で定めている者については，地方公
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務員の特別職に位置付ける定めがありまして，これを適用したものでございます。

したがいまして学校運営協議会委員につきましては，その規定に基づきまして，非

常勤の取り扱いとして位置付けていくというものでございます。 

 

（岡井委員）まず１つ目は，年に何回ぐらい開催するのかということを教えてください。

定例会が最低何回かあって，その他随時あると思いますが，何回ぐらい開催するの

かということ。２つ目に，第９条第３項にあります地域コーディネーターを置くと

いうことは必置だと思いますが，この地域コーディネーターの活動状況を教えてく

ださい。それから３つ目に，第３条で，校長は次の各号について協議会の承認を得

るとあります。報告ではなく，また，助言や意見を求めるということではなく，承

認を得るとなると，（１）から（４）までの内容を諮る時期や手続きについて，結構，

難しい状況が出るのではないかと思うのですがいかがでしょうか。そして，第２条

の下から３行目ですが，「その教育力を高め合うとともに，地域住民等の意向を反映

できる地域に開かれた学校づくりを目指す」と書いてありますが，「承認」というこ

とは，「意向を反映できる」ということと比較するとだいぶ強いと思うのですが，こ

の文言について見解をお願いしたいと思います。 

 

（教育支援課長）まず一点目の開催状況でございますが，昨年度は，年間で実施報告を

いただいた分で２３５回開催しております。１校平均で年間４回から６回程度でご

ざいます。これ以外に授業参観や学校行事等で，学校運営協議会委員が学校を訪問

するということが多数報告されていると了知しております。２点目でございますが，

地域コーディネーターの活動状況でございますが，地域の方から各学校１人又は２

人の方に活躍していただいておりまして，学校支援ボランティアの募集や連絡調整

をはじめ，活動状況のとりまとめ，学校運営協議会の議事録等の作成，開催通知の

案内等，こうしたことが活動とされているところでございます。それから３点目の

「承認を得るものとする」という規定でございますが，地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の第４７条中の定めを適用しているものでございます。また，これ

ら所掌事項についての，時期，手続きについてでございますが，５月の第１回目の

学校運営協議会におきましては，昨年度の学校評価を生かしまして，学校長から経

営方針を説明させていただくことにしております。そこで承認をしていくというこ

とでございますが，実質的には前年度の学校評価を議論するときに，既にある程度

次の年に向けて委員の声を反映させた方針がつくられていくというのが実態であり

まして，ＰＤＣＡサイクルの中で運営されていると考えております。そうした委員

は，地域や保護者を代表した方の中から推薦をいただき任命いただくわけですので，

学校運営協議会の中で届けていただいた声を反映させた学校長の経営方針を，学校

運営協議会全体として承認し，参画していくというシステムになっております。 

 

（委員長）自冶会代表やＰＴＡ代表等の経験豊かな方というのは，年齢的に高くなると
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いう傾向があると思いますが，子どもさんをお持ちの方も何名か入っていただいて，

今の現役の学校の問題をしっかり把握していただきたいと思います。例えば，以前，

土曜授業等についても学校運営協議会で一度話し合っていただくということを言わ

れていましたが，今の現実の子どもたちの状況を把握していただいて動いていただ

いているのかどうかについて確認をしたいのですが。 

 

（教育支援課長）子どもをお持ちの保護者世代につきましては，ＰＴＡでありますとか

ＰＴＡのＯＢの方々が各学校の委員として含まれるよう規定をさせていただいたも

のでございます。また学校では，子どもや保護者の方に学校評価という形でアンケ

ートを取っていますので，そういった方々の意向も学校運営協議会の中で報告され，

議論もされておりますので，そうしたことで学校運営に反映しているのが現状であ

ると認識しております。 

 

（委員長）ありがとうございます。 

 

（下古谷委員）学校運営に参画していただいた方々が，第１６条では学校運営の状況に

ついて評価をするというようになっていますが，運営に携わった人が評価の方もす

るというのは，何となく少し違和感があるのですが，その辺りはどうでしょうか。 

 

（教育支援課長）学校評価につきましては，学校関係者評価委員会等において委員を任

命してこれまで実施していたところございます。文部科学省及び三重県教育委員会

におきましては，学校運営協議会でこれを協議することが同等であるという場合に

は，他に定めずに学校運営協議会の中で評価を行っても良いという解釈がされてお

ります。したがいまして，学校運営のＰＤＣＡサイクルに生かすこと，また，会議

の効率化等を考慮して，このように位置付けております。 

 

（福嶋委員）全国的にも学校運営協議会をうまく運営しているところはなかなか少なく

て，当市においてはかなり先進的であると思っています。開かれた学校というか，

地域ぐるみの子どもの教育に目を向けるということは，とても大切な役割を担って

いますので，この規則についても，これからまだ始まったばかりですので，柔軟に

見直しながら進めていただきたいと思います。 

 

（委員長）第１１条に会議の傍聴に関する規定がありますが，最寄りの小学校で一度見

せていただきたいと思っていますが，これは校長先生に連絡させていただいたら良

いのですか。 

 

（教育支援課長）教育委員の皆様の傍聴につきましては，私ども事務局の方に教育総務

課等を通じて教えていただきましたら，学校運営協議会委員長に承認を求めてまい
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りたいと思います。 

 

（委員長）そうさせていただきます。 

 

（岡井委員）第２条の「地域住民等の意向を学校運営に反映できる地域に開かれた学校

づくりの現実を目指すものとする」とありますが，昨年，学校運営協議会の発案に

よって，学校そのものの動きが変わった，プラスの方向に変わったというような例

があれば，一つ二つ教えていただきたいと思います。 

 

（教育支援課長）一つの事例を御紹介させていただきますと，現在の子どもたちの喫緊

の課題としまして携帯電話やスマートフォンの使い方が非常に話題になっておりま

す。その中で，一つの中学校では，学校運営協議会の中で協議をされて，「夜間の９

時以降は携帯やスマートフォンを使わないようにしましょう」とか「約束を親子で

決めましょう」等，そうしたものを学校運営協議会名でチラシを作って保護者に配

ったというような事例がございました。 

 

（岡井委員）学力にしても体力にしても「こんなことをみんなでやらないか」という地

域の盛り上がりをぜひ大切にしていただきたいと思います。学校ではどうしても上

から目線になりがちですので，地域から盛り上がるような力といいますか，校長先

生が中心になって，あるいは委員長や副委員長が中心になって，考えていただきた

いと思います。 

 

（委員長）先ほどの岡井委員の御意見に関連して，学校でも携帯についてはルールを決

める，また，地域の方からも保護者への発信を行うというような，双方の協力の下

で，同じような意見を持って子どもたちに接していくということは，これからとて

も大事なことではないかと思いますので，そのように徹底していただけるととても

嬉しいです。 

 

（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１６２９号「鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の組織及び運

営に関する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１６２９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１６３０号「学校運営協議会委員の任命について」

をお諮りします。 
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（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５第２項の規定に基づ

き学校運営協議会委員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１０号の規定により，この議案を提出します。詳細は教育支援課長か

ら説明いたします。 

 

（教育支援課長）議案第１６３０号の提案説明をさせていただく前に，９ページの学校

運営協議会委員一覧表におきまして，本日，飯野小学校から委員をやむを得ず変更

したいという報告がありましたので，この場で口頭ではございますが委員の名前の

訂正をさせていただきたいと思います。一覧表の１２番飯野小学校の学校運営協議

会で左から６人目，石倉政恵様でございますが，御本人の御都合により，徳増恭司

様に変更させていただきます。それでは，議案第１６３０号の平成２６年度学校運

営協議会委員の任命につきまして，説明申し上げます。学校運営協議会委員の任命

に当たりましては，鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の組織及び運営に関す

る規則第４条第１項で「校長は，当該学校の協議会の委員とする。」また，第２項で

「校長以外の協議会の委員は１０人以内とし，自治会等の地域の代表者，ＰＴＡ代

表者，学識経験者等で校長が必要であると認める者のうちから，校長の推薦により

教育委員会が任命する。」と規定されております。また，任期につきましては，同規

則第５条で「委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。」と規定されております。

この規定に基づき，平成２６年度は，一覧表にございますように，小中学校長を除

き，３７８人の委員の推薦をいただいております。委員の構成といたしましては，

主にＰＴＡの関係者が８９人，主に地域の関係者が２５９人でございます。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）先ほど構成者が自冶会の代表者が２５９人でＰＴＡが８９人とありました

が，委員の中には，３番の学職経験者もありますが，ここにはこういう方はいらっ

しゃらないのですか。 

 

（教育支援課長）中には，地元の大学の先生に委員として入っていただいている学校が

あります。設置する中学校の校区内の大学の方です。あるいは中高連携で子どもの

活動をしている高等学校の先生が，学職経験者の方として入っていただいていると

いうところもあります。 

 

（福嶋委員）今年度はこの委員構成で異論ありませんが，こういった組織の中には，多



９ 

 

様な業種の方が入っているのが望ましいと思っていますので，これからは，意識的

にそういう方に入っていただいたら良いのではないかと思います。 

 

（下古谷委員）今の質問に関連して，地元の方，自冶会の方が２５９人，ＰＴＡの方が

８９人ということで，自冶会の方が非常に多いのですが，特に何か理由があるので

しょうか。 

 

（教育支援課長）地域の代表者には，自冶会，まちづくり協議会，青少年育成町民会議

等さまざまな立場の方，また主任児童委員や民生委員の方等，色々な活動で子ども

たちに関わっていただいている方がいらっしゃいまして，これらの方を総じて，地

域の方としてここでは括らせていただいた形でございます。 

 

（下古谷委員）はい。わかりました。 

 

（委員長）そのような特にまちづくり協議会の方や青少年育成の方たちがメンバーに入

って見えますと，教育委員会への要望等がかなり出てくるのではないでしょうか。 

 

（教育支援課長）やはり地域によっては，子どもの通学路の安全対策の問題への改善で

ありますとか，色んな声があるということはございます。一方で，まちづくりの方

が主体となって子どものために積極的に財政的な支援をいただくとか，主体的な活

動をしていこうという意欲を感じる学校もございます。これからも，良い関係の中

で一緒に子どもを育んでいける組織にしていきたいと思っております。 

 

（委員長）各地区にこういう形で学校運営協議会がありますが，校長先生同士の意見交

換の場等はあるのですか。 

 

（教育支援課長）研修会を年間数回開催している中で，学校運営協議会と校長先生に御

出席いただいて中学校区で近隣の学校が集まって，日頃の取り組みを情報交換，意

見交換を行う場を毎年１回は設けるように努めているところです。また昨年度は，

中学校区によっては，小中学校が集まろうということで，主体的な連携について配

慮していただいた校区もございました。 

 

（委員長）そういうことがどんどん活発になってくると，小中一貫ではないですが，小

学校と中学校とのつながりが密になると思いますので，さらに活発にしていただく

とありがたいと思います。 

 

（福嶋委員）先ほど，主体的な活動もあり，要望もありますよという話もありました。

もちろん主体的な活動は大事であると思いますが，要望も例えば交通安全とか色々
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なことがあると思います。それらについては，それぞれの機関を通して関係がうま

く円滑に動いているのかそのあたりはいかがでしょうか。 

 

（教育支援課長）コミュニティ・スクール推進コーディネーターが２名いますので，各

学校の学校運営協議会の会議の前後等に，校長先生とやり取りをしたり，会議の様

子を傍聴したり，あるいは会議後に学校運営協議会からの報告を学校から提出して

もらっていますので，そうしたものの中から，事務局の方で声を聞いて，関係部局

との連携に生かしているという現状でございます。 

 

（下古谷委員）この学校運営協議会委員の方が１０名近くお見えですけれども，おおよ

その年齢構成というのは，どんな感じになっていますでしょうか。 

 

（教育支援課長）そこまで個人情報を取得しておりませんので明確なことはお答えでき

ませんが，やはり地域の方が多いので，若干保護者世代よりは年齢層が少し高いか

なと見受けております。 

 

（岡井委員）同じ校区で小学校と中学校の両方の学校運営協議会に入っている方が何人

かいらっしゃいます。これも本当に小中学校の連携という面でも良いことだと思い

ますが，そういった小中学校に入っている方は，意図的にこの人とこの人はつなが

りの上で委員になってもらおうというようなことがあるのですか。また，そんなに

たくさんの委員は兼ねることはできないと思いますが，２校までとか３校までとい

うような決まりはあるのですか。 

 

（教育支援課長）小中学校を兼ねている方は御覧のとおり若干お見えになります。これ

はやはりその方が，小学校と中学校の両方に関わっていただくことが必要であると

いうことがベースになっているのかなと思っております。それから何校までという

設定はしておりませんが，２校までで今のところは推移しております。 

 

（岡井委員）先ほど福嶋委員が学識経験者の方のことを言われました。そこで，校医で

すが，学校保健委員会には入っていただいていると思いますが，今，子どもたちの

健康面でも色々ありますので，校医の方にも入っていただけると良いのではないか

と思います。健康面や体力面で。出席の制約があるかもしれませんが，さまざまな

方をということであれば，校医も対象に検討していただければと思います。 

 

（教育支援課長）現在，お一人ですが，校医の方が委員長に就任していただいている学

校があります。この方は継続して就いていただいております。規定のとおり少し学

校保健委員会のように委員さんに幅広く出席を求めて協議をしていただいたという

小学校の取り組み事例も報告されています。 
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（下古谷委員）臨床心理士の方が入っているところもありますか。 

 

（教育支援課長）そこまでの資格がある方かどうかということは，今までは把握してお

りません。 

 

（下古谷委員）ボランティアでカウンセラー等をしておられる方はどうですか。 

 

（教育支援課長）委員の中にということですね。 

 

（下古谷委員）はい。今，何となくそういう人が多いので，ぜひ，一人ぐらいは，入れ

ていただいた方がいいのかなと思います。 

 

（委員長）今までのお話をお伺いしますと，この学校運営協議会という組織は，学校に

対して影響力があると考えて良いのでしょうか。地域の人たちの考え方を取り込ん

で，例えば学校区の人たちに集まってもらって，学校運営協議会を作っていくとい

うことは，学校の今のあり方に対して影響力はあると考えて良いのですか。ウエイ

トが高いと考えて良いのですか。 

 

（教育支援課長）これからの教育は，御承知のとおり国の方針として地域全体で子ども

を教育していこうということですので，そのために，この学校運営委員会を，コミ

ュニティ・スクールを平成２８年度までに，全公立小中学校の１割，約３,０００校

に広げていこうとされています。平成２５年度の段階では，全国で１,５７０校の公

立小中学校で，コミュニティ・スクールの中で地域とともに，子どものことを一緒

に考えてやっていこうという広がりが得られております。その中では，やはり学校

に対しての要望というよりかは，今あるものを一緒にうまくやっていけないだろう

かとか，学校と保護者と地域とが，例えば先ほどの携帯でありますとか，生活習慣，

睡眠の日を設けようという取り組み，あるいは学力に関して家庭学習を一度みんな

で考えていこうとか，そういった，今あるものをより良く充実させて質の高いもの

にしていこうということの協議が，現在，鈴鹿市をはじめとする各学校運営協議員

会では行なわれているというのが現状であって，辛口の応援団というか，学校の取

り組みへの参加や支援というところを中心に，教育活動の充実に当たっていただい

ていると受け止めております。 

 

（委員長）ありがとうございました。 

 

（福嶋委員）お話を聞いて思ったのですが，学校運営協議会がもっと円滑に活動を進め

ていくと，次第に予算というかお金も欲しいなということが生じてくると思います。
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それについて，私たちはどのように支援をしたら良いのだろうかと思うのですが，

それについてはいかがでしょうか。 

 

（教育支援課長）自助，公助，共助と言いますが，現在，例えば先ほどお話しましたま

ちづくり協議会の方たちのような，さまざまな地域で活動している方が持っている

地域資源の中の人や物やお金や場所といったものを活用した取り組みがなされてい

ます。他の先進地を見に行ったときも，税というか財政上の支援もやはり限られて

きますので，学校の中で自分たちの教育活動を子どもたちや地域の為にどういうふ

うに充実させるかということについて，知恵を出し合っている事例を拝見したこと

がございます。今後はそうしたところで学校運営協議会の中で自分たちの主体的な

活動が醸成されるようにしていければいいなと思っているところでございます。 

 

（福嶋委員）もちろん，そういうふうになれば望ましいですが，もし何かあるときに予

算が必要になれば，そのようなことも考えるのも一つの手段ではないかと思います。 

 

（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１６３０号「学校運営協議会委員の任命について」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１６３０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１６３１号「文化財の指定について」をお諮りしま

す。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市の文化財として指定するについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任

等規則第１条第１３号の規定により，この議案を提出します。詳細は文化課長から

説明いたします。 

 

（文化課長）それでは，私からは，議案第１６３１号「文化財の指定」につきまして，

説明申し上げます。１１，１２ページの資料を御覧ください。先日，３月１１日開

催の鈴鹿市文化財調査会におきまして，２件の文化財指定について，意見具申をお

願いしたものでございます。まず，１件目は，有形文化財歴史資料「寺尾家関係歴

史資料について」でございます。同資料は，１７世紀半ばから型紙問屋を営んでお

りました商家寺尾家に伝わる資料でございまして，内訳は，型紙４０１枚，絵刷り

帳類３６冊，同断片１２点，図案集４０冊，型見本帳８冊，古文書類４９４点，そ
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の他歴史資料２２点，総点数１,０１３点となっております。近年になって，その文

化財的な価値を鑑み，指定文化財候補として審議いただきましたところ，本市の代

表的な伝統工芸伊勢型紙の歴史を象徴する貴重な歴史資料との御意見をいただきま

した。続いて，１３，１４ページで２件目といたしまして，記念物史跡「大黒屋光

太夫供養碑」でございます。大黒屋光太夫は，亀屋に生まれ，大黒屋の養子に入っ

たという説が有力でありまして，同供養碑は，光太夫の実家，亀屋の墓碑でござい

ます。同墓碑の建立時期は，過去帳記載の内容及び碑に刻まれた年代より天明４年

８月１５日と推察されます。光太夫の法名，釈久味が刻まれる同墓碑は，地元に残

る数少ない光太夫関係の史跡として貴重なものでありまして，先に文化財として指

定されています，大黒屋光太夫ら１７名の乗組員の供養碑とともに「大黒屋光太夫

供養碑」として追加指定することが妥当であるとの御意見をいただいたものでござ

います。説明は以上でございます。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）伊勢型紙というのは，鈴鹿市にとっても日本としても大切にしなければな

らないものであるということで，こういうふう指定していただいたのは良いことだ

と思っております。文化財に指定されたということは，鈴鹿市の歴史の深さも実証

することであり，とても大切なことだと感じております。そこで，今回のこの指定

以外に，指定していきたい文化財があるのではないかと思いますが，そういうもの

はたくさんあるのかどうか，その辺りを教えてください。 

 

（文化課副参事兼文化財グループリーダー）指定文化財につきましては，毎年２回行っ

ております文化財調査会の中で審議をしております。その都度，委員さんをはじめ，

事務局の方で把握をしていることについて審議をしていただくことになりますが，

最新としましては，先月３月に行われました文化財調査会で諮った２件が全てでご

ざいます。今後，新たなものが出てくる可能性はあります。 

 

（福嶋委員）今回，古文書類がたくさん指定されましたが，こういう古文書を，将来，

読みそろえていくというか，整理をしていくとか，そうことに関する方針はどうな

っているのですか。 

 

（文化課副参事兼文化財グループリーダー）現在，文化財の調査の担当として週１.５日

という割合で古文書の解読をしていただいています。資料はここにあげさせていた

だいたように非常に多数でございますし，内容的にも１点ごとにボリュームの差が

ありますので，いつまでにこれだけということは申し上げにくい部分がありますが，

時間をかけて紐解いていく予定でございます。 
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（福嶋委員）松阪市では，長谷川家の文書をかなり持っているのですが，大学の学生や

ボランティアの方々を含めて参加して関わって動いていらっしゃるので，鈴鹿市で

も，できたらそういうふうな方向で，たくさんある古文書をなるべく早く整理して，

少しでも読み解いていくことができればありがたいかなと思います。 

 

（下古谷委員）こういうふうに文化財に指定されたものは，一般の方々が見る機会はど

の程度あるのでしょか。 

 

（文化課副参事兼文化財グループリーダー）実は，今回指定になった寺尾家関係資料に

つきましては，昭和４０年代に市史編纂事業の中で寄託され，その後，昭和５８年

に寄贈され，市内の伝統産業会館や伊勢型紙資料館でも展示をしておりました。資

料の中にはかなり劣化が進んでいて脆弱な状態のものもありますので，今後，資料

をさらに調査を続けていく中で，資料を展示することによって，市民の方に興味を

持っていただき，文化の向上に資するようなものについては，伊勢型紙資料館他の

施設がございますので，公開することを考えております。 

 

（下古谷委員）予算的な問題があって非常に難しいと思うのですが，鈴鹿市博物館では

ないですが，何かそのようなものが，今後，できるという予定はないのでしょうか。 

 

（文化振興部長）現在，市では，公共施設のマネジメント白書といいまして，老朽化し

ている施設について，いつ，どれだけの修繕をするとどれぐらいお金がかかるのか

ということを，この平成２６年度いっぱいで作る予定をしております。新規施設に

なりますとスクラップ＆ビルドとなりまして，既存の施設はできるだけ延命化，そ

して新たな施設については他の施設と統合する中で造っていこうという考え方はあ

りますが，今現在，これらに関する資料館的な施設の構想はございません。 

 

（委員長）市役所の中でどこか空いているスペースはないのでしょうか。要は，市役所

に来た人たちが，帰りにちょっと寄っていけるような空きスペースを確保して，少

しずつでもいいので，鈴鹿市がもっている文化財を展示するということは無理なの

でしょうか。 

 

（文化課副参事兼文化財グループリーダー）指定文化財以外も貴重な資料がございまし

て，以前，市の方で持っている古い写真等を庁舎の１５階のフロアーで展示したこ

とがございました。何分，指定文化財にされているような対象物は，非常に劣化が

進んでいるものでございまして，紫外線に浴びる機会が多くなると劣化が進む恐れ

がありますので，そういうことから適切な環境で展示をしていく必要があると考え

ております。 
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（委員長）なかなか難しいですね。新しい施設を建てるのは難しいし，紫外線も強いと

劣化が進むしといった，一方を立てればもう一方に差し障りがあるようなことにな

るのですね。あまり劣化していないものだけでもいいので，なんらかの方法で少し

でも展示していただけるような工夫をしていただけたら良いのではないかと思いま

す。やはり市役所の近隣というのは，人がお越しになる機会も多いですので，帰り

に寄っていただけるということもありますので，機会としては良いのではないかと

思います。図書館の空きスペース等も良いのではないかと思います。 

 

（文化課副参事兼文化財グループリーダー）市役所のスペースでいいますと，１階のロ

ビーの西側の階段の横に，神戸城の鯱を展示しております。ガラスのケースに入れ

て，その説明も一角に設置しておりますので，機会がございましたら宣伝のほうを

していただけたらと思います。 

 

（岡井委員）細かいことですが，１３ページの文言ですが，「光太夫の法名（釈久味）等

の彫字は辛うじて解読できる。」と書いてありますが，１４ページの写真をみると墓

石に鮮明に釈久味という文字が読み取れますが，これは掃除をしたのでしょうか。 

 

（文化課学芸員）下の方の写真の隣に写っているのが先に指定されている光太夫の供養

碑です。先ほどお話に出ました松阪の長谷川さんが光太夫たちの荷主でありました

が，光太夫たちが遭難していなくなった時に建てたこちらの供養碑が先に指定され

ています。この供養碑の劣化もかなりひどく，今年度，実は補助金という形で地元

の方に修復をしていただいたのですが，そのときに若干，今回指定する供養碑につ

いても磨いていただいたようで，かなり見えるようにはなってまいりました。同じ

砂岩質ですので，年代が経ってくるとカビや地衣類が付着して見えにくくなってま

いりますので，地元の方々によってかなり気を使って今後も管理をしていただける

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１６３１号「文化財の指定について」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１６３１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

ョンプランの具現化に向けた「各課の取組」についてお願いします。 

 

（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の具現
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化に向けた各課の取組」について説明いたします。資料は１ページから６ページま

ででございます。まず，平成２６年度アクションプランについて，２月定例会で報

告させていただきました内容から，平成２５年度現状値の確定とそれに伴った平成

２６年度目標値の変更がございますので，この部分について，２ページの見え消し

版で説明申し上げます。まず，平成２５年度現状値の確定値については，全ての指

標において，平成２５年度末の数値が出揃いましたので，御覧のとおり，１２の指

標において，現状値を変更しております。また，この現状値の変更に伴う目標値の

変更でございますが，まず，「Ⅰ-ⅰ確かな学力の育成」の「１０ 多文化共生の教

育を進めます」において，現状値の上方修正に伴って目標値を上方修正いたしまし

た。これは，鈴鹿市の外国人児童生徒の現状として，投資は現状維持のまま，平成

２５年度実績である６０％を目標として設定可能と判断したものでございます。も

う１点，「Ⅰ-ⅱ豊かな心の育成」の「１２ いじめをなくす取組を進めます」にお

いて，現状値の上方修正に伴い，目標値を上方修正いたしました。これは，いじめ

をなくす取組については，平成２６年度から基本方針の策定等，法律に基づく取組

を推進していくことから，目標値を８０％に上方修正したものでございます。また，

「Ⅰ-ⅰ確かな学力の育成」の「１５ 幼児教育の充実に取り組みます」及び「Ⅲ 教

育に関わる環境や条件の整備を進めます」の「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」の指標については，現状値が目標値を超えていますが，「Ⅰ

-ⅰ-１５」については投資の増加がなく，これ以上の目標値の上方修正は難しいこ

とから，また「Ⅲ-３」については，既に設定済みの単位施策評価における平成２６

年度目標値を使用していることから，変更はいたしません。御理解くださいますよ

うお願い申し上げます。なお，本アクションプランについては，２月教育委員会定

例会の折にも説明いたしましたとおり，平成２６年度当初に，ただ今の修正内容を

反映し，教育長決裁をもって確定させていただいており，このアクションプランに

沿って，今年度の取組を進めておりますことを報告いたします。平成２６年度アク

ションプランの変更点については，以上でございます。次に，３ページからは，ア

クションプランの具現化に向けた各課の取組に関する資料を付けさせていただいて

おります。まず，教育総務課ですが，３ページを御覧ください。中央のエリアの，「（２）

食育の推進と学校給食の充実」の項目において，第二学校給食センターの施設整備

事業を引き続き推進することとしています。また，併せて，５カ年計画で小学校の

単独給食調理室改修事業を推進していきます。次に，右下のエリアの「（３）時代に

即応した施設環境の整備を図ります」の項目において，平成２６年度に実施する施

設整備について主なものを記載しております。また，左下のエリアの「（１）開かれ

た学校づくりを推進します」の項目の②においては，引き続き，ホームページ及び

フェイスブックによる情報発信を推進していきます。教育総務課からは，以上でご

ざいます。それでは，引き続いて各課から，所管する取組内容について，説明させ

ていただきます。 
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（学校教育課長）それでは，私からは「アクションプランの学校教育課関係部分」につ

きまして，説明申し上げます。３ページを御覧ください。Ⅰの「生きる力の育成」

につきましては，「学びサポート環境づくり事業」による少人数学級編制を推進し，

きめ細かい指導の充実に努めてまいります。食育の推進と学校給食の充実につきま

しては，地産地消の一層の推進と，中学校ランチサービスの継続，そして，次年度

から始まる中学校給食の実施に向けた準備を進めてまいります。健康教育につきま

しては，インフルエンザ等の感染予防対策の実施と，学校医の先生と連携した学校

保健委員会の充実を目指してまいります。特別支援教育につきましては，コーディ

ネーターを支援する非常勤講師や，支援員・介助員の効果的な配置に努めてまいり

ます。また，公立幼稚園の再編整備につきましては，第２期再編整備計画を策定し，

推進してまいります。Ⅱの学校（園）・家庭・地域との連携につきましては，学校経

営品質をベースとして，すべての学校園において，学校自己評価と学校関係者評価

の実施を進めるとともに，その結果の公表に努めます。Ⅲの教育に関する環境や条

件の整備につきましては，就園・就学が困難な子どもの家庭を支援するため，奨学

金や，就学・就園奨励等の支援に努めます。また，「学校給食における手引き」に基

づく学校給食の安全の確保に努めます。以上で説明とさせていただきます。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは「教育指導課におけるアクションプランの具現化

に向けた取組」につきまして，説明申し上げます。４ページを御覧ください。教育

指導課は，鈴鹿の教育の質の向上を支える研究を行う研究グループと，本市の教育

課題を把握し，教育現場に対し課題に対応した適切な指導を行う指導グループから

成り立っております。それでは教育指導課における本年度のアクションプランの具

体策について説明させていただきます。教育指導課におきましては，今年度も学習

指導要領の徹底を図っていきます。ここに示しております「生きる力」というもの

は，「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」という３つの要素からなっております。

本市におきましては，この３つの力を，特に「特色ある学校づくり」を推進するこ

とにより，育んでいきます。昨年度より，地域や学校の特性を活かしてカリキュラ

ムマネジメントを行い，特色ある教育課程を編成し学校の教育活動を進めていく「特

色ある学校づくりの推進」に力を入れております。今年度は２年目を迎え，さらな

る充実を図っていきます。３つの内容については，それぞれ主な点について説明を

させていただきます。中央の「確かな学力」でございますが，まず１番目として，

学力向上ということで，授業改善，組織力向上，教員の資質向上という点に力を入

れていきます。そのために，各学校に担当指導主事を決め，指導主事訪問をより充

実させ，教育施策の浸透や教育現場における教育課題の対応等の強化及び迅速化を

図っていきます。２番目のキャリア教育については，幼小中における系統的なキャ

リア教育推進計画のモデルを作成し，発信していきます。また中学校における職場

体験活動におきましても，昨年度教育研究所で作成しました冊子をもとに，教科横

断した職場体験活動の推進を図っていきます。３番目の学校図書館活用推進につき
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ましては，これも昨年度教育研究所で作成しました「学校図書館サポートブック」

の活用により，学校図書館の学習・情報センター機能の強化を図っていきます。次

の情報教育の充実につきましては，今年度，小中学校のＩＣＴ機器更新を迎えます

ことから，その整備と，ＩＣＴを活用した授業の調査研究を行ってまいります。５

番目の理科教育の充実につきましては，小学校理科教育充実支援事業を実施してい

きます。また本年度新たに退職校長一名を嘱託職員として配置し，理科支援員と共

に，理科の授業改善の充実を図っていきます。また鈴鹿工業高等専門学校にお世話

になっておりますので，その連携強化に努めてまいります。６番目の外国語活動の

充実につきましては，市内モデル校による英語教育を核とした特色ある学校づくり

の調査研究の実施及び市内モデル中学校区における英語教育における小中連携の調

査研究を行います。また，市内小学校に英語アシスタントを，市内中学校にＡＬＴ

の派遣を引き続き行ってまいります。７番目の特別支援教育の充実につきましては，

指導主事による特別支援学級の授業における指導助言を充実させるとともに，ＩＣ

Ｔを活用した特別支援教育の調査研究の実施を行ってまいります。８番目の幼児教

育の充実につきましては，昨年度から行っております幼稚園における研修体制の整

備として合同研修会の実施や，CLMの観点を取り入れた幼児教育の推進を引き続き支

援してまいります。次に左側の「豊かな心」を御覧ください。「道徳教育・人権教育

の充実」につきましては，今年度はカリキュラムマネジメントを生かした学校独自

の道徳教育・人権教育の全体計画を作成します。また文部科学省調査官による道徳

教育研修会の実施や道徳教育の全体計画に基づく人権学習の授業実践を行い，人権

教育を包含した道徳教育に取り組む一年目として，現場への浸透を図っていきます。

３番目の「郷土教育の推進」につきましては，６年社会及び中学校公民の「地方自

治」に関連する単元の鈴鹿市版として，鈴鹿市における有権者教育資料を作成して

まいります。また３，４年生の社会科の副読本である「のびゆく鈴鹿市」の内容や

資料のデータを最新のものに改訂していきます。「環境教育の推進」「作品展の実施」

「文化・芸術活動の推進」「体験活動の充実」という観点からも取り組んでまいりま

す。続いて，右側の「健やかな体」を御覧ください。体力の向上として，新体力テ

ストの結果を踏まえた授業改善の支援をしたり，部活動の振興にあたり，部活動の

補助，大会参加補助をしたりしてまいります。また，昨年度幼稚園４園で行ってお

りました幼稚園における鈴鹿市版体力向上実践プログラムの実施を今年度は全園で

行ってまいります。２番目の食育の推進につきましては，本年度研修の重点項目と

して食育の推進を挙げておりますことから，実践家による先進事例の紹介等を行う

管理職を含めた食育研修会を開催してまいります。また，中学校における学校給食

を踏まえた食育の推進を図ってまいります。「安全教育」につきましては，平成２３

年度から交流を深めております，女川中学校の元教諭であります阿部先生による「１

０００年後の命を守る子どもたちから教えられたこと」といった演題で教育講演会

を実施するとともに，防災リーダーを中心とした防災教育の推進や女川中学校と市

内中学校との俳句・短歌交流といった復興教育支援事業の継続を行ってまいります。
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「健康教育」「武道教育」についても記載の項目で推進してまいります。次に，研究

グループが中心となって進める，左上の「教職員の資質向上」に関する事につきま

しては，大きく４つの項目に分かれます。まず一つ目，「計画的，体系的な研修講座

の実施」につきましては，ライフステージに応じた授業力向上研修，専門研修，管

理職研修の実施や教育講演会の開催を行ってまいります。二つ目の「経験年数５年

以下教員の指導・助言の充実」につきましては，まず一年目教員対象とした「初任

者指導の充実」として，経験豊かな退職校長を嘱託職員として配置し，年間１人２

回以上初任者指導や初任者だよりの発行を行ってまいります。２年目の教員には，

授業参観と事後指導を，３～５年の教員，講師に対しては，学校長や対象教員の要

請を受けた訪問指導を行ってまいります。３つめの「教育課題に対応した調査研究

の実施」につきましては，鈴鹿市の教育課題の実態把握・分析として，全国学力・

学習状況調査の結果分析や新体力テストの結果分析を行い，課題解決に向けての対

策を検討してまいります。また市内小中学校を研究の拠点とした調査研究としての

「ＩＣＴを活用した授業実践研究」や「英語を学習のツールとした授業実践研究」

を実施してまいります。４つ目の教育実践に役立つ教育資料の提供・作成・配布と

して，教育委員会だより「遥か」を通した教育における情報の提供や，教育資料の

作成・収集・保存，教育図書の貸し出しや教材，指導方法の相談等を行ってまいり

ます。このように，教育指導課は，子どもたちの学力向上，体力向上を強化し，生

きる力をはぐくむために，アクションプランの具現化を図ってまいりたいと考えて

おります。以上で報告とさせていただきます。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは，アクションプランの具現化に向けました教育支

援課関連事項につきまして，説明申し上げます。５ページを御覧ください。まず，

図の中央の下の部分に記載されております，Ⅰ「子どもたちの『生きる力』の育成」

につきまして，まず，「９ 人権教育の充実」では，昨年度各中学校区で作成いたし

ました中学校区人権教育カリキュラム見直しの支援を行ってまいります。また，引

き続き，各中学校区での「子ども人権フォーラムすずか」を開催し，子どもたち自

らが，いじめをはじめとする差別の現実に目を向け，自ら改善・解消に立ち向かう

力の育成に努めて参ります。次に，「１０ 多文化共生教育の推進」では，外国人児

童生徒への日本語指導について特別の教育課程を編成・実施することが可能となっ

たことなどを受け，ＪＳＬバンドスケールを活用した日本語指導の充実について検

討して参ります。続きまして，「１１ 特別支援教育の充実」では，子ども家庭支援

課と学校・幼稚園との窓口となり，円滑で迅速な連携強化による的確な支援が実行

できるよう組織体制の基盤づくりに努めて参ります。「１２ いじめをなくす取組」

につきましては，「鈴鹿市いじめ防止対策基本方針」を策定し，９月には市民の皆様

に公表して参りたいと考えております。また，かねてより懸念を示して参りました

無料通話メールアプリ，いわゆるスマートフォン・アイフォンなど多機能携帯電話

での「ＬＩＮＥ」による問題行動等への未然防止対策の一環として児童生徒用及び
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教師用の資料を作成して参ります。「１３ 不登校をなくす取組」につきましては，

本年度から，新たに不登校傾向を示す児童等への初期対応を支援する「スクールラ

イフサポーター」の派遣を始めましたが，この取組の成果等を検証しつつ，不登校

児童生徒の効果的な支援体制を検討して参りたいと考えております。「１４ 基本的

な生活習慣の定着」では，改めまして，基本的な生活習慣は，生きる力の土台であ

ることを児童生徒及び保護者に周知・啓発するとともに各幼稚園・学校では，引き

続き，「早寝早起き朝ごはん」運動を基盤とする生活習慣向上の取組を実践して参り

ます。続きまして図の左側の記載となります「Ⅱ 学校（園）・家庭・地域との連携

の促進」でございますが，まず，「１ 健全育成の環境づくり」といたしましては，

８月８日（金）に４年ぶりとなります「子ども議会」を開催させていただきます。

このことは，後ほど，その他事項におきまして改めて説明させていただきたいと存

じます。また，本年度は，青少年対策推進本部が平成２４年５月に策定した「第２

次子どもの健全育成推進基本計画」での計画期間の最終年度となりますことから，

これまでの取組の成果や課題を検証し，平成２７年度からを計画期間とする「第３

次子どもの健全育成推進基本計画」を策定して参ります。次に，「２ 学校を支える

ネットワークづくり」についてでございますが，引き続き，「鈴鹿型コミュニティ・

スクール」の推進に力を入れ，学校や地域の実態に応じた教育活動の充実と学校運

営協議会委員の主体的な学校運営への参加による特色ある学校づくりに取り組んで

参りたいと考えております。最後に，図の右側になります「Ⅲ 教育に関わる環境

や条件の整備」につきましては，「１ 就園・就学が困難な子どもの家庭への支援」

といたしまして，外国人児童生徒支援員等の派遣や就学支援教室「アクアレラ」で

の初期支援に努めて参ります。その下，「２ 安全安心な学校・園づくり」といたし

ましては，設置後３年目となります防災無線の活用ガイドラインを作成し，緊急時

等の適切で効果的な機器の活用が図られるよう検討して参ります。また，交通安全

対策におきましても，引き続き，通学路の危険箇所の改善に向けた取組を進めて参

ります。以上でございます。 

 

（子ども家庭支援課長）それでは，私からは「子ども家庭支援課」のアクションプラン

につきまして御説明申し上げます。６ページを御覧ください。昨年本市の相談窓口

が，子ども家庭支援室に一元化され，虐待，発達障害，いじめ，不登校など，子ど

ものことなら何でも相談できる体制になったことで，多くの相談が寄せられ，広く

市民に御利用いただきました。今年は「子ども家庭支援室」から「子ども家庭支援

課」となり，教員経験者も５名から６名に増員され，総勢１７名の職員配置となり，

さらに相談窓口として強化した組織となりました。教育委員会各課との連携も一層

深めてまいりたいと考えています。子ども家庭支援課には，教員，保育士，保健師

などの経験者，臨床心理士，女性相談員，養育支援訪問員，家庭支援相談員が配置

され，保護者の相談に応じて対応してまいります。まず，子ども支援として，その

お子さんの困り感をよく知るアセスメントのために発達検査を行い，場合によって
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は療育プログラムを実施したりカウンセリングなどを行ったりします。また，専門

機関をはじめとした関係機関へのコーディネートも行ってまいります。次に，家庭

支援として，保護者が抱える不安や悩みを受け止めるために，家庭訪問や養育相談，

保護者のカウンセリング，子育てトークを行ってまいります。今年度は教育委員会

各課との連携をさらに強くしながら，子ども支援，家庭支援の実施に努力いたしま

す。以上でございます。 

 

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

 

（下古谷委員）アクションプランについて教えていただきたいのですが，例えば，一番

左の「Ⅱ 家庭・学校（園）・地域の連携を促進します」の３番の「開かれた学校（園）

づくりを推進します」において，現状値が３５％で目標値が１００％となっており，

３倍近くに跳ね上がって大きく目標値が前進しています。また，そういった部分が，

例えば右の方の「Ⅰ－ⅲ 健やかな体の育成」の６番でも平成２５年度現状値６％

に対して目標値が５０％になっています。これについては，前年度４７％というこ

とから，なんとなく５０％でも良いのかなとも思いますが，現状値を見たときに目

標値が上がりすぎている部分があるのが少し気になりますがいかがでしょうか。 

 

（書 記）Ⅰ－ⅲの６番の体力の向上を図る取り組みですが，今，委員さんから御指摘

がございましたように，平成２５年度現状値については６％となりましたが，前年

度の現状値が４７％だったということから，目標値につきましては引き続き５０％

と設定したということでございます。また，左側のⅡの３番の開かれた学校（園）

づくりの推進でございますが，平成２５年度現状値は３５％となっておりますけれ

ども，これも，平成２４年度現状値が３５％よりも高い数値となっておりまして，

引き続き，目標値は同じ数値を掲げさせていただいたということでございます。平

成２４年度の正確な数値は今資料がございませんのでお答えできませんが，この部

分の指標は，全国学力・学力学習状況調査のアンケート結果を引用しておりまして，

学校や児童生徒が回答する時のアンケートの捕らえ方によってその結果が若干変動

することがございまして，この部分につきましても，前年度と同様に１００％で維

持をさせていただいているという状況でございます。 

 

（下古谷委員）そうすると，逆に平成２４年度にはそれほどの数値があったのに，平成

２５年度に落ちたということは，何か原因があったのではないかと思うですが，分

かればということで結構ですが何か原因があるならば教えてください。 

 

（参 事）今の御質問の数値が落ちた理由については，次回の委員会で御報告させてい

ただきます。 
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（岡井委員）１５番の「幼児教育の充実に取り組みます」のところで，幼稚園の教育に

満足していると答えた保護者の割合が，平成２５年度は９９.７％，平成２４年度は

９４％で，ほとんど目的を達成しているのではないかと思います。こういう場合は，

どういうことをして，どういう営みをすると保護者の方に満足してもらえるのか，

幼稚園教育を充実させるということですので，充実させるための先生方や園の活動

や取り組みの姿を書いた方が良いのではないかと思います。ここで言うと例えば，

②の合同研修が今どれだけできているのかわかりませんが，例えば１００％でない

のであれば，できてない合同研修を，今，７０％の実施であったなら，８０％にす

る等，やる気にさせる具体的な行動というか，少し足りていない姿を書いた方が良

いと思います。もう一つ，これは以前にお聞きしたかもしれませんが，Ⅱの１の健

全育成の部分の「あいさつ運動に参加した大人の人数」ですが，今度６万６,０００

人という数字が目標になっていますが，これは，どういう場面に参加した方の数値

なのかを教えてください。これは回数を増やせば増えると思いますし，同じ回数で

何か工夫をして増やそうとしているといったこともあると思いますので，どういう

場合の参加者数なのかを教えてください。 

 

（教育指導課長）幼児教育の充実の部分ですが，確かに非常に高い数値を保っておりま

すことから，見直しを図っていくことも必要なことかと思いますが，保護者の実態

に応じて変動もあったりしますので，今回はこのままの指標とさせていただきまし

た。今後，見直しも図ってまいりたいと考えております。 

 

（教育支援課長）岡井委員から御指摘がありましたあいさつ運動に参加した大人の数で

すが，大人が子どもたちに声をかける機会を増やしていきたいということから，こ

れは，延べ参加人数でございます。学校があいさつ運動を日々している中で参加し

ていただいた大人の全校の延べ人数になっております。そういう機会を多くしてい

くことで，子どもとの会話であるとか，子どもの教育に関心を高めていくことがで

きるのではないかと想定して指標を設定したものでございます。 

 

（岡井委員）２月のときに審議しましたので，今さら言うのも気が引けますが，一つお

願いがあります。どれもこれも一生懸命やらないといけないのですが，新規事業を

立ち上げて予算措置をしていただいたものもあるかと思います。例えば，いじめの

基本方針の策定とか，不登校のスクールライフサポーター等がありましたが，こう

いった，特に「平成２６年度，今年度はこれをやるんだ」ということで予算もつけ

ていただいたものには，アンダーラインを引くとか，ゴシックにするとか色々な方

法があるかもしれませんが，次回，そういうことで作っていただいたらと思いまし

たので意見として言わせていただきます。 

 

（福嶋委員）例えば３ページの文言を去年のものと見比べてみると，実際に環境整備を
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行っていきたいところは違っていますが，ほとんど書いてある内容は一緒だと思い

ます。ですので，特に今年はこういうことをしっかりやっていくという強弱がわか

りにくいと思います。やりたいという意欲はよく分かるのですが，どうもこの表に

は表れていないという気がしますので，そういう部分を工夫していただけると，あ

りがたいです。よろしくお願いします。 

 

（委員長）御意見としていただいておきます。私も一つお願いしたいのですが，教育指

導課の方で，作品展等において，子どもたちを側面から支えていただいているのは

とてもありがたいことだと思っています。そこで，これも以前からある話ですが，

小中学校の音楽会の支援ということで，指導の先生が異動されるとそこで活動が弱

まってしまう現状があるというのは，とてももったいないと思います。市長も以前

に，白子高校のブラスバンドも含めて音楽の鈴鹿市ということを謳っていらっしゃ

いましたので，何とか指導者が変わっても，それまでの活動を続けていけるような

方策はないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）それは例えばリコーダークラブ等のことをおっしゃってみえるのでし

ょうか。 

 

（委員長）そうです。神戸から桜島へ異動されて，先日，かなり良い成績を挙げられま

したが，今度また，先生の異動の時期ということで，学校を移っていかれたと思い

ます。せっかく活動が大きくなったのですから，指導する先生がいなくなった時に，

それを何らかの形で連携を取れるようにしていただくとか，何かいい方法はないの

でしょうか。先生の異動の時期もなかなか動かせないものだと思いますが，ここで

芸術活動の推進を掲げているので，何らかの方策はないのかなと思います。意見で

すのでお答えは結構です。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「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校舎

棟移転改築工事）」から，４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校舎棟移転改築電気設備工事）」までは，平田野中学校移

転改築事業に関する工事請負契約の変更に関するものですので，一括して報告をお

願いします。 

 

（教育総務課長）それでは，私からは，報告事項の２番目「専決処分（工事請負契約の

変更）の報告について（鈴鹿市平田野中学校校舎棟移転改築工事）」から，４番目の

「専決処分（工事請負契約の変更）の報告について（鈴鹿市平田野中学校校舎棟移

転改築電気設備工事）」について，説明申し上げます。まず，７ページを御覧くださ

い。鈴鹿市立平田野中学校校舎棟移転改築工事の契約の変更でございますが，建築
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工事において普通教室や特別教室の建具や内装の見直しと給食配膳室の設置等によ

る契約金額の減額でございまして，変更前の１４億５９５万円から６万９００円を

減額し，１４億５８８万９,１００円に変更させていただいたものでございます。次

に，８ページを御覧ください。鈴鹿市立平田野中学校校舎棟移転改築機械設備工事

の契約の変更でございますが，機械設備工事において給食用保管庫の設置や空調機

等の増設などによる契約金額の増額でございまして，変更前の２億９７９万円から

１０１万５,２００円を増額し，２億１,０８０万５,２００円に変更させていただい

たものでございます。最後に，９ページを御覧ください。鈴鹿市立平田野中学校校

舎棟移転改築電気設備工事の契約の変更でございますが，電気設備工事において校

舎敷地に外灯を設置したこと，また，普通教室に扇風機を設置したこと等による契

約金額の増額でございまして，変更前の１億５,２７７万５,０００円から５６９万

３,７６０円を増額し，１億５,８４６万８,７６０円に変更させていただいたもので

ございます。この契約金額を変更することについては，地方自治法第１８０条第１

項の規定に基づき平成２６年３月２６日付けで専決処分させていただいております。

また，この３件の専決処分については，平成２６年５月市議会臨時会において，議

会へ報告いたします。以上でございます。 

 

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

 

（委員長）これは，専決処分ということでよろしいですか。それでは，御意見もないよ

うですので，５番目の「第７６回国民体育大会の会場地第二次選定について」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５番目「第７６回国民体育大会の会場

地第二次選定」について説明申し上げます。報告事項の１０ページから１２ページ

でございます。平成３３年に三重県で開催されます第７６回国民体育大会会場地の

第二次選定につきましては，去る，３月２５日に開催されました三重県準備委員会

の常任委員会におきまして第二次選定の会場地が内定いたしました。まず，報告事

項の１０ページを御覧ください。市町別に種目を記載したものでございます。鈴鹿

市においては，御覧のとおり，水泳，サッカー，ハンドボール，ラグビーフットボ

ール，ゴルフの５競技が内定いたしております。次に，１１ページを御覧ください。

こちらは会場地を競技別に示した資料でございます。水泳については鈴鹿市１箇所

だけですが，その他のサッカー，ハンドボール，ラグビーフットボール，ゴルフの

４競技につきましては，会場地が複数の市町にまたがって開催される予定でござい

ます。次に，１２ページを御覧ください。会場地を三重県地図に示した資料でござ

います。鈴鹿市におきましては，第一次選定のソフトテニス競技と併せますと現在，

６競技が開催される予定となっております。資料の下段点線の枠内に記載されてお

ります１５の競技につきましては，まだ会場地が決まっていない競技でございまし
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て，第三次選定以降で会場地が内定するものでございます。また，会場地が内定さ

れた競技につきましては，今年度から，中央競技団体の会場地視察に向け，会場地

となる市町と三重県及び県競技団体が連携を図りながら，準備を進める予定でござ

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。 

 

（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，６番目の「文

化課所管資料館記念館の案内パンフレットの作成について」をお願いします。 

 

（文化課長）それでは，私からは報告事項の６番目，「文化課所管資料館・記念館の案内

パンフレットの作成」につきまして，説明申し上げます。１３ページを御覧くださ

い。今回，新しく作成しました案内パンフレットは文化課が所管する伊勢型紙資料

館，大黒屋光太夫記念館，佐佐木信綱記念館，庄野宿資料館，稲生民俗資料館の５

つの施設の情報を，一つにまとめた案内パンフレットでございます。従来のパンフ

レットは，各館ごとに作成しており他の資料館・記念館の開館日や開館時間，場所，

展示内容等の情報を載せてはおりませんでした。このパンフレットを配布すること

で，資料館・記念館の連携を強化し来館者数の増加につなげて参りたいと考えてお

ります。以上でございます。 

 

（委員長）ただ今の報告に御質問，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，７番目の「平

成２６年度鈴鹿市考古博物館催し物案内について」をお願いします。 

 

（考古博物館長）それでは，私からは報告事項の７番目，「平成２６年度鈴鹿市考古博物

館催し物案内について」につきまして，説明申し上げます。１４ページを御覧くだ

さい。速報展でございますが，平成２５年１月から１２月の間に鈴鹿市内で行われ

ました発掘調査の成果を３月２１日（金）から６月２２日（日）まで，「発掘された

鈴鹿２０１３」として，現在，展示紹介しております。次に，７月５日（土）から

９月２３日（火・祝）まで，夏休みの児童向けに企画展「そのころ鈴鹿では？‐モ

ノが語る鈴鹿の歴史‐」として，鈴鹿の歴史を展示により紹介します。１０月１１

日（土）から１２月１４日（日）まで，企画展「役所‐発掘調査から見える古代伊

勢国‐」として鈴鹿市広瀬町の国史跡「伊勢国府跡」を中心に古代伊勢国と周辺地

域の「役所」を紹介します。平成２７年１月２４日（土）から３月１５日（日）に

は，企画展「鈴」として鈴鹿の鈴にちなんだ展示を行います。最後に，毎年の報告

展示として，平成２６年中に鈴鹿市内で行われました発掘調査の成果を平成２７年

３月２８日（土）から６月２１日（日）まで，速報展「発掘された鈴鹿２０１４」
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として開催いたします。例年，夏休み子ども体験博物館として，７月１９日（土）

から８月３１日（日）の間，勾玉，土笛づくりや火起こし体験などの体験講座を，

秋には「ミュージアムコンサート」を９月２０日（土）に，２月２２日（日）には

「春まつり」を計画しております。その他，博物館入門講座を年２回，寺院・官衙

シリーズ講演会を同じく年２回行うほか，年間を通じて，体験講座として勾玉，土

笛，とんぼ玉，つるでカゴやランプシェードを編む等の体験講座を今年度も行って

いく予定でございます。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。 

 

（委員長）先ごろ三重県立総合博物館がオープンしましたので，それと合わせて子ども

たちには，古代のロマンを楽しんでもらったら良いのではないかと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

（委員長）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

にうつります。１番目ですが毎回の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，協議していますが，今回は「子ども議会の開催について」

協議していきたいと思います。それでは，担当課の説明をお願いします。 

 

（教育支援課長）それでは，その他事項といたしまして「子ども議会の開催」について，

説明申し上げます。本市では，これまで２回の子ども議会を開催しており，１回目

は，平成１８年度に鈴鹿市庁舎の完成を記念して実施しております。また，２回目

は，平成２２年度に，「第１次子どもの健全育成推進基本計画」による子どもの自主

性・主体性を育む「担い手づくり」の一環として開催いたしました。３回目となり

ます本年度は，平成２４年５月に策定した「第２次子どもの健全育成推進基本計画」

で，平成２６年度での開催を位置付けておりますことから，４年ぶりに開催するも

のでございます。開催趣旨でございますが，子どもたち自身で，学校生活や鈴鹿の

まちについて考える機会にするとともに，子どもたちが，行政や地方自治，市議会

の仕組みなどに，直接ふれることができる場とすること。まちづくりへの興味・関

心を高め，主体的にまちづくりに参加しようとする態度を育む機会にしていくこと

でございます。開催日時は，夏休み期間中の８月８日（金）１３時３０分から１６

時３０分を予定しております。子ども議員は，市内各小中学校から１名ずつの合計

４０人を募集いたしますが，発達段階や学習経験などを考慮し，小学校５年生以上

といたしました。取組といたしましては，子ども議員一人ひとりが，それぞれの課

題意識に基づいて調べたり，考えたりしたことを質問し，市長をはじめ市の執行部

が，質問への答弁を行なってまいります。なお，議長なども子ども議員の中から希

望者が担って参ります。活動を進めるに当たっては，教育委員会事務局職員が支援

して参りますが，各小中学校の教職員にもサポーターとしての参加を募って参りま
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す。また，質問内容の整理や運営などの支援では，庁内各課や議会事務局の職員に

協力を依頼して参ります。さらに，議会の仕組みや議員の役割などの説明を，鈴鹿

市議会の議長・副議長に，今後，御依頼させていただきたいと考えております。今

後の取組予定でございますが，５月２４日（土）に，市長，鈴鹿市議会議長，副議

長の御出席の下，子ども議員任命式を開催し，その後，子ども議員の課題等に応じ

たテーマ別事前研修会などを経て，子ども議会当日を迎えて参りたいと考えており

ます。以上でございます。 

 

（委員長）ただいまの説明に御意見等がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（岡井委員）子どもが問題意識を持って臨む機会になりますので良いことだと思います。

子どもの切実な問題から資料の３の開催趣旨の（２）将来の鈴鹿のまちづくりにつ

ながる提言まで幅広いと思いますが，前回，平成２２年度に開催された子ども議会

の子どもの質問や答弁が生かされて，この４年間にこの点は子どもの意見を尊重し

て改善したというものがあれば，そういうことを紹介していただくと，子どもたち

もさらに真剣になって今回の子ども議会に臨むのではないかと思います。質問して

答えてもらうだけということではないかと思いますが，前回に良い質問があって，

それが具体化したという事例が一つでもあれば，披露していただければと思います。 

 

（教育支援課長）前回の中では，やはり当時からありましたいじめの問題について「子

ども会議の宣言」にも盛り込まれておりまして，そのことが生徒会研修の中で協議

する場を設けたり，人権教育センターが子ども人権ネットワークという取り組みを

行っておりますが，中学生で希望した十数名が参加して，いじめに関する創作劇を

作り，それを生徒会研修会の中で発表したり，参観した子どもたちが，それについ

ての感想を書いて各学校へ持ち帰ったりといった，子どもが安心して学校へ行ける

ようにと取り組んだ点につきましては，努力をしてきたつもりといいますか，生か

していくことができればと思って取り組んできた点でございます。なお，本年度に

つきましては，今後，「第３次子どもの健全育成推進基本計画」を年度後半に策定し

て参りますので，そこで，子どもたちの質問や提言等の中で反映させる点があれば，

策定委員会の中で，紹介しながら協議に活かして行きたいと考えております。 

 

（福嶋委員）子どもの夢というのは，非常に原石に近くて，キラッと輝いているけれど

もまとまっていないということが，多々あると思います。そこで運営サポートの方々

があまりサポートしすぎて，原石の輝きがなくならないように配慮をお願いしたい

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，次に移

ります。 
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（学校教育課長）平成２６年３月の教育委員会定例会において，福嶋委員から御質問を

受けました「結核以外で，教職員の法定伝染病に関して規定されている病気」につ

いて，説明申し上げます。学校保健安全法施行規則第１８条に，学校において予防

すべき感染症としまして，第１種，第２種，第３種の３つに分類して示されており

ます。重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ），鳥インフルエンザ，ジフテリアをはじめ

とする第１種の疾病が１２種類，結核，鳥インフルエンザを除くインフルエンザ，

麻しんをはじめとする第２種の疾病が８種類，コレラ，細菌性赤痢，パラチフスを

はじめとする第３種の疾病が８種類，全部をあわせますと結核を含めまして２８種

類でございます。以上でございます。 

 

（委員長）ただいまの説明に御意見等がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）学校現場でよく取りざたされるのは結核ということでしょうか。 

 

（学校教育課長）鳥インフルエンザと結核について問題になっておりますが，日本では

鳥インフルエンザはございませんので結核が中心という形でございます。 

 

（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，次に移

ります。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは，飯野小学校における土曜授業の実施について報

告させていただきます。昨年度３月１９日に開かれました教育委員会３月定例会に

て，本市としての土曜授業の対応について，教育次長から報告させていただいたと

ころではございますが，この度，試行的に飯野小学校におきまして，ＰＴＡや地元

のスポーツ少年団との調整を行い，５月３１日に土曜授業が実施されることになり

ました。内容につきましては，劇団による観劇を予定しております。本校はそのほ

かにも，１１月８日に授業参観と４年生における音楽発表会，２月２８日には６年

生を送る会を土曜授業として行うことを計画しております。以上でございます。 

 

（委員長）ただいまの説明に御意見等がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（委員長）観劇というものは，どういう種類のものをいうのでしょうか。 

 

（教育指導課長）劇団うりんこによる劇を観るということです。 

 

（委員長）昔の小学校では，よく体育館で暑い中，みんなで映画を観た覚えがあります

が，そういうような，体育館でみんなが観るというものはないのですか。 
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（教育指導課長）劇団による観劇は他の学校でもよく行っております。今回は，低学年，

中学年，高学年に分かれて，体育館で行われるということです。 

 

（岡井委員）これは，学芸的行事ですので学校行事とカウントして，この日は勤務日と

して，別の日に先生に休んでいただくという意味ですね。 

 

（教育指導課長）そのとおりです。 

 

（福嶋委員）土曜日の観劇は子どもたちだけですか。保護者は行かないのですか。 

 

（教育指導課長）今のところ子どもだけと伺っています。 

 

（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，次に移

ります。「５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）５月教育委員会定例会を５月２０日火曜日午後２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）御異議ないようですので,５月教育委員会定例会を５月２０日火曜日午後２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４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。 

 

 

４月教育委員会定例会終了 午後５時２５分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 
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