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平成２６年８月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日時 平成２６年８月１２日（火）午後１時３０分から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所本館１１階教育委員会室 

 

３ 出席委員 伊藤久仁子，下古谷博司，福嶋礼子，岡井敬治，長谷川正人 

 

４ 議場に出席した職員 

文化振興部長（古川滋），教育次長（篠原政也），参事（冨田佳宏），教育総務課長（前

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

村元彦），参事兼文化課長（井上陽子），参事兼スポーツ課長（藤井康彰），教育指導

課副参事兼指導グループリーダー（山田純生），書記（永井洋一），書記（岡憲利） 

 

５ 議事 

（１）平成２６年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案について（教育総務課・文化課） 

（２）工事請負契約の変更について（鈴鹿市第二学校給食センター建築工事） 

（教育総務課） 

（３）平成２７年度使用小学校教科用図書の採択について     （教育指導課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２７年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要綱について     （学校教育課） 

 

７ その他 

（１）学校図書館の利用について                 （教育指導課） 

（２）教育委員会懇談会及び９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名 

 

（委員長）それでは，平成２６年８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

１６４４号「平成２６年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）平成２６年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案を９月市議会定例会に提出する

について，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第３号の規定により，この

議案を提出します。なお，詳細は教育総務課長と文化課長から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１６４４号「平成２６年度鈴鹿市教育費第１号補正
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予算案について」まず，私から，教育委員会所管の予算案について一括して説明申し

上げ，その後，文化振興部所管分について，文化課長から説明申し上げます。議案書

の２ページを御覧ください。まず，１番の教育費補正額でございますが，補正前の額

は，６９億６,８２４万９千円でございます。今回の補正額は，９,８４４万１千円の

増額補正をお願いするものでございまして，補正後の額は，７０億６,６６９万円と

なります。次に，補正額９,８４４万１千円の財源内訳でございますが，国県支出金

が８４６万４千円の増額，地方債が５８０万円の増額，その他が３２０万円の増額，

一般財源が８,０９７万７千円の増額でございます。次に，２番の教育費補正額内訳

について，説明いたします。まず，教育総務費教育振興費の「教育情報化推進費」

３,６７７万５千円でございますが，これは，教職員が使用する校務用のパソコンの

配備を推進する費用でございまして，小学校に教育用のタブレットパソコンを導入す

ることにより，使用しなくなる教育用のデスクトップパソコン１８９台を校務用に転

換する際に必要となる再セットアップの費用，そして，新規のノートパソコン２１０

台を購入する費用等でございます。次に，「学校人権教育費」１０５万円でございま

すが，これは，三重県人権教育基本方針に則した「人権感覚あふれる学校づくり」の

先進的実践を開発するために清和小学校を研究指定校といたしまして，人権意識を培

うための学校教育の在り方について研究を行うものでございまして，これが２０万円，

そして，いじめや差別などの背景にあるものを解決し，未然に防止するための地域連

携の仕組みとして，天栄中学校区において，学校，ＰＴＡ，自治会等により構成され

る「子ども支援ネットワーク」を構築し，体験活動等を通じて，子どもたちの自尊感

情や学習意欲の向上を図るための活動費８５万円，併せて，１０５万円でございます。

なお，財源は，全額，県からの委託金でございます。次に，「外国人児童生徒サポート

事業費／適応支援事業費」２９万６千円でございますが，これは，現在，外国人児童

生徒の適応指導のために，在籍児童生徒が多い学校に指導助手を配置したり，多言語

化への対応のため支援員を派遣したりする事業を行っておりますが，この度，外国人

児童生徒の放課後等における学習や補充学習等を実施する際の，教員免許所有者や退

職教員，地域人材等による学習支援や多言語化する外国籍児童生徒の適応支援の充実

を図るための県の補助金２９万６千円が認められましたので，その分の増額をお願い

するものでございます。次に，「英語コミュニケーション力向上事業費」３００万円

でございますが，これは，英語に慣れ親しませながら，コミュニケーション能力の素

地を養うことを目的に，小学校における発達段階に応じた英語指導法の研究・開発を

行い，その普及，啓発を図るため，合川小学校を研究モデル校に指定し，実施しよう

とするものでございます。なお，財源は，全額，県からの委託金でございます。次に，

「教育課程研究指定校事業費」４１万８千円でございますが，これは，技術・家庭科

を通して，学習指導要領の趣旨である知識・技術を活用する力，思考力・判断力・表

現力の育成を目指し，ともに学び合う授業づくりを進めるための教育課程の調査研究

を，創徳中学校を研究校に指定して行うものでございます。なお，財源は，全額，県

からの委託金でございます。次に，「みえスタディ・チェック事業費」３２４万４千

円でございますが，これは，三重県版の学力調査として，県が作成する「みえスタデ

ィ・チェック」のテストを活用した学力調査研究を行うもので，調査結果に基づき，
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児童生徒の学力状況をきめ細かく把握し，授業改善及び個に応じた指導につなげるも

のでございます。今回の補正予算については，これを実施するための問題用紙等の印

刷経費をお願いするものでございます。続きまして，小学校費学校管理費の「施設管

理費／維持修繕費」１,５５０万円でございますが，これは，石薬師小学校のプール

施設について，老朽化による水槽内の損傷が著しく，水泳の授業に支障を来たす状態

となってきていることから，修繕工事を行うものでございます。次に，「施設整備費

／つり天井改修」８７０万円でございますが，これは，資材・労務単価の物価上昇等

の理由により設計金額を精査したこと，及びＬＥＤ照明の導入にかかる工事請負費の

増額でございます。なお，補正額８７０万円の内，３分の１に当たる２９０万円は国

の補助金を，残る３分の２の５８０万円は地方債を充当しております。続きまして，

中学校費学校管理費の「施設管理費／維持修繕費」１,５５０万円でございますが，

これは，白鳥中学校のプール施設について，老朽化による水槽内の損傷が著しく，水

泳の授業に支障を来たす状態となってきていることから，修繕工事を行うものでござ

います。続きまして，社会教育費社会教育総務費の「コミュニティ・スクール推進事

業費」８０万円でございますが，これは，学校長がリーダーシップを発揮するための

学校裁量権の拡大等により，自律的・組織的，また特色ある学校運営体制を構築し，

保護者や地域住民の力を学校運営に活かす「地域とともにある学校づくり」を効果的

に推進するため，学校管理職や学校運営協議会委員のマネジメント力向上に向けた研

修会や実践交流会を実施するものでございます。なお，財源は，全額，国からの委託

金でございます。続きまして，保健体育費学校給食センター費の「第二学校給食セン

ター施設整備費」８１０万円でございますが，これは，資材・労務単価の物価上昇等

の理由により設計金額を精査したことによる工事請負費の増額でございまして，主に，

電気・機械設備の資材価格高騰及び照明や換気設備等の軽微な設計の変更によるもの

でございます。続きまして，３番の繰越明許費でございますが，教育情報化推進事業

費２,４３４万２千円は，先ほど説明いたしました校務用パソコン導入経費の内，新

規ノートパソコン導入に係る部分の経費でございまして，新規ノートパソコンの調達

行為の結果，契約額が２,０００万円を超えた場合には，契約の締結に当たり，市議

会の議決が必要となることから，機器調達事務の期間及び納期が確保できない可能性

があり，次年度への繰越となることが予想されますので，繰越をお願いするものでご

ざいます。続きまして，４番の地方債補正の小学校建設事業でございますが，限度額

を，補正前の９,２４０万円から，補正後の９,８２０万円への増額をお願いするもの

でございまして，これは，先ほど説明いたしました小学校費の「施設管理費／つり天

井改修」に係る財源として地方債５８０万円を増額して充当したことによるものでご

ざいます。以上が，教育委員会所管の予算案でございます。 

 

（文化課長）それでは，私からは議案第１６４４号「平成２６年度鈴鹿市教育費第１号

補正予算案」の文化振興部所管分について説明申し上げます。まず，歳入につきまし

ては，その他の財源を３２０万円増額するものでございます。内訳としましては，公

益財団法人日本海事科学振興財団からの大黒屋光太夫記念館特別展助成金が７０万

円，財団法人自治総合センターからの一般コミュニティ助成金が２５０万円でござい
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ます。次に，歳出につきましては，社会教育費の文化財保護費を３２０万円増額する

ものでございます。内訳でございますが，一つ目は，公益財団法人日本海事科学振興

財団からの助成金を活用した大黒屋光太夫記念館の特別展事業費７０万円でござい

まして，ワークショップの開催や外部借用資料の燻蒸，展示パネル製作等にかかる経

費でございます。二つ目が，財団法人自治総合センターからの一般コミュニティ助成

金を活用した勝速日神社祭礼用白子東町屋台の水引幕修復事業にかかる指定文化財

修復補助金２５０万円でございます。次に，保健体育費の体育振興費，１８５万８千

円でございますが，６月の教育委員会定例会で御報告申し上げました，都市対抗野球

大会に係る補正でございます。主な内容としましては，市民応援団の派遣経費や壮行

会の開催経費，鈴鹿市紹介ビデオの作成経費などでございます。また，委員の皆様に

は東京ドームまで足をお運びいただきましてありがとうございました。以上で，文化

振興部所管に係る補正予算の説明を終わらせて頂きます。よろしく御審議いただきま

すようお願い申し上げます。 

 

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

 

（福嶋委員）私からは，３点質問したいと思います。まずは「教育情報化推進費」のパソ

コンのことです。パソコンは教師一人に対し一台あるのが理想的だと思っています。

現在，学校単位でどれだけの台数を持っているのか，そして，どれだけ足りないのか

といった実情を教えてください。もう一点は，合川小学校の「英語コミュニケーショ

ン力向上事業費」です。これは今回の核になっているものですので，財源を確保して

３００万円を投入することはとても良いことだと思います。特別な事業ですので他の

予算がついていると思いますが，合川小学校に対しては英語コミュニケーション力を

向上するということでどのような予算があって，全体ではどれだけの予算がついてい

るのかを教えてください。最後に「みえスタディ・チェック事業費」についてです。

これは県内全市が受けることになったと聞いていますが，この事業は先生方の負担に

なる部分があるのかなと思っております。その辺りのことについて教えてください。 

 

（教育総務課長）校務用パソコンの現状ですが，鈴鹿市においては教職員数１,１７４人

で，配備台数は，現在２６１台です。配備率は２２％となっており，非常に低い状況

です。近隣では四日市市，津市，伊勢市，松阪市，伊賀市などは，ほぼ１００％とな

っております。１００％に満たない亀山市，桑名市につきましても，５０％，８０％

の配備率ですので，鈴鹿市は非常に低いのが現状です。 

 

（福嶋委員）できるだけ予算を確保して，早急に１００％に近づけていただきたいと思

います。 

 

（教育指導課長）合川小学校に関する他の予算の件ですが，県の事業の他に，市の財源

として国際化教育推進費があります。８月からはＪＥＴプログラム「語学指導等を行

う外国青年招致事業」を活用いたしまして，ＡＬＴの派遣費用として２３６万円を計
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上しております。また「特色ある学校づくり」の事業では４５万円を計上しておりま

す。そして，「ＩＣＴ活用推進モデル事業」がありまして，これは平田野中学校と稲

生小学校と合川小学校とを合わせて１千万円を計上しておりますが，この予算の内か

ら合川小学校分としてタブレット型のパソコンを２０台整備して，支援を行っていき

ます。 

 

（福嶋委員）財源は充実しているということですね。財源が整ってきたのであれば，次

はソフト面や先生たちが円滑に授業を推進できるように，そのような点も整備してい

ただきたいと思います。 

 

（教育指導課長）その点につきましては，「総合的な学習の時間」の中で，英語を使わな

ければいけないような，ストーリー性のある学習の流れを，夏休みの研修として取り

組んでおります。例えば，国際化教育指導員である「ヘンリーさんの出身国の遊びを

しよう」，米作りを行う時に「外国のお米についても調べてみよう」，修学旅行等に行

った時に「合川の歴史について外国人の方に紹介をしよう」，といったカリキュラム

を作成しております。２点目の「みえスタディ・チェック事業費」についてですが，

こちらは県の事業で，参加の意思は学校で選んで決めるとなっております。実質的に

は市としても指導していくことになります。県によりますと学習到達度を見るという

ことで，学校で問題をダウンロードし，そして学校で印刷した後，学校の先生が実践

を行い，採点して，支援ツールに入力して県に報告をします。全て学校負担になって

おります。この事業については，各学校で自由な財源も確保されておりません。そこ

で，市としましても，印刷をして学校に問題を届けるという支援を行うために予算を

計上しました。 

 

（福嶋委員）学力検査については全国学力検査があります。そうすると，県の狙いは，

細かく弱いところを見つけよう，ということなのでしょうか。 

 

（教育指導課長）一人ひとりの強みや弱みを明らかにしていこうという考えだと思いま

す。また，学力学習状況調査は中学３年生と小学校６年生で行われていますが，この

スタディ・チェックに関しては，小学校１年生から中学校３年生まで全学年で行うこ

とになっております。その他の学年も細かく調査するといった狙いがあると思います。 

 

（福嶋委員）その結果は，先生自身が分析されて授業にも反映することができるような，

報告も受けられるのですか。そして，県としても調査ができるということですか。 

 

（教育指導課長）そのような狙いもあると思います。 

 

（福嶋委員）では，それぞれの先生に細かくフィードバックされるということですね。 

 

（教育指導課長）そのようなツールもあると聞いております。まだ確認はしておりませ
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んが，配布されると思います。 

 

（下古谷委員）福嶋委員の質問と関連があるのですが，ノートパソコンが配布されると，

先生方がアプリケーションを使うためにソフト面での整備も必要になると思います。

そのための必要な費用も予算化されていますか。または，ソフト自体は用意されてい

て，お金がかからないのでしょうか。 

 

（教育総務課長）今回の補正において，マイクロソフト Officeのインストールを考えて

おります。エクセル・ワードは使用することができます。 

 

（下古谷委員）ネットワークに繋ぐと，当然セキュリティーが問題になります。そうい

ったセキュリティーソフトについては考えていますか。 

 

（教育総務課長）それも，含んでおります。 

 

（下古谷委員）マイクロソフト Officeにしても Windowsにしても数年ごとにバージョン

アップします。多くの台数があれば，恒常的にバージョンアップするとそれだけお金

もかかってくると思います。今後，様々な面で予算立てが必要となってくるのかなと

思います。このようなソフトウェアを購入されるときは，教育委員会という組織で契

約することで一台辺りの経費が通常経費よりかなり安くなる，ライセンス制度で契約

するとかなり経費が抑えられることもあります。また，それ以外にも先生方が使いた

いなと思うソフトウェアというのが無料でダウンロードできるような契約もあるか

と思います。私の大学ではマイクロソフト Office と学校とで契約しており，学生自

身は，マイクロソフト Office を１,０００円以下で買えるような特典もあるようで

す。そのようなことも考えていただけたらと思います。 

 

（岡井委員）合川小学校の英語については県から３００万円，コミュニティ・スクール

については国から８０万円と国や県の事業を活用されて非常に良いと思います。です

が，恒久的にこの助成はないと思います。概ね県や国からは何年ぐらい，助成しても

らえるのでしょうか。また，助成がなくなった時，市で継続させていくための手立て

は考えていますか。それから，文化財の修繕や，大黒屋光太夫の特別記念展は公益財

団法人の助成をうまく利用していますが，これらは公益財団法人より毎年案内がくる

のか，または，市側で探して応募しているのでしょうか。助成に至った経緯を教えて

ください。他にもこのような助成があればどんどん利用していただきたいと思います。 

 

（教育指導課長）合川小学校の制度に関しましては，単年度になります。三重県もグロ

ーバル人材を育てるということから，非常に力を入れております。今，県内では３市

が受けており，鈴鹿もその一つです。非常に期待されています。 

 

（教育支援課長）コミュニティ・スクール推進事業につきましても単年度の事業でござ
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います。毎年様々な事業に留意しつつ，市として活用できるものにつきましては今後

も積極的に活用をしたいと考えております。なお，市単独予算でもコミュニティ・ス

クール推進事業は別途認められております。そういったものを含めながら今後もでき

るだけ効果があるような予算運用，予算措置に努めてまいります。 

 

（文化課長）コミュニティ助成事業につきましても単年度事業でございます。県から連

絡があって申込みを行い，決定をいただいております。これは単年度の助成金であり，

１００％いただけるものです。もう一つの公益財団法人の日本海事科学振興財団は，

このような補助金制度があるということを存じております。事業を行う中で趣旨に合

ったものを鈴鹿市から申請をしまして決定されております。これも単年度のものです。 

 

（岡井委員）公益財団法人の助成については，基本的に毎年このような制度はあるので

しょうか。 

 

（文化振興部長）制度的にはずっとございます。ただ，今年度から少し変わりまして，

今までは広く配分されていましたが，今年度からは重点配分に変えると聞いておりま

した。重点配分になりますと，光太夫の内容では難しいかなと思っておりましたので，

最低限のことは市費の当初予算で行おうと考え，当初予算１９０万円を組みました。

もし補助金が受けられるようになれば，外部借用資料の燻蒸等や色々な部分ができる

ようになりますので，内容を充実させようと考えておりました。そして，今回は７０

万円いただけることになりましたので，企画展をバージョンアップして行っていくこ

ととなりました。 

 

（福嶋委員）財団法人の補助金というのは他よりも特に際立ったアイデアのところに配

分されると思います。そのような面でも企画力を強めて，たくさん財源を得られるよ

うにお願いしたいと思います。 

 

（委員長）ベルフォンテン市から鈴鹿市への受入れで合川小学校と何か交流はありまし

たか。 

 

（教育指導課長）７月２５日にベルフォンテン市の子どもたちが鈴鹿市に来まして天栄

中学校区で受け入れてもらいました。郡山小学校，栄小学校，天名小学校，合川小学

校が天栄中学校区です。郡山小学校で交流を行いました。 

 

（委員長）色々な制度はあると思いますが，お友達になった子どもたちによる文通等，

そういった生きた英語が一番身になると思います。ベルフォンテン市から鈴鹿市への

受入れの計画は毎年あるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）ベルフォンテン市から鈴鹿市への今回の受入れは何年かぶりでした。

鈴鹿市からベルフォンテン市へ訪れるという交流はしております。 
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（委員長）最終的にはそれぞれの滞在をホームステイで受けることが一番良い英語にな

ると思います。せっかく天栄中学校区自体にやる気が出ている時ですので，ホームス

テイを行い，学校で勉強したことを生きた日常につなげていただくことでより効果が

出るのではないかと思います。ホームステイは食費が主で，費用もあまりかからない

と思いますので，そういった事業も考えていただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）先ほどパソコンの普及率が２２％ということに驚きました。以前視察した

ときに，ある市では，通常のルートでパソコンを買うのではなく，パソコンを作って

いる企業から安く購入するといったアイデアを絞ってパソコンを調達しているとこ

ろもありました。そういったことも少し考えて行ってみてはどうかと思います。 

 

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

します。議案第１６４４号「平成２６年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案について」

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１６４４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１６４５号「工事請負契約の変更について（鈴鹿市第

二学校給食センター建築工事）」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市第二学校給食センター建築工事の請負契約を変更するに当たり，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，３ページ，議案第１６４５号「工事請負契約の変更につい

て（鈴鹿市第二学校給食センター建築工事）」を説明申し上げます。この工事請負契

約の変更は，労務単価の上昇や鋼材などの建設資材の物価高騰によるものでございま

して，当該工事契約書の物価スライド条項に基づき，施工業者である大野・杉之内第

二学校給食センター特定建設工事共同企業体と，変更前の工事請負金額６億４６９万

２,０００円から，３,７８１万２,９６０円を増額し，６億４,２５０万４,９６０円

の変更契約を締結するに当たりまして，９月市議会定例会に提出するため，御審議い

ただくものでございます。以上です。 

 

（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。 

 

（岡井委員）例えば，人件費の労務単価の上昇や資材が高騰した場合には５％の範囲で
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は価格の上増しができるものとするといった内容が契約書にあるのでしょうか。つま

り，最初にこの額で工事ができるであろうと落札したのだと思いますが，何か突発的

な事情が生じた時に，何％以内なら変更できるといったことが契約にあるのでしょう

か。 

 

（教育総務課）工事契約書の「物価スライド条項」というものがあります。国の内容と

しましては，「予期することのできない特別の事情により工期内に日本国内において

急激なインフレーション，又はデフレーションが生じ請負代金等が著しく不適当とな

ったときには発注者又は受注者は前各項の規定に関わらず請負代金額の変更を請求

することができる」というものです。これは国の内容ですが，このことについて県か

らも通知があり，また，庁内的にも契約調達課からの通知によって細かい計算式が決

められています。アベノミクスの影響等で賃金等，労務単価が上昇していることは周

知の事実でございますので，そういった中で認められたものでございます。 

 

（下古谷委員）今の内容は，基本的には建築分野での物価上昇ということでしょうか。

全体の産業を含めてというわけではないということですか。 

 

（参事）ここで議案として上程していますのは，建築の部分だけでございます。給食セ

ンターについては，建築以外にも，機械については機械の，電気については電気の部

分で物価スライドがありますが，今回は，建築の部分だけでございます。 

 

（福嶋委員）物価スライド制が施行されたのは２年ほど前ですか。 

 

（参事）制度としては以前からあると思います。ただ今回の件は，鈴鹿市の場合ですと

３月から適用となっております。今の状況をみて，国，県，鈴鹿市としても，３月時

点でかなり物価スライドが必要と判断しました。そのことによって今回は見直しを行

いました。 

 

（福嶋委員）かなり以前から物価スライド制はあったけれども，大幅に上がったのがこ

の３月だったということですね。 

 

（参事）そのとおりでございます。 

 

（福嶋委員）そうしますと，今まではこのような適用はなかったということですね。 

 

（参事）私が教育委員会事務局に在籍している期間には適用はありませんでした。水道

局では鋳鉄管の費用が非常に上昇したということがあり，厚生労働省からその部分の

物価上昇は考慮するように通知があったことはあります。 

 

（委員長）最近新聞でも，東北の復興やオリンピックに向けて人件費が高騰してきてい
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ると載っています。元の金額が高いので何％といっても金額は多くなるのですが，建

物に関して３,７８１万２,９６０円かかっているというのは多いですね。今後，厨房

の機材等様々なものについて，値上がりの可能性を完成までに大いに含んでいるとい

うことですか。 

 

（参事）主には建築です。建築ですと特に労務単価が全報酬７％ほど上がっています。

それから，鋼材ですとこの工事の場合は鉄筋で１５％ほど上がっています。そして，

型枠工事ですと２１％，鉄骨は１３％上がっています。ですので，大きいのは建築の

部分です。あと，電機の部分も一部で物価スライドがあるように聞いておりますが，

機械と厨房についてはないと聞いております。 

 

（委員長）不調が多い中で工事に入っていますので，完成していただきたいと思います。

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，お諮りします。

議案第１６４５号「工事請負契約の変更について（鈴鹿市第二学校給食センター建築

工事）」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１６４５号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，議案第１６４６号「平成２７年度使用小学校教科用図書の採択につ

いて」でございますが，北勢第３地区教科用図書採択協議会において採択業務が法的

に終了する８月３１日までは，採択事務の公正を確保するため，協議会の議事録，調

査報告書等の採択事務に関する文書を非公開としておりますことから本議案の審議

につきましては，事務の公正を確保する観点から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。また，本会議の会議録についても，北勢第３地区教科用図書採択協議会の

取り扱いと同様に採択業務が法的に終了する８月３１日までは，非公開とし，それ以

後につきましては，公開することといたしたいと存じますが，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，本会議を非公開にする

ことといたします。なお，本会議の会議録は，８月３１日までを非公開とし，それ以

後につきましては，公開することといたします。 

 

《関係者（委員長・委員・教育長・教育次長・参事・教育総務課長・教育指導課長・ 

教育指導課副参事兼指導グループリーダー・書記）以外退室》 

 

（書記）図書の搬入を教育指導課職員へ指示 



11 

 

《図書の搬入》 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）平成２７年度使用小学校教科用図書を採択するについて，鈴鹿市教育委員会

教育長事務委任等規則第１条第１１号の規定により，この議案を提出します。なお，

詳細は教育指導課長から説明いたします。 

 

（教育指導課長）平成２７年度に使用する小学校教科用図書の採択につきましては，「義

務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」第１３条第４項により，県の指

導・助言を受けながら，鈴鹿市・亀山市の２市で北勢第３地区教科用図書採択協議会

を組織して進めてまいりました。各教科の調査につきましては，６月９日を始めとし

て，調査会を３回から４回開催し調査をして参りました。去る７月２９日，第２回の

当協議会が開催され，採択地区内の各教育委員会に推薦する平成２７年度使用小学校

教科用図書が決まりましたので，提案させていただきます。お手元の資料を御覧くだ

さい。小学校は，９教科１１種目について調査を行いました。学習指導要領の内容に

基づき，当地区内の児童が使用するにふさわしい教科書を採択するという基本方針の

下，取扱内容，内容の選択及び扱い，内容の程度，内容の構成及び配列，創意工夫，

使用上の便宜など，幅広い観点から教科用図書を入念に調査いたしました。また，６

月１３日から１４日間行われた教科書法定展示会や，６月４日から３週間，小学校で

行われた移動展示会におけるアンケート用紙から保護者や一般の方々の意見も参考

にさせていただき，教育委員会に推薦する９教科１１種目の教科用図書を決定いたし

ました。このあと，教科別に説明させていただきますので，御承認をよろしくお願い

いたします。では，国語から推薦する教科用図書及び推薦理由を説明させていただき

ます。「国語」につきましては，「光村図書出版」を推薦いたします。その理由といた

しましては，１学年ではほのぼのとしたやさしさを感じ取れる「たぬきの糸車」を，

６学年の卒業前には「海の命」を取り上げ，自分の生き方を考える機会とするように，

児童の発達段階や学年に応じた教材が配置されています。また，「話す・聞く」，「読

む」，「書く」の各領域も一時にかたまらないように，物語や説明文，コラムというよ

うにバランスよく配置されています。１，２学年の説明文では，栽培や生き物の観察

に加えて町探検など他教科との関連も考慮されています。伝統的な言語文化に関する

指導においても，絵巻物の「鳥獣戯画」や狂言の「柿山伏」を取り上げ，古典であっ

ても児童が興味を持って学習できるように構成されています。言語についても，各学

年で，四季に合わせて「季節の言葉」という単元を設けています。その季節の身近な

言葉や意味深い言葉を取り上げ，日本の季節を感じながら言語感覚を養う活動となっ

ています。読書活動についても，単元の終わりに，その題材と関係する書物を紹介す

るとともに，巻末では本の写真と作者，解説が記載されており，児童が読書活動を進

めていくうえでの助けとなっています。また，イメージを補ったり，文章の意味をわ

かりやすくしたりするための挿絵や写真についても，きれいではっきりとしているだ
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けでなく，記述の読み取りをじゃましない工夫が随所に見られます。以上の理由から，

「光村図書出版」を推薦いたします。次に，「書写」につきましては，「東京書籍」を

推薦いたします。その理由といたしましては，書写においては，字のそれぞれの部分

的な形を詳しく見ることが必要となります。したがって，手本となる字体や大きさが

重要となってきます。硬筆や毛筆ともに字体や大きさなどがわかりやすく編集されて

います。また，１学年のはじめや毛筆が始まる３学年のはじめには，鉛筆や筆の持ち

方のほか，穂先の運びなどが写真等で示されており，入門時にていねいな指導を進め

ることができるように配慮されています。さらに，各学年で児童の発達段階を考慮し

た題材が選ばれており，児童にとって学習に取り組みやすくなっています。例えば，

３学年の書初めの題材として「正月」という漢字を取り上げたり，６学年の終わりに

は「希望」という題材を構成したりしています。他にも，全学年において「学習をふ

り返ろう」という項目を設けて，自己評価ができるように工夫されています。以上の

理由から，「東京書籍」を推薦いたします。次に，「社会」につきましては，「日本文教

出版」を推薦いたします。その理由といたしましては，各学年とも「学び方・調べ方

コーナー」が設けられており，観察や調査資料の読み取り，表現活動などの技能につ

いて，具体的なポイントが示されており，児童の実態に応じ，主体的に学習を進める

ことができるように工夫されています。また，重要語句はゴシック体を使い，文中で

目立つよう配慮されています。また，地域の教材を有効に取り扱っており，児童にと

って身近な教材として興味を引く内容になっています。例えば，３・４年「店ではた

らく人びとの仕事」では，スーパーマーケットマックスバリュが，５年「自動車工業

のさかんな地域」では，本田技研工業鈴鹿製作所やＴＳテック，「国土の環境を守る」

では，四日市公害について取り上げ，原告の話も掲載されるなど，鈴鹿市，亀山市や

周辺地域の関連工場の見学等を通して学習が展開されており，児童が親しみをもち，

学習できる内容となっています。以上の理由から，「日本文教出版」を推薦いたしま

す。次に，「地図」につきましては，「帝国書院」を推薦いたします。その理由といた

しましては，「地図のなりたちとやくそくごと」「地図帳の使い方」では，新しく地図

を学ぶ児童のために，分かりやすく説明されており，地図に親しみが持てるようにな

っています。また，見開きで地図が構成されており，縦の見開き，横の見開きを有効

に使い，日本列島や世界の地域の東西南北の広がりが分かりやすく捉えられるように

工夫されています。また，鈴鹿市・亀山市が大きく掲載されており，旧市町村名であ

る関町も記載されています。また，絵図やイラスト，写真がたくさん使われ，視覚的

に分かりやすくなっています。さらに，世界の人々の文化や生活を理解するための資

料として，世界の地域ごとに国旗や特徴的な写真が掲載され，理解しやすくなってい

ます。以上の理由から，「帝国書院」を推薦いたします。次に，「算数」につきまして

は，「東京書籍」を推薦いたします。その理由といたしましては，基礎的・基本的な内

容を身につける上で，単元末には適切な分量の練習問題が準備され，巻末に「ほじゅ

うのもんだい」が用意されています。そこでは，単元のどこに戻れば解決できるかの

ヒントが表記されており，自主的な学習ができるよう配慮されています。また，特設

ページ「どんな計算になるのかな」「考える力を伸ばそう」「かたちであそぼう」を設

定し，きまりを見つけたり，図・表・式を使って考えたり，ちがいに目をつける等，
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数学的な思考力・判断力・表現力を身につけさせるための内容が配置されています。

そして「算数マイノートをつくろう」を掲載し，自分の考えをノートに書くこと，ま

ちがえたところは消しゴムを使わないで二重線をひくこと，学習中に気づいたことは

吹き出しに書くこと，など具体的な説明もあります。さらに，他教科や総合的な学習

（伝統文化・国際理解・環境教育）の教材を取り上げられて，生活の中に算数がある

ことを考えさせています。写真や絵を多く用いて，児童にとってわかりやすい工夫が

されています。「考えよう伝えよう」で，思考活動・表現活動を具体的に示し，自分の

考えを式や図，表などを用いて表現したり，友だちの考えを読み取って伝え合ったり

する学習展開が提示されており，言語活動の充実が図れるよう工夫されています。以

上の理由から，「東京書籍」を推薦いたします。次に，「理科」につきましては，「新興

出版社啓林館」を推薦いたします。その理由といたしましては，６年生の８ページ「や

ってみよう！」で，上だけ開いた缶と下にも穴を開けた缶で割り箸を燃やし，燃え方

の違いから疑問が生まれ，調べる学習活動が始まっています。児童が同じ経験をする

中で生まれた問題を解決していくという学習の流れになっており，児童が主体的に問

題解決に取組んでいくと考えます。また，「実験」のページに，記録や考察の視点が

示されており，児童が学習活動を進めていく上で手がかりとなると考えます。別冊に

「わくわく理科プラス」があり，学習のはじめに，これまでの生活経験などから自分

の考えを書くことによって，主体的に観察・実験に取り組めるようになると考えます。

また，１９ページの「まとめよう」で，吹き出しを使って単元で学習したことをどの

ようにまとめたら良いのかを示したり，手書き風に書くことで，ノートへの書き方が

イメージしやすくしたりして，書きながら学んだことを振り返り，さらに，次のペー

ジの「たしかめよう」「力だめし」，そして「わくわく理科プラス」で基礎的・基本的

な知識・技能の定着を図っています。「てこのはたらき」の単元でも，１４４ページ

のように，バールを使ってくぎをぬく活動から入っています。また，「人や動物の体」

の単元では，２５ページのように，児童が抵抗なく意欲的に取り組める実験方法が提

示されています。さらに，四季に応じて学習ができるように配列されていて，観察や

実験が行いやすい構成となっています。また，観察に使う植物が選択できるように配

慮されています。以上の理由から，「新興出版社啓林館」を推薦いたします。次に，

「生活」につきましては，「新興出版社啓林館」を推薦いたします。その理由といた

しましては，活動や体験したことを基に「もっと，こうしたい」という思いを，子ど

もの言葉やイラストで示し，活動の広がりを支援しています。学習活動の展開のしや

すさ，指導のしやすさに配慮されていました。また，気付きの質を高める学習活動が，

具体的な活動を子どもたちが行う中で，生み出されるように工夫されています。言語

活動によって友達や家族などに伝え合い，認め合ったり振り返ったりする活動を随所

に取り入れています。そして，安全に関わる内容も，子ども自身が気付き，身を守る

ことができるよう配慮されています。また，入学当初の子どもたちが学校生活に徐々

に慣れていくよう生活科を中心にして，丁寧なカリキュラム構成をしています。以上

の理由から，「新興出版社啓林館」を推薦いたします。次に，「音楽」につきましては，

「教育芸術社」を推薦いたします。その理由といたしましては，音楽的な能力を段階

的に身に付けていくという観点から，より柔軟で弾力的な学習活動が行えるよう，児
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童の実態に応じて活動の選択ができるようになっています。また，共通事項の学習に

おいても，それのみに特化することなく，表現及び鑑賞の各活動が一体となって組織

されているとともに，ねらいに迫る紙面の構成となっています。さらに，「音楽づく

り」が題材の中で，歌唱，器楽，鑑賞と関連して扱われ，年間計画の中にしっかりと

位置づけることができるようになっているとともに，目次において題材に通し番号を

付し，本文中では題材のトップページに大きく題材の文言を配しているので，音楽の

専門性の有無に関係なく，全体を通して指導しやすくなっています。また，教科書の

ページ背景についても，白地を基本としているので，文字や楽譜が見やすくなってい

ます。以上の理由から，「教育芸術社」を推薦いたします。次に，「図画工作」につき

ましては，「日本文教出版」を推薦いたします。その理由といたしましては，児童の

発達段階を考慮した構成について，１・２年上「ひもひもねんど」で形をつくる活動

をし「ごちそうパーティーをはじめよう！」で好きなたべものつくり，「でこぼこは

っけん！」で写すことを楽しみ，１・２年下「にぎにぎねん土」で塊から発想，「おも

いでをかたちに」でひねり出すことや細部は，くしを使ってと技法も紹介し，３・４

年上「切ってかき出しくっつけて」で切り糸やかきべらを使った作品作りというよう

に活動が発達段階を考慮しながら，発展し，連続しています。また，「教科書美術館」

では，作家作品を中心に，児童の発達に合わせて，形や色の多様さに気づかせ，イメ

ージを広げていく設定になっています。また，３・４年上では絵の具の使い方を取り

上げ，３・４年下ではスパッタリングやデカルコマニー等，技法を取り上げ，発展性

のある構成になっています。また，それぞれの教科書に取り上げた題材は，該当学年

の児童にとって興味のあるものであり，基礎的な活動から発展的な活動となるよう，

考えられます。関心を高めたり，感性に働きかけたりするかについては，１・２年下

「見て見ておはなし」では「かさこじぞう」という同じ題材を取り上げ，３種類の描

き方を紹介しています。５・６年下「教科書美術館」では，龍を題材にした児童の作

品や「雲龍図」，風神雷神を取り上げた日本の「風神雷神図屏風」や中国の壁画「莫高

窟第２４９窟頂西魏壁画」をというように同じ題材作品を並べて紹介しています。同

じ題材でも，表現方法や内容が違うことによるおもしろさや互いの感性の違いが作品

を鑑賞することで理解できる構成となっています。３・４年下「からだでかんしょう」

では，「描かれた作品をまねする」という体験から気づいたことやおもしろさという

観点からの鑑賞を取り上げています。児童の興味関心を高め，感性に働きかける構成

になっています。発展性のある単元構成については，３・４年下「絵の具でゆめもよ

う」で様々な技法を取り上げるだけでなく，出来上がった作品を使った作品つくりに

まで活動を広げています。５・６年上「何をかいているのかな？」では，「かいている

内容」を想像したり，表現したり，互いの作品を鑑賞したりと活動がつながり，広が

っています。「造形の森」には，豊かな色彩や共感や興味が持てる動物の表情，身の

回りにあるデザイン等を取り上げ，発想の広がりや中学校美術につながりが期待でき

る構成になっています。安全面での配慮については，「使ってみよう材料と用具」６

ページに，「きをつけよう」に単元の活動の目線で注意事項を書いたり，「？」に参考

となるページを取り上げたりする等，様々な配慮がみられます。また，写真も大きく

見やすくなっています。以上の理由から，「日本文教出版」を推薦いたします。次に，
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「家庭」につきましては，「開隆堂出版」を推薦いたします。その理由といたしまし

ては，まず，２年間の学習の見通しを持ってスモールステップで学習を進めながら自

分の成長を振り返ることができる内容になっています。児童の思いや気づきに配慮し，

学習課題を見つけ，問題解決学習を通して，主体的に学習が進められ，生活に生かす

ことができるようになっています。全体的な流れとして，各単元に「学習のめあて」

「ふり返ろう・生かそう」が太枠の囲いで分かりやすく示し，「考えよう」「話し合お

う」「調べよう」では，児童が主体的に学びやすい課題になっています。また，生活を

総合的にとらえ，児童の実態に合わせて展開しやすくなっています。さらに，児童の

生活経験や発達段階によく合っていて，しかも授業時数を考慮した実習例や製作例，

調べ学習例が豊富に挙げられており，児童の興味関心につながっています。例えば，

児童にとって初めての玉結び・玉留めは想像以上に難しい単元ですが，Ｐ１８～Ｐ１

９の写真は，見えない部分もイラストで示してあり，一層分かりやすくなっています。

また，実習・製作教材については，横の流れのレイアウトで，調理実習の手順は写真

や図解で示し，見やすく，学習の見通しをもつことができ，ページを見たとき見開き

で見やすくなっています。さらに，児童が自分の生活と結びつけて考えやすい流れ図，

児童の主体的実践的な活動につながりやすい多くの例，児童の自発的な態度や応用力

を身につけるために各学期の終わりに「チャレンジコーナー」を設けていることやペ

ージ下の「一口メモ」が生活と結びついており，言語活動の育成にもつながっている

など，創意工夫が見られます。以上の理由から，「開隆堂出版」を推薦いたします。最

後に，「保健」につきましては，「東京書籍」を推薦いたします。その理由といたしま

しては，まず，課題把握や活動が明記されており，学習の流れが児童にわかりやすく

なっています。導入では，イラストから思考させ，児童の気づきを促しています。ま

た，乳児の手足の実物大写真を使用したり，豆知識コーナーを設けたりして興味を持

たせる工夫が見られます。活動では，書き込み欄を多く設けてあるので，教科書をワ

ークシート的に扱うことができます。単元の終わりの学習の振り返りでは，児童自身

が学習内容の確認をし，自分の生活の課題を見つけ，その課題の解決の仕方について

も考えることができるようになっています。今日的な課題である自然災害の備え等，

防災・安全に関する学習活動が充実して，人と人とのつながりや共生についても学習

できるようになっています。また，マークを用い，他教科との関連がわかりやすく示

されてもいます。以上の理由から，「東京書籍」を推進いたします。これで，教育委員

会に推薦する９教科１１種目の教科用図書の提案を終わります。承認いただきますよ

うお願いいたします。推薦させていただいた以外の教科用図書も準備させていただい

ておりますので，御覧いただきますようお願いいたします。以上でございます。 

 

（委員長）それでは，すべての教科について説明が終わりましたので，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）教科書を選ぶときは何人ぐらいで決めていますか。 

 

（教育指導課長）教科別に分かれまして，４名から８名で話し合いをしております。 
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（福嶋委員）その協議会は学校の先生がほとんどですか。 

 

（教育指導課長）部長は校長先生や教頭先生などの管理職の方が占めております。そし

て亀山市と鈴鹿市の指導主事，残りは小学校の先生方です。その先生方につきまして

も，小学校の教員免許を有しており，教職経験が１０年以上である方，教育に熱心で

過去に教育実績を残している方，そして，出版社との利害関係がない事，という点で

選んでおります。そして，その先生方の学校も偏りがないようにしております。 

 

（福嶋委員）拝見しますと，昨年と同じ教科書業者の教科が多く，優秀なところはいつ

も優秀なのかなと思います。前年とほとんど一緒ですが，保健だけが変わっています

ね。この報告書を見た限りでは保健については，甲乙がはっきりついているのだなと

思いました。主要教科については，数年使っているところが使いやすく，先生方も慣

れているので，私としてはあまり採択ごとに変わらないほうが良いと思います。より

良い教科書を使っていくのは大事ですが，頻繁に変わっていくのでは先生も大変です

し，子どもたちもイメージが変わってくると戸惑うかなと思いますので，基本的に変

わらず良いものを選ぶことに賛成です。教科書の大きさは，割と不揃いですね。 

 

（教育指導課長）大きさはワイドであるものや，不揃いのものになっております。 

 

（福嶋委員）不揃いですと，ランドセルに入れるときに大変かなと思います。教科書会

社で統一しようというのはないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）統一はされていません。 

 

（下古谷委員）今は，Ａ４の大きさが入るランドセルがありますね。 

 

（岡井委員）現在使用している４年前に採択した教科書と，今回の改訂を通して，改善

したところはありますか。例えば，文章が全体的に多くなっているや，体裁，形式等

で全体的に言える部分においてなにか思われたことはありますか。 

 

（教育指導課長）前回，学習指導要領の改訂がありましたので，その趣旨を徹底しやす

いように，現場の先生が使いやすいように，という形で改定されていると感じました。 

 

（岡井委員）使いやすいというのは例えばどのようなところですか。 

 

（教育指導課長）例えば，国語においては言語活動の充実が，今回の学習指導要領改訂

の重要事項になっています。どういった言語活動を行って，伝えたい内容等をつかま

せていったら良いのかといったことが，最初の見出しのところに書いてあるなど，そ

のようなところが改善されています。 
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（岡井委員）国語や算数では分量も全体的に増えていますか。 

 

（教育指導課長）前々回の平成１０年の学習指導要領改定があったときは，できるだけ

教える内容を少なくしようと教科書も薄くなりましたが，前回の改定のときから教科

書はずいぶん厚くなりました。今回は，前回と比べるとあまり変わってはおりません。

もう一点特徴としまして，中学校は１冊になっていますが，５年生６年生については

今までは分冊ということが多かったです。それを合本といって上下１冊にしている教

科書もあります。これは，中一ギャップのことを考慮しているためです。 

 

（岡井委員）学校の先生たちにも展示し見てもらって，先生方からも色々な意見が届け

られましたでしょうか。その意見も参考にされたと思うのですが，先生たちの意見と，

ここに挙げられている採択教科書は同じような傾向でしょうか。 

 

（教育指導課長）調査会の際には教科書の展示会で出された意見も参考にしながら，教

科書採択の話し合いをさせていただきました。 

 

（福嶋委員）先生たちは，この教科書を最初から最後まで全てしっかりと教えなければ

ならないのでしょうか。または，ある程度選んで教えるのでしょうか。授業はどのよ

うに進んでいますか。 

 

（教育指導課長）教科書が厚くなったこともあり，特に若い先生からはこのまま授業を

していても終わらないといった意見がありました。これは，その通り行っていてはと

ても終わるようなものではなく，ある程度は軽重もつけていかなければなりません。

カリキュラムマネジメントというのですが，例えば総合的な学習の時間で報告文を書

くときに，ここのところの報告文を使って行う等，教科を横断的に行うことも必要で

す。職場体験などで，国語の教科書の手紙を書こうというところを使って指導してい

く等です。マネジメントして工夫することによって，より時間を短縮し活用力がつく

ような形で授業を行うことを教育指導課でも推奨しております。 

 

（下古谷委員）１年間でこれだけの勉強をしましょうという時に，先生方はある程度，

年間５０回なら５０回の授業回数で，今日はここまで，その次はここまでと予定を立

てているということはないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）１年間の年間指導計画というのを立て，そのなかでカリキュラムをマ

ネジメントして，こことここは同じだから一緒にしようといったことは，それぞれの

先生が年間指導計画を立てる中で行うようにしています。 

 

（下古谷委員）１冊全部できない，余ってしまうというのは，最初の年間計画の段階で，

この部分は扱うことは止めましょうと決めているのですか。それとも，どうしても後
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に押されてしまって，結果的に最後の方ができづらくなるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）学習指導要領で，教えなさいとなっていることはきちんと教えなけれ

ばなりませんので，軽重を付け，進度を考慮しながら，必ず全員がきちんと学ぶよう

になっております。できなかったから教えないということは決してないようにしてお

ります。 

 

（福嶋委員）先生方は，授業が終わった後で，ここは教えました，ここではこういう問

題が生じました等，簡単にでも報告をするのでしょうか。ここのところはこういう問

題が分かりにくいところがあった，ここはちゃんと教えました等，そういった報告書

のようなものは常にあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）教育委員会へは年間，国語を何時間したといった授業日数が足りてい

るかの報告を学期ごとに必ず提出してもらいます。学校の中では，ここのところをこ

のように教えたけれども，子どもたちには分かりにくかったようだから，もう少し教

え方を変えなくてはいけない，といった情報交換を行い，カリキュラムのマネジメン

トを年何回か見直しを図るように，教育指導課からも指導しております。 

 

（委員長）理科や算数については，生徒間で理解力に差がでてくるのではないかと思っ

ています。ある程度は学習指導要領に従い，カリキュラムを組み，先生たちの間でも

教え方についての情報交換はしてもらうということですが，教科書を見ると最後の方

まで本格的に問題も出ており，６年生の算数や理科というのは大変かなと思います。

その辺りから中学校に続いていくということが一番大変なのかなと思います。国語の

教科書ではスイミー等，後世に残る文章がきっちり入っており，この「たぬき」のよ

うに音的に非常になじみやすい文章が選んでもらってあるので，手掛かりとしてすご

く考えていただいてあるなと思います。 

 

（福嶋委員）十分に熟慮されていると思います。 

 

（委員長）様々な角度から選んでいただいているということをはじめて知りました。ほ

かによろしいでしょうか。それではお諮りします。議案第１６４６号「平成２７年度

使用小学校教科用図書の採択について」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１６４６号を原案のとおり承認いたしま

す。 

《退出者，再入室》 
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（委員長）大変お待たせいたしました。ただいまの，議案第１６４６号「平成２７年度

使用小学校教科用図書の採択について」は，原案のとおり承認されました。それでは，

続きまして，報告事項に移ります。「平成２７年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要綱に

ついて」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，報告事項の「平成２７年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要綱」

につきまして，説明申し上げます。資料の１ページを御覧ください。「１ 募集対象」

となる幼児ですが，５歳児は，１８園で募集します。今年度の公立幼稚園は１９園で

ございますが，幼稚園の第Ⅱ期再編整備計画により，若松幼稚園が今年度で廃園にな

りますので，次年度，園児募集をする園は１園減となっています。鈴鹿市内に在住し

ている平成２１年４月２日～平成２２年４月１日生まれの幼児です。園児募集対象年

度における募集の結果，入園希望者が１５名に満たない時は，その年度は休園としま

す。ただし，入園希望者が１５名未満であっても，その園の存する小学校区の対象幼

児数（母数）が少ない地域にあっては，１０名程度であれば開園します。（２）の４歳

児は，９園で募集します。鈴鹿市内に在住している平成２２年４月２日～平成２３年

４月１日生まれの幼児です。各園とも定員は３５名とします。これを超えた時は，そ

の園において抽選を行います。ただし，旭が丘幼稚園については，定員を７０名とし

ます。また，椿幼稚園については，４歳５歳を含めて定員を３５名とします。「入園

願」は希望する１園のみへ提出することとしており，併願は認めておりません。４歳

児を募集するのは，資料にもあります９園です。「２ 募集期間及び受付時間」につ

いてですが，募集期間は平成２６年１０月１日（水）から平成２６年１０月２４日（金）

まで，受付時間は８時３０分から１７時までです。ただし，土曜日，日曜日，祝日は

除きます。例年は，この募集要綱を８月１日から各幼稚園で配布を開始し，９月１日

頃から受け付けをしますが，今回は「子ども・子育て支援新制度」が導入される関係

で，募集要綱の配布時期や募集開始時期が，例年より少し遅れることになりました。

「３ 入園手続き」については，鈴鹿市立幼稚園への入園を希望する場合は，幼稚園

の備え付けの「入園願」に必要事項を記入の上，入園希望の幼稚園へ提出してもらい

ます。その後，各園から指定された日時に子ども同伴の上，幼稚園で面談を受けます。

「４ その他」として「子ども・子育て支援新制度」が平成２７年４月から施行され

ることにより，次年度から保育料が変更になる予定であることについて記載いたしま

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。 

 

（福嶋委員）４の保育料変更はどのようになる予定ですか。 

 

（学校教育課長）市立幼稚園の保育料は今年度まで一律月額６,２００円でした。しかし，

次年度は未定となっております。それは，子ども子育て新制度にかかりまして私立幼

稚園の基準単価は国が示しましたが，公立幼稚園の基準単価は示しておらず，各市町

で決めるとなっております。現在は他市町の情報収集に努めながら，現行の負担水準
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や幼保公私とのバランスを考慮して判断するというような形ですので現在検討中で

す。そのためこのような表記になっております。 

 

（福嶋委員）いつくらいまでに決定する予定ですか。 

 

（学校教育課長）保護者の方のことも考えまして，できるだけ早くと考えております。

しかし，基準も各市町で決めるようにと国からも連絡があり，他市町もまだ決まって

いないのが現状ですので，できるだけ早くとしかお答えすることができません。 

 

（福嶋委員）保育料の問題は，保護者の方にとっても大きな関心事ですのでなるべく迅

速に妥当な金額でお願いします。 

 

（下古谷委員）保育料というのは親世帯の収入に応じて決まってくるというのは幼稚園

も同じでしょうか。 

 

（学校教育課長）今，国が示したものに関しては，保護者の方や世帯に応じてと例示さ

れていますので，それも踏まえて考えていきたいと思います。 

 

（教育長）国は私立幼稚園だけ示しておりまして，公立幼稚園については何も示されて

おりません。国が示しているというのは，国が関与しているということです。国が関

与しているというのは，保育所や私立幼稚園について補助金を出したり，措置費を決

めて負担金を出したり等を行ってきておりますので，それで国が示したということで

す。公立幼稚園については，全て市等の負担になっており，国は関与せず，自由に決

めてくださいということです。ただ，市としては保育所と幼稚園の関係があり，公立

と私立の関係がありますので，私立幼稚園や保育所の保育料とのバランスを考えてい

かないといけませんから，なかなか決めることができません。現行の水準も配慮しな

さいという話もありますので，現在の６,２００円も考えながら，かつ保育所，私立

幼稚園も見ながら決めていかなければなりませんので，一番遅い立場になってきます。 

 

（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「学校図書館の利用について」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。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは「学校図書館の活用について」説明申し上げます。

１ページを御覧ください。まず，第１として，国が求める学校図書館像と学校図書館

の活用について，説明させていただきます。学校図書館は，教育課程の展開を支える

資料センターの機能を発揮しつつ，児童生徒の創造力を培い，学習に対する興味・関

心等を呼び起こし，豊かな心をはぐくむ，自由な読書活動や読書指導の場である「読

書センター」としての機能と，児童生徒の自発的，主体的な学習活動を支援するとと
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もに，情報の収集・選択・活用能力を育成して，教育課程の展開に寄与する「学習・

情報センター」としての機能を発揮することが求められております。国が求めており

ます学校図書館像の１の物的環境といたしましては，ゆとりある快適な読書スペース

の確保や各学校における多様な読書活動を促す施設整備の取組を支援するといった

施設の整備・充実面が挙げられます。また，学校図書館にコンピュータを整備し，学

校図書館図書情報をデータベース化したり，他校の学校図書館や公立図書館とオンラ

イン化したりすることにより，地域全体での図書の共同利用や各種資料の検索，多様

な興味・関心に応える図書の整備等や学校内外の様々な情報資源にアクセスできる環

境の整備，インターネット接続環境を整備するといった，学校図書館の情報化の面が

ございます。また２の人的整備といたしましては，まず，１番目の司書教諭の配置が

挙げられます。司書教諭は，学校図書館資料の選択・収集・提供のほか，学校図書館

を活用した教育活動の企画の実施，教育課程の編成に関する他教員への助言等，学校

図書館の運営・活用について中心的な役割を担っております。学校図書館法におきま

しては，「学校図書館の専門的職務を掌らせるため，司書教諭を置かなければならな

い。」とされておりますことから，その配置の促進を図ることが求められております。

また，２番目として，いわゆる学校司書である，学校図書館担当職員の配置が挙げら

れます。学校司書は，専ら学校図書館に関する業務を担当し，司書教諭と連携しなが

ら，多様な読書活動を企画・実施したり，学校図書館サービスの改善・充実を図った

りすることから，学校図書館活動の充実を図るために，有効であるとされております。

３の学校図書館の活用につきましては，小中学校の学習指導要領の「指導計画の作成

等に当たって配慮すべき事項」におきましては，「学校図書館を計画的に利用しその

機能の活用を図り，児童（生徒）の主体的，意欲的な学習活動や読書活動を充実する

こと。」とされておりますことから，２ページにありますような学習活動が展開され

ていくことが求められています。続きまして，第２の本市における学校図書館に関す

る現状と取組について，説明申し上げます。本市におきましては，平成２３年度に「第

２次鈴鹿市子ども読書活動推進計画」を策定し，学校における読書活動の推進として，

表にあります１１項目を方策として掲げてあります。３ページを御覧ください。まず

は，１の本市における図書の状況について，説明申し上げます。（１）の図書購入予

算といたしましては，昨年度は，株式会社ホンダ四輪販売三重北様より，市内小中学

校の学校図書館の充実に充てることとして１,００４万２千円の寄附をいただいたこ

とにより，３,４１０万１千円となりましたが，従来の市の予算といたしましては，

義務教育教材費の図書費予算と，学校図書館学習・情報センター機能強化事業の予算

として表のようになっております。また（２）の１校あたりの蔵書状況といたしまし

ては，平成２４年度結果によりますと，小学校は全国８,３７０冊に対して７,２６５

冊，中学校は全国１万１７９冊に対して１万４７９冊となっており，小学校は全国と

比べ１,０００冊以上少ないのに対して，中学校は３００冊ほど多くなっております。

（３）の本市における各学校の学校図書館図書標準の達成状況については，小学校に

おいては，７５～１００％未満が１８校，続いて５０～７５％未満が１１校となって

おり，達成しているのが１校であることから達成率は全国５６.８％に対して３．３％，

また中学校におきましては，５０～７５％未満は６校，７５～１００％未満は３校と
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なっており，達成しているのが１校であることから達成率は全国４７.５％に対して

１０.０％となっております。そこで，本市といたしましては，平成２５年度より，

２０７万円の市費で学校図書館学習・情報センター機能強化支援事業を行い，百科事

典，図鑑等，調べ学習に必要な図書を各小中学校に配備いたしております。また，図

書リストとして，平成２３年には鈴鹿市版推薦図書リストと鈴鹿市版推薦図書リスト

を活用した取組集を，平成２４年には「障がい」を理解するための児童図書リストを

作成いたしております。４ページを御覧ください。２の施設環境として，平成２４年

度の蔵書のデータベース化及びコンピュータの整備の状況ですが，鈴鹿市は，蔵書の

データベース化の状況は，小学校，中学校共に１００％となっております。しかしな

がら，小学校中学校とも学校図書館に児童生徒が使用可能なコンピュータは整備され

ていない状況となっております。３の人的環境につきましては，まず，司書教諭の発

令状況におきましては，本市は，小学校中学校とも，１００％となっておりますが，

学校図書館担当職員いわゆる「学校司書」は全国では小学校中学校とも５割弱配置さ

れておりますが，本市は配置されておりません。また，本市は，図書館司書の資格を

もつ巡回指導員を平成１８年度から各小学校へ，平成２１年度から中学校にも派遣し，

読み聞かせやブックトーク等の読書指導の支援を行うとともに，学校図書館の環境整

備への支援，教職員やボランティアへの助言を行っておりますが，回数といたしまし

ては，表のようになっております。また，学校には朝の読書の時間や昼休み等に，本

の読み聞かせを行う読み聞かせボランティアや本の修理や学校図書館の掲示物や飾

りの作成を行う学校図書館整備ボランティアといった方々が学校図書館運営を支援

していただいております。５ページを御覧ください。（４）の学校図書館担当者等の

資質向上につきましては，まず，アの教員における研修といたしましては，平成２５

年度は，夏季休業中に学校図書館担当者を対象に，授業における学校図書館の活用，

学校図書館活用計画の作成法，読書指導のあり方，学習の場としての学校図書館環境

整備のしかたについて研修を行いました。また，イの学校図書館支援ボランティアの

方々には，平成２５年度には，研修講座を２回行い，１回目は，鈴鹿市の学校図書館

教育推進の取組の説明や学校図書館の図書の分類法や図書の修理等の基礎的事項の

説明，図書館の掲示物等の事例紹介を，２回目は学校における学校図書館を活用した

授業の様子の紹介やボランティアが作成した掲示物や飾りについての情報交流を行

いました。またウにつきましては，平成２４年度に，学校図書館のコンピュータシス

テムが変わっておりますことから，平成２４年度に続いて平成２５年度も学校図書館

システム講習会を行い，学校図書館システム使用に関する質問に対するサポートと進

級作業の研修を行いました。エの学校図書館教育に関する資料作成に関しましては，

指導課と教育研究所が協力し，学校図書館の整備，運営，活用に関する資料を作成し，

市内の小中学校に配布し，活用を図りました。具体的には，平成２４年度には，学校

図書館運営の手引き（ＤＶＤ付）や，学校図書館活用事例集を，平成２５年度には，

学校図書館活用サポートブックを作成し，市内の小中学校に配布し，活用を図りまし

た。（５）の保護者への啓発といたしましては，保護者向けに図書館だよりを配布し

たり，親子読書等の家庭読書を年間の行事計画に位置づけて実施したりしている学校

がございます。平成２５年には，市内の小中学校における家庭での読書啓発の取組を
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資料「家庭での読書啓発の取組」にまとめ，推進を図っております。最後に，第３の

鈴鹿市の学校図書館に関する課題について４点挙げさせていただきます。まず１点目

は，図書の環境についての課題です。多くの小中学校において，学校図書館図書標準

を満たしていなかったり，分類ごとの所蔵に偏りがあったりするため，学校図書館を

活用した授業を行う際に，使用できる図書が十分ではないということです。２点目は，

施設環境についての課題です。蔵書のデータベース化は整備されておりますが，イン

ターネット環境が整備されていないため，他校の学校図書館や公立図書館とオンライ

ン化したりすることにより，地域全体での図書の共同利用や各種資料の検索，多様な

興味・関心に応える図書の整備等や学校内外の様々な情報資源にアクセスできる環境

の整備，インターネット接続環境を整備するといったことができず，学校図書館の情

報化の面に課題がございます。３点目は，人的環境についての課題です。司書教諭が

職務を遂行する時間が確保しにくいため，教育課程の展開に対応できる蔵書の構築や，

教育課程と学校図書館をつなぐコーディネーターの働きが弱いことです。４点目は，

活用についての課題です。児童生徒が自由に図書の検索をしたり，調べたりするため

のパソコンの設置がないため，学校図書館で図書を使った調べ学習とインターネット

を使った調べ学習が並行してできないということです。以上，「学校図書館の活用に

ついて」の説明を終わります。 

 

（委員長）ただ今３時２０分を過ぎておりますので，お一人様短く御質問，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）次回ではだめなのでしょうか。今日は説明を聞かせていただきましたので。 

 

（委員長）そうさせていただきましょうか。きちんと状況を踏まえて今後の課題という

こともありますので。次回のその他事項で，時間をかけて話し合ってもよろしいでし

ょうか。 

 

（福嶋委員）問題点がはっきりわかってきているので，この報告に基づいて行っていた

だいたらよいのかなと思います。 

 

（委員長）子どもたちは夏休み中に学校の図書館は使えないのですか。 

 

（教育指導課長）ほとんどの学校は夏休み前に何冊か借りて登校日等に返すようにして

おります。また，貸出し数も普段より増やして充実させるようにしております。よっ

て，現在は，夏休み期間中は開館していない学校が多いです。 

 

（委員長）鈴鹿市立図書館は距離の問題もありますので，夏休みの時間があるときに学

校の図書館をもう少し有効に利用できると良いのかなと思います。１週間から１０日

に一度，日を決めて開館し，本の入れ替えをするとか，夏休みに限り親子同伴で図書

館を利用できる等です。こういう本が読みたいという時には，鈴鹿市立図書館に置い
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てあるのであれば，そちらを利用したら良いと思います。学校の図書館の本も有効に

活用できれば，子どもたちの中にもこの学校の本を全部読みたいという子どもも現れ

るかもしれません。その辺りの意欲を伸ばすためには，夏休み等に子どもたちが自由

に入れるということを考えていただけると，お金をかけずに，身近な学校の図書館の

利用頻度を高められると思います。 

 

（福嶋委員）図書館の雰囲気作りが司書の先生や担当の先生によって随分違うなと思っ

ています。入りやすい図書館や，座って読みたいなと思うような工夫がされている学

校もあります。そのような工夫をされているところを勉強していただくとか，相互に

公開し合って，読みやすい，居心地の良い図書館を目指していただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）私が気になったのは，データベース化できているのに，パソコンの検索

が０％となっていたのはどうしてなのかと疑問に思いました。せっかくデータベース

があるならぜひ使えるようにしたほうが良いと思います。 

 

（教育長）次回もこの内容について意見交換を行うということでよろしいでしょうか。 

 

（岡井委員）そうですね。しっかり説明していただきましたので，次回も継続してお願

いしたいと思います。 

 

（委員長）今後の課題も挙げていただきましたので，この内容は次回の「その他事項」

に少しお時間を設けたいと思います。 

 

（学校教育課長）前回の教育委員会定例会において，下古谷委員から御質問を受けまし

た鈴鹿市第二学校給食センターの食器等につきまして，「ＰＥＮ樹脂製の食器は価格

的に高くなる傾向にあるのか」ということと，「箸だけがＰＥＮ製のものではなく，

ＰＢＴ製のものを使用している理由」について，説明申し上げます。まず，ＰＥＮ樹

脂製の食器の価格についてでございますが，現在，小学校で使用しているメラミン製

のものと定価で比較しますと３割程度高くなっています。次に，箸だけはＰＢＴ製の

ものを使用している理由でございますが，いくつかのメーカーのカタログを調べまし

ても，ＰＥＮ製の箸は再生のものが１つあるだけでございまして，ほとんどがＰＢＴ

製であるということからでございます。説明は，以上でございます。 

 

（委員長）それでは，その他の事項「教育委員会懇談会及び９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）教育委員会懇談会を８月１９日火曜日午後１時３０分から，９月教育

委員会定例会を９月１７日水曜日午後２時から開催したいと思いますがいかがでし

ょうか。 
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（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）それでは，御異議ないようですので，教育委員会懇談会を８月１９日火曜日

午後１時３０分から，９月教育委員会定例会を９月１７日水曜日午後２時から開催す

ることにいたします。これをもちまして８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。 

 

８月教育委員会定例会終了 午後３時２７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 


