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平成２６年６月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年６月２３日（月） 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），参事兼スポー

ツ課長（藤井康彰），考古博物館長（澤井環），学校教育課主幹（鎌田敦子），学校教

育課副主幹（前田美代子），書記（永井洋一），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（1）専決処分（学校県費負担教職員の人事異動内申）の承認について（学校教育課） 

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

 

６ 報告事項 

（1）学校裁量予算制度について                  (教育総務課) 

（2）鈴鹿市立幼稚園再編整備計画 第Ⅱ期再編整備計画の方針（案）について 

（学校教育課） 

（3）平成２７年成人式について                 （生涯学習課） 

（4）平成２６年度鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会委員について（生涯学習課） 

（5）第８５回都市対抗野球大会について             （スポーツ課） 

（6）平成２６度企画展 

「そのころ鈴鹿では? －モノが語る鈴鹿の歴史－」       （考古博物館） 

（7）企画展関連講演会 

「おやこで学ぶ鈴鹿のれきし～元館長の自由研究サポ－ト講座～」（考古博物館） 

 

７ その他 

（1）食物アレルギーを有する児童等への対応について        （学校教育課） 

（2）７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６月教育委員会定例会を開きます。本日の会議録署名
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委員は，福嶋委員にお願いいたします。それでは，議事に入ります。１番目の議案

第１６３６号「専決処分（学校県費負担教職員の人事異動内申）の承認について」

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１６３６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１６３６号 

「専決処分（学校県費負担教職員の人事異動内申）の承認について」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１６３６号「専決処分（学

校県費負担教職員の人事異動内申）の承認について」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１６３７号「学校運営協議会委員の任命について」

をお諮りします。 

 

（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）それでは，私からは，議案第１６３７号「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。３ページを御覧ください。この度，資料にござ

いますように稲生小学校の学校運営協議会委員につきまして，変更の申請がござい

ました。委員の変更につきましては，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３項で，「委員の辞職等により欠員が生じたときは，

教育委員会は，校長の推薦により新たな委員を任命することができる。」とあり，第

５条第２項で，「第４条第３項の規定により任命された委員の任期は，前任者の残任
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期間とする。」と定められております。したがいまして，この規定に基づき本議案を

上程させていただきますので，よろしく御審議いただきますようお願い申し上げま

す。 

 

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

 

（福嶋委員）前の鈴木さんは，どういう理由でお辞めになるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）体調が，少し最近すぐれなくなり委員が続けられなくなったという申

出があったと報告を受けております。 

 

（下古谷委員）新しく委員に就かれる橋本さんについて，わかる範囲で結構ですので御

紹介いただきたいと思います。 

 

（教育支援課長）任を解く鈴木委員につきましては，有識者というお立場で子どもたち

の体験活動への係わりを持っていただいている方でした。それにつきまして学校長

と学校協議委員会の委員長と協議する中で，急遽なことであり，地元のことを良く

知っていただいており，その体験活動的なことにも堪能だということで推薦いただ

いたというものであります。 

 

（委員長）学校運営協議会の有識者等の色々資格のある方については，少し年齢が高い

方がお見えのように伺いますが，橋本さんは，おいくつの方ですか。 

 

（教育支援課長）概ね定年されてから数年経過された方だと伺っております。 

 

（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１６３７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１６３７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「学校裁量予算制度

について」をお願いします。 

 

（教育総務課長）それでは，報告事項の１番目，「学校裁量予算制度」について説明申し

上げます。資料は１ページから２ページまででございます。まず，１ページ目の「１ 

学校裁量予算制度を導入する趣旨」につきまして，説明申し上げます。学校が児童，



４ 

 

生徒，保護者の要請や地域の状況に応じた教育を主体的に行い，また，保護者や地

域住民に対しまして，説明責任を果たしていく学校経営を目指し，質の高い特色あ

る教育活動を実現するため，各小中学校長がリーダーシップを発揮し，予算の計画

段階から主体的に取組んでいく，学校裁量予算制度を次年度から，導入するもので

ございます。続きまして，「２ 学校裁量予算制度の概要」につきまして，説明申し

上げます。学校が執行する予算については，従来ですと教育委員会事務局において

設定いたしました予算科目ごとの金額の範囲内，使い途が細かく決められた中での，

予算執行でございました。一方，従来の制度に対しまして，来年度から導入いたし

ます学校裁量予算制度では，各小中学校長のリーダーシップのもと計画立案いたし

ます予算を予算要求に反映させまして，学校の意向に沿った，予算の執行に結びつ

けるというものです。ただし，計画立案いたします予算については，教育委員会事

務局が算出する基礎額がございますので，その基礎額の総額の範囲内において，学

校裁量により，必要な使途，使い途に予算を厚く活用できる制度となります。また，

資料の２ページにもあるようにこの学校裁量予算につきましては，本市の一連の予

算編成作業を経て，決定後に，学校運営協議会に諮るものといたします。さらに，

各学校のホームページにおいて，その内容を公開したいと考えております。続きま

して来年度から制度を導入するに当たっての作業スケジュール「３ 学校裁量予算

制度の流れ」を説明申し上げます。まず，教育委員会事務局が児童，生徒，学級数

に応じて算出する予算計画基礎額を各小中学校に提示いたします。次に，学校にお

いては，その予算計画基礎額の総額内で予算を計画立案いたします。小中学校への

提示を７月，学校が予算を計画立案する期間は，主に８月と考えております。そし

て，１０月頃から本市の一連の予算編成作業が始まり，平成２７年３月末に予算が

確定いたしましたら学校運営協議会に諮り，その後，学校ホームページで公開した

いと考えております。また，⑥，⑦につきましては，年度途中で必要となる予算科

目の変化に対応するために予算の組替作業を実施するものでございます。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。 

 

（福嶋委員）今回の「裁量予算制度」と最近市教委で実施してまいりました「特色ある

学校づくり」のための予算措置とは，基礎予算とそれにプラスする予算というふう

な区別があると思います。そこで，「特色ある学校づくり」の予算の方は，今後，ど

うされるお考えなのでしょうか。 

 

（教育総務課長）今回の提案は，福嶋委員がおっしゃいましたように基礎の部分での配

当予算でありまして，今現在配当している学校管理費と義務教育教材費等になりま

す。一方「特色ある学校づくり」の方は，今は，教育指導課で予算編成及び執行を

している形です。これらはどちらも「特色ある学校づくり」につながっていくとい
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うことではイコールであると思いますので，今後，その辺りは精査していく必要の

ある検討課題だとは考えております。 

 

（福嶋委員）事務局において，積算の精査をするとか訂正をするとのことですが，それ

はどの程度精査していこうというお考えなのか教えていただければと思います。 

 

（教育総務課長）予算の計画立案については，ある一定の条件といいますかルールみた

いなものは，考えていこうと思っております。まだ，細かいところはこれからにな

りますが，当然のことながら予算計画基礎額の総額範囲内ということになります。

それから，原則的には，子どもに関する予算は減らさないという前提から，事務局

が提示する義務教育教材費を減らして学校管理に係る学校管理費にもっていくとい

うことはできないような条件をつくりたいと考えております。それから教材用備品

につきましては，文部科学省が設定する学校図書館図書標準及び教材整備指針等を

考慮した計画立案としていただくよう学校側に提示したいと思っております。また，

基本的には流用は認めませんが，先ほど申し上げましたように年度内に一度は予算

の組み替えを実施するということであります。その他，人件費，食糧費等は，設定

できないということが条件には入ってくるかと思います。 

 

（福嶋委員）毎年１校あたりどれぐらいの予算が配当されて，どうしても動かせない基

礎的な予算がどの程度あって，そして「特色ある学校づくり」に使える予算として

概ね何％ぐらいが学校長の裁量で動かせるという想定なのでしょうか。 

 

（教育総務課長）一校あたりという説明は非常に難しいですけれども，一応この基礎額

を出すにあたりましては，児童数やクラス数を考慮して出すようにしております。

そういうことで一校あたりという算出はしておりません。 

 

（福嶋委員）モデル校でもいいので教えていただけたらと思います。 

 

（教育総務課長）モデル校というのも難しいので，トータルでいきますと，平成２６年

度の配当では，小学校においては全体で１億１,０８０万２,１６５円の配当予算と

なっております。中学校においては全体で５,６２０万４,１００円ですので，合わ

せて約１億６,７００万円が配当予算ということになります。幼稚園については，も

ともと園の管理費がほとんどで，裁量部分も少ないということもありますので，今

回は，裁量予算制度の対象外という考えになっております。 

 

（福嶋委員）先ほどの２つ目の質問の，管理費と裁量部分の比率はだいたいどれぐらい

になりますか。中身も固まっていないでしょうから，だいたいこれぐらいはあるだ

ろうという数字で結構ですが。 
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（教育総務課長）申し訳ございません。そういった数字については算出しておりません。 

 

（下古谷委員）新しい試みだと思いますが，この「学校裁量予算制度」を導入すること

によって得られるメリットとデメリットについて，今どのようにお考えになってい

るのか教えてください。 

 

（教育総務課長）まずメリットといたしましては，やはり先ほどから申し上げています

ように，学校現場の実情に応じて予算を組むことができますので，自立的かつ特色

のある学校経営ができるのではないかと思っています。特色の部分に重点的に取組

むということができますので，そういう意味ではメリットがあるのではないかと思

っております。デメリット面で言いますと，やはり本当に学校長のリーダーシップ

のもとにやっていただきますので，よく考えてやっていただかなければなりません。

よって，当然のことかも知れませんが，事務的な負担が多少増えてくると思います。 

 

（下古谷委員）初年度，次年度については，こちらの部分に集中配分していきましょう

という計画を立てていかれると思うのですが，色々な部署からこれもやってくださ

いあれもやってくださいというような要望が出て来たときに，校長先生が結果的に

予算をばら撒くような形になってしまうと，全く意味の無いものになってしまいま

す。この部分は私が非常に危惧しているところです。校長先生のリーダーシップが

どこまで発揮できるかということが大きく関わってくると思います。そしてまた，

学校運営協議会も関わってくるとなると，校長先生のリーダーシップが非常にキー

ポイントになってくると思いました。最終的に何年かたったら，特色が無くなると

いったことにならないように，リーダーシップを発揮した予算編成になるように，

ぜひお願いします。 

 

（委員長）色々懸念されることも多いと思われますが，やってみなければわからない部

分もあると思います。やはり校長先生が，自分の方針というのを持っていただくよ

うに，教育委員会の方でもバックアップしていただけると良いと思います。せっか

くのすばらしい案ですので，教育委員会のバックアップを含めて，うまく回してい

ってほしいと思います。 

 

（福嶋委員）先ほどもデメリットのお話もされていて事務負担もかけますということで

したが，これは，学校の校長先生の資質によって，うまく活かされるか活かされな

いかが関わってくるかと思います。あまり不慣れな先生であった場合には，逆に不

平等感というか，うまくお金が使われていないという不満も出てくることもあるか

なと思います。そこで，校長先生に対する説明会や学校経営に関する研修会等の機

会は設けられるのでしょうか。 
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（教育総務課長）今のところ予定しておりますのは，もちろん校園長会でこれについて

説明させていただきますとともに，事務的なことも入ってきますので，学校事務の

先生方に対する入力作業等についての説明をさせていただく予定にしております。

具体的な説明会は実施するつもりでおりますが，研修会というのは，予算編成に対

しての研修会といった内容のものと捉えてよろしいのでしょうか。 

 

（福嶋委員）説明会といっても良いのかもしれませんが。 

 

（教育総務課長）そういう意味では校園長会を通して行う説明と，学校事務の先生たち

にも説明をさせていただく予定でおります。 

 

（委員長）ある程度制約のある中ですが，校長のリーダーシップのもとに編成した予算

を配当されると思いますので，来年度，こういう特色のあることをされたという校

長先生がお見えになりましたら，また，発表していただけたらと思います。 

 

（岡井委員）資料の「２ 概要」の※印の部分で，「予算編成は，鈴鹿市予算編成方針を

基にして行われるので財政状況によっては立案された学校予算が十分反映されない

場合がある」ということは，これは総額のことを言っているのですか。 

 

（教育総務課長）そうでございます。学校が予算編成をされるのは，教育委員会が行う

予算要求の前になります。当然のことながら，基本的は今年度をベースに基礎額を

提示することになりますが，それぞれの事情に応じて，予算の増額要求もこちらと

しては取組んでいきたいと思っています。しかしながら，状況によっては，それを

押さえられるような結果になる場合もございますので，このように書かせていただ

きました。 

 

（岡井委員）「（１）対象にする予算」の部分で，②の自動車借上料等と③の部活動振興

費の消耗品費のところをもう少し詳しく説明していただきたいと思います。 

 

（教育総務課長）この対象とする予算の①というのは，これまでも配当予算に入ってい

たものでございます。②③は，これまでは必要に応じて執行していた予算でありま

して，②の自動車借上料等というのは，子どもさんが怪我をしたり突然病気になっ

たりしたときに，先生がタクシーに乗せて子どもさんを病院に連れて行くというよ

うなときに使われる予算です。③についても，これまで別で執行していた予算でし

たが，部活動等の振興費の消耗品費関係についても，今回この配当予算の中に盛り

込みましょうということです。 
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（岡井言委員）次のページの「３ 学校裁量予算制度の流れ」の⑥に「予算の組替え要

望の照会」とありますが，具体的には「光熱水費が足りないので需用費から組替え

よう」というようなことをいうのですか。それから学校からすると，せっかく総額

として配当いただいたので，他の学校のために使うということは無いと思いますが，

例えば，光熱水費については，ある学校では少し余ってきた，又は足りないという

場合に，市全体として調整するということはないのですか。１校の総額でこれだけ

という額を提示したら，それを使い切るというスタンスですか。 

 

（教育総務課長）まず１点目の組替えについてですが，予算要求は前年の夏にしていた

だきますので，そこからかなり日が経って色々な状況が変わってくるかと思います。

そういう意味で，最初に要望した予算を組み替えるチャンスを与えるという意味で

の組替えでございます。２番目に御質問のありました光熱水費のことですが，実は

光熱水費の電気代，上下水道代等については，事務局執行でいきたいということで，

配当予算からは除外ということで考えております。 

 

（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，２番目

の「鈴鹿市立幼稚園再編整備計画第Ⅱ期再編整備計画の方針案について」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２番目，「鈴鹿市立幼稚園再編整備計画

第Ⅱ期再編整備計画の方針（案）」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。昨年度の第Ⅰ期再編整備計画に続きまして，今年度は第Ⅱ期再編整備

計画を策定し，公立幼稚園の再編整備を進めてまいります。第Ⅱ期再編整備計画は

３つの中学校区で進めていきます。まず，千代崎中学校区の再編整備計画ですが，

平成２６年度に，現在休園中の若松幼稚園を廃園とし，玉垣幼稚園に統廃合します。

玉垣幼稚園は，従来どおり２年保育を実施します。また，将来的に，玉垣保育所の

建替時期に合わせ，幼保一体化を目指します。なお，廃園となる若松幼稚園の施設

は，隣接する小学校の校地としますが，建物を含む一部の用地を放課後児童クラブ

の施設として転換します。次に，鼓ヶ浦中学校区の再編整備計画ついてです。愛宕

幼稚園については，平成２６年度に地元協議を行い，白子幼稚園に統廃合します。

白子幼稚園は，従来どおり２年保育を実施します。また，将来的に，白子保育所の

改築に合わせ，幼保一体化を目指します。なお，廃園となる愛宕幼稚園の施設は，

隣接する小学校の校地とします。次に，神戸中学校区の再編整備計画についてです。

河曲幼稚園については，平成２６年度から地元協議を行い，神戸幼稚園に統廃合し

ます。神戸幼稚園は，従来どおり２年保育を実施します。また，将来的に，神戸幼

稚園は神戸保育所と幼保一体化を目指します。なお，廃園となる河曲幼稚園の施設

は，隣接する小学校の校地とします。以上で報告とさせていただきます。 

 



９ 

 

（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）【１】の千代崎中学校区については，統合した後は放課後児童クラブとし

て使わせていただく形ですが，下の【２】については，それがないということです

が，これは隣に公民館があるからなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）現在のところ放課後児童クラブについての使用の申し込みがないとい

うことです。他の施設を利用されているものと考えております。 

 

（福嶋委員）いずれも将来的に幼保一体化というのを目指しているということですが，

だいたい幼保一体化が現実的になってくるのは，何年ぐらい先と想定されているの

でしょうか。 

 

（学校教育課長）幼保一体化につきましては，保育所の担当部署の保健福祉部とのすり

合わせも必要になってきますので，なかなか私どもの方だけの考えを示すことはで

きません。今後の建替え時期との関係もあるかと思いますので，調整を図りながら

進めてまいります。よって，申し訳ございませんが，今のところ具体的にはお示し

できません。 

 

（福嶋委員）保育園側からは，この方針に対して，積極的な回答を得ているのでしょう

か。 

 

（学校教育課長）保育所の方につきましては，子ども子育て支援新制度というものが来

年度から始まってまいります。その関係もあり，色々と打ち合わせにつきましては

重ねているといった状況でございます。今のところ保育所は保育所のほうで存続し

ているという状況ですので，幼稚園は再編成整備計画を昨年度策定いたしましたの

で，それに向けて進めているというところで，保育所の担当課部署とも連携を進め

ながら，幼稚園の進められるところを進めているということでございます。 

 

（岡井委員）【１】の若松幼稚園は，平成２６年度をもって玉垣幼稚園に統廃合するとい

うことで，その通りだと思いますが，【２】の愛宕幼稚園については，平成２６年度

に地元協議会を行い，説明では平成２７年度からは白子幼稚園に統合するという意

味に受け止めたのですが，そうなのかということをお聞きします。また，【３】の河

曲幼稚園については，平成２６年度から地元協議を行うということでしたが，上の

愛宕幼稚園は「平成２６年度に」になっていて，河曲幼稚園は「平成２６年度から」

となっていますので，この違いは，今から協議を始めるので少し統合までの時間が

かかるというニュアンスに取れるのですが，それぞれの統合される目途をもう一度

確認したいと思います。 
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（学校教育課長）まず若松幼稚園ですが，今年度は園児募集を行わずに廃園という方向

で考えております。２番目と３番目の愛宕幼稚園と河曲幼稚園につきましては，今

年度は地元協議に入るということで，園児募集については行う方向で考えておりま

す。ただ，愛宕幼稚園と河曲幼稚園では若干人数等の関係もありまして開園基準の

関係で人数もございますので，想定としましては，愛宕幼稚園の方が若干早くでき

るかなと考えておりますので，そのような表現にさせていただきました。 

 

（岡井委員）この地元協議というのは，どういう方に参加していただいて，何回ぐらい

行うのかをお聞きしたいと思います。先の石薬師幼稚園，庄内幼稚園，深伊沢幼稚

園等と同じパターンだと思いますが，どういう方に来ていただいているのかという

ことです。それと先に進めました幼稚園については，非常に丁寧にやっていただい

たと思いますが，順調に理解をしていただいて問題がなかったのかどうかをお聞き

します。 

 

（学校教育課長）昨年度の第Ⅰ期計画を例にとりますと，地元説明会につきましては，

自冶会長様でありますとか市議会の方を中心に地元説明をさせていただいておりま

す。それぞれ統廃合に関係する幼稚園の行政区において行ったわけですが，少ない

とこは１回で終っておりますし，回数が多いところでは最大で３回行ったところが

ございました。それから昨年度の第Ⅰ期計画につきましては，井田川幼稚園を除い

てすべて計画通りになりました。先ほどの地元協議３回というのが井田川幼稚園で

ございましたが，この幼稚園つきましては，人数の関係もありまして，今年度は人

数が集まったので開園いたしまして１年先に延ばすということになっておりますが，

ある程度の人数以下になりましたら次年度から廃園という方向で，昨年度，地元同

意も取れております。今年度，もう一度確認には行きますけれども，その方向で第

Ⅰ期の残りも進めていきたいと考えております。 

 

（教育長）昨年までの幼稚園，また今回の第Ⅱ期で示してあります千代崎中学校地区の

若松幼稚園につきましては，基本的に休園をしている幼稚園でした。若松について

は，昨年度は開園しましたが，基準的には休園の基準にありました。これは，募集

を締め切った時点ではある程度の人数がいたということと，教育研究の発表をする

幼稚園であったことから昨年度は開園しましたけれども，実際には，年度当初にぐ

っと人数が減ってしまいまして，休園の基準にあったということでした。そういう

こともありまして，今後を見通しても集まる子どもがいないと私どもは思っていま

すので，この際，廃園していきたいと考えております。鼓ケ浦中学校区の愛宕幼稚

園，神戸中学校区の河曲幼稚園につきましては，現在までずっと開園をしてきてお

ります。また，今後につきましても，当面は子どもが集まるだろうという状況にあ

りますが，これらについては，再編整備計画において統廃合ということにしました
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ので，じっくりと地元協議をしていく必要があると思っております。協議について

は，昨年度の例の程度で済むかどうかというのは疑問でございまして，もっと丁寧

に説明していかなければならないと思っております。そういったことで統廃合は何

年ということは入れておりません。それともう一つ，神戸中学校区で気になってい

ることとして，河曲幼稚園を統廃合して神戸幼稚園にする場合に，神戸幼稚園は施

設が非常に老朽化していますので，このあたりの施設対策をどうするかということ

で，時間的にいつ頃からということはなかなか言えない状況にありますが，統廃合

の対象として掲げていますので，「統廃合していきますよ」ということについて，そ

ろそろ地元協議に入っていかないと，両方開園状況にありますので，すぐに地元が

理解してくれるかどうかという点で問題があると思います。よって，時間をかける

ためにも第Ⅱ期に上げさせていただいたということです。 

 

（福嶋委員）いずれも，幼保一体化を目指すことになっております。この幼保一体化を

した場合に，鈴鹿市にとって，また，保護者にとって，どのようなメリットとデメ

リットがあるのかを教えてください。 

 

（学校教育課）幼保一体化のメリットですが，保護者のニーズに応じた保育又は幼児教

育を選択できること。また，ある程度人数が集まることによって，集団としての保

育又は教育ができるということが一番大きなことかと考えております。一方，デメ

リットですが，人が集まりにくい地域もあるということで，施設が減りますので家

から施設までの距離が遠くなります。そういうことで，御負担が増えるということ

が挙げられると思います。 

 

（福嶋委員）距離が遠くなっても保護者が送迎するということなのですね。 

 

（委員長）この後，第Ⅲ期，第Ⅳ期ということになるのですか。 

 

（学校教育課長）昨年，全体計画としまして再編整備計画を示させていただきました。

その中で，平田野中学校区と大木中学校区において，再編整備計画の中で統廃合す

る予定の幼稚園が残っております。それを１回で行うのであれば，第Ⅲ期で終了に

なるかもしれませんし，その後の状況変化によって，計画自体の見直しということ

が無いとは言い切れませんので，その状況によっては変更もあり得ると考えており

ます。 

 

（委員長）最終的に中学校校区に１つは残していくということでよろしいですね。 

 

（学校教育課長）基本的には中学校校区に最低１つは残していくということで，数の多

いところは２つ残るところもありますが，基本的には１つ以上残すということで考



１２ 

 

えております。 

 

（委員長）中学校校区に残っている幼稚園は文部科学省の管轄となり，保育園はまた管

轄が別になりますので，この辺りの「つなぎ つながる教育」というのはどういう

ふうにお考えなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）先ほどもすこし触れましたが，国の方から「子ども子育て支援新制度」

というものが出てまいりました。これについては，保育が必要な子どもについて市

で段階的に考えていくことになっており，「このお子さんは保育が必要，このお子さ

んは幼児教育が必要ということを判断する」という方向になっているという話も聞

いております。こういうことも踏まえ，保健福祉部と情報共有をしながら，垣根を

取り払うということも以前から言われておりますし，認定子ども園という形も国の

方から方向性が出ておりますし，本市でできるかどうかは別として，色々なスタイ

ルが示されておりますので，研究を進めてまいりたいと考えております。 

 

（委員長）平成２７年度の４月からそういう方針が出ると聞いておりまして，そこから

また，市の方へ降りてくるということも聞いておりますので，最終的な方向性が出

ましたら御提示いただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）就学前の子どもの教育というのは大事であると考えておりまして，子ども

の数がだんだんと少なくなる中でも，そういった教育というのを大事に考えていた

だければと思います。 

 

（委員長）国が方針を色々変えていきますので，各市町村としては難しい部分があると

思いますが，どこかでつながっていくような教育を残していっていただければと思

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，３番目

の「平成２７年成人式について」をお願いします。 

 

（生涯学習課長）それでは，私からは報告事項の３番目「平成２７年成人式」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。本年度の成人式ですが，詳細

の内容は，現在，実行委員会と共に協議中の段階でございますが，日時，場所等の

概要が決まりましたので，本日は途中経過報告といった形で報告をさせていただき

ます。本年度の成人式ですが日時は，国民の祝日の成人の日の前日，平成２７年１

月１１日の日曜日，午前１０時から１１時までの１時間。会場は，昨年度と同じく，

鈴鹿市民会館にて開催いたします。運営方式でございますが，本市の成人式は，平

成１４年から新成人による実行委員会制をとっており，実行委員会のアイデアを活
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かした，開催内容としています。今回につきましても，広報すずかやポスターなど

で実行委員の公募をしたところ，男性５名，女性８名，合計１２名の若者から応募

があり，これまで既に２回の実行委員会を開催し，活動をスタートさせました。会

場につきましては，昨年度に引き続き鈴鹿市民会館ホールを成人式会場として利用

いたします。なお，参加いただく成人の数によって，万一，メイン会場の市民会館

ホールだけでは安全確保の観点から収容出来ないケースも想定し，市民会館展示室

と本庁舎１階市民ロビーをサブ会場として，式典の様子を見られるよう，モニター

映像と音声の準備をしたいと考えております。ここで一つお詫びと訂正をさせてい

ただきます。資料の市役所市民ロビーの収容人数の部分で，収容の「容」の字が「用」

となっておりました。申し訳ございませんでした。なお，今回の平成２７年の成人

式対象者は，平成６年４月２日から平成７年４月１日生まれの，鈴鹿市に在住ある

いは本籍のある方でございまして，５月３０日現在の住民基本台帳数は，２,１２９

人となっています。また，参加見込み数でございますが，過去の参加率約６割を基

に，約１,２８０人程度を見込んでおります。式典やイベント等の内容につきまして

は，これから実行委員会で検討してまいりますので，今後詳細が決定しましたら，

改めて報告申し上げます。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）今回も展示室と市民ロビーを用意してもらっていますが，例年は実際に使

用しているのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）昨年度の成人式では，市民ロビーは使用しませんでした。ほぼ会場が

埋まった形で，最後の方で一部会場に入れなかった方がお見えになりましたので，

市民会館２階の展示室を会場として開けさせていただいたという状況でございまし

た。 

 

（下古谷委員）対象者は鈴鹿市内在住か本籍のある方となっていますが，住民票は鈴鹿

市に無くても住んでおられれば参加できるということですか。 

 

（生涯学習課長）過去からずっと，個人への案内通知は行っていない状況があります。

そこで，例えば大学等で東京に見える方で住民票が変わったら出られないというこ

とが十分に考えられますので，そのような方も，もちろん鈴鹿市に帰って来ていた

だいて，成人式に参加することができるということでございます。 

 

（下古谷委員）すばらしく配慮していただいていると思います。私はそれで出られませ

んでしたので。 
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（福嶋委員）今年は，実行委員会にはどのような方が参加しておられますか。また，毎

年，容易に人数が集まるものなのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）去年につきましても，わりと早い段階で１０人程度は集まりました。

やはり一番良いのは，鈴鹿中学校を含めて，各中学校から十数人集まるといいなと

思っておりましたところ，今回は，ほとんどの中学校出身者が集まっており，男女

比についても男性５人，女性７人となっており，また，社会人も２人参加していた

だいています。そういったことから，バランス的にも良く，バラエティに富んでい

るのではないかと思います。応募状況については，広報等でＰＲを行いますと，積

極的に応募していただける方が多く，事務局としても大変ありがたいと思っており

ます。 

 

（福嶋委員）その参加者は，横のつながりがあって集まっておられるのか，それぞれが

やってみようということで集まっておられるのか，いかがでしょうか。 

 

（生涯学習課長）両方でございます。友達が友達を呼んでくる場合もあれば，全く違う

方面から参加される場合もございます。 

 

（福嶋委員）毎年女性の方が多いのですか。 

 

（生涯学習課長）そうですね。概ね６対４くらいの比率で女性が多い状況です。 

 

（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，４番目

の「平成２６年度鈴鹿市放課後子どもプラン運営委員会委員について」をお願いし

ます。 

 

（生涯学習課長）それでは，私からは報告事項の４番目「平成２６年度鈴鹿市放課後子

どもプラン運営委員会委員」につきまして，報告申し上げます。５ページを御覧く

ださい。この運営委員会は，「鈴鹿市市民委員会規則」に基づき，設置されておりま

す。委員会の目的としましては，私ども，文化振興部生涯学習課が所管する「放課

後子ども教室」と保健福祉部児童保育課が所管する「放課後児童クラブ」について

互いの事業計画や運営方法等を検討・協議し，放課後対策事業の適正な運営を図る

ことで，放課後の子どもたちが地域社会の中で，安全で心豊かに健やかに育まれる

環境づくりを進めるものでございます。委員の選任基準は，児童福祉関係者，社会

教育関係者，学校関係者でございまして，任期は平成２６年６月１日から平成２７

年５月３１日までの１年間でございます。委員の皆様ですが，児童福祉関係の分野

からは，鈴鹿私立保育連盟会長の鎌田秀一様，鈴鹿市学童保育連絡協議会会長の生

田栄美様の２名です。社会教育関係の分野からは，鈴鹿市青少年育成市民会議事務
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局長の林佳代子様，鈴鹿市ＰＴＡ連合会研修部副部長の森雅之様，放課後子ども教

室清和の森コーディネーターの古市博信様の３名です。学校関係の分野からは，鈴

鹿市幼小中校園長会から御推薦いただきました，愛宕小学校長の岡野優子様でござ

います。なお，当運営委員会における女性委員の割合でございますが，６名中３名

の５０％となっており，「鈴鹿市審議会等の設置及び見直しに関する要綱」による構

成比率４０％以上をクリアしております。以上，６名の方に委嘱をいたしましたの

で，報告とさせていただきます。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）委員の方には期待をしておりますが，この委員会では，常にどのようなこ

とが討議され，どのようなことが懸案となっているのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）協議の内容については，放課後児童クラブと放課後子ども教室それぞ

れの運営方法や子どもたちが安全に安心して行うことができるプランというかメニ

ュー等についての情報交換というのが主な内容でございます。また，全体で３回の

委員会を予定しておりますが，２回目の９月にはお互いの現地視察をして，情報交

換し合うといったことで，運営方法に関する連携といった内容が多くなっています。 

 

（福嶋委員）これから，放課後の子どもに関わることが非常に大事になってきて，ニー

ズも高まってくると思いますので，こういう委員会の場で活発な討議を行っていた

ければと思います。 

 

（下古谷委員）経験年数が６年，３年と長い方がおられる一方，新任の方も多いですが，

これは充て職のようなことになっているのですか。 

 

（生涯学習課長）学校関係者については，校園長会にお願いしておりまして，状況的に

は１年交代というのが多くなっています。また，社会教育関係者と児童福祉関係者

については，その団体の総会で役員が変わったことにより委員が入れ替わるといっ

たことがございます。青少年育成市民会議の委員の方については，放課後児童クラ

ブと放課後子ども教室に関して造詣が深い方でございますので，経験年数が多くな

っております。 

 

（委員長）放課後児童クラブへ行く児童と，放課後子ども教室へ行く児童は完全に分か

れているのですか。両方へ行く子どももいるのですか。 

 

（生涯学習課長）基本的には分かれていることの方が多いですが，一部の学校において

は，兼ねている場合もあります。放課後児童クラブは，ほぼ毎日，月曜日から土曜
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日まであり保育時間も長くなっています。それに対しまして，放課後子ども教室は

４つの小学校区で開いておりますが，週１回ないし２週間に１回，時間は概ね１４

時３０分から１６時３０分までの２時間となっていまして，御家庭のニーズによっ

てそれぞれに通われている状況です。よって，基本的には兼ねて通っておられると

いうことは少ないのですが，郡山公民館の放課後子ども教室の一部の児童について

は，ほとんどの日には放課後児童クラブに通い，週１回だけは放課後子ども教室に

行って，１６時３０分になったら，放課後児童クラブに戻るといった形もあります。 

 

（委員長）放課後子ども教室は４箇所ということですので，行きたくても行けない子ど

もさんがいるということなのですか。 

 

（生涯学習課長）放課後子ども教室はまだ鈴鹿市で４箇所でございますが，私どもも，

この４箇所で続けていくということではなく，他の学校においても，ニーズを把握

させていただいて，来年開設してもよいということになれば，今度はそれを管理し

ていただく人材の確保に努めなければならないと思っています。そういった意味で，

拡充に努めていきたいと思います。 

 

（委員長）４箇所というのはある意味少ないと思います。 

 

（生涯学習課長）現状として，三重県内で放課後子ども教室は６０教室が設置されてお

り，その内，鈴鹿市が４教室でございます。全国では，約１万教室という現状でご

ざいます。 

 

（福嶋委員）委員会ではそれぞれのメニューに関する意見交換もされているということ

ですが，放課後児童クラブと放課後子ども教室のメニューの違いはどういったこと

ですか。 

 

（生涯学習課長）放課後児童クラブは主に保育といったことでございますので，保育所

の延長という内容であると認識をしております。一方，放課後子ども教室は，ボラ

ンティアの方によって，昔の遊びをしたり，歴史・伝統・文化等を教えていただい

たりといったような，その地域にちなんだ地域学習というものを含めながらバラエ

ティに富んだ教室を展開していただいております。時にはスポーツを行うこともご

ざいます。 

 

（福嶋委員）放課後児童クラブでは，宿題をやったり，遊んだりといったことですよね。 

 

（生涯学習課長）そのとおりでございます。 
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（福嶋委員）もしそこで，事故が起こったりしたときは，どういう責任体制が取られて

おり，どう対処するのですか。 

 

（生涯学習課長）私どもが管轄しております放課後子ども教室については，主催は鈴鹿

市でございますので，その辺りの責任については鈴鹿市になるわけですが，事故等

が起こってはいけませんので，しっかりとした安全対策を行いますとともに，保険

につきましても，我々の予算と本人の御負担といった両面で対応しているところで

ございます。 

 

（委員長）今後，女性がどんどん働かなければならない社会になる中で，新聞などでは

放課後児童クラブ等が変わっていかなければならないときが来るように言われてい

ますが，最終的には，これらの２つの取り組みが一緒になっていかなくてはならな

いのではないかと思っています。今現在は，ぜんぜん違う別のものとして動いてい

るわけですが，今後は，放課後児童クラブにも，そういう地域の人材にお越しいた

だく方が子どもにとっては良いのではないかと思います。ですが，今現在は，別の

ものであり，４つの放課後子ども教室が少し増えていけばいいかなと思っておられ

る現状だと理解して良いのですね。 

 

（生涯学習課長）この２種の放課後児童クラブと放課後子ども教室の取り持つ委員会が

この委員会ですので，お互いのことを知るということが大事なことだと思います。

別々に実施しておりますが，全く関係ないということではなく，委員長がおっしゃ

ったように，場合によっては，一緒に経営していくということも模索していかなく

てはならないと考えています。国や県の今後の動きや鈴鹿市全体のニーズについて

も考えながら，幅広く研究をしていきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）放課後児童クラブの中では，例えば宿題をしている中でわからないことが

あれば，先生や大学生のボランティア等が教えてあげる機会というのがあっても良

いのではないかと思います。様々な模索をお願いしたいと思います。 

 

（生涯学習課長）そのとおりだと思いますので，今後の委員会の中でも，放課後児童ク

ラブの内容について，こちらの方から情報交換を行いまして，少しでも改善の方向

に向けて取り組んでまいりたいと思います。 

 

（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，５番目

の「第８５回都市対抗野球大会について」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８５回都市対抗野球大会に

ついて」説明申し上げます。はじめに６ページの資料ですが，本日配布させていた
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だきましたものに差し替えをお願いします。資料に記載されておりますように，ホ

ンダ鈴鹿硬式野球部が，第８５回都市対抗野球大会の本大会に５年ぶり２０回目の

出場を決めております。東海地区二次予選につきましては，愛知県の岡崎市民球場

において５月２２日から１６チームが出場して７つの代表枠を争っており，ホンダ

鈴鹿は，第４代表を勝ち取りました。また，本大会につきましては，６月２１日に

抽選会が行われ，大会４日目の７月２１日（月）第３試合で沖縄電力と対戦するこ

とになりました。これに勝ちますと，７月２４日（水）の第１試合で，前年度優勝

のＪＸ－ＥＮＥＯＳとＪＲ東海の勝者との対戦となります。次に，市の壮行会でご

ざいますが，７月９日（水）１２時から１２時４５分まで，市役所１階のロビーで

行いたいと思います。東京ドームでの応援体制や選手団の壮行会の御案内について

は，後日させていただく予定でございますので，応援をよろしくお願いしたいと存

じます。ホンダ鈴鹿は以前に優勝もしておりますので，期待をしたいと思います。

以上で報告とさせていただきます。 

 

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

 

（福嶋委員）勝ち上がりそうですか。 

 

（スポーツ課長）私どもも期待をしているところでございますが，トーナメント表を見

ていただきますと，先ほど申し上げました昨年度優勝の横浜市のＪＸ－ＥＮＥＯＳ

ですが，このチームはこれまでに１１回の優勝を誇っているチームでございます。

非常に強豪ということでございます。同じブロックに東芝やＪＲ東日本等，優勝候

補といったチームが固まっておりますので，勝ち上がるごとに強豪チームと対戦を

重ねていかなければならないことになると思います。まずは，初戦突破ということ

で考えております。 

 

（下古谷委員）ホンダ鈴鹿にはスター選手といいますか，特色のある選手がおられるの

でしょうか。 

 

（スポーツ課長）今年のドラフトにかかるような選手がおられるかどうかですが，昨年

は濱矢選手といいまして，楽天のドラフト３位にかかった選手がおられましたが，

こういった選手については私の情報の中では把握しておりません。 

 

（文化振興部長）今年のチームは若手が伸びてきておりまして，特にキャッチャーが固

定してきて非常に良いキャッチャーに育ってきているということです。また，ピッ

チャーも土肥という１４７ｋｍくらいを出す選手がおり，もう一人，守屋というピ

ッチャーも春の段階でドラフトの候補に挙がっているという情報を得ております。

このような２人のピッチャーと伸びてきているキャッチャーもおりますので，フォ
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アボールも少なくなってきているということでございます。ただ，あと１本，決め

手の安打が出ないという部分がありまして，補強選手等を活用して頑張っていただ

ければと思っております。 

 

（岡井委員）ホンダ鈴鹿の出場ということで，鈴鹿市に元気を与えてくれる快挙だと思

います。私も見に行ったことがあるのですが，東京ドームのモニターに都市のＰＲ

が流れて，市が全国に発信される非常に良い機会であると思います。この際，何か

鈴鹿の特産品を宣伝する等のことはできないものでしょうか。 

 

（スポーツ課長）都市の対抗ということになりますので，出場チームはその在籍する都

市の推薦状を持って本大会に臨むことになっております。実はそれぞれの都市に対

して，８０秒間の都市の紹介ビデオの作成依頼が来ております。今作成中でござい

ますが，これを東京ドームで流していただくということになっております。また，

始球式でございますが，通常の大会とは違って，両チームの代表が始球式を行うこ

とになっていまして，ホンダ鈴鹿の場合は市長へ始球式の要請が来ております。こ

れも一つの有効なＰＲになると思います。それから，地元の「ゆるキャラ」等によ

る応援合戦がございます。試合の途中の場内整理のときに行われます。物産関係に

ついては非常に規制がきついものがありますので，この度は見合わせをさせていた

だいております。 

 

（岡井委員）ぜひ鈴鹿市の宣伝も頑張っていただきたいと思います。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，６番目

の「平成２６年度企画展」と７番目の「企画展関連講演会」について一括して報告

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６番目の企画展「そのころ鈴鹿では？

－モノが語る鈴鹿の歴史－」についての報告と７番目の企画展関連講演会「おやこ

で学ぶ鈴鹿のれきし～元館長の自由研究サポート講座～」につきまして，併せて説

明申し上げます。８～９ページを御覧ください。最初にお断りを申し上げますが，

現在，チラシを作成中でございまして，今回資料とさせていただいておりますのは，

校正前の原稿でございます。そのため，文字等の誤りがありますが，ご了承くださ

いますようお願いします。はじめに，７月５日（土）から９月２３日（火・祝）ま

で開催をいたします，企画展「そのころ鈴鹿では？-モノが語る鈴鹿の歴史-」につ

いてでございます。人は２万年前の旧石器時代から，生活するうえで様々なモノを

使って生活を営んできました。またそのモノは，様々な発見や発明により，かたち

を変え進化し，私たちの生活に欠かせないものとなっております。私たちが住む鈴

鹿市は，農漁業や伝統産業，また自動車産業をはじめとしたモノづくりのまちとし
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て市民の暮らしを支え発展してきました。今回の企画展では，この２万年の経過を

鈴鹿市の遺物や民具などの歴史資料１００点を展示し，様々な時代で人々が暮らし

を豊かにするために工夫し努力してきた経緯をモノを通じてそれぞれの時代背景と

ともに紹介します。なお，考古資料だけに限らず，戦争に関するものやロボットな

ど展示の幅を広げ，過去を知るだけでなく未来の暮らしへと伝えていく内容となっ

ております。わたしたちの暮らしについて，教科書から学ぶ歴史に留まらず身近な

「鈴鹿の歴史」として，その進化や時代背景を感じていただければと思っておりま

す。次に報告事項の７番目，企画展関連講演会としまして，７月１２日（土）に，

元館長の中森成行さんより「おやこで学ぶ鈴鹿のれきし～元館長の自由研究サポー

ト講座～」を開催いたします。中森さんは現在考古博物館サポート会の事務局長を

されており，館長退任後も熱心に研究されておられますので，鈴鹿の歴史について

わかりやすい切り口でご講演いただけるものと思っております。なお，企画展開催

期間中は夏休みということもございまして，博物館におきましては「こども体験博

物館」や展示期間が終る９月には「ミュージアムコンサート」も開催することにな

っておりますが，内容につきましては，現在調整中でございますので，来月以降の

定例会でご報告させていただ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。 

 

（福嶋委員）今回は，防火用ヘルメット，刺子やロボット等の展示もあって，今までの

博物館の企画展とは違った幅広の展示かと思います。なかなか面白そうですね。 

 

（考古博物館長）この競技用ロボットは鈴鹿工業高等専門学校さんからお借りするもの

ですが，去年の子ども体験博物館でもお借りしたものです。考古博物館の中でこう

いった違う観点からの展示させていただくことについては，歴史というのは，過去，

現在，未来とつながっていくものでありますし，今回は「モノが語る」ということ

がテーマですので，人間が編み出してきた発明品といったものにより，未来につな

がるということを伝えていければと考えております。 

 

（福嶋委員）見る側もこういった幅広の展示をしていただくとありがたいと思います。

また，博物館としても，実施する主体として，消防署や鈴鹿高専等の違った分野の

方を巻き込んで，こういった展示や特集を組んでいただくと，また一つの形ができ

ていくのかなと思っております。 

 

（下古谷委員）毎年，夏休み子ども体験教室等においては，色々な体験をやっていただ

いており，私どもも参加させていただきましたが，定員が決まっているのが結構あ

りました。それで，抽選に漏れてしまうことがありましたので，できるだけ定員を
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増やしていただければと思います。それと，館外で行う体験もありましたが，母親

は日向の下でというのを嫌われるということがありましたので，できれば，陰のあ

るところを用意していただけるよう配慮をしていただければと思います。よろしく

お願いします。 

 

（考古博物館長）夏休み子ども体験博物館については，次回報告させていただきますが，

昨年度の実施結果から御意見いただきましたことについて，人気の体験は実施回数

を増やす等，色々と考えておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

（岡井委員）夏休みを控えて，中森元館長の自由研究サポート講座というのは非常に良

い企画だと思います。これは，この日だけに留まるのではなく，中森先生には御負

担をお掛けすることになるかもしれませんが，自由研究のテーマや内容について，

学校へプリント等を届けていただいて，具体的な研究のやり方については，ぜひ，

考古博物館へ来てくださいというような，自由研究に結びつくような取り組みもぜ

ひ行っ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）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。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，意見交換を行っていますが，今回は「食物アレルギーを有する児童等へ

の対応について」意見交換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。 

 

（学校教育課長）それでは，「食物アレルギーを有する児童等への対応」につきまして，

説明申し上げます。まず，食物アレルギーを含む児童生徒のアレルギー全般の掌握

についてですが，児童生徒が安心して学校生活を送るには，学校における教育活動

が安全な環境において実施され，児童生徒等の安全を確保することが重要でありま

す。そのために，集団活動の場である学校生活では，アレルギー疾患を持つ児童生

徒への配慮，活動の管理が必要となりますので，まず，対象となる児童生徒の健康

状況を把握するため，保護者に「保健調査票」の提出をお願いしています。特に，

アレルギー症状を持つ児童生徒につきましては，さらに，「アレルギー疾患に関する

調査票」や「学校生活管理指導表」，「家庭における除去食の程度」を提出していた

だいています。これらは本日の資料として，１ページから６ページにございます。

そして，これらの調査票等を基に，対象児童生徒の保護者と面談を行い，アレルギ

ー疾患の詳細や，原因となる食物，症状，服薬，給食への対応，運動，課外活動の

制約の有無など，学校生活を送るに当たり，注意すべき情報をいただくようにして

います。その後，面談での保護者の意見を踏まえ，校長，学級担任，養護教諭，栄

養教諭等で児童生徒への対応を協議し，校長が決定した内容を保護者の方に説明し，

最終的な対応方法を決定の上，学校における共通の見解として教職員に周知し，ま
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た，その内容は教育委員会事務局においても共有しており，実態の把握に努めてお

ります。次に，食物アレルギーにつきまして，学校給食の対応における除去食の現

状とチェック体制について説明します。まず，除去食，いわゆるアレルギー対応食

への対応としましては，児童生徒ごとのアレルギー症状を正確に把握し，アレルギ

ー対応食を可能な範囲で実施するよう努めています。食物アレルギーを有する児童

生徒は，アレルゲンや症状の程度が個々に違うことから，保護者からの申出と，提

出していただいている学校生活管理指導表による医師の診断，及び，指示に基づき，

個々の内容に応じて調理過程で事前にアレルゲンを取り除き，給食を提供していま

す。給食の献立にアレルゲンが含まれる場合，保護者からの申出により，個別対応

を行っていまして，平成２５年度は，市内３０校の小学校で１６４名の児童に，市

内１７園の幼稚園で１７名の園児に，個別に対応しています。なお，除去食での対

応が難しい場合には，保護者に弁当をお願いしています。次に，チェック体制につ

いてでございますが，小学校における給食の場合，まず，給食の調理作業前に当日

の献立表から献立内容と個別対応が必要な児童数及び除去食の食数を複数人で確認

しています。また，実際の調理では，除去食は他の給食の調理工程と分ける必要が

あるため，専任の担当者を決め，専用の調理器具を使用して，調理を行うことでア

レルゲンの飛沫等が混入されないよう予防を図っています。調理された給食につき

ましては，配膳時に取り違えが起こらないように除去食を入れた容器にラベル等で

表示をしており，確認の上，対象児童の学級に配膳をしています。また，別容器に

入った除去食が対象児童に確実に配膳されているか，アレルゲンを含む食品が混入

していないか，配膳した物以外を喫食していないかにつきましては，教室内に献立

表を掲示したり，今年度から「見守りカード」を活用したりして，学級担任だけで

なく，同じクラスの児童の眼でも確認を行うことで，誤食の防止に努めています。

次に，緊急時の対応についてでございますが，マニュアルとしまして，三重県教育

委員会が発行している「学校給食における食物アレルギー対応の手引」「児童生徒の

アレルギー疾患対応の手引」「学校管理下における危機管理マニュアル」，公益財団

法人日本学校保健会が発行している「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイ

ドライン」を各学校に配布しています。それらの中には緊急時の対応について示さ

れており，教職員，学校医，保護者，主治医，医療機関等が連携し，協力するよう

記載されております。アレルギー疾患には，非常に短時間で重篤な状態に至るアナ

フィラキシー症状を引き起こす場合もあり，緊急時に備えて，アナフィラキシー補

助治療剤で「エピペン」と呼ばれるアドレナリン自己注射薬を持っている園児・児

童・生徒もいますので，いずれの学校現場も情報の共有に努め，対象児童生徒の把

握に細心の注意を払って臨んでおります。先ほど述べましたマニュアルだけではな

く，ＡＥＤの取扱いを含む応急手当研修や，「エピペン」の模擬接種を含む講演，食

物アレルギーに関する研修等につきましては，教職員，栄養教諭，養護教諭らが，

それぞれの業務において開催される機会に受講しており，緊急時に適切な対応がで

きるよう努めています。幸いにも，本市の学校現場における「エピペン」の使用報
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告は今までありませんが，昨年度，市内の全小中学校において，教職員がエピペン

の実習を経験しており，緊急時に対応できるようにしています。アレルギーの対応

は初期対応が重要ですので，日頃から全教職員が症状等を含む内容について正しい

知識と共通認識を持って円滑な対応ができるよう今後も各校園に指導して参ります。

以上で説明とさせていただきます。 

 

 

（委員長）ただいまの説明に対し，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）今までに，エピペンの使用例は無いとのことでしたが，何人の子どもがエ

ピペンを持っているのですか。また，「見守りカード」はどのように使っているので

すか。 

 

（学校教育課長）エピペンの保有者ですが，幼稚園で２名，小学校で１３名，中学校で

２名という報告を受けております。また，「見守りカード」の使い方でございますが，

まず，教室において，給食のかごの中に「見守りカード」が入っておりますので，

当番の子どもが先生に除去食が入っていることを伝えるとともに先生にカードを渡

します。次に，除去食の献立が教室にはってありますので，先生が，再度確認いた

します。除去食は個別のものですので，それを確実に対象の児童に渡します。それ

から「いただきます」の前に，先生から除去食があることが伝えられ，きちんと配

膳されていることを確認して，誤食の無いように努めております。また，食事後は

カードを配膳室や給食調理室に返却して，そこできちんと消毒して，後日必要な日

に使用するといった流れです。 

 

（福嶋委員）対象となる児童の数は増えているのですか。 

 

（学校教育課長）対象となる子どもの数は，年々増加傾向にあります。平成２４年度の

３月末では幼稚園と小学校合わせて１４６名でございました。平成２５年度３月末

には同１８１名，今年度６月現在で同２０３名となっておりますので，除去食対応

の園児・児童数は増えてきていると言えます。 

 

（福嶋委員）すごい数で増えてきていますね。 

 

（岡井委員）アレルギー対策には細心の配慮を払っていただいているということで安心

したのですが，マニュアルも立派な冊子になっていますが，これらの知識や技能を

しっかり身に付けていただくためには，危機意識を持っていただくことが大事です

ので，そういった研修体制はどうなっているのか教えてください。また，運動アレ

ルギーというものを聞きましたが，運動するとアレルギーを起こす症状があるとい
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うのはどういったことなのか教えてください。 

 

（学校教育課長）まず，研修についてですが，昨年度９月に幼保園児健康推進連絡協議

会でアレルギー講習を行っております。こちらは主に幼稚園の先生対象の研修でご

ざいます。また，エピペンの講習については，エピペン所有者が在籍する学校では

早くから実施しておられましたが，全校に調査したところまだ行っていない学校も

ございましたので，１２月に教育委員会から各校に講習をしてくださいとお願いを

しましたところ，３月末に全ての学校においてエピペンのキットを使った講習を終

了したと報告を受けております。また，運動のアレルギーについては，喘息等のア

レルギー全般ということでございます。 

 

（岡井委員）食事の後すぐに運動をするとアレルギーを起こすというのを聞いたことが

ありますが，そうなのですか。 

 

（学校教育課主幹）アレルギーの中には，即時型のアレルギーと，運動誘発性アナフィ

ラキシーというものがありまして，特定の食物を食べた後，運動をするとアナフィ

ラキシーが起こるというものがあります。これは，やってみないと分からないとい

う部分がありまして，何がアレルゲンとなっているかは，出た時に調べることにな

り，前もって分かることはなかなか難しいものです。 

 

（下古谷委員）１ページの資料ですが，これは「次年度入学児童用」となっておりまし

て，次年度に入学する年に調べられるのだと思いますが，学年が進行するときにも，

同じようなアンケートは取られているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）これについては，入学時用の様式に加え，在籍児童用，転入児童用の

３種類があります。ほぼ同様のものでございますので，これを示させていただきま

した。毎年，アレルギーの対象者についてはこれで調査をしております。 

 

（下古谷委員）対象者ということは，入学時かあるいはその他で調査した対象者でない

方については調査をしないということでしょうか。例えば，アレルギーは突然出る

こともあると思いますので，入学時には無かったが，学年が進んだときに突然出て

しまうようなことは無いのかと思いましたので。 

 

（学校教育課長）在籍児童用の様式については，アレルギー疾患がある方については，

随時，保護者から提出していただくことになっておりますので，よろしくお願いい

たします。 

 

（下古谷委員）１ページの様式についてですが，１番のところで色々なアレルギーはあ
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りますかということを聞いて，２番のところでは基本的に食物アレルギーについて

詳細に聞いている内容になっています。逆に言いますと，食物アレルギー以外のア

レルギーについては，特にこういった詳細のアンケートというのは取られていない

のか，それとも取る必要が無いのかをお聞きしたいと思います。 

 

（学校教育課長）資料の３ページ以降に学校生活管理指導表というものがありまして，

これは県がこういった様式を示しているのですが，この４ページ，５ページを見て

いただきますと，気管支喘息やアトピー性皮膚炎といった内容がございますので，

医師の方から診断書の代わりに書いていただく形で提出いただいておりまして，こ

ちらで把握をしております。 

 

（下古谷委員）これは医師から出していただくものであって，保護者が医者に連れて行

かないと書いてもらえませんので，そうするとやはり見逃してしまうことがあるの

でしょうか。 

 

（学校教育課長）基本的には保護者の方に提出をいただくと言う形で進めておりますの

で，こちらとしては，提出されないということになりますと，把握が遅れるという

ことになると思います。 

 

（学校教育課主幹）学校では，まず保健調査を行います。そこで，何らかのアレルギー

があるということになりますと，アレルギー疾患調査票をお渡しして，その中で，

アレルギーについて病院の先生の指示を得た方が良いものなのか，学校が知ってい

れば管理ができるものなのかというのをお書きいただきます。そして，学校生活管

理指導表の提出が望ましい例という部分に保護者がチェックをされた場合について

は，学校生活管理指導表を提出していただくということになっております。アレル

ギー疾患調査票には，花粉症，アトピー性皮膚炎，気管支喘息，食物アレルギー，

アレルギー性結膜炎，アナフィラキシー，食物以外のアナフィラキシーという項目

に分かれておりまして，それで把握させていただいて，病院に出していただくとい

う形で，保護者と相談しながら把握しております。 

 

（下古谷委員）そうすると，むしろ，学校側の方から検査をして，色々なアレルギーが

ある可能性がある方については，保護者の方にきちんと連絡をしているということ

でよろしいのでしょうか。 

 

（福嶋委員）現在の給食については，学校給食センターで作っている学校と，個別の学

校で対応している学校とがあります。センターについては，ラインも新しいですの

で，清潔に除去食も作れるだろうと思いますが，個々に作っている学校については，

神経を使う部分もあるかと思います。そのあたりはいかがでしょうか。 
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（学校教育課長）単独校と言いましてセンターから給食を配送しない学校においては，

除去食を作る数にもよりますが，できる限り担当の者で作るように，細心の注意を

払って，献立が混ざるということが無いように，調理を進めております。 

 

（委員長）お弁当を持って学校へ来る子どもはいるのですか。 

 

（学校教育課副主幹）食物アレルギーのアレルゲンが複雑・多種の方については，お弁

当を持って来ていただくという方も見えます。その中には，その日の１食分の全て

を持ってきていただくお子さんと，一部の食べられない献立の代わりになる部分を

持って来ていただくというお子さんとが見えます。 

 

（委員長）アレルギーというのは非常に難しい分野ですね。突然，今まで無かったアレ

ルギーが出るといったこともあり，学校側の管理が難しいと思いながら聞かせてい

ただきました。検査方法がかなり確立してきていると思いますので，疑わしい子ど

もさんについては，検査をきちんと受けていただくということだと思います。私の

子どもも卵アレルギーがありまして，１週間卵が入っている食品を全て除去しなさ

いと言われたことがありました。その後，朝昼晩に卵を１個ずつ食べさせてくださ

いということで，食べさせると本当に見事に喘息が出て，皮膚のパッチテストでも

卵ということが分かったので，確実にこの子は卵ですということが確認できました。

ですけども，食物アレルギーの卵，牛乳，小麦等については，大きくなって抵抗力

ができてくると普通に食べられる子どもも出てくると思いますので，あまり悲観さ

れずに，適切な検査を受けられて，体の成長に合わされるのが良いのだと思います。

やはり一番怖いのは生死に関わるようなショックですので，大変でしょうが色々把

握していただければと思います。 

 

（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，２番目

の「７月教育委員会定例会の開催について」ですが，７月１５日火曜日午後２時か

ら開催することに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，７月教育委員会定例会を７月１５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６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。 

 

６月教育委員会定例会終了 午後３時５３分 
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