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平成２６年５月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年５月２０日（火） 午後２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（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），参事兼図書館

長（大籔宏紀）書記（永井洋一），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（1）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） 

（2）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） 

（3）平成２６年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について        （生涯学習課） 

（4）平成２６年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱について    （生涯学習課） 

 

６ 報告事項 

（1）平成２６年度園児，児童，生徒数について            (学校教育課) 

（2）平成２６年度特色ある学校づくり推進事業について        （教育指導課） 

（3）平成２６年度鈴鹿市立図書館運営委員会委員について        （図書館） 

 

７ その他 

（1）新指定文化財について                       （文化課） 

（2）６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５月教育委員会定例会を開きます。本日の会議録署名

委員は，岡井委員にお願いいたします。それでは，議事に入ります。１番目の議案

第１６３２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 
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（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。詳

細は担当課長から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１６３２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，次の理由から行うものでございまして，その理由は，鈴鹿市青少年

対策推進本部設置要綱第３条第１号に基づき，青少年対策の基本計画を策定する必

要があることでございます。よって，議案書の３ページの新旧対照表にございます

ように，別表に新たに「５ 第３次子どもの健全育成推進基本計画策定委員会」を

位置付けるものでございます。新たに規定する委員会の目的，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，今年度から，基本計画の策定

作業にあたってまいりたいと考えております。なお，策定の趣旨，これまでの策定

経過，策定スケジュールに関しましては，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，「第３次子どもの健全育成推進基本計画」策定の

概要について，説明させていただきます。資料４ページを御覧ください。本基本計

画は，青少年の健全育成の推進に向けて，行政，学校，関係機関，団体等が，横断

的・総合的な連携を生かして，青少年施策の推進に資することを目指し，策定する

ものでございます。これまで，平成２１度から平成２３年度までの３年間を計画期

間とする第１次基本計画を経て，現在は，平成２４年度から平成２６年度までの３

年間を計画期間とする第２次基本計画の最終年度を迎えております。いずれの基本

計画を策定するにあたりましても，策定委員会を組織しております。そこで，この

度，平成２７年度からを計画期間とする「第３次基本計画」を策定するに当たりま

しても，有識者や学校関係者，ＰＴＡ関係者等に，一般公募委員も加えた策定委員

会を組織し，検討して参りたいと考えております。今後は，策定スケジュールにご

ざいますように１０月に第１回策定委員会を開催し，その後，あわせて３回の協議

を経た上で，平成２７年３月の「第３次子どもの健全育成推進基本計画」決定に向

け，作業を進めてまいりたいと考えておりますので，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）平成２１年度から第１次が始まりまして，その後，平成２４年度から第

２次，そして平成２７年度から第３次というふうに１期，２期，３期となっていま
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すが，この計画は何次までということが決まっているのでしょうか。 

 

（教育支援課長）終わりの決定は，一応，第３次につきましては３年計画を基本としな

がら，その後の市の総合計画等を加味して，計画年度について考慮して進めてまい

りたいと考えてります。 

 

（福嶋委員）この基本計画の上位計画として，市のアクションプラン等様々あると思い

ますが，例えば，教育委員会のアクションプランとの整合性というのは，きちんと

取れているのでしょうか。今の「第２次子どもの健全育成推進基本計画」を見てい

ますと，数値的にどうなのかなという部分があるような気がしますのでお聞きした

いと思います。 

 

（教育支援課長）ただいま，御指摘いただきましたように，本基本計画につきましては，

アクションプランのⅡ「家庭・学校（園）・地域の連携を促進します」の「１ 子ど

もの健全育成の環境づくりに努めます」のところに位置付けて取り組んでいくもの

でございます。基本計画の中におきましては，２８の取組を位置付けておりますが，

アクションプランに連動するように成果目標も位置付けております。第３次計画に

つきましても総合計画等の上位計画を中心として，策定してまいりたいと考えてお

ります。 

 

（福嶋委員）数値的に見ていますと，パーセントで表しているところもあれば人数で表

しているところもあり，少し「はかり」が違うところがあるのかなと思ったもので

すからお聞きしました。 

 

（岡井委員）３ページの選任基準の「（８）公募により選出した市民」とあります。おそ

らく２，３人になるのだろうと思いますけれども，子どもの健全育成について非常

に関心・意欲の高い方，広い立場から考えられる方に，ぜひ，お願いしたいと思い

ます。そこで選考についてですが，面接をするとか，レポートを書いてもらう等，

どのような方法で選考されるのかお伺いします。 

 

（教育支援課長）一般公募委員の選考につきましては，健全育成についてのお考えをレ

ポートにして提出していただきたいと考えております。 

 

（委員長）学識経験者を含めて様々な方に参加していただくということですが，今の子

どもや学校の現状について，この方たちがきちんと理解していただく必要がありま

すが，それは教育支援課において，しっかりと説明をされるということでよろしい

ですか。 
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（教育支援課長）３回の策定委員会の内，第１回目につきましては，第２次計画の進捗

状況や今の子どもたちの現状等について，委員の方たちに説明させていただきたい

と考えております。なお，各委員の方々におかれましては，それぞれ学校でのボラ

ンティア活動であったり，地域での家庭や児童等へのかかわり等を行っていただい

ている方に選任させていただきたいと考えております。 

 

（委員長）少子化ということもあって非常に問題が多岐にわたっていると思いますので，

現実としてはなかなか解決できない中であっても，やはり前に進んで行かなければ

ならないなと強く思っていますが，そういうことについて，一応の方向性をもって

御指導していただくということでよろしいですか。 

 

（教育支援課長）多岐にわたる問題について，全てを解決に至らせるということは，な

かなか困難なことだと思います。やはり現在の喫緊の課題等を視野に入れて，焦点

化しながら，今後，計画期間の中で少しでも成果が表れるような計画づくりに努め

ていきたいと考えております。 

 

（委員長）そうすると，第１次，第２次の計画について，その結果報告というようなも

のについては，私たちが見せていただくことはできるのですか。 

 

（教育支援課長）毎年，それぞれの達成状況とか取組状況につきましては，教育委員会

のホームページの中で青少年対策の概要という形で公表させていただいております。

昨年度につきましては，今後，近いうちに更新をする予定でありまして，現在，最

終取りまとめをしているところでございます。 

 

（福嶋委員）今回，第３次の策定にあたっては，先ほど課長が言われたように焦点化し

たいというお気持ちもあるようですが，その重点目標といいますか，そういうもの

をつくらなくてはならないと思います。そこで，庁内のワーキンググループにおい

てもかなりディスカッションをされると思いますが，課長としては，どういう部分

が今回の第３次計画においては，特徴化されるところであると認識されていますか。 

 

（教育支援課長）それぞれの委員さんの御意見を伺ってから焦点化していくということ

になりますので，あくまでも私の考えとしてお答えさせていただきます。一つは，

やはり家庭をどう変えていくのかというところです。この問題は，御協議いただく

中で御意見をいただきたいと思っております。それから，新しい情報ツールの問題

がやはり話題になってくると思います。そして今年度は，いじめ対策の方針も出て

まいりますので，そういった子どもたちの人間性を育んでいく問題，あるいは，将

来に夢や希望を持てるように子どもたちの意識をどう高めていくのか等といったと

ころは，現時点で私自身が課題として考えている主な点でございます。 
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（岡井委員）課長から新しい視点といったものもありましたが，日程的な面についてで

すが，ワーキンググループで方向性や内容の検討等を十分されるので，うまくいく

とは思いますが，資料を見ますと１０月に第１回策定委員会を開いて，１２月の第

２回の時にはほぼ計画の内容が固まるということになります。そして，パブリック

コメントを行うと。そうしますと，策定委員の皆さんの色々な意見を十分集約する

ことについて大丈夫かなと懸念するわけですが，欲を言えば，もう少し，２箇月程

度早く出発すれば，今言われた課題も十分検討ができるのではないかと思います。

ワーキンググループで骨子的な部分は作ってもらいますので，大丈夫だとは思いま

すが，十分に策定委員の方の御意見を反映した，また，第２次計画の反省や評価を

踏まえた計画ができるようにお願いしたいということを意見として言わせていただ

きます。日程的には，無理なく拙速ということではなく，大丈夫なのですね。 

 

（教育支援課長）御指摘のところでございますが，本年度が３年目ということもあり，

ワーキングの中で，できるだけ事業の取組を検証したものを各委員の皆様に見てい

ただけるような時期を設定したということ。また，８月に子ども議会を控えており

まして，子ども議会の子どもたちの意見の中で，何か委員の皆様にもお伝えして，

反映できるものはないだろうかと考えていること。さらには，３回の会議の中だけ

では協議できなかったものにつきましては，前回もそうでしたが，意見を次回の会

議までにお寄せいただいて，会議までに整理し，委員の皆様に返すことができるよ

うに，やり取りを重ねてまいりたいと考えております。 

 

（福嶋委員）先ほど岡井委員から日程について質問がありましたが，前回の第２次計画

の時には，少しスケジュールが今回とずれていて，５月には第３回策定委員会が行

われたということになっておりました。このスケジュールの変化についてはどんな

理由があるのでしょか。 

 

（教育支援課長）青少年対策推進本部会議で最終決定をしているということで，前回ま

では５月にしたということです。しかし，現実的には年度当初から様々な取組がス

タートしておりますので，４月当初から事業がしっかり進捗できるようにというこ

とを加味して，今回変更して３月に本部会議を設けて，年度内に決定してまいりた

いという変更でございます。 

 

（福嶋委員）第２次のときには，どういうところに議論の焦点があったのか教えていた

だければと思います。 

 

（教育支援課長）第２次のときには，青少年対策の目標や基本方針をもう一度見直しを

するということが，まず一点ございました。それから，対象とする年齢について，
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以前は児童生徒としておりましたが，やはり０歳から１８歳までを対象として広げ

て，子どもを途切れなく見ていこうという考え方がございました。それから視点と

いたしましては，子どもたちが主体となる「担い手づくり」の視点，２点目に地域

や家庭の方が参画する「応援団づくり」の視点，３点目に関係機関等との連携を活

かした「きずなづくり」の視点に事業を位置付けたのが第１次でございましたが，

第２次はこれを継承しつつ，広く市民の方に情報発信をしていこうということで，

４点目として「市民への情報発信」を新たに位置付けたという部分が，第１次から

第２次の変更点だったかと思います。 

 

（福嶋委員）最近は，コミュニティ・スクールとか，学校運営協議会等，色々な学校を

取巻く委員会があって，活発になってきていると思いますので，今回の基本計画が

その核になるようにしっかりと検討いただきたいと思います。 

 

（委員長）今，福嶋委員が言われましたように，色々な健全育成に関する団体もあれば，

各自冶会の方でも青少年育成に関する組織等があります。学校には学校運営協議会

もありますし，そういった組織について，図でわかるようなものがあればお示しい

ただきたいと思います。 

 

（教育支援課長）鈴鹿市青少年対策推進本部は，個々の学校，青少年育成市民会議，青

少年育成町民会議，ＰＴＡ，自冶会等，様々な組織がある中で，少しでも横の連携

を持っていこうということで作られた組織でございます。ですから，各関係機関の

代表者の方々にお集まりいただきまして情報交換をしたりしています。今回の計画

におきましても，青少年対策推進本部では，その関係団体の方たちが集まっていた

だいている推進会議において，今後，第２次基本計画の検証，あるいは成果や課題

等について色々な御意見をいただきながら，連携を図っていきたいと考えておりま

す。図につきましては，ホームページにアップされているものがありまして，本部

会議として市長を中心に，警察署長や市の各部局長で構成される組織の下に，学校，

ＰＴＡ，自冶会，市民等で構成する推進会議という組織を位置付けています。この

図も併せて，先ほどの取組状況とともにホームページに掲載して周知に努めている

ところでございます。資料につきましては，また，御覧いただけるようにしたいと

思います。 

 

（委員長）今のお話で横の関係等が良くわかりました。ありがとうございました。 

 

（下古谷委員）策定委員会の委員については，１０名以内という形で選任されることに

なっていますが，平成２６年度までの計画の策定委員の方が継続して委員に選任さ

れるのでしょうか。 
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（教育支援課長）色々とお立場も変わってみえる方もございますので，すべての方が継

続ということは考えておりませんが，有識者に関しては，第１次から関わっていた

だいた堪能な方がお見えになりますので，その方にはお願いしたいと現時点では考

えております。 

 

（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１６３２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１６３２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１６３３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」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立学校の管理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１６３３号「鈴鹿市立学校の管理に関する

規則の一部改正」につきまして，説明申し上げます。資料は５～７ページになりま

す。子どもたちに土曜日における充実した学習機会を提供する方策の一つとして土

曜授業を捉え，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をより

明確化するため，平成２５年１１月２９日に学校教育法施行規則が改正されました。

それを受け，本市におきましては，７ページの新旧対照表にありますとおり，鈴鹿

市立学校の管理に関する規則の第４条に，「前項の規定にかかわらず，委員会が必要

と認める場合は，同項第１号又は第２号に掲げる日を休業日としないことができ

る。」という第２項を付け加える一部改正を行うものでございます。以上でございま

す。よろしく御審議いただきますようお願いします。 

 

（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）改正については特に異議は無いのですが，土曜授業を実際に実施する学校

について，その計画等が上がってきているのか，その辺りについて教えてください。 

 

（教育指導課長）今のところ報告として上がってきておりますのは，前回申しあげまし
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たとおり，飯野小学校で行うということで上がってきております。今は，学校の実

情に応じて，学校運営協議会等で考えているという段階でございます。 

 

（福嶋委員）これから色々とプランニングしていくという段階になのですね。 

 

（教育指導課長）各学校運営協議会の中で，自冶会や家庭等と協議をしていくというこ

とになっています。 

 

（福嶋委員）先生の勤務状態からして，だいたい行われる可能性としては，夏休み等の

前後に集中するというのが多いのですか。 

 

（教育指導課長）今のところは，いつ実施するとか，どういう段階で実施する等という

ことについては検討中というところです。 

 

（下古谷委員）今の話と少し関連しますが，規則第４条の第１号と第２号の土曜日，日

曜日には実施できるようにしましょうということになっていますが，例えば，第４

号の夏季休業日の７月２１日から８月３１日までの間の土曜日，日曜日というのは

対象外なのですか。 

 

（学校教育課長）今回の国の法律の改正におきましても，長期休業中は除いております

ので，本市におきましても第１号及び第２号に掲げる日ということで，国民の祝日，

日曜日，土曜日というふうに考えております。長期休業中は想定してございません。 

 

（下古谷委員）夏季休業中の土曜授業は，現行ではできないということですか。 

 

（学校教育課長）現行の規定では，そこは除くということになっていますので，できな

ということです。 

 

（下古谷委員）いっそのこと，そちらの方をできるようにしてしまえば良いのではない

かと思うのですが。土曜授業は年間何回ぐらい実施するのかによると思いますが，

今後，土曜授業については，例えば年５回ぐらいしますよということになれば，単

純に２箇月に１回ぐらいは開かなければならなくなりますので，１回ぐらいは長期

休業中に重なってくるという気がします。検討していただいてもいいのかなと思い

ます。 

 

（学校教育課長）土曜授業を実施するにあたりましては，やはり土曜日の過ごし方とい

うことで，スポーツ少年団でございますとか，関係団体との調整等もあるかと思い

ます。長期休業中につきましては，そういう少年団等の活動も盛んになることも予
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想されますことから，今後，色々な状況を踏まえまして，必要に応じて検討してま

いたいと考えております。 

 

（教育次長）今，下古谷委員から御提案いただいた部分というのは，夏休み中に子ども

たちの色々な過ごし方のバージョンを増やしていくといったところで，そういった

案が出てきたのではないかと思いますが，元々文部科学省は，土曜日の教育活動と

いう言い方をしていまして，そこには３つの種類がございます。１点目は，学校が

授業として教育課程に位置付けて行うもの。２点目は学校が企画しますが，参加に

ついては自由参加で，児童生徒に募集をかける等して課外授業として行うもの。も

う一つは，地域の方の中で，例えばものづくりの堪能な方がいらっしゃって，その

方が指導者役をしていただいて，公民館や学校を使いながら講座を開くような土曜

学習というものがあります。そういった全体について，鈴鹿市教育委員会としても

子どもの土曜日の教育を受けられる場として構築していければいいのではないかと

いう視点を持っておりますが，今，話題になっておりますのは，土曜授業として学

校が教育課程に位置付けた内容を行うことについてどうしていくかということでご

ざいますので，また，そういった３つの種類の中からも考えていくことができるの

ではないかと思っております。 

 

（教育指導課長）そもそも土曜授業の起こってきた趣旨というのは，週５日制において，

子どもたちがなかなか有意義な土曜日を過ごせていないという現状があったことが

背景にありまして，子どもたちにいかに豊かで有意義な土曜日を過ごさせていくか

ということに関して，どのように学校，家庭，地域で連携して役割分担を図りなが

ら行っていくのかということを検討する中で，土曜日の授業とか土曜学習といった

ことを土曜授業としてとらえていこうという趣旨でありますので，長期休業中とは，

趣旨がかわってくると思います。いかに子どもたちに有意義な土曜日を大人が提供

していくかということで，今，考えております。 

 

（岡井委員）先ほど教育指導課長から，土曜の教育課程については，進め方というか実

施について，学校運営協議会が中心になって検討するというニュアンスでお聞きし

ましたが，やはりまずは，子どもと真正面に向き合っている校長先生と先生方が「土

曜日に実施するのなら，こんなことをこんなふうにやろうじゃないか」といったポ

リシーを持っている必要があると思います。そしてその次に，当然それを実施する

には，今，教育次長がおっしゃった３種類ぐらいのやり方があるので，それを学校

運営協議会で諮っていただくということではないかと思います。私の考え方では，

学校運営協議会での検討は次の段階ではないかと思います。まずは，学校がしっか

りと土曜日の教育課程について信念をもって臨んでほしいということを教育委員会

の方がしっかりと訴えていただきたいと思います。 
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（教育指導課長）今，岡井委員がおっしゃったことは，ごもっともだと思います。学校，

家庭，地域が連携して役割分担をしながら子どもたちにとって有意義な土曜日とす

るためにどうすれば良いのかということを考えていく場として，鈴鹿市には４０校

に学校運営協議会が設けられておりますので，これを鈴鹿市の地域の特徴と踏まえ

て活用していこうとするものでして，やはり，学校としては，子どもの実態を踏ま

えて，こういうことをしていきたという信念やポリシーを打ち出していく必要はあ

ると思います。 

 

（福嶋委員）コミュニティで色々なことをしましょうということはもちろんありますけ

れども，先ほどの議論にもあるように，今回は，学力向上ということも目標の一つ

にあるのではないかと思っています。県の方もそう言っているように，学力を向上

させるために，土曜日授業を行うのも一つの方法ですよということもあって，そう

いう面から言っても，学校主導というか校長先生や学校の先生方が案を出し合って，

それをリードしていくという場合も有り得るのかなと思います。メニューは色々あ

ると思いますが，そういう面でも指導的な考えをリードしながらやっていただけれ

ばありがたいなと思います。 

 

（委員長）今の時点ではまだ始まったばかりですので，飯野小学校で観劇をされるとい

うことだけ伺っていますが，一応，来年の３月までには，どこの学校がどんなこと

を実施するとういうことが決まってくるのですか。 

 

（教育指導課長）何らかの形で上がってくるとは思いますが，それについては，今後，

報告を受けるという形になっております。昨日校長会がありまして，子どもたちが

どのように土曜日を過ごしているのか，また，土曜授業に関して保護者はどのよう

に感じているのか等についてのアンケートをとっていただくように依頼したところ

です。そのアンケートにより，校区の実態や市の実態等を洗い出したいと考えてい

ます。 

 

（委員長）先ほど課長が「思います」とおっしゃられましたが，現段階では，何らかの

措置を取らなければならないといった拘束力があるものではないのですか。まだ最

初の段階ですので，この１年間は，学校運営協議会や学校の先生，保護者等の様子

を伺いながら，また，地域のクラブ等の活動との兼ね合いを見ながら，実施する学

校もあり，検討する学校もありということのようですが，例えば，この平成２６年

度中には，必ず土曜授業をページに載せるといった計画ではないのですか。 

 

（教育長）まず一つ，今年については，やっていくにしましても，土曜日に色々なスポ

ーツ少年団等の活動が行われており，これまで子どもたちに豊かな土曜日を送らせ

ようということで，ずっとやってきていただいている状況があります。そういうス
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ケジュールが組まれている中で，学校のペースで土曜授業をやっていくということ

ができない環境にあります。ですから，地域のスポーツ少年団の他，関係機関とも

話し合って，できるかどうかということを検討していく必要があると思います。そ

れから先ほども課長からありましたように，鈴鹿市ではコミュニティ・スクールと

いうことで，他の市とは違って学校の運営については学校運営協議会を設置して，

校長先生もメンバーに入って，そこで協議しながらやっていっていくという方針を

打ち出してずっとやってきている訳ですから，やはりこの場を重視する必要がある

だろうと思います。基本的には，福嶋委員が言われたように，学校の方で考えを持

っておいて，それを出していかないと，変な形になったり，なかなかまとまらなか

ったりということもありますので，学校の中で十分に先生方と協議をして，考え方

を持って学校運営協議会の中で話をしていくことが大事だと思います。国あるいは

県の考え方の中には，地域，家庭，学校が連携してこの土曜授業を行っていくとい

うことがありますので，あまり先生方だけで単独で決めていくのはまずいのかなと

思います。そういったことを全部考え合わせると，今年度にこれだけやってほしい

というのは，なかなか難しいと思います。もう一つ大きな条件は，先生の勤務時間

が変わっていないということです。労働基準法の中で実施しなければなりませんの

で，土曜日に出勤した分は，どこかで必ず振り替える必要が出てきます。その振替

がどこでできるのかということが，学校それぞれで違いますので，やはり学校の中

でその辺りを十分検討してもらわないと，今年度については非常に難しいのではな

いかと思います。ただ，私個人としては，校長会の場などで強制はできないけれど

も数回やってもらえないかという気持ちは伝えてあります。回数としては，１回，

２回というようなところでやってくれるのではないかなと思っています。同時に平

成２７年度からは，ある程度，全体の歩調が揃うように，三重県が第３土曜日にや

ってほしいと言っていますので，それと合わせて，第３土曜日にあまりイベント等

を入れないように，地域の方にもお願いをしていくような形で，来年度は，ある程

度歩調が揃ってくればと思っております。今年度は，なかなか全部が揃うのは難し

いかなと感じております。 

 

（下古谷委員）第３土曜日に実施されるのは，それはそれで良いと思うのですが，今，

先生方は非常に様々な業務があって大変だということですので，代休を取るのも非

常に大変だろうと思います。むしろ，その長期の休業期間の土曜日に実施して，夏

休みのどこかで代休を入れるという考え方の方が，なんとなく先生はやりやすい気

がするのですがどうでしょうか。 

 

（教育長）基本は，その週の中で振り替えるというのが労働基準法のルールになってい

ます。やむを得ない場合には１６週後までとなっていますので，夏休み中にも振り

替えることはできるのですが，それがやむを得ないものかどうかというのは，それ

ぞれの学校の状況を考える必要があると思います。 
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（下古谷委員）１週間以内に取らなければならないということであれば，長期の休業期

間中の土曜日に実施すれば，１週間のうちに取りやすいのではないかという意味で

す。 

 

（教育長）元々の考え方が，長期の夏季休業中等の土曜日ではなくて，普段の土曜日の

過ごし方を豊かにしようということですので。 

 

（福嶋委員）先ほどの私の質問でも，「夏休みの前後で実施することが多いのですか」と

いうことをお聞きしたのは，そういう勤務状況等を考えて，そういうふうにされる

のかなと思って質問をしました。 

 

（教育長）夏休みには先生たちも相当多くの予定が入っているのではないかと思います。 

 

（下古谷委員）研修等がたくさんありますよね。休みというか，先生方が休めるような

体制の整理というのも必要ですね。 

 

（福嶋委員）学校の先生の数に余裕があれば代行ができると思いますが，本来の授業に

穴が開いたりすることもあるのですか。 

 

（下古谷委員）それはあるのではないかと思います。 

 

（教育長）振替えて休みを取ったら授業に穴が開いてしまいますよね。 

 

（委員長）今年度はそういう色々な問題がクローズアップされてきますので，平成２７

年度に向けて，今年度は色々な面から調整をするということと，なるべく数回は実

施してほしいという見解ということでよろしいですか。 

 

（教育長）各市ともに同じような状況です。今年度は学期１回とか，その様な状況のと

ころが多いと思います。たくさん実施するところも若干ありますが，ほとんどのと

ころが，学期１回程度ということで，平成２７年度に合わせていこうというところ

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１６３３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」

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 
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（委員長）御異議がないようですので，議案第１６３３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１６３４号「平成２６年度鈴鹿市社会教育委員の委

嘱について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市社会教育委員の任期満了に伴い，次期委員を委嘱するについて，鈴鹿

市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第１０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，私からは，議案第１６３４号「平成２６年度鈴鹿市社会教

育委員の委嘱について」説明申し上げます。９ページを御覧ください。御覧いただ

いているのは，平成２６年度鈴鹿市社会教育委員名簿でございます。社会教育委員

は，社会教育法及び鈴鹿市社会教育委員条例に定められた委員でございまして，学

校教育若しくは社会教育の関係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者又は学識

経験のある者の中から，教育委員会が委嘱することとなっております。任期につき

ましては，条例の定めるところにより１年でございまして，平成２６年６月１日か

ら平成２７年５月３１日まででございます。まず，学校教育関係者といたしまして，

鈴鹿市立玉垣幼稚園長の橋爪啓子様，鈴鹿市立清和小学校長の松葉たみ子様，鈴鹿

市立白鳥中学校長の中道公子様でございます。この３名は，幼・小・中の校園長会

において御推薦いただいた方々でございます。次に，社会教育関係者でございます。

鈴鹿市青少年育成市民会議会長の山中秀志様，鈴鹿市ＰＴＡ連合会長の松嶌康弘様，

鈴鹿市立郡山公民館長の羽田規夫様，鈴鹿市スポーツ少年団副本部長の佐々木三喜

様，鈴鹿市生活学校会長の渥美恭子様の５名でございます。以上，８名の方を選考

させていただきました。なお，選考にあたりましては，「審議会等の設置及び見直し

に関する要綱」に基づき，全体の構成員に対して，女性委員の構成比率が４０％以

上となるよう努めることとなっていることから，８名中５名の方を女性委員として

選考させていただいております。以上，よろしく御審議の上，承認いただきますよ

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）男女比率は理想的でありますし，委員さんについて異議はありませんので

賛成したいと思っております。そこで，教えていただきたいのが，社会教育委員会

というと幅広い世代に関する色々なお話をされていると思うのですが，最近はどう

いう議論が多いのかを教えていただければと思います。 
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（生涯学習課長）福嶋委員の御質問でございますが，社会教育委員会といますのは，年

間２回行われております。７月と１月でございます。７月には，本年度の私ども社

会教育関係の各セクションが担当する主要事業の説明を行っております。それとと

もに，社会教育分野のアクションプランの説明もさせていただいているところでご

ざいます。そういった中で，今日的な社会教育の課題であるとか，青少年の健全育

成等の問題等について御意見をいただいているところでございます。もう１回は，

翌１月に第２回の社会教育委員会を行っておりますが，その意見を踏まえた上で，

翌年度のアクションプランの選定にあたり，その内容を検討いただいているといっ

た対応をさせていただいているところでございます。これを受けて最終的に教育委

員会事務局と一緒にアクションプランについて，この教育委員会の中で調整させて

いただいているという流れになっております。 

 

（福嶋委員）これからは，とりわけ定年退職後の方が，たくさん増えてきて，そういう

方たちが学びたいとか，あるいは社会に何か貢献したいという色々なニーズがあろ

うかと思います。そういう意味でも，そういう御意見を汲み取って，幅広い議論を

していただけたらありがたいなと思っております。 

 

（下古谷委員）新任の方が５名いらっしゃいますが，これはやはり過去にも，１年か２

年で交代されるものなのですか。 

 

（生涯学習課長）今年は，結構，新任の方が多くございました。理由は，学校関係の職

員の人事異動があり，また，各種社会教育関係団体の役員の改選がありまして，御

覧のように新任の方が多くなっているということでございます。会長さんが充て職

という形で社会教育委員になる場合もありますので，会長が数年続く場合もあれば，

今回のように１年で代わるという場合もございますので，任期については，一概に

言えないというところでございます。 

 

（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１６３４号「平成２６年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について」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１６３４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１６３５号「平成２６年度鈴鹿市公民館運営審議会

委員の委嘱について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（教育長）鈴鹿市公民館運営審議会委員の任期満了に伴い，次期委員を委嘱するについ

て，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第１０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１６３５号「平成２６年度鈴鹿市公民館運営審議会

委員の委嘱について」説明申し上げます。議案書の１１ページを御覧ください。御

覧いただいているのは，平成２６年度鈴鹿市公民館運営審議会委員名簿でございま

す。公民館運営審議会委員は，社会教育法及び鈴鹿市公民館条例に定められた委員

でございまして，委嘱の基準及び任期につきましては，先に説明をさせていただき

ました社会教育委員と同じでございます。委員の構成につきましても，社会教育委

員と同様に，学校教育若しくは社会教育の関係者，家庭教育の向上に資する活動を

行う者又は学識経験のある者の中から，教育委員会が委嘱することとなっておりま

す。また，メンバー構成につきましても，社会教育委員とほぼ同様ですが，公民館

の運営を審議するといった，委員の職務内容から，現役の公民館長ではなく，学識

経験者として元公民館長を充てることとし，御覧のとおり，８名の方を選考させて

いただきました。なお，選考にあたりましては，「審議会等の設置及び見直しに関す

る要綱」に基づき，全体の構成員に対して，女性委員の構成比率が４０％以上とな

るよう努めることとなっていることから，８名中５名の方を女性委員として選考さ

せていただいております。以上，よろしく御審議の上，承認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）この社会教育委員と公民館運営審議会委員というのは，ほとんどが同じメ

ンバーなのですが，これは審議する内容がその範囲の中にあるということで同じメ

ンバーになっているのですか。 

 

（生涯学習課長）元々の法的な根拠としては社会教育法です。社会教育委員は社会教育

委員条例によって選定された委員であり，公民館運営審議会の委員も同じ社会教育

法が根拠法ですが，条例としては公民館条例により選定された委員となっています。

所管する内容につきましては，生涯学習の一環で社会教育委員のメンバーがほとん

ど公民館運営審議会委員の内容と重なっているということでございますので，実際

には，公民館運営審議会というのは今まで開かれたことはございません。その理由

はなぜかと申しますと，社会教育委員会の中で公民館の関係につきましても審議や

議論がされているところでございまして，そのような形で使い分けをしているわけ

でございますが，公民館運営審議会の場合は，館長の諮問があったときだけ開くと

いう形になっております。館長の諮問をこれまで受けておりませんので，今後，そ
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ういうことがあれば公民館運営審議会を開くことになるかと考えております。 

 

（福嶋委員）少し分かりにくい部分があるのですが，たくさんの委員会があるというの

は，かえってやりにくいところもあるので，内容が同じなのであれば，同じメンバ

ーで実施して，いざというときにそれを高めるという方法もあるのではないかと思

います。ありがとうございました。 

 

（委員長）そもそも公民館の運営は，館長やその他の職員がお見えになって，その方々

が，例えば体操教室等の生涯学習の関係について，その年度の計画を立てておられ

るというものなのですか。 

 

（生涯学習課長）伊藤委員長がおっしゃったとおり，鈴鹿市には３１の公民館がありま

して，３１の公民館運営委員会というものを地元で作っていただいています。その

中で，各地域の学習ニーズ等をしっかり把握していただいて，１年間の計画を立て

ていただいて，それを推進していただいているといった状況でございます。 

 

（委員長）地域の年齢層等色々なことがありますので，やはり３１箇所の地域のニーズ

というのは異なると思います。そこで運営審議会という文字からは，そういう公民

館運営委員会の方たちが立てていただいた年間計画を審議されるのかと思ったので

すが，そうではないのですね。 

 

（生涯学習課長）はい。そのとおりです。 

 

（福嶋委員）公民館運営審議会が開かれるときというのはどういうときなのか，もう一

度教えてください。 

 

（生涯学習課長）今までは開かれておりませんが，開かれるとすれば，公民館長の諮問

に基づいて開くということです。ですので「こういうことを公民館運営審議会で審

議してほしい」といったことが，公民館長から諮問があった場合に開くことになり

ます。 

 

（福嶋委員）今までそういうことがなかったということですか。 

 

（生涯学習課長）はい。 

 

（委員長）この運営審議会というのは，いざというときに，きちんと対処できる審議会

を持っているという感じですね。 

 



１７ 

 

（生涯学習課長）表現としてはそういう形です。その代わりに社会教育委員会でその役

割を担っているといったところです。先ほど委員長がおっしゃいました，いざとい

うときというのは，諮問があったときといったことになりまして，普段は社会教育

委員会でやらせていただいています。 

 

（委員長）それで，必然的に委員構成が重複するということですね。 

 

（生涯学習課長）はい。 

 

（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１６３５号「平成２６年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱につ

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１６３５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年度園児，

児童，生徒数について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは，報告事項の１番目「平成２６年度の幼稚園及び

小中学校における園児・児童・生徒数」について，説明申し上げます。１ページを

御覧ください。平成２６年５月１日現在の鈴鹿市立幼稚園の園児数でございますが，

４歳児は２５７人で，８園９学級，５歳児は４０５人で，１７園２０学級，全体で

６６２人，２９学級となっており，昨年度に比べ，人数は３人，学級数は１学級の

増加となっています。なお，椿幼稚園につきましては，４歳児・５歳児の複式学級

ですが，学級数は５歳児の１学級として計上しています。また，本年度の休園は２

園でございます。次に，２ページの小学校の児童数でございますが，市内の総計は，

最下段の右から２列目で，１万１,７７２人，４７８学級となっており，昨年度に比

べ，２７７人，１２学級の減少となっています。また，３ページの中学校の生徒数

でございますが，市内の総計は，最下段の右から２列目で，６,０５１人，２０６学

級となっており，昨年度に比べ，１４９人，７学級の減少となっています。小中学

校を合わせた児童生徒数は，１万７,８２３人，６８４学級で，昨年度に比べ，４２

６人，１９学級の減少となっています。以上でございます。 

 

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

 

（福嶋委員）幼稚園の統廃合は，色々行ってきましたが，児童数を見ていますと，小学

校の人数は，学校によっては，例えば合川や天名，庄内等では人数が少なくなって



１８ 

 

います。例えば伊賀市では，小学校の統廃合が行われていて，バスでの送迎をして

おられますが，鈴鹿市の場合は，そういうことも将来，視野に入れていかなければ

ならないのでしょうか。 

 

（学校教育課長）他市において統廃合している場合でございますが，複式学級のある学

校が増えてくるとか，複式学級でも２学年による複式や３学年による複式というよ

うな状況があるような学校も県内では出てきております。ただ本市におきましては，

まだそのような状況は出ておりませんので，当分の間はそういうことについては，

心配はないかと考えております。 

 

（福嶋委員）今回は，合川小学校については教育課程特例校ということで，逆にカンフ

ル剤ではないですが，そういう形でやっていこうという計画があるので，そういう

いう面では積極的に運営していこうということがあるのかなと思っております。も

う一つお聞きしますが，中学生の総数を見ていますと，１年生，２年生，３年生の

中で，２年生だけが総数が多くなっていますが，これは，何か団地ができたとか，

あるいは出生の関係があるのかとか，その理由を把握していれば教えてください。 

 

（学校教育課長）理由は，はっきりと掴んでおりません。年によっては，若干の増減は

あると思いますが，今年については１５０名の差があるのですが，どういった理由

によるものかは，申し訳ありませんが掴んでおりません。 

 

（下古谷委員）先ほどの説明ですと，小中学生合わせて４２６人の減ということで，今

後も概ね４００人から５００人のペースで減っていくのでしょうか。 

 

（学校教育課長）本市の児童生徒数については，今後１０年間程度を見越した数字をあ

くまで推定でありますが，出させていただいております。それによりますと，今年

度の小学校については，１万１,７７２人となっておりますが，やはり除々に減少傾

向をとっていくと推測しております。１０年後の平成３６年度には，小学校につい

ては１万１,０００人弱と推測をしております。また，中学校については，今年度は

６,０５１人でございますが，同じく１０年後の平成３６年度には，約５,３００人

弱と推測をしております。 

 

（下古谷委員）そうしますと単純計算でいきますと，１年に１５０人ずつ程度減ってい

くという感じになりますね。小学生が７７２名程度減り，中学生も７５０名程度減

っていくということですので，１０年で１,５００名程度減るということになると，

１年で１５０人くらい減るということになりますね。 

 

（学校教育課長）小中あわせるとそれぐらいになると推測はしています。 



１９ 

 

 

（岡井委員）特別支援学級のことですが，障がいの重度化や重複化がある中で，一人ひ

とりの子どもさんの発達度合いによって，手厚い指導をしていただていると思いま

す。その中で，小学校では１１人の子どもに対して２人の先生とか，中学校では１

２人の生徒に教師２人というところだと思いますが，数字を見たところでは，かな

り負担もあるのではないかと思います。配置の基準にはあっていると思いますし，

障がいの種別によっては多めに配置ができるのもしれませんが，やはりかなりの負

担ではないかと思います。そういった点では，補助の方についても，たくさんの方

を配置していただいていると思うのですが，その辺りの支援体制について，現状を

教えていただきたいと思います。２つ目ですが，去年も聞いたかもしれませんので

申し訳ないのですが，先生も特別支援学級の資格といいますか，本来そういう方が

関わっていただいて，やはり知識のある方が，障がいの程度によって指導してもら

いたいと思うのですが，そういった免許の進み具合はどうなのでしょうか。わかる

範囲で結構です。 

 

（学校教育課長）まず，一点目の特別支援学級の現状でございますが，岡井委員のおっ

しゃいましたとおり，種別に応じて人数が決まっており，例えば４人であっても種

別が２種別に分かれていれば２クラスある学校でありますとか，色々なパターンが

ございます。県の認可の規定といたしましては，８人までは同一種別は同一学級で

という原則がございまして，それ以外でも種別が混合であっても８人までは１クラ

スとして人の配置をしますという基準がございます。それにつきましては，障がい

の種別に応じた学級を作っていただくように，毎年度末に向けて各学校の実態の聞

き取りをして，それに応じた要望を県の方にしているところでございます。次に，

先生以外の支援体制でございますが，教育委員会としましては，介助員という形で

現在小学校には４８名，中学校には１６名の方を学校の状況に応じて，障がいの程

度や人数等に応じて，優先度の高いと思われる学校から，先ほどの人数の支援員を

配置して，先生たちの補助，子どもたちの支援に当たっております。２点目の特別

支援学級の免許の所有につきましては，なかなか働かれている中で，追加で免許を

取るということは，忙しい時間の中で色々と制約もありまして難しい状況でござい

ます。ただ，新規採用で見える方につきましては，昔に比べまして特別支援の免許

を持っている方も増えておりますし，こちらといたしましても県教育委員会の方に，

これからは，通常の学級においても発達障がい等の色々な特別な支援を必要とする

お子さんに対する学習を積んだ教員が欲しいということで要望してまいりたいと思

っておりますので，御理解いただきたいと思います。 

 

（委員長）幼稚園の件ですが，段々と少子化が進み，幼稚園の統廃合ということで，幼

稚園が随分減ってきております。そのような中，平成２７年度からは子ども園とい

って，国から各市町村へどんどん手を離してきております。都市部では，かなり待
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機児童がありますので，最終的にそういうところを増やしていくということなので

しょうけれども，鈴鹿市は私立の幼稚園や保育所がかなりしっかりされてみえます

ので，待機児童はない状態だと思います。今後，国が手を離し出すと文部科学省と

しての幼児教育というのが，どういうふうに変わるのかという不安があります。ま

た，高齢化に向けて女性に働いてもらって国の総生産を上げようという方向で，今，

国がどんどん推し進めていますので，最終的に一番しわ寄せがくるのは子どもなの

ではないかという思いをひしひしと感じています。せめて鈴鹿市の公立幼稚園につ

いては，最後には各中学校区に１つになるのかもしれませんが，何とか死守してい

ただいて，幼児教育のスタンダードというもの，小学校へ繋げるための幼児教育は

こうありたいといったものを確立していただければありがたいと思いますが，何か

お考えはありますか。 

 

（学校教育課長）ただいま，幼稚園では再編整備計画を進めております。それにつきま

しては，委員長がおっしゃいましたとおり園数は確かに減りますが，４歳５歳の２

年保育をできるとういうメリットがあるということを考えております。また，今で

すと兼任園長といって，小学校の校長先生が園長先生を兼ねている園もいくつかご

ざいますが，今回，再編整備後には，基本的には各園に園長を置くということで，

より質の高い幼児教育を進められるような形で再編整備を進めてまいりたいと考え

ております。また，国の方の動きでございますが，子ども子育て支援法という新し

い法律が平成２７年４月１日から施行になると思われますが，これにつきましても，

本日説明会がございまして担当の者が行っております。そこで国の動きを踏まえま

して，保育担当の市長部局の方とも連携をいたしまして，文部科学省あるいは厚生

労働省の動きもあると思いますので，それも踏まえながら鈴鹿市としてどういった

方向に持っていくべきかということを考えてまいりたいと思っております。 

 

（委員長）また，何か法律が変わったりしましたら，そういったときには，情報として

いただけたらと思いますので，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「平成２６年度特色ある学校づくり推進事業について」をお願いします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の２番目「平成２６年度特色ある学校づ

くり推進事業」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。「特色

ある学校づくり推進事業」は，昨年度に引き続き，今年度２年目を迎えます。今年

度は，小学校１８校，中学校６校の計２４校の応募がありました。実践推進校決定

までの経緯につきましては，１，２に示しましたように，市内小中学校に公募し，

応募のあった各学校の企画について，教育次長を委員長とする企画審査委員会で，

５月８日，５月１２日の２回の審査を行い，実践推進候補校を選定し，その後，教
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育長の決裁を受け，決定いたしました。小学校７校，中学校２校の９校が実践推進

校として選ばれています。５，６ページに一覧を掲載していますので，簡単に紹介

をさせていただきます。１校目は，合川小学校です。「伝え合い かかわり合い 学

びあう～地域から発信する学び 合川スタイルの確立をめざして」をテーマに，Ａ

ＬＴを有効的に活用し，教育課程特例校における English Time の実施や，英語を

ツールとした総合的な学習の時間の実施等，英語教育を核とした特色ある学校づく

りに取り組んでまいります。２校目は，旭が丘小学校です。「今日もきてよかった！

と思える学校－学校応援団とともに ＩＣＴ活用で楽しい授業づくり－」をテーマ

に，発達段階を踏まえた，各教科及び総合的な学習の時間における電子黒板等ＩＣ

Ｔ機器の有効的かつ系統的な指導内容の確立にむけての取組を進めます。３校目は，

一ノ宮小学校です。「学力向上の取り組みを基盤にし，地域を活かした学習活動」を

テーマに，地域に焦点を当てた人権教育の年間カリキュラムをたて，地域学習の成

果を国語や算数で学んだスキルを活かしながら全校の場で発表する場を設ける等，

学習で学んだ知識・技能を活用する場面を大切にしながら，学力向上を目指してい

きます。４校目は，河曲小学校です。「河曲えがお向上プロジェクト」をテーマに，

個別に指導する部屋，クールダウンさせる部屋などの環境整備を行い，支援を必要

とする子どもに笑顔が生まれるように，具体物と言葉，そして地域を結び付ける取

組を行います。５校目は，国府小学校です。「地域とともにアグリにチャレンジ」を

テーマに，講師や地域のゲストティーチャーを招き，野菜等の栽培，収穫，販売や，

郷土に伝わる料理の調理実習を行うといった，地域とともに「農業体験学習」と「地

域発の食育」に取り組んでまいります。６校目は，桜島小学校です。「多様な学びを

活かしたグローカル教育」をテーマに，ＩＣＴの活用による協働型双方向型学習及

び日本語指導，デージー教科書を活用した特別支援教育の推進等，多様な学びを活

かしながら，確かな学力を身につけ，高い志とグローバルな視野をもって自分の夢

に挑戦し続ける子どもたちの育成を目指す取組を進めてまいります。７校目は，牧

田小学校です。「多文化共生教育を基軸とした学校づくり」をテーマに，各学年が総

合的な学習の時間や各教科等で，多文化共生教育に取り組み，学力保障を必要とす

る児童を視点児童として，その児童に応じた授業をつくる研究を進めてまいります。

８校目は，神戸中学校です。「ＥＳＴ メソッド」を導入し，学校改革を行う」をテ

ーマに，教師が学年の教科担当から学校の教科担当という意識を持つため，学年の

枠を越えて教科チームを結成し，「平等」，「満足」，「上質」な教育を目指した授業づ

くりを進めてまいります。最後に９校目は，平田野中学校です。「社会に役立つ人づ

くり～君の夢をかなえる 科学わくわく ものづくりチャレンジ～」をテーマに，

ＩＣＴ教育を推進する授業改善やものづくりでキャリア教育を推進する活動等に取

り組んでまいります。今後，それぞれの学校が特色ある学校づくりを推進し，各校

の実践を市内に広めていただけるよう，また年間を通して，教育指導課の担当指導

主事が指導助言をすることで活動を支援し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。 
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（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）それぞれの予算の計画として，圧倒的に備品の予算が多かったのですが，

その事業に対して，妥当な金額で備品購入を認めるといった，厳密で他校が納得で

きる予算執行をぜひお願いしたいと思います。備品を揃えたいがためにこういう取

組をするというような本末転倒なことにならないようにと思いますので，よろしく

お願いします。また，そのときに聞けばよかったのですが，合川小学校については，

今年のアクションプランでも特別推進項目の対象校になっておりますので，そちら

の方についても，予算というのが特別にあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）まず，一点目の予算の執行につきましては，この事業の特色に関係が

ある備品のための執行となるように，くれぐれも御指摘のような備品を購入するた

めのものにならないように，学校とやり取りして執行にかかっていきたいと思いま

す。２点目の合川小学校についてですが，やはりアクションプランに掲げていると

ころから，ＡＬＴを常駐させること，そして，ＩＣＴのタブレット型パソコンの導

入とネットワーク環境の面で充実を図っていきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）双方の予算を充実させていこうということですので，そういう面でも精査

して良い事業ができるようにお願いしたいと思っております。 

 

（岡井委員）２４校の中から９校ということで，激戦の選りすぐりの実践になりますの

で，期待させていただきたいと思います。それだけに，成果報告ですね，各学校や

先生への還流報告をぜひやっていただきたいと思います。そこで，今年で２年目に

なるのですけれども，平成２５年度の事業については，そういう還流の場，授業研

究の場が色々あったのではないかと思いますが，そのあたりはどのように還流した

のかという中身を教えてください。 

 

（教育指導課長）平成２５年度は初年度ということもありまして，あまり縛りをたくさ

んかけますと，なかなか応募校の関係もありますので，平田野中学校では途中で公

開授業を積極的に行っていただきました。それから教育委員会だよりとして「遥か」

がございますが，全教職員に「遥か」が配られますので，その「遥か」を通じて，

特色ある取り組みとしてどういうことをしているのかについて，紹介をさせていた

だきました。 

 

（福嶋委員）４ページを拝見していると，今回は４月２日に募集をされて１８日に締め

切りということで，新任の校長先生にとっては少しハードなスケジュールではなか

ったかと思います。教頭先生もいらっしゃるので，問題なかったのか，その辺りの
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スケジュール的なことはどうですか。 

 

（教育指導課長）確かに新任の校長先生にとっては，学校の特色を掴むとか，それをも

とにどうマネジメントするかということでは，少し日程がタイトなものであったの

かなと思います。また，この件に関しましては，今回の反省を踏まえまして，年度

末に発信していく等について，考えながら行っていきたいと思います。 

 

（教育長）今の質問については，やはり学校というのは継続性がありますので，確かに

校長先生が変わられて負担はあるかもしれませんが，学校全体としては大丈夫なの

ではないかなと私は感じております。各委員さんが参加して選んでもらった学校で

も，ほとんどの学校で校長先生が新任というか変わられた学校ですので，そういう

ことからみても，継続性をもってきちんと話し合いができているのかなという気が

します。 

 

（福嶋委員）提出された書類からは，校長先生が主導してやっていらっしゃるのかなと

思っていましたが，学校全体で来年はこれで取組もうということが，恒常的にでき

ていれば，それに越したことはないと思います。 

 

（教育長）選んでいただいた事業を見ていると，その辺りはうまくできているのかなと

思います。 

 

（岡井委員）今の話に関連しますが，この実施要項においては，要件として，「単年度事

業とする。ただし，特色については持続的に取り組みを行う」となっていていまし

たが，特色ある学校づくりを進めるといっても，１年程度では，特色の濃い薄いも

ありますが，なかなかできるものではないと思います。そこで，今，教育長が言わ

れたように，ある程度，考えているところを受け継いで継続していくところに特色

が生まれてくるのであって，要項の単年度事業といいますのは，「１年間のＰＤＣＡ

サイクルを通して実施して，それなりのレポートというか成果報告をきちんとまと

められるものであること」という意味合いだと思うのですが，少し誤解を招くよう

な表現ではないかと思いましたので，他の言葉がないものかと思いました。それか

ら，特色ある学校づくりを進めていくことを山登りに例えますと，まず来年からこ

れをやるぞというスタートに近い時点，次に１，２年やってきて２合目３合目まで

やってきて，少し特色として出てきたなという時点，そして，８合目ぐらいまでき

て，いよいよ山の頂上が見えてきて，もうそろそろ自他共に認められる学校の特色

が出てきたという時点の段階的には３つぐらいあると思います。そこで，今年の９

校を見てみますと，０からの出発のところはあまりなくて，だいたい１合目か２合

目くらいの積み重ねがあるような気がするのですが，教育指導課としては，この事

業に指定するときに，「ある程度これまでに積み上げてきたものに対して指定しよ
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う」とか，「やってみなければわからないけれども面白そうだからこれも指定しよう」

とか，その特色の進捗状況のどの辺に的を当てていくのかということが大事だと思

うのですが，その点についてお考えがあれば教えてください。 

 

（教育長）岡井委員が言われたように，本来は，その学校の子ども特性やその地域の子

どもの特性，その地域そのものの歴史文化といった特性といった，色々なものを含

めて，その地域の学校らしい特色を出していただけたらなあと思っております。や

はり継続していつまでも続けていけるような，校長先生や先生，スタッフが変わっ

たらころっと変わるのではなく，その地域の「おらの学校」として，一つの継続し

た特色づくりができればいいなあということを本来の目的として始めております。

そこで，先ほどの単年度というのは，どうしても予算だけは約束できませんので，

永久に，恒久的にこれだけ予算をつけますよということができませんので，事業と

しては単年度で，特色としては継続するようにと，そのような考え方で制度として

作った事業だということです。 

 

（教育指導課長）２番目の質問についてですが，やはり市のアクションプランの中で教

育指導課が進めていきたいものがございます。そのモデルになってもらえるという

か，そこをモデル校にして，このアクションプランを進めていくということができ

たらと思っております。 

 

（下古谷委員）９校の指定校について，例えば何月何日にはこういう行事を行いますと

いったアナウンスがあれば，ぜひ見せていただきたいと思いますので，よろしくお

願いいたします。 

 

（教育指導課長）今年は，担当指導主事が必ず進捗状況を報告することになっておりま

すので，ぜひ，そういうことがありましたらお知らせしたいと思います。 

 

（委員長）この９つの事業については色々な取り組みがありまして，特色づくりの方の

事業なのですが，学力を上げなければならないという校長先生の悲願のようなもの

も感じておりますので，皆さん頑張っていただけたらありがたいなと思います。 

 

（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，３番目

の「平成２６年度鈴鹿市立図書館運営委員会委員について」をお願いします。 

 

（図書館長）それでは，私からは報告事項の３番目「鈴鹿市立図書館運営委員会委員に

ついて」，説明申し上げます。７ページを御覧ください。平成２６年度の鈴鹿市立図

書館運営委員会委員でございますが，鈴鹿市市民委員会規則に基づき，６月１日か

ら来年５月３１日までの１年間，名簿の９人の委員に委嘱するものでございます。
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なお，図書館運営委員会は，法令や条例に基づくものではありませんので，報告案

件とさせていただきました。名簿順に学識経験者として佐藤毅さん，衣斐弘行さん，

社会教育関係者から鈴鹿市青少年育成市民会議事務局長の林佳代子さん，鈴鹿市Ｐ

ＴＡ連合会研修副部長の池口里佳さん，郡山公民館長の羽田規夫さん，学校関係者

から鈴鹿高等専門学校学生課図書係長の柳瀬智紀さん，三重県学校図書館協議会鈴

鹿支部長で郡山小学校長の大薮延子さん，ボランティアグループからおはなし会「ア

リス」代表の木村由美子さん，音訳グループ「鈴の音」代表の戸田恭さんの９名で

池口里佳さん，大薮延子さん及び戸田恭さんの３人が今年度新たに委員となられた

方です。また，審議会委員の女性の登用については，委員９人中５人が女性となっ

ておりまして，登用率は５５.５％となっております。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。 

 

（下古谷委員）一番下の方のお名前をもう一度お願いします。 

 

（図書館長）「とだ きょう」さんです。 

 

（福嶋委員）図書館運営委員会では，最近はどういうことが話題になっていて，図書館

に対して要望とか問題が多いのかをお聞きしたいと思います。また，最近活発に色々

とやっていただいていますが，その内容について教えていただきたいと思います。 

 

（図書館長）運営委員会は，例年ですと年２回しか開催しておりませんでした。その年

２回というのは，例年６月に行われますが事業計画の説明と，翌年の２月に事業に

基づいた報告，この２回が今までの運営委員会の形式でした。しかし，昨年度は，

サービス方針というものを策定する関係がありましたので，年４回開催しておりま

す。運営委員会の意見ですが，昨年度はサービス方針について多方面から色々な意

見をいただきました。今年はそのサービス方針について，実施計画的なものを作ら

なければなりませんので，その内容を委員さんからいただいて，すぐできるものと，

予算がついてからやるものを分けて考えていきたいと思います。すぐできるものに

ついては，福嶋委員は，先日図書館へお越しいただいて，少し印象が変わったと思

われたと思うのですが，図書館の入り口のディスプレイを少し変えてやわらかくし

ました。また，具体的に取組んだ内容といたしましては，図書館内には以前は，「何々

してはいけない」といった禁止の看板や張り紙がありましたが，それらを撤去して，

よくトイレなどで見られますが「きれいに使っていただいてありがとう」というも

のと同じように，学習室も「パソコンで音を出すな」とかではなく「静かに使って

いただいてありがとう」というプレートに変えました。すぐにできることについて

は，予算的にかからないということで取り組んでおります。 
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（福嶋委員）なかなか予算の問題が大きな障壁になっていまして，画期的にというのは

難しいと思いますが，先ほどおっしゃっていただいたように，雰囲気から変えてい

こうという心意気はとてもありがたいと思っております。やはり図書館といいます

のは，市の文化の中心ということもありますし，学校教育あるいは，社会教育の核

となるところですので，ぜひとも市の予算確保も頑張っていただきたいと思ってお

りますし，図書館においても様々な努力をしていただければと思います。今月は，

図書館では，歌舞伎をテーマにしていましたね。 

 

（図書館長）歌舞伎というのは５月のテーマで，毎月テーマを変えたミニコーナーをレ

ファレンスカウンターの横で行っております。今年からは，ミニコーナーをたくさ

ん考えており，高齢者向け，成人向け，青少年向け等といったミニコーナーをたく

さんつくっていこうかなと考えているところです。毎回お越しいただければ，少し

何か変わっているかなといった雰囲気づくりに努めていきたいと思っています。 

 

（福嶋委員）例えば，文化振興事業団が行う催しものや考古博物館等の他で開催されて

いる催しものと連携して，「もっとその催しものの知識を広げようと思ったら，こう

いう本を読んだらいいですよ」といった取組を行っていただいたらよいのではない

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，その他

の事項に移ります。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは，前回下古谷委員から御質問があった「アクショ

ンプランにおける体力の向上を図る取組を推進する年度末目標の数値が落ちた理

由」につきまして，説明申し上げます。アクションプランにおける１－ⅲの６の年

度末目標「全国体力・運動能力調査で全国平均以上の種目の割合」が平成２４年度

末では４７％であったのに，平成２５年度には６％に落ちた理由についてですが，

まず，平成２４年度の４７％というのは，県平均以上の数値でありまして，全国平

均以上の数値は２５％でした。ここにお詫びして訂正させていただきたきます。平

成２４年度には２５％ということは，３２枠中８枠，平成２５年度６％ということ

は３２枠中２枠が全国平均以上であったということになりますが，そこに深い関係

性はみられず，特に原因となる要因も考えられません。また，アクションプランの

指標といたしましては，検討していきたいと考えております。以上で説明とさせて

いただきます。 

 

（委員長）指標そのものを決めるということは難しいですよね。学力の指標もそうです

が，現実に見せていただくと難しいのだなと思いました。前年度の学力状況調査の
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指標もかなり高いと思いますが，実現可能な指標でなくてはならないのではないか

ということに対して，それは指標として持っているのだからいいという答えをいた

だいているのですが，やはり指標というのは，ある程度，目標値として持っている

ということだと思うのですが。 

 

（教育指導課長）全国レベルに学力を上げるということでして，またそれは，単位施策

の目標値にも挙げておりますので，それを基にしております。 

  

（委員長）一応全国レベルを基準として考えているということですね。 

 

（岡井委員）現状は現状として，５０ｍ走でも，立ち幅跳びでも，ある程度先生が意識

しないと学校で取り組む場があまりないと思います。だからやはり，現状はこうな

のですが，これをもとに次に何をするのかが大事であって，例えば日常的に体育の

授業の前に，そんなに時間はかかりませんので，５０ｍ走や立ち幅跳びを日常的に

やりましょうとか，そういったことを学校に発信してもらいたいと思います。指標

は指標であって，次の取組が大事なのでぜひお願いしたいと思います。 

 

（教育指導課長）幼稚園では「きらきらタイム」ということで，遊びながら運動を好き

になっていくといった意欲の面を高めていく取組を実施しております。子どもたち

は，運動は一応好きと言っているのですが，全校で取組むことが鈴鹿ではあまりな

されていないという傾向が出ていますので，これを踏まえて，体育に関する取組と

して，先ほど岡井委員がおっしゃいましたように，全校で運動の日常化等について

負担なく取り組んでいけるようなことを発信していきたいと思っております。 

 

（福嶋委員）握力については，握力計を置いておくと，段々上がってくるのではないか

と思います。普段はしないですからね。 

 

（岡井委員）綱引きなどもいいですよね。 

 

（委員長）それでは，その他の事項の今日的なテーマに対する意見交換ですが，今回は

「新指定文化財について」ということで，前回，４月の定例会で承認されました新

指定文化財寺尾家歴史資料の実物を郷土資料室で見ていただき，その場で御意見，

御質問を頂戴したいと考えております。この次の事項説明が終わり次第，西館に移

動したいと思いますので，よろしくお願いいたします。それでは，２番目の「６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）６月教育委員会定例会を６月２３日月曜日午後２時から開催したいと

思いますがいかがでしょうか。 



２８ 

 

 

（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，６月教育委員会定例会を６月２３日月曜日午後２

時から開催することにいたします。それでは，今から郷土資料室に移っていただき

ますので，よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 

 

【郷土資料室において文化課学芸員から新指定文化財寺尾家歴史資料の説明を受ける】 

 

５月教育委員会定例会終了 午後３時３９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 岡井 敬治 


