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平成２６年７月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年７月１５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），考古博物館長

（澤井環），書記（永井洋一），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

（1）専決処分（鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免）の承認について（教育総務課） 

（2）椿小学校学校用地の売却について               （教育総務課） 

（3）鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学等に関する要綱の制定について（学校教育課） 

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

（5）財産の取得について（鈴鹿市第二学校給食センター食器等）   （学校教育課） 

（6）財産の取得について（鈴鹿市第二学校給食センター食缶等）   （学校教育課） 

 

６ 報告事項 

（1）平成２５年度教育委員会活動の点検・評価について       （教育総務課） 

（2）鈴鹿市立幼稚園再編整備計画 第Ⅱ期再編整備計画について   （学校教育課） 

（3）鈴鹿市いじめ防止対策基本方針（案）について         （教育支援課） 

（4）市民学習活性化事業 すずか市民アカデミー｢まなベル」について （生涯学習課） 

（5）栄公民館建設事業について                  （生涯学習課） 

（6）夏休み子ども体験博物館について               （考古博物館） 

 

７ その他 

（1）８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 なし 

 

（委員長）それでは，平成２６年７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１６３８号「専決処分（鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免）について」を
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お諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について，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ましたので，同条第２項の規定

により，この議案を提出します。なお，詳細は教育総務課長から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１６３８号「専決処分（鈴鹿市教育委員会事務局等

職員の任免）の承認について」説明いたします。本議案は，平成２６年６月２４日

付け人事異動に伴い，鈴鹿市教育委員会教育指導課副参事服部直美が，旭が丘小学

校教頭に採用されることとなりましたことから，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，辞職を承認する発令を平成２６年６月２３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。なお，この度の人事異動につきましては，平成

２６年５月，旭が丘小学校教頭が死亡したことに伴いまして，組織機能の確保が必

要となったもので，平成２６年６月２３日の三重県教育委員会で承認され，翌６月

２４日付けで，採用辞令の交付が行われたものでございます。以上，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）これについては，特にありません。 

 

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

議案第１６３８号「専決処分（鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免）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１６３８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１６３９号「椿小学校学校用地の売却について」を

お諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）椿小学校の学校用地を売却するに当たり，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任

等規則第１条第５号の規定により，この議案を提出します。なお，詳細は教育総務
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課長から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１６３９号「椿小学校の学校用地の売却について」

を説明いたします。この学校用地の売却につきましては，椿小学校の学校用地とし

て使用しております鈴鹿市山本町字中辻７２９番４の６.２０㎡につきまして，処分

予定価格７万６８０円で，新名神高速道路事業を施工しております中日本高速道路

株式会社名古屋支社へ売却しようとするものでございます。この土地の位置につき

ましては，５ページにお示しいたしましたとおりでございまして，同小学校のプー

ル北側の市道山本中辻１号線に面する三角地であり，現在は空地となっております。

新名神高速道路事業は，本市の実施計画に登載された重要事業として進められてお

り，この度の，学校用地の売却につきましては，本線建設に伴う付け替え側道敷地

として，同事業の推進に協力するものでございます。売却に関するこれまでの経緯

を説明いたしますと，昨年１１月に売払いの事前協議書が提出され，評価額は，中

日本高速道路株式会社が実施しました不動産鑑定評価による７万６８０円でござい

ました。３月２５日には，本市における公有財産の取得及び処分について判断する

庁内組織である「公有財産判定会」において，書面による審査が行われ，その結果，

予定価格，契約方法等について承認を得ております。契約方法は，中日本高速道路

株式会社と随意契約となりますが，本工事の完了後は，市道として，本市に寄付を

していただく予定でございます。そして，この度，元地番であります７２９番２か

らの分筆を終えて，７２９番４と地番が確定し，正式に市有財産売払申請書の提出

があったため，本日の議案で教育委員会の承認をいただいた後は，市長決裁の上，

市有財産売買契約を締結して売却する予定でございます。以上でございます。 

 

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

 

（福嶋委員）売却については特に異議はないのですが，近くを新名神が通ることによっ

て椿小学校の騒音対策は，今のところ何か伺っているのでしょうか。  

 

（教育総務課長）その辺りの対策について，今のところ認識は伺っておりません。 

 

（委員長）新名神はいつごろ開通するのですか。まだ，随分先ですよね。 

 

（教育長）平成３０年頃だったと思います。 

 

（委員長）４，５年の間に開通ということですね。 

 

（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１６３９号「椿小学校学校用地の売却について」を原案のとおり承
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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１６３９号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，議案第１６４０号「鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学等に関す

る要綱の制定について」から，議案第１６４１号「就学等に関する規則の一部改正

について」までは，就学等に関連する議案でございますので，一括してお諮りしま

す。 

 

（書 記）議案を朗読（第１６４０号，第１６４１号） 

 

（教育長）それぞれ，規則の一部改正，要綱の制定をするについて，鈴鹿市教育委員会

教育長事務委任等規則第１条第２号の規定により，この議案を提出します。なお，

詳細は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１６４０号の「鈴鹿市立小学校小規模特

認校の就学等に関する要綱の制定」及びそれに関連する議案第１６４１号の「就学

等に関する規則の一部改正」につきまして，まとめて説明申し上げます。資料の８

ページを御覧ください。まず，「鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学等に関する要綱」

制定の趣旨でございますが，第１条にもありますように，特色ある教育活動を行う

小規模な学校において教育を受けさせたい保護者の希望に応えるとともに，小規模

な学校における教育活動の一層の活性化を図ることを目的に，教育委員会が指定す

る小規模特認校の就学等に関し，必要な事項を定めるものでございます。第２条は，

この要綱において使用する用語の意義を定めておりまして，小規模特認校とは，特

色ある教育活動を行う小規模な学校であって，市内全域を通学区域として認める学

校でございます。指定中学校とは，「就学等に関する規則」第４条本文の規定により，

小規模特認校を通学区域として指定する中学校でございます。第３条では，小規模

特認校の指定をしておりまして，小規模特認校として教育委員会が指定する学校は，

鈴鹿市立合川小学校でございます。第４条では，転入学期日を定めておりまして，

毎年４月１日を原則としています。ただし，教育委員会が認めた場合は，この限り

ではございません。第５条では，就学期間を定めておりまして，小学校卒業までと

しています。第６条では，定員等について定めていまして，小規模特認校へ転入学

できる各学年の児童の数は，小規模特認校に在籍する児童の数を勘案し，教育委員

会が毎年度定めるとしています。また，小規模特認校の特別支援学級への転入学は

原則として認めませんが，教育委員会が認めた場合は，この限りではございません。

第７条は，小規模特認校への就学の条件を定めていまして，次の事項を全て満たす

場合としています。（１）就学を希望する児童が現に市内に在住し，又は転入学の期
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日までに市内に転入する見込みがあること。（２）保護者の負担及び責任において，

児童を通学させることが可能なこと。（３）小規模特認校の教育活動に賛同し，及び

これに協力すること。（４）保護者は，児童を小学校卒業まで小規模特認校へ就学さ

せるとともに，卒業後は指定中学校へ入学させること。第８条では，小規模特認校

を卒業した児童は，指定中学校へ入学するものとするとしています。ちなみに，合

川小学校の場合，指定中学校は天栄中学校でございます。第９条は，就学の申請に

ついて，定めています。今後に出てくる様式は，１０ページ以降にございます。第

１０条は，就学の可否についての審査及び通知について，定めています。第１１条

は，転入学許可の取消しについて定めており，第７条の就学の条件を満たさなくな

ったことが判明したときは，教育委員会は当該許可を取り消すことができるとして

います。第１２条では，小規模特認校又は指定中学校に就学している児童や生徒が

当該校の就学が困難となった場合に，在籍する学校長と協議の上で，居住地に基づ

き，就学校の変更ができるとしています。第１３条は，その他事項の定めでござい

ます。附則にありますとおり，この告示は公布の日から施行する予定でございます。

先ほども少し触れましたが，１０ページから１６ページは各種様式でございます。

続きまして，「就学等に関する規則の一部改正」につきまして，続けて御説明申し上

げます。資料は１８～１９ページですが，新旧対照表の方が分かりやすいと思いま

すので，１９ページを御覧ください。先ほど御説明しました鈴鹿市立小学校小規模

特認校の就学等に関する要綱の制定に関わりまして，そこにもありますように，「就

学等に関する規則」の第４条に，「ただし，鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学等に

関する要綱に基づき就学する場合は，この限りでない｡」というただし書きを加える

というものでございます。なお，この規則は公布の日から施行します。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。 

 

（下古谷委員）第１条のところで特色ある教育活動を行う小規模な学校ということで，

「小規模」と書いてありますが，具体的に児童数が何名以下など，そのような決ま

りはありますか。 

 

（学校教育課長）あくまでも目安でございますが，全校生徒が１００名以下で児童数の

変更等により複式学級となる可能性のある学校を想定しております。 

 

（下古谷委員）第１０条のところで「教育委員会は，申請書が提出されたときは，可否

について審査し」と書いてありますが，審査とは第７条を満たすかどうかを審査さ

れるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）基本的に第７条の条件を全て満たす場合としておりますので，このこ
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とを中心に審査する予定でございます。 

 

（下古谷委員）そうしますと，１０ページの様式を申請書として提出されると思います

が，この申請書で第７条の全てを理解できるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）申請書についてですが，提出されるのはこの様式でございますが，こ

の様式の１行目にありますとおり「鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学等に関する

要綱第７条を遵守し」という一文がございます。当然，小規模特認校を希望される

保護者の方につきましては，このようなことを周知させていただく予定でございま

すので，これを確認した上で，この申請書を出していただいくことになると認識し

ております。 

 

（下古谷委員）そうすると，特に誓約書みたいなものは取らないということですか。 

 

（学校教育課長）特に誓約書を取るということは考えておりません。 

 

（福嶋委員）今回，小規模特認校の小学校の魅力を感じて子どもを通わせたいと思われ

る保護者の方にとって少し疑問に思われるのではないかなという部分が，第８条の

「指定中学校に入学する」という項目です。これは，保護者の方にすれば，小学校

に魅力を感じても中学校は地元の学校に通わせたいという方もいらっしゃると思う

のですが，あえてこの第８条を入れた理由をもう一度お聞きしたいと思います。 

 

（学校教育課長）まず子どもたちは小学校から入っていただくのですが，同じ小学校で

過ごした子どもたちと同じ中学校へ進んでいただいた方が，人間関係でございます

とか，そういった面でも良いということが理由として一つ挙げられます。それ以外

にも，現在，全体的な学区の見直しを平行して進めておりまして，その中でも，あ

る程度大規模な中学校区から，ある程度の規模の中学校区，例えば天栄中学校はそ

れにあたると思うのですが，そちらにも行っていただきたいという思いもございま

す。 

 

（福嶋委員）将来，天栄中学校の方でも，英語に対して強化事業を行っていくような方

針はないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）現在，天栄中学校区では英語部会を持っておりまして，校区内のどこ

の小学校から天栄中学校に来てもらっても差異が出ないように，天栄中学校の教員

が小学校に英語の出前授業に行くといったことを進めているところでございます。 

 

（福嶋委員）なるべく保護者の方が安心できるように，中学校に行っても今の英語の秀
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でた良いところを同じような形で伸ばしてあげられるような学校の整備をお願いで

きたらありがたいと思います。それからもう一つ，今回は合川小学校ということで

すが，それに続く小規模特認校をこれから作っていこうという考えはあるのでしょ

うか。 

 

（学校教育課長）この当初の狙いの一つに学校規模の適正化と一層の活性化がございま

すので，この小規模校をどう捉えるか，合川小学校以外でも数名の児童生徒の変動

で複式になる可能性のある学校が出てきましたら，そういったことにつきまして学

校長含め教育委員会の方でも考えさせていただいて，合川小学校に追加する可能性

は当然ございます。 

 

（岡井委員）合川小学校は，英語教育で特殊ある教育活動を行う小規模校だと思います

が，他に全国的に特色ある教育活動の中身として英語教育以外のことを行っている

ところはありますか。また，小規模特認校で行っているところがあるのかどうかに

ついても教えてください。もう一つ審査のことですが，もし定員オーバーしたとき

は，あくまで選考でふさわしい方を選考するのか，抽選にするのか，先着順という

のはないと思いますが，子どもを絞り込んでいく方法について教えてください。 

 

（学校教育課長）県内の他の学校ですと，いなべ市立西藤原小学校，亀山市立白川小学

校，津市立美杉小学校が行っているということを聞いております。中学校では津市

立美杉中学校を聞いております。名張市でも以前行っていたということですが，統

廃合によって新しい学校に生まれ変わったため，現在は小規模特認校制度は行って

いないと伺っております。次に，定員が超えた場合の扱いでございますが，特色あ

る教育活動に賛同して通学するということでございますので，まず，合川小学校へ

実際に通う子どもたちの興味関心の度合いですとか，協力体制がとれるかどうかと

いうこと等を総合的に判断させていただきたいと考えております。また，やはり小

学校の子どもが通うということもありますので，例えば，学校から近いところを優

先する等を含めて考えていきたいと思っております。それから他の特色ある教育活

動でございますが，これについては昨年度までに聞いておりますのは，教育課程特

例校の関係で全国的にも英語科が半数以上を占めていると聞いております。他にも

キャリア教育の方で行っている等，異なる方法で行っているということも聞いたこ

とはありますが，英語が多いと聞いております。 

 

（委員長）この第７条の（２）のところで「保護者の負担及び責任において，児童を通

学させることが可能なこと」という条件があるのですが，合川小学校の立地条件を

考えたときに，小学校にどうやって連れていくのかが一番気になるところでありま

して，保護者が全部送り迎えするのか，例えば英語教育に特化していきたいという

括りの中で合川小学校の運営を行っていかなければなりませんので，スクールバス
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といったものを考えているのかをお伺いします。 

 

（学校教育課長）基本的に小学生ですので，負担になるかと思いますが，保護者による

送迎を考えております。おそらく車になる方がほとんどだと思っております。 

 

（委員長）Ｃ－ＢＵＳの停留所を学校の前に作って，路線を変えていく等の配慮は考え

ていないのでしょうか。 

 

（学校教育課長）現在のところ学校へＣ－ＢＵＳを走らせるということは，私どもでは

なかなかコースは決められないところもありますので，今後という形になるかと思

います。また，小学校の間は基本的にはＣ－ＢＵＳで通うということはどうかとい

うところもございます。指定中学校が天栄中学校ということで，中学生以降につい

ては公共交通機関の利用も含めて考えられると思いますが，ルートのこともありま

すので，今の時点ではできるかできないかをこの場でお答えすることができません。 

 

（委員長）小規模特認校は，本当の少人数学級でゆっくり育てたいという保護者の方も

いらっしゃると思いますので，新しい良い取組みになると思うのですが，最後に課

題になるのは交通手段だと思いますので，実際に運営していく中で，そのようなこ

とも色々と御配慮いただけたらと思います。 

 

（福嶋委員）特色ある教育活動を行う小規模特認校を魅力的なものにするためには，予

算措置も大きな問題だと思います。特色ある学校づくりの事業にも応募していただ

いたと思いますが，今回，どれぐらいの予算措置がこの学校に対してプラスされて

いるのでしょうか。また，教員の面でも，特色あるものにするために，どれくらい

の配慮がされているのかを教えてください。 

 

（学校教育課長）小規模特認校だけを取り出しますと特に予算措置等はございません。

ただ，今年度は教育課程特例校の関連事業を合川小学校は受けておりますので，そ

れについては担当課から説明していただければと思います。 

 

（教育指導課長）８月からＪＥＴプログラムにより海外の青年を派遣してもらいまして，

常駐のＪＥＴの方を配置する予算を国際教育推進費として計上しております。この

ＪＥＴとは，「語学指導等を行う外国青年招致事業」というプログラムがありまして，

その事業によりＡＬＴを招致するという事業です。また，先ほどからのお話にあり

ます「特色ある学校づくり」の事業の指定をさせていただいています。もう一点は

ＩＣＴ活用推進モデル事業ということで，合川小学校にタブレット型のパソコンを

児童用に２０台，それからＩＣＴ環境のネットワークを組みまして，ＩＣＴ環境を

整えるというようなこともしております。それと今後の９月補正予算で要求してい



９ 

 

るのですが，県が実施している「小学校における英語コミュニケーション力向上事

業」の委託を受けまして，常駐のＡＬＴの方に来てもらったり，レゴブロックを使

った英語コミュニケーションを行ったり，フォニックスを取り入れた英会話を行っ

たり等，そういったことが充実できるように県の委託事業にも取り組んでまいりた

いと思います。 

 

（福嶋委員）ありがとうございます。 

 

（岡井委員）募集の成果は広報活動にもかかってくると思います。何かインパクトのあ

る広報を考えていただきたいです。通わせてみたいと思えるような啓発をお願いし

ます。それから細かいことですが，１３，１４ページの様式の中に児童の住所や保

護者名の欄がありますが，こういう欄は必要なのでしょうか。書かなくても良いの

ではないかと思います。宛先の○○様というのが保護者にあたりますので，形式だ

とは思うのですが，なくてもいいのではと思います。いかがでしようか。 

 

（学校教育課長）まず児童の住所ですが，市内に最初からいらっしゃるお子さんであれ

ば良いのですが，現在津市に在住していて４月１日から鈴鹿市に引越しするお子さ

んもいらっしゃるので，そのような理由で児童の住所の欄をここへ入れております。

今，御指摘いただいたように保護者名と上の宛名はほとんど一致するかと思ってお

りますが，何らかの事情で違う住所に送ってくださいということもあるかと思いま

したので，保護者の欄も申請書類と合わせて転記できるように作っております。 

 

（委員長）通学の面も考えたときに，近辺に引っ越したいという人が現れた場合に，「こ

こへ建ててもいいですよ」というような，空いている民家や土地を紹介するような

措置はあるのでしょうか。最近では，過疎地に都会の人を戻すようなプロジェクト

がありますが，今回も子どもをゆっくりとした合川の地で英語に特化した勉強をさ

せてあげたいという人もゼロではないと思います。これを実現させるためには，住

まいのことや周辺の環境等を合わせて考えていただけると良いのかなと思います。

せっかくの特認校なので，何かお考えがありましたらお聞かせください。 

 

（学校教育課長）確かにいなべ市の立田小学校では，山村留学制度という制度がござい

まして，こちらは家を６件か８件だったと思いますが用意をして，一家ごと引っ越

ししてくださいという受入ができるようにしています。ただし，そういった学校に

つきましては児童数が少なく，学年で３人から４人くらいの数で，存続が危ぶまれ

る学校だと思います。先ほど紹介した他市の小規模特認校は，現に複式学級がある

学校であり，人数的にはかなり少ない学校でございます。それに比べるとまだ，合

川はそこまでではなく，過去に一度，本当にぎりぎりのところで複式を免れたとい

うこともありまして，複式になる可能性はありますが，若干の余裕はあるかと思い
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ます。土地の準備等の受入れ体制については，なかなか私どもの一存ではできない

ところもあります。今後，この特認校制度については，ＰＴＡ活動等も含めて地域

の方々の受入れ体制の協力をお願いしていかなければならないこともありますので，

その中でそういったお話が出てきた場合には，お力になれる部分もあるのかなと思

いますが，今のところは積極的にそういうことについては考えておりません。 

 

（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１６４０号「鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学等に関する要綱の

制定について」及び議案１６４１号「就学等に関する規則の一部改正について」を

原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１６４０号及び議案第１６４１号を原案

のとおり承認いたします。続きまして，議案第１６４２号「財産の取得について（鈴

鹿市第二学校給食センター食器等）について」から，議案第１６４３号「財産の取

得について（鈴鹿市第二学校給食センター食缶等）について」までは，鈴鹿市第二

学校給食センターに関する議案でございますので，一括してお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読（第１６４２号，第１６４３号） 

 

（教育長）鈴鹿市第二学校給食センターの食器及び食缶等について，購入契約を締結す

るに当たり，９月市議会定例会に提出するため，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任

等規則第１条第３号の規定により，この議案を提出します。なお，詳細は，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１６４２号及び議案第１６４３号の「財

産の取得」につきまして，一括して説明申し上げます。資料の２０ページを御覧く

ださい。本議案は，来年度から実施する中学校給食に関わり，第２学校給食センタ

ーで使用する食器等につきまして，取得予定価格２,９８８万３,６００円で株式会

社伊藤陶器から購入しようとするものでございます。取得しようとする食器等は，

資料２１ページにお示ししたとおりでございます。また，資料の２２ページは，同

様に第２学校給食センターで使用する食缶等につきまして，取得予定価格２,６３１

万９６０円で，株式会社宮﨑商店から，購入しようとするものでございます。取得

しようとする食缶等は，資料２３ページにお示ししたとおりでございます。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。 
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（福嶋委員）この２社の契約は，随意契約で行うのでしょうか。 

 

（学校教育課長）これにつきましては入札を行いました。いずれも１３社対象に入札を

行いまして，そのなかで最も安い価格を提示したのがこの２社であったということ

です。 

 

（福嶋委員）入札された業者は，市内の方が多かったのですか。市外もあったのでしょ

うか。 

 

（学校教育課長）今回の入札につきましては，参加資格名簿で給食用食器の登録のある

業者で全て市内業者を指名いたしました。 

 

（福嶋委員）市内の業者さんにお願いしたのはふさわしいと思います。入札の金額とい

うのは，ばらつきがあるものなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）ばらつきというのがどの程度かは分かりませんが，概ね２,９００万円

から２,６００万円の間の何百万単位で収まっているということで，これがばらつき

があるのか，ないのかは難しいところかと思います。 

 

（岡井委員）食器も進化しているので，衛生面や安全面についてこういう点が安心です

よというような点があれば，教えていただきたいです。 

 

（学校教育課長）食器につきましては，２１ページに写真と簡単な説明がございますが，

茶碗や汁碗にＰＥＮ樹脂製と記載があると思います。これは最近出た新しい商品で

ございまして，ノロウイルス対策等のために次亜塩素酸ナトリウムでの消毒が可能

であるとか，食材の着色汚れがない等の特徴があります。また，最近はこれ以外に

もあるのですが，リサイクルができるとか，添加物を使用していないので水や油が

溶け出す物質が含まれていない等，そういった安全性でも大丈夫な食器であるとい

うことでございます。 

 

（下古谷委員）それに関連しまして，ＰＥＮ製の物を使ったということは，少し以前の

タイプのものより価格的に高くなる傾向にあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）おそらく年々変化があると思いますし，その年によって価格というの

が変化をしていると思いますので，今すぐ資料をお出しできませんので，また次回

までに調べさせていただきます。 
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（下古谷委員）これは，ポリエチレンナフタレートというものですか。 

 

（学校教育課長）ポリエチレンナフタレートです。 

 

（下古谷委員）箸だけは，ポリブチレンテレフタレートだと思いますが，材質が違いま

すが，何か理由があってこちらを使ったのでしょうか。 

 

（学校教育課長）ＰＥＮ製の食器は製品としてわりと出回ってきていると聞いておりま

すが，箸については，ＰＥＮ製のものがあるのかどうかについては，この場ではお

答えができませんので，これも調べて次回に報告できればと思います。この箸は，

ポリエステル系のプラスチックでございまして，強靭で剛性があり，また耐熱性も

あると聞いております。 

 

（下古谷委員）最近はこのＰＥＮ製のものをこのような関係のところで聞くようになっ

てきております。一般に皆さんがよく知っているペットボトルの素材であるポリエ

チレンテレフタレート等に比べると，性能も少し良くて，よく使われるようになっ

ていますので，おそらく害などはないと思います。おそらく国民生活センター等で

調べられているとは思いますので，色々な問題はおそらく起こらないと思います。 

 

（岡井委員）中学給食を念頭においての食器や食缶だと思いますが，小学生用のものと

比べると大きな違いがあるのでしょうか。また，耐用年数等はどうなのか，その２

点をお伺いします。 

 

（学校教育課長）小学校給食につきましては，以前に導入したということもありまして，

当時はこの製品がなかったということもあったと思うのですが，現在のところ，茶

碗は磁器製とメラミン食器の両方がある状況でございます。皿もメラミン食器を使

用しております。茶碗につきましては磁器製のものは，順次，毎年ある程度の数を

メラミン製に更新している最中でございます。耐用年数につきましては，小学校給

食の方は概ね５年で更新しております。毎年２０％程度を入れ替えて約５年で全て

入れ替わる形で考えております。また，中学校給食で使用するＰＥＮ製のものです

が，通常に使用すると耐用年数はもう少し長く，６～７年はもつだろうとメーカー

情報から想定しております。 

 

（福嶋委員）アレルゲン対応の容器というのは，また少し違っているところがあるので

しょうか。 

 

（学校教育課長）アレルゲン対応容器については，現在の給食センターでもそうですが，

アレルギー対応の除去食と他の給食とが混ざってはいけませんので，専用の食器で
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お子さんに届けるということになっております。今回の中学校給食センターにつき

ましては，一応５０食の対応ができる形で考えておりまして，容器としましてはア

レルゲンの入っていない除去食を入れるものとして考えております。今のところ小

学校で使っているものと同様のものを準備しております。 

 

（福嶋委員）このアレルゲン対応容器というのは一人ずつということですか。学校の個

数だけでいいのでしょうか。 

 

（学校教育課長）個々によってアレルゲンは違いますので，一人ひとり違ったものを入

れて，名前のシールを付けて個包装にして，個人のところへ届くようにしています。 

 

（下古谷委員）ほとんどのものがステンレスを採用していますが，シルバーアルマイト

製のものが２箇所あります。何かこれを選ばれた理由というのがあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）アルマイト製のものは紙を敷いて揚げ物を入れるようにも使えると聞

いております。ですからアルマイト製を選択したということではないのですが，一

般的にこのような製品にはステンレス製とアルマイト製の２種類があるということ

で，今あるものの中から選んだというのが正直なところでございます。 

 

（委員長）どれが適しているのかは，専門的で難しい部分もありますが，小学校給食の

経験等も活かしてということですね。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１６４２号「財産の取得について（鈴

鹿市第二学校給食センター食器等）について」及び議案第１６４３号「財産の取得

について（鈴鹿市第二学校給食センター食缶等）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１６４２号及び議案第１６４３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２５年度教育委員会活動の点検・評価について」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，「平成２５年度教育委員会活動の点検・

評価」について，各所属による一次評価がまとまりましたので，説明申し上げます。

はじめに，この教育委員会活動の点検・評価の趣旨についてでございますが，これ

は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規定に基づき行うもので

ございまして，教育委員会が立案した基本方針に沿って，それぞれの教育行政事務

が適切に執行されているかどうか等について，教育委員自らが点検及び評価を行い，
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その教育的効果について検証するとともに，地域住民に対する説明責任を果たして

いくためのものでございます。したがって，法律によりまして，この点検・評価に

ついては，報告書を作成し，市議会及び市民へ公表することが義務付けられており

ます。それでは，報告事項の４ページの「１ はじめに」を御覧ください。「（１）

制度の趣旨」につきましては，点検・評価を実施する背景や法的根拠，公表の義務

付け等について記載しております。「（２）本市の教育行政の方向性」につきまして

は，「鈴鹿市教育振興基本計画」に基づく，本市の教育行政の方向性を簡潔に示して

ございます。次に，６ページの「（３）点検・評価の対象」では，この点検・評価は，

鈴鹿市教育振興基本計画に基づき，平成２５年度の単年度計画として策定した，ア

クションプランを対象に実施すること及び，前回に引き続き，中期的な進捗状況を

明らかにする観点から，第５次鈴鹿市総合計画の第３期行財政経営計画に掲げる平

成２７年度末目標値に対する，当該年度の達成状況についても点検を行うことを記

載しております。７ページの「（４）実施フロー」では，本点検・評価の流れを，「（５）

一次評価（担当所属評価）の実施方法」では，「アクションプランに対する単年度評

価」と「中長期的目標の達成度に関する点検」の実施方法を記載してございます。

なお，具体的な点検評価項目については，１０ページの平成２５年度アクションプ

ラン及び１１ページ，１２ページの一覧表を御確認いただきたいと思います。次に，

８ページの「（６）二次評価（教育委員評価）の概要」では，一次評価をもとに教育

委員の皆様が行っていただきます二次評価の作成経過を説明してございます。次に，

９ページの「（７）学識経験者の知見の活用」では，法律の規定に基づき，点検・評

価の客観性を確保するために２名の方に，御意見を求める予定にしております。な

お，昨年度までは，この有識者評価を一次評価と二次評価の間に行っておりました

が，この点検・評価は，「教育委員会の自己評価」の位置付けで行うものでございま

すので，担当課の評価と，それに基づく教育委員会の評価により自己評価を完結さ

せた後，有識者にその全体について御意見を伺うというように，順序を変更させて

いただきました。この件については，昨年度の点検評価の作成過程で実施させてい

ただきました，教育委員会懇談会において方向付けされたことに基づくものでござ

いますので，よろしくお願いいたします。最後の「（８）報告書の議会への提出と公

表」については，報告書の公表の時期等を記載してございます。続きまして，１３

ページからの「２ 点検・評価結果（一次評価）」でございますが，ここから６１ペ

ージまでが，アクションプランに掲げている２５項目の「施策の方向」及び６９項

目の活動内容について，各担当課が行った一次評価の内容でございます。この一次

評価シートについては，昨年度の一次評価シートから変更し，各施策の方向につい

て「目標達成度に関する分析評価」「環境変化を踏まえた課題認識」及び「今後の方

向性」を付け加え，自ら立てた目標に対する分析評価をより明確に示すことができ

るような形にいたしました。なお，個々の一次評価の内容については，報告資料を

もって，説明に代えさせていただきます。続きまして，６２ページからは，「中期的

目標の達成度に関する点検」でございまして，ここから，７２ページまでが中期的
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な施策の進捗状況を測るため，第３期行財政経営計画に掲げる教育委員会関連の単

位施策について，単位施策ごとに設定している平成２７年度目標値に対しての，当

該年度の実績値と達成度を明示しております。これにつきましても，個々の評価の

内容については，報告資料をもって，説明に代えさせていただきます。以上が今回

の一次評価の概要でございます。最後に，今後の予定でございますが，この一次評

価に対して，教育委員の皆様から，７月２５日（金曜日）までに御意見等を事務局

へ提出いただきたいと存じます。それに基づき，事務局で二次評価の原案を作成し，

８月１９日に予定しております教育委員会懇談会で二次評価（案）について意見交

換を行ってまいりたいと考えております。その後は，９月教育委員会定例会におい

て二次評価（案）の報告を行い，仮確定をいただきましたら，有識者へ御意見を求

めてまいりたいと考えております。そして，１１月教育委員会定例会において最終

の点検・評価報告書の案を提出し，承認をいただきましたら，市議会１２月定例会

に，報告書を提出したいと考えております。また，市民への公表については，市政

情報課の「情報コーナー」や教育総務課の窓口で閲覧できるように冊子を設置する

とともに，教育委員会のホームページに掲載する予定でございます。また，点検・

評価報告書を公表した旨を「広報すずか」に掲載する等して周知を図ってまいりま

す。私からの説明は以上でございます。 

 

（委員長）平成２５年度の教育委員会活動の点検評価については，今後，教育委員によ

る二次評価を取りまとめることとなりますが，ただいまの説明にありましたように，

７月２５日（金曜日）までに，各委員からの御意見等を事務局へ提出いただきたい

と存じます。それをもとに事務局で取りまとめていただき，８月１９日に行われま

す教育委員会懇談会で協議し，最終報告書を１１月の教育委員会定例会で審議した

いと思います。そこで，本日は，特にこの場で聞いておきたいということについて，

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）最後の方に「環境変化を踏まえた課題認識」という形で課題を書き，そ

の下に「今後の方向性」という形で記載がありますが，これは「課題に対して今後

こういう風にしていきましょう」という形で書かれているということでよろしいで

しょうか。 

 

（教育総務課長）はい，そのとおりでございます。 

 

（委員長）少しお時間もいただいていることですので，皆さん熟読していただいて，改

めて事務局の方に御意見をお願いできたらと思います。非常に多岐にわたっていま

すので皆さんに読みやすいように資料を作っていただいているのはよく分かります。

ありがとうございました。 
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（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，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」につきまして，御説明申し上げます。資料７６ページを御覧

ください。前回の教育委員会で，第Ⅱ期再編整備計画の方針について報告をしてい

ますので，文言に追加があった部分等について説明します。まず，千代崎中学校区

についてですが，基本的に，前回説明した方針のとおりですが，３として，「保育室

増設等の施設整備は行わない。」を追加しました。次に，鼓ヶ浦中学校区についてで

すが，１で，統廃合の時期を平成２７年度と明示しました。また，３として「保育

室増設等の施設整備は行わない。」を追加しました。最後に，神戸中学校区について

ですが，１で，統廃合の時期を平成３０年度と明示しました。また，３として，「神

戸幼稚園の園舎は老朽化しているため，平成３１年４月の開園を目指し，現在地と

は別の場所へ新築移転を行う。」を追加しました。それに伴い，５で，「新築移転後

の旧神戸幼稚園の敷地を隣接する小学校の敷地とする。」を追加しました。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。 

 

（岡井委員）愛宕幼稚園について，平成２７年度に白子幼稚園に統廃合するとなってい

ますが，平成２８年度から一つなのか平成２７年度から一つにするのかどちらでし

ょうか。 

 

（学校教育課長）今年は平成２７年度の園児募集は行います。来年度は基準の数を充足

すれば開園し，平成２７年度末をもって閉園するということで，平成２８年度の園

児募集は行わないということを考えております。 

 

（岡井委員）平成２８年度から一本になるということですか。 

 

（学校教育課長）はい，そういう計画です。 

 

（岡井委員）神戸幼稚園ですが「老朽化しているため現在地とは別の場所へ新築移転」

とありますが，場所は決まっているのですか。 

 

（学校教育課長）今から候補地を探すところで，現在の場所での建替えは難しいという

ことですので別の場所に建てるということだけでございます。 

 

（教育長）教育委員会事務局として市に対して投げかけているのは，神戸中学校の跡地
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ということになります。 

 

（福嶋委員）若松幼稚園は放課後児童クラブの施設に転換するわけですが，その際に施

設の持ち主はどうなるのか，改造したりするのか，そのまま使うのか，いかがでし

ょうか。 

 

（学校教育課長）施設は市が所有しておりますので市が所管するということで，場所だ

けお貸しするという形です。 

 

（福嶋委員）手を加えずそのままでお貸しするのですね。 

 

（委員長）幼保一体化ということで国も明確な基準を出していないと思いますが，最終

的には，神戸幼稚園が軸になるので老朽化のために新しく移転工事をするというこ

とですが，他に該当する幼稚園があった場合にその園を使うということにはならな

いのでしょうか。神戸幼稚園をまず中心におくということで建替えということなの

ですね。 

 

（教育長）統廃合するために残す方の幼稚園を中心に考えています。神戸幼稚園だけは

残すところが古いので別に移転したいということです。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，３番目

の「鈴鹿市いじめ防止対策基本方針案について」をお願いします。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは，「鈴鹿市いじめ防止基本方針（案）」について，

説明させていただきます。資料８０ページからを御覧ください。いじめの防止等の

対策を推進するにあたりましては，国におきまして，平成２５年６月２８日に「い

じめ防止対策推進法」が公布され，同年９月２８日に施行されております。同法第

１１条では，「文部科学大臣は，いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に

推進するための基本的な方針，いわゆる「いじめ防止基本方針」を定めるものとす

る。」と規定されておりますことから，文部科学省では，平成２５年１０月１１日「い

じめの防止等のための基本的な方針」を定めております。そこで，地方公共団体に

おける対策につきましては，いじめ対策推進法第１２条に，「地方公共団体は，いじ

め防止基本方針を参酌し，その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじ

めの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針，いわ

ゆる「地方いじめ防止基本方針」でございますが，これを定めるよう努めるものと

する。」と規定されており，必置規定とはなっておりません。しかし，いじめの問題

には，本市といたしましても積極的に取り組んでいく必要があると考え，「鈴鹿市い

じめ防止基本方針」の策定に向け，準備を進めてまいりました。そこで，これまで
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の策定経過でございますが，三重県教育委員会からは，県が策定する「三重県いじ

め防止基本方針」を参酌し，各市町の基本方針を策定するよう連絡を受けておりま

したことから，平成２６年１月２９日に三重県教育委員会が「三重県いじめ防止基

本方針」を公表したことを待って，本市基本方針の策定を進めてまいりました。ま

た，本市では，いじめの問題は，学校だけでなく地域全体で考えていく必要がある

問題ととらえ，教育委員会２月定例会にて御承認いただきましたように，有識者の

方々の他に市民公募委員を加えた「鈴鹿市いじめ防止対策検討委員会」を設置し，

これまでに３回の委員会を開催し，「鈴鹿市いじめ防止基本方針（案）」を取りまと

めてまいりました。そこで，この度，御報告させていただきます「鈴鹿市いじめ防

止基本方針（案）」ですが，資料８５ページ，８６ページには，市の基本方針策定に

あたっての基本的な考えを，また，８７ページから８９ページには，市としてのい

じめの問題への基本理念，９０ページから９５ページには，いじめ防止等のための

市の基本的な考え方，そして９６ページ，９７ページに市の設置する組織，９８ペ

ージから１０４ページには，市教育委員会や学校の方策を記載し，１０５ページか

ら１０７ページには，重大事態への対処を記載しております。さらに１０８ページ

には，再度，いじめの問題への考え及び見直し等について記載しております。次に，

本基本方針の主な特色といったことでございますが，検討委員の方々の御意見を下

に，次の６点を掲げさせていただきました。１点目は，いじめを未然防止する対策

等を重視した点。２点目は，いじめの防止等に関する基本的な考え方を１２項目で

構成し，その中に，「児童生徒に育みたい力」，「家庭の役割」，「学校・家庭・地域と

の連携」，「幼稚園・保育所等や放課後等の活動団体との連携」，「教職員の資質向上

と大人の意識の向上」などの観点を盛り込んだ点，３点目は，市保健福祉部子ども

家庭支援課，学校運営協議会，鈴鹿市青少年対策推進本部との連携を位置づけた点，

４点目は，いじめ防止等の対策について市教育委員会と学校の役割を整理して表し

た点，５点目は，外国人児童生徒や障がいのある児童生徒との共生社会の実現に向

けた視点を明記した点，６点目は，学校が策定する基本方針には，各学校のいじめ

の問題への対処要領を必ず明記するとともに，各学校の基本方針は，学校のホーム

ページで公表することとした点でございます。次に，今後の予定でございますが，

８月１１日に鈴鹿市議会８月全員協議会で説明させていただいた後，８月１２日か

ら９月１１日の間に，意見公募（パブリックコメント）を実施いたします。その後，

９月１２日に第４回の検討委員会を開催し，最終的な「鈴鹿市いじめ防止基本方針」

を取りまとめ，９月１７日開催の教育委員会９月定例会で，委員の皆様方には，改

めまして御報告させていただきたいと考えております。また，市民の皆様への公表

は，９月２５日開催予定の市長定例記者会見を予定しております。なお，教育委員

会の附属機関等として設置を予定しております「鈴鹿市いじめ問題解決支援委員会」

や市の附属機関として設置予定の「鈴鹿市いじめ調査委員会」等につきましては，

条例で定める必要がございますことから，基本方針策定後の１２月市議会定例会に

必要な組織の設置条例を上程してまいりたいと考えております。以上，ご報告とさ
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せていただきますので，よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）かなり奥の深い問題で，あらゆる角度から色々な方たちとよく考えていただ

いたのだと思います。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。 

 

（岡井委員）昨年度のいじめの発生件数は，小学校，中学校でどれぐらいあったのか，

また，増えているのかどうかを教えてください。その中で長期にわたり解決までに

１箇月ぐらいかかったような深刻な事例は，どれぐらいあったのでしょうか。 

 

（教育支援課長）昨年度，各小中学校から報告されたいじめの件数は，４３件でござい

ます。内訳といたしましては，小学校が２６件，中学校が１７件でございます。な

お，平成２４年度のいわゆる大津市の事件等が発生した年は，４４件でございます

ので，ほぼ同じような件数の報告がある状況でございます。また，長期に及んだ事

例でございますが，小学校の方では保護者等の御理解をいただき，最終的な解決に

至るまでに２か月から３か月を要したという事例が報告されておりますが，幸い大

きな事件につながったということはございませんでした。 

 

（下古谷委員）最終的に冊子になった場合，鈴鹿市の全教職員の方に配布されるという

ことでよろしいでしょうか。 

 

（教育支援課長）全教職員までは行きわたりませんが，冊子としては，各小中学校に配

布いたします。教職員につきましては，概要のリーフレットを作成し，保護者の方々

を含めて，啓発，周知に努めていきたいと現時点では考えております。 

 

（下古谷委員）ありがとうございました。 

 

（岡井委員）８８ページ下から５行目の「いじめられた児童生徒の立場に立って，いじ

めにあたると判断した場合にも，その全てが厳しい指導を要する場合であるとは限

りません。」ということで，その下にも３行ほど例が書いてありますが，あえてこの

５行を載せなければいけないのかと思います。悪意でなく，むしろ好意であったと

しても，結果的にその子が嫌な思いをしたら指導すべきことではないかと思います。

そして，ここに記載がなくても先生達が事実関係を調べていく中で，当然，配慮す

るべきことであって，むしろこういうことは免罪符を与えることになるのではない

かと思います。「私は悪意だったのではない。むしろ好意だったのです。」というこ

とになりかねません。いじめは絶対許されない行為であると何度も書いてあります

ので，こういった対応は当然すべきことであって，これをあえて書く必要はないの

ではないかと思います。もう一つは，９３ページの家庭の役割についてですが，特
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に７行目に「いじめは絶対に許される行為ではないこと等，我が子に責任を持って

徹底して教えていただくように促します。」この部分が書いてあり非常に嬉しく思い

ました。家庭でのいじめの対応というのは，どうしても，「自分の子どもはいじめら

れていないか，友達から嫌なことをされていないか」ということには関心があるの

ですが，「自分の子どもが人に嫌なことをしたり，言ったりしていないか」というこ

とに関心があるのかどうか疑問に思います。もちろん，学校や教育委員会にも責任

はあるのですが，車の両輪として保護者の方も「自分の家からはいじめっ子を出さ

ない，育てない」ということをしっかり認識していただいて，お子さんに対して「今

日は人から嫌なことをされなかったか」ということを確認するのと同じくらい，「人

に嫌なことをしませんでしたか，言いませんでしたか」ということを確認してほし

いのです。いじめる側がいなければいじめはないわけですから。もちろん学校も教

育委員会も考えなければいけませんが，保護者，家庭に対しても，そういうことを

啓発してもらいたいと思います。むしろ，この家庭の役割の部分についても，もっ

とそういったニュアンスを強く出してもらっても良いのではないかと思います。 

 

（福嶋委員）今回の基本方針の策定は「三重県いじめ防止基本方針」をふまえて検討さ

れたということですが，検討する中で，特に熟慮した部分や鈴鹿市らしさを出した

部分はありますか。 

 

（教育支援課長）先ほどの岡井委員の８８ページの下から５行の部分につきましては，

検討委員会を経ておりますので，再度もう一度精査する中でということで，御理解

をお願いしたいと思います。また，福嶋委員の鈴鹿市らしさ等に関する部分ですが，

８５ページの「はじめに」の部分でございます。その中に，教職員や保護者の姿勢

を冒頭に盛り込むことが必要ではないかということで，鈴鹿市としてはここに記載

しました。それから８７ページの二重丸の項目の上から３点目でございますが，「い

じめの問題に正しく向き合う児童を育む」といった所を書き加えたています。また，

先ほど岡井委員からお話のありました「家庭の役割」の点，そして「子どもに育て

ていきたい力」の部分を項目の中に入れた点など，概要ではありますが，鈴鹿市の

特色が表れた部分ではないかと考えております。 

 

（教育長）先ほど岡井委員から御指摘のありました８８ページの下の部分ですが，今回

は報告事項でございまして，この方針につきましては委員会を立ち上げて素案作り

を行っているものでございますので，このまま議会に説明を行い，パブリックコメ

ントを実施していきたいと思っております。そこで，パブリックコメント等におい

て意見が出てきましたら再度検討していきたと思います。先ほど精査するという答

弁がありましたが，この場では確約できませんので御理解をお願いいたします。 

 

（福嶋委員）先ほど下古谷委員からも質問がありましたが，せっかくできた基本方針を
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いかに利用していくか，皆のものにしていくか，これからの使い方についてはどの

ように考えていますか。 

 

（教育支援課長）先ほどの各教職員等への周知に加えまして，市の広報すずかでは１１

月に特集４ページ程度で市民の方に改めて周知をしてまいりたいと思います。それ

から各学校運営協議会では，毎年，学校関係者評価も行っておりますので，そうし

た中で各学校のいじめへの取組みがどのようなものかを見直したり，ＰＤＣＡを行

ったりします。また，教育委員会といたしましても，先ほど報告ありました教育委

員会の点検・評価の中では，毎年，アクションプランを定めておりますので，そう

した中に具体的な年度ごとの取組みや，数値目標を位置付けて，見直し等を行いな

がら定着させていきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）先ほど岡井委員の御意見にもありましたが，家庭環境や保護者の方の考え

方が，いじめの問題にとても影響を及ぼしていくと思いますので，せっかくできた

基本方針をなるべく保護者の方に届けたいと思います。機会を見て取組みを説明す

るなど，より積極的に行っていかなければならないと思います。 

 

（岡井委員）９８ページにも家庭・地域や関係機関と連携した取組について記載がある

ように，家庭に対しては関係者と連携して基本方針の趣旨を広報したり，ケーブル

テレビで大々的に取り上げていただくなどして，啓発をしてもらいたと思います。 

 

（教育支援課長）１１月の広報すずかの特集に掲載していきますので，周知をしっかり

行っていきたいと思います。 

 

（下古谷委員）９８ページの今の部分で，２行目の「し」と「た」の間にスペースがあ

りますので，修正しておいてください。 

 

（委員長）全校集会等で，校長先生から子どもたちにお話をするといった機会はないの

でしょうか。 

 

（教育支援課長）方針ができた後，校長会等の周知の機会の中で検討してまいりたいと

思います。 

 

（委員長）せっかく皆さんが一生懸命に策定してもらいましたので，保護者の方は懇談

会などに集まるのも難しくなっていると思いますので，やはり子どもたちに対して

学校長から向き合っていただくのが良いのではないかと思います。よろしくお願い

します。 
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（岡井委員）いじめを根絶しようという意欲を感じられるので，ぜひ活用していただき

ますようお願いします。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，４番目の「市民学習活性化事業すず

か市民アカデミーまなベルについて」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，昨年度からスタートしまし

た「市民学習活性化事業すずか市民アカデミー『まなベル』」につきまして，報告申

し上げます。１０９ページを御覧ください。この「まなベル」の趣旨・目的でござ

いますが，この「まなベル」を通じて，生涯学習の一環で，市民の皆さんが，「学び

の楽しさ」を実感され，「さらに詳しく知りたい」といったより専門的分野への学習

を支援することで本市の生涯学習をさらに深めていくものでございます。次に，お

世話いただく教育機関ですが，昨年同様，「鈴鹿短期大学」「鈴鹿国際大学」「鈴鹿医

療科学大学」「鈴鹿工業高等専門学校」でございます。これは，本市に４つの高等教

育機関が存在するといった他の市にはない「強み」を活かし，「学官連携」の一環で

も，御協力をいただくものです。次に，本年度のテーマですが，「ＳＵＺＵＫＡの魅

力 再発見」でございます。今回も「すずか」を切り口に，各教育機関の独自性を

活かした講座内容をシリーズで予定しています。詳細は，１１０ページのとおりで

ございまして，鈴鹿の先端技術・観光・子育て・医療・健康等，いずれも興味深い

計６回の講座を予定しています。この「まなベル」を通じて，「詳しく学べる」「分

かりやすく学べる」「楽しく学べる」をモットーに鈴鹿の魅力が再発見でき，市民学

習の活性化の一助として進め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。 

 

（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）この「まなベル」というのは市内教育機関とタイアップするということが

最初にあって作られたものなのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）学官連携で市内４つの高等機関があるという強みを生かして，市民の

さらなる学習意欲に対応しようということが発端でございます。 

 

（福嶋委員）学ぼうという方向には，大学があってそれを利用してせっかくの施設をオ

ープンにしていただくのは良いことだと思いますが，さらに進んで，在野にいらっ

しゃる色々な先生方に何か機会を作っていただいて，将来的にはカリキュラムを組

んでいただくのも一つの方法かと思います。そうすると，もう少しやわらかいテー

マを挙げていただくことができるかもしれません。今のテーマは少し高度な部分が

あるのかなと思いますので，そういった点を考えていただくとよりありがたいなと
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思います。 

 

（生涯学習課長）貴重な御意見ありがとうございます。そのような点も含めて今後も検

討していきたいと思います。なお，昨年度から変更になった点が２点ございます。

１点目は受講対象が昨年度は２０歳以上でしたが，今年度は高校生からに拡大いた

しました。これは，市内の高等教育機関である大学や短期大学に自ら行って体験で

きるという意味も含めて，門戸を拡大させていただきました。もう１点は，お金の

関係ですが，昨年までは６回の講座を一括で３,０００円で行っておりましたが，好

きな講座も興味が薄い講座もありますので，今年からは１講座でも受けていただけ

るようにし，１回５００円，一括の場合は５００円割引で２,５００円になるという

ことも変更しております。 

 

（福嶋委員）色々配慮していただきありがとうございます。先ほどは要望をさせていた

だきましたが，ある意味では，開かれた学校というのが鈴鹿の中にたくさんあって，

一般の方も常に利用して教育を受けていただくということは，とても良いことであ

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，５番目の「栄公民館建設事業につい

て」をお願いします。 

 

（生涯学習課長）それでは，報告事項の５番目「栄公民館建設事業について」説明申し

上げます。１１１ページを御覧ください。栄公民館の建設でございますが，この件

については，昨年８月の教育委員会定例会のその他事項においてその概要を説明し

ていますが，今回，その基本設計の内容が固まりましたので，それらについて報告

申し上げるものでございます。まず，建設の目的ですが，現在の栄公民館について

は昭和５０年度竣工以来，３９年が経過し，老朽化が進んでいることから，新たに

建替え，栄地区の生涯学習の拠点として，整備をするものでございます。なお，現

在と同様，栄地区市民センターの行政機能も合わせた，併設公民館の形態となりま

す。整備概要ですが，１１２ページを御覧ください。建設場所は，現在の公民館か

ら北に約１００ｍの位置。栄小学校の北隣の土地で敷地は約２,１４８㎡。鉄骨平屋

造りで建物面積約５２７㎡を計画しています。これまでの経過と今後の整備スケジ

ュールは，御覧のとおりであり，本年度は，実施設計，水道工事，造成工事，並び

に，建設工事に伴う，入札等の各種手続きを行っていきます。平成２７年度は本格

的な建設工事を進め，そして，平成２８年度オープンに向けて，取組んでまいりま

す。なお，関連事業として，隣接地において栄小学校プール整備事業及び同小学校

屋内運動場整備事業が工事進捗など互いに調整を図りながら教育総務課によって同

時進行で実施されています。次に，当該公民館建設事業の予算でございますが，総

事業費として３億４,７８３万３千円を見込んでおります。次に，当該公民館の設計
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方針でございますが，設計にあたって最も重視したことは，予算や規模など，様々

な制限はありますが，それらの範囲の中で，地元の公民館サークル代表者や関係機

関や団体の皆さんからなる，「地元建設委員会」の御意向を十分反映したものにする

といったことです。具体的には，利用者の利便性を考慮した間取りを踏まえた調理

室を４０.４７㎡とありますが，栄公民館は，現在，料理教室が５つありまして，非

常に多い公民館でございます。現在の建物のスペースが２５㎡と非常に少ないもの

で１.５倍以上の拡大ということで，まずここを基本として，大きくさせていただい

たのが特徴です。もう一つの特徴が交流スペースやトイレ，図書コーナー，会議室，

左半分を全て土足エリアとしました。これは，風除室から入って靴を脱がずに気軽

に利用できるといった要望に応えたものです。また，環境面においては，館内のＬ

ＥＤ照明の積極的利用を考えております。また，建物の特徴として採光の面に配慮

し，腰屋根による採光などを計画しています。これは明るい公民館にしてほしいと

いう要望に応えたものです。以上が説明となりますが，今後，実施設計が固まり，

建設工事に関係する契約の準備が整った時点で，改めて，契約の議案として教育委

員会に上程させていただく予定ですので，よろしくお願いいたします。報告は，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）設計段階から地元の方の意見や環境面の配慮を行っており，最近の公民

館としては非常にすばらしいと思いました。ただ一点だけ教えてください。これだ

けすばらしい建物ができてくると，ソーラーパネルを設置することはできないでし

ょうか。 

 

（生涯学習課長）太陽光発電につきましては，公共施設に対する国や県などの補助メニ

ューを探しておりますが，今のところなかなか無いといった状況です。そういった

予算面のこともありますので，当初としては計画には入れておりません。ただし，

様々な形で，将来的に補助や寄付等があればすぐに利用できるように，あらかじめ

屋根の材質を耐えられる強度に設計しておりまして，そういうことがあった時には

手戻りがないように準備をしているところです。 

 

（下古谷委員）ありがとうございます。 

 

（福嶋委員）今回，興和建築設計が設計していますが，これはどのように選定したので

しょうか。 

 

（生涯学習課長）入札でございます。 
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（福嶋委員）そうしますと，地元の建設委員会の皆さんと設計士さんとの意見交換も，

たくさんあったのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）興和建設設計と地元の建設委員会は常に連絡をとって，例えば，どの

ような壁の色にしようかとか，フローリングはどのようなものにしようかというと

ころまで，非常に回数を多くして建設委員会に参加していただいております。 

 

（福嶋委員）今回は栄公民館ということですが，鈴鹿市の中で，今後，建て替えが必要

な公民館というのもいくつもあるのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 

（生涯学習課長）栄公民館だけではなく，鈴鹿市に３１の公民館がございますが，その

半分以上が築後２０年を経過しているといったようなところでございますので，今

後，予算の関係や公共施設マネジメント白書の考え方もありますが，生涯学習の拠

点，地域づくりの拠点として公民館の役割というのはこれからも非常に重要視され

ておりますので，積極的に予算を確保するように努めていきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）これから高齢化社会を迎えてきますと，近いところで情報交換したり余暇

を楽しんだりということが必要となってきますので，ぜひ予算の確保に努力してい

ただければと思います。 

 

（委員長）今後，公民館というのは災害時の拠点になってくると思うのですが，例えば

この栄公民館において，災害時にこれは強みですという部分はあるのでしょうか 

 

（生涯学習課長）栄公民館は中の川が近く，川が洪水するとこの辺りは１ｍ浸水してし

まうようです。そのため，今の敷地より１ｍ上げて建設するといったところで，洪

水時の対策を行っております。 

 

（岡井委員）１１４ページの図面に地域部屋というものがありますが，これは特別な意

味があるのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）地域部屋というのは，地域づくりのための様々な団体が自由に活動で

きるような部屋でございまして，最近の公民館では，玉垣公民館，稲生公民館，若

松公民館で採用しておりますので，栄公民館も同様に，活動しやすいようにという

ことで確保したところでございます。 

 

（岡井委員）そうしますと，日頃から何かの書類が置いてあったり，パソコンが置いて

あったりして，来館したらすぐに仕事ができるように準備ができている部屋なので

しょうか。 
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（生涯学習課長）そのとおりでございます。地元の備品になるのですが，その各団体の

ロッカーであるとか備品であるとかパソコンであるとか，そういったものを将来置

くであろうと考えております。 

 

（福嶋委員）地域部屋というのは仮の名称なのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）地域部屋というのは，実はそのように呼んでいるところが多いです。

名前が正式に決まったわけではありませんので，地域ルームでも結構だと思います

ので，協議していただきたいと思います。 

 

（委員長）以前，若松の公民館で，地域医療の関係で消防署の方をお招きして，６０歳

台後半から７０歳台の方に対して救急車を呼んだときの実態等についてお話をされ

ていました。そこでは「サイレンを鳴らさないでほしい」など色々なことをお話さ

れていましたが，救急車を運用する実態や救急車を呼ぶ前の段階の措置や判断等に

ついて説明を受けて，最後にはこういう勉強をしてもらってすごく助かった，嬉し

かったと仰っていました。そういう実情にあった医療等の講習をたくさんしていた

だけると良いのではないかと思いましたので，そういったことをどんどん取り入れ

ていただければと思います。ＡＥＤの使い方もほとんど分かっていないということ

で，各公民館で頻繁に行ったら良いのではないかとも仰っていましたので，そちら

も合わせてお願いします。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「夏休み子ども体験博物館について」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６番目「夏休み子ども体験博物館」

について，説明申し上げます。１１６，１１７ページを御覧ください。７月１９日

（土）から８月３１日（日）までの夏休み期間に，小学生，中学生を対象に毎年開

催しております「夏休み子ども体験博物館」を今年度も別紙チラシの内容で開催い

たします。勾玉作り，土笛作り，火起こし体験の他，夏休み限定講座として，「プチ

考古学者体験講座」や自然素材を使った工作等を行います。これらは例年，夏休み

の工作として大変好評を得ております。昨年抽選もれにより御迷惑をおかけした講

座につきましては，定員を増やしたり，開催日数を２日にし，講座回数を増やした

りしております。また，希望者が集中した場合は，材料や製作時間の関係もありま

すが，その場で人数を増やしたり，回数を増やしたりするなど柔軟な対応を心掛け，

たくさんの方に体験していただけるよう配慮する予定でございます。なお，前回に

も御意見をいただいております暑さ対策でございますが，例えば，竹細工などは，

竹を切るときだけ外で行い，後は屋内での作業となり，全てを外で行うわけではご

ざいません。大変暑い時期で御迷惑をお掛けしますが，各自で暑さ対策をしていた

だくなど，御理解をお願いしたいと思っております。また，夏休み期間中は，毎日
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１００人程の来館者が見込まれますので，例年，考古博物館サポート会や国分町ボ

ランティア隊の皆さんに講座のお手伝いをしていただきながら実施しているところ

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。 

 

（下古谷委員）色々と御配慮いただきありがとうございます。例えば，火起こし体験で

すと屋外で開催のため中止の場合がありますと書いてありますので，これは屋外で

行うものだと分かるのですが，自然素材で工作してみようには，どれが屋外でどれ

が屋内かは分からないので，もし屋外で行うものがあるのであれば，そのようなコ

メントを書いてもらえるとありがたいと思います。 

 

（福嶋委員）博物館のスタッフも限られていまして，今年もたくさんの方が集まってい

ただくようですので，ありがたいなと思っております。やはりサポート会やボラン

ティア隊の方は大切だなと思うのですが，どれくらいの方がサポートしていただい

ているのでしょうか。 

 

（考古博物館長）サポート会のメンバーは２５名ほどいらっしゃるのですが，毎日来て

いただくわけではありません。夏の期間につきましては，ほとんど地元の国分町ボ

ランティア隊の方に来ていただく予定で，実数は分からないのですが，代表の方が

今日は何人というかたちで，だいたい３名ほどですが調整していただいて回ってお

ります。スタッフの少ない中で本当に大変助かっております。 

 

（福嶋委員）博物館や図書館などは地元との連携はとても大切だと思いますので，見習

うことがあれば私たちも見習いたいと思います。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，その他の事項の「８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）８月教育委員会定例会を８月１２日火曜日午後１時３０分から開催い

たしたいと考えておりますがいかがでしょうか。 

 

（委員長）御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので，８月教育委員会定例会を８月１２日火曜日午後１

時３０分から開催することにいたします。それでは，これをもちまして７月教育委
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員会定例会を終了します。ありがとうございました。 

 

７月教育委員会定例会終了 午後３時５３分 

 

  以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

           委員長 伊藤 久仁子 

 

           委 員 下古谷 博司 


