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平成２６年９月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日時 平成２６年９月１７日（水）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），書記（永井洋一） 

 

５ 議事 

（１）鈴鹿市教育委員会委員長の互選について           （教育総務課） 

（２）鈴鹿市教育委員会委員長職務代理者の指定について      （教育総務課） 

（３）鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正について           （学校教育課） 

（４）通級による指導の実施等に関する要綱の制定について     （教育指導課） 

（５）鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について     （教育総務課） 

（６）鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部改正について （教育総務課） 

（７）鈴鹿市社会教育指導員設置等に関する規則の廃止について   （生涯学習課） 

 

６ 報告事項 

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

（２）平成２７年度鈴鹿市幼稚園専任園長任用候補者選考実施要綱について 

（学校教育課） 

（３）全国学力・学習状況調査について              （教育指導課） 

（４）平成２６年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表について  （教育指導課） 

（５）鈴鹿市いじめ防止基本方針について             （教育支援課） 

（６）大黒屋光太夫記念館第１０回特別展の開催について      （文化課） 

 

 

７ その他 

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

（２）１０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９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。議事に入ります前に，委員の皆様にお諮りいた
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したいと存じます。本日の議案第１６４７号「鈴鹿市教育委員会委員長の互選について」

及び議案第１６４８号「鈴鹿市教育委員会委員長職務代理者の指定について」は，人事

に関する案件でありますので，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）御異議ないようですので，議案第１６４７号及び議案第１６４８号の会議を，

全会一致で，非公開とすることにいたします。それでは，事務局以外の方々の一時退席

をお願いします。 

 

《事務局（次長・参事・教育総務課長・書記）以外の部課長，傍聴人は一時退席》 

 

議案第１６４７号 

「鈴鹿市教育委員会委員長の互選について」審議・承認 

 

議案第１６４８号 

「鈴鹿市教育委員会委員長職務代理者の指定について」審議・承認 

 

《関係者再入室》 

 

（委員長）お待たせをいたしました。先ほどの議案第１６４７号「鈴鹿市教育委員会委員

長の互選について」では，委員長に下古谷委員が，議案第１６４８号「鈴鹿市教育委員

会委員長職務代理者の指定について」では，職務代理者に福嶋委員が選任されました。 

 

（委員長）それでは，３番目の議案第１６４９号「鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正につい

て」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立幼稚園園則の一部を改正するについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務

委任等規則第１条第２号の規定により，この議案を提出いたします。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１６４９号「鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正」

につきまして，説明申し上げます。資料は３ページから１２ページまでございます。８

ページの新旧対照表を御覧ください。まず，第７条でございますが，「１学級の園児数

は，原則として３５人以下とする。２前項に規定する学級は，学年の初めの日の前日に

おいて同じ年齢にある幼児で編制するものとする。ただし，特別の事情がある場合にお
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いては，異なる年齢の幼児を１学級に編制することができる。」と改正いたします。こ

れは，今年度から椿幼稚園が４・５歳児を合わせて１学級に編制していることに対応す

るものでございます。次に，第８条でございますが，「保護者は，幼児を入園させよう

とするときは，入園願（第１号様式）を入園を希望する幼稚園の園長を経由して教育委

員会に提出しなければならない。」と改正いたします。また，第９条に，「幼稚園に在園

する満４歳児の保護者は，教育委員会が指定する日までに，進級届（第２号様式）を在

園する幼稚園の園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。」という条文を

追加いたします。これらは，次年度から子ども・子育て支援新制度が始まることに伴い，

市内の公立幼稚園に入園を希望する子どもに対して市において支給認定をすることに

なるため，入園願及び進級届の提出先を園長から教育委員会に変更するものでございま

す。第１０条以降でございますが，今回，第９条を新たに追加したことに伴い，改正前

の第９条から第１３条が，改正後は第１０条から第１４条となります。改正後の第１０

条でございますが，「保護者は，幼稚園に在園する園児を退園させようとするときは，

退園願（第３号様式）を在園する幼稚園の園長に提出しなければならない。」と改正い

たします。これは，第９条で新たに，進級届を第２号様式として追加したため，退園願

を第３号様式に変更するものでございます。同様に，第１１条では，修了証書の様式を

第４号様式と変更しております。次に，別表でございますが，「鈴鹿市立神戸幼稚園」

の次に「鈴鹿市立椿幼稚園」を加えております。これは，今年度から椿幼稚園が４歳児

の受入を始めたことによるものでございます。次に，９ページを御覧ください。入園願

の様式ですが，宛先を鈴鹿市教育委員会にするとともに，必要事項をいくつか追加して

おります。１０ページを御覧ください。進級届の様式ですが，先ほど申しましたとおり

支給認定をする必要があるため，これまで各幼稚園で使用していたものに必要事項をい

くつか追加し，宛先を鈴鹿市教育委員会としております。１１～１２ページは，退園願

と修了証書の様式でございますが，様式自体に変更はございません。７ページにお戻り

ください。附則としまして，施行期日でございますが，この規則は，次年度の園児募集

を開始する平成２６年１０月１日から施行いたします。ただし，椿幼稚園に関係する第

７条および別表の改正規定は公布の日から施行いたします。次に，経過措置でございま

すが，改正後の第８条の規定は，平成２７年度以後に入園させようとする場合について

適用し，平成２６年度中に入園させようとする場合については，なお従前の例によりま

す。平成２６年度途中の入園児につきましては，支給認定をする必要がないため，従前

の入園願を園長宛に提出するようにしております。以上でございます。よろしく御審議

いただきますようお願いします。 

 

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

 

（福嶋委員）入園願については教育委員会宛ですが，退園願については園長宛なのはどの

ような理由からでしょうか。 

 

（学校教育課長）退園願につきましては，現在在園しているお子さんが対象になると考え

ております。支給認定をする必要があるのは新年度のお子さんからになるため，現在は
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必要ありません。今年度中はこの届で対応できるため，このような形にさせていただき

ました。 

 

（福嶋委員）そうしますと，来年度からはここを少し改正するということでしょうか。 

 

（学校教育課長）こちらにつきましては，保育料の規定等についても今後改正が出てくる

可能性がありますので，それに合わせて行うことを考えています。今回に関しては改正

を二つに絞っております。来年度入園するお子さんの募集は１０月から開始しますので，

その来年度入園のお子さんに関係する部分，及び今年度始まっております，椿幼稚園の

４，５歳児の保育に関すること，この２点に関わる条文を今回改正という形で出させて

いただいています。それ以外の部分につきましては，保育料の規定等の改正を出す際に

改めて出させていただこうと考えております。 

 

（岡井委員）入園と進級は園長を通して教育委員会に提出するということですが，退園届

は直接，園長に提出となっています。そのようなことを福嶋委員は聞かれたのではない

でしょうか。 

 

（福嶋委員）そうです。 

 

（岡井委員）先ほどの回答でよろしいですか。来年から変える可能性があるということで

しょうか。 

 

（学校教育課長）まず，進級届につきまして今，在園するお子さんが進級するのは来年度

になりますので，来年度４歳から５歳に進級する時には支給認定を行う必要があります。

そのため教育委員会を経由するという形になります。今年度中の退園については，教育

委員会の支給認定は全く関係ありませんので，もしこの部分を今変更してしまうと，直

接，園に提出していたものが途中で変わってしまうことになります。もうしばらくはこ

の内容で対応し，また改正を行う予定です。 

 

（下古谷委員）進級する時に進級願という形で出されるのはあくまでも，公立間というこ

とでしょうか。私立に変わられるのは退園願を出すという形でよろしかったでしょうか。 

 

（学校教育課長）進級願は，その園で進級する場合です。公立幼稚園間であっても，例え

ば４歳児が神戸幼稚園に行っており，５歳で一ノ宮幼稚園に行く場合は進級ではありま

せん。新たに入園願を出していただくことになります。同一園の時にのみこの進級願を

出すことになりまして，それ以外はもう一度５歳児用の入園願を出すという形になって

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１６４９号「鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正について」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１６４９号を原案のとおり承認いたします。 

 

（委員長）続きまして，議案第１６５０号「通級による指導の実施等に関する要綱の制定

について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）通級による指導の実施等に関する要綱を制定するについて，鈴鹿市教育委員会

教育長事務委任等規則第１条第２号の規定により，この議案を提出します。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）それでは，私からは，議案第１６５０号「通級による指導の実施等に関

する要綱の制定について」説明申し上げます。１４ページを御覧ください。「通級によ

る指導」は，小・中学校の通常の学級に在籍している，言語障害，情緒障害，弱視，難

聴，学習障害等の障がいがある児童生徒のうち，一部，特別の指導を必要とする児童生

徒に対して，各教科等の授業は通常の学級で行いつつ，障がいによる学習上又は生活上

の困難を改善・克服するための指導を特別の指導の場，いわゆる「通級指導教室」で行

う教育形態でございます。この通級による指導の実施等に関しまして，学校教育法施行

規則第１４０条及び第１４１条の規定に基づき，本市における小中学校に在籍する児童

生徒に対して，通級による指導を実施する場合の取扱い等について，必要な事項を定め

た「通級による指導の実施等に関する要綱」を教育委員会にお諮りする次第でございま

す。具体的には，第２条において「通級による指導」，「自校通級」，「在籍校」，「設置校」

といった用語について定義しており，第３条では，本市の通級指導教室として，「言語

通級指導教室」を「鈴鹿市立石薬師小学校，鈴鹿市立玉垣小学校，鈴鹿市立千代崎中学

校」に，「難聴通級指導教室」を「鈴鹿市立旭が丘小学校」に，「発達障害等通級指導教

室」を「鈴鹿市立飯野小学校，鈴鹿市立神戸小学校，鈴鹿市立創徳中学校」にそれぞれ

設置するとしております。また，学校教育法施行規則第１４１条に在籍校の校長が，他

の小学校，中学校等において受けた授業を，在籍校において受けた特別の教育課程に係

る授業とみなすことができると示されておりますことから通級による指導の手続とし

ましては，第４条に示すように，児童生徒及びその保護者は，在籍校の校長を通じて，

教育相談として子ども家庭支援課の臨床心理士によるアセスメントを受け，その相談結

果から教育委員会が通級による指導を受けさせることが適当であると認めたときは，保

護者から在籍校の校長へ通級指導申出書を提出していただきます。それを受け，在籍校

長は，通級指導教室設置校の校長と通級指導の実施について協議を行い，設置校の校長

から，在籍校の校長に結果を回答し，さらに，在籍校の校長から保護者に通知すること

となっております。ただし，通級指導希望児童生徒が自分の学校内で通級しようとする
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いわゆる「自校通級」の場合には，協議や回答の手続きは，不要となります。次に，通

級による指導の期間は，第５条において，通知した通級による指導の開始の日から当該

日の属する年度の３月３１日までの期間としておりますが，「保護者が引き続き通級に

よる指導を希望する場合には，その期間を更新することができる。」こととして，第６

条において，更新の手続について定めております。また，特別の教育課程の編成に関し

まして，第７条で，在籍校の校長は，通級による指導のための特別の教育課程を教育委

員会に届け出ることとなっており，第８条では，設置校の校長が通級者の指導記録を作

成し，在籍校の校長に通知することとなっております。さらに年度途中での通級指導の

終了手続につきましては，第９条において規定しております。なお，教育委員会の役割

としましては，第１０条において，必要に応じて設置校に対して実施状況の報告を求め，

状況を把握すること，第１１条において，学校に対して必要な支援を行うとしておりま

す。以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いします。 

 

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

 

（福嶋委員）現在市内で通級をしている生徒は何人くらいいらっしゃるのでしょうか。ま

た，通級に関して現実的に様々な問題点や解決しなければならない点があると思います

が，そういう点についてお伺いします。 

 

（教育指導課長）各校の人数について回答いたします。旭が丘小学校の難聴通級指導教室

については自校通級が８名，他校通級が４名の計１２名でございます。石薬師小学校の

言語通級指導教室については自校通級が９名，他校通級が１３名の計２２名です。玉垣

小学校の言語通級指導教室については自校通級が１７名，他校通級が２０名の計３７名

です。神戸小学校の発達障害等通級指導教室については自校通級が５名，他校通級が２

９名の計３４名です。千代崎中学校の言語通級指導教室については自校通級が２名，他

校通級が１名の計３名です。飯野小学校においては，まだ生徒の届出はございません。

創徳中学校については自校通級が２名，他校通級が２名の計４名になっております。こ

れは９月１１日現在の数字でございます。課題といたしましては，自校で授業を受けて

から放課後に通級指導教室に通うという形態を取られるお子さんが多いため，やはり放

課後に人数が偏ってしまうという点があります。６，７，８限に保護者の希望が集中す

るような状態です。もう一点は，特別な教育課程ですので教員の資質が非常に求められ

てくるのですが，教員の資質をいかに繋いでいくかという点が課題です。 

 

（下古谷委員）第３条で石薬師小学校や玉垣小学校など色々，設置校として選ばれている

学校がありますか，何か特に設置した理由はございますか。 

 

（教育指導課長）その点に関しては，把握することが難しい状況になっております。 

 

（学校教育課長）石薬師小学校や玉垣小学校は共に言語通級指導教室でございます。当初

は玉垣小学校にありましたが西部地域の方からも，通級指導教室を設置できないかとい
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った声もありましたので，石薬師小学校は後から設置されたという経緯はあります。 

 

（下古谷委員）そういった立地条件も配慮されて設置されているということでしょうか。 

 

（学校教育課長）保護者のニーズや立地条件，その学校の空き教室の状況もありますので，

それらの状況を考えながら設置しております。 

 

（福嶋委員）山間の方は設置校が少ないのですね。どちらかというと，障がいをお持ちの

方が通おうと思うと南の方に設置しなければいけないということでしょうか。 

 

（学校教育課長）確かに，海岸部，市役所に近い方が児童，生徒数も多いということがあ

ります。ニーズがあれば西部地域にも設置するということがあります。 

 

（福嶋委員）例えば，週何時間ぐらい通級で通っているのですか。 

 

（教育指導課長）学習障害以外の時間数に関しましては，３５時間つまり週１時間から，

２８０時間つまり週８時間の間で行うと規定されています。ＬＤやＡＤＨＤ関係のお子

さんに関しましては，法律で年間に通じて１０時間から行うことが可能となっており，

それは月１回程度です。 

 

（福嶋委員）週１回の授業で効果は上がっているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）このことに際しまして通級教室に見学に行ってきましたが，個別に指導

する比重がかなり濃いものですから，非常に効果はあると思います。 

 

（岡井委員）通級教室の内訳を伺いまして，例えば，石薬師小学校は自校通級が９名，他

校通級が１３名，玉垣小学校については自校通級が１７名，他校通級が２０名ですが，

自校の割合が他校に比べて多いように思います。このことからすると，他にも言語通級

教室に通われると良いと思われるお子さんがもっといるように思われます。たまたまこ

の２校にたくさん集まっているのか，または，通学上の困難で受け入れられないのか，

言語通級指導教室の子どもの数についてはいかがでしょうか。放課後に希望が集中して

いるとのことで，保護者の方が自家用車で安全に配慮して送迎していると思うのですが，

通級上の助成制度はありますか。福嶋委員がおっしゃられたように，言語，発達にして

も専門的な知識や技術を持ったスタッフが当たっていると思いますがその点について

はいかがですか。 

 

（教育長）通級について詳しい資料を別途作成しまして，意見をいただきたいと思います。

今回の案件は，学校教育法施行規則に書かれた必要な事項を定めていなかったため，必

要な事項を定める議案を出させていただきました。この条文におかしな箇所がないかの

審議をお願いいたします。 
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（委員長）通級そのものは以前からあったのでしょうか。 

 

（教育長）以前からありました。教育指導課長は答えられませんでしたが，過去に設置さ

れたていたものが，きちんと位置付けされていなかったので，今回位置付けたという議

案です。 

 

（委員長）議題として提出していただいたので比較的新しい取組かと思いましたがそうで

はないのですね。 

 

（教育長）過去からずっと行っていましたが，必要な事項が定めておらず，今回改めて定

めるものです。 

 

（委員長）では教育長がおっしゃったように，もう少し詳しい資料はいただくということ

で，この文面についてなにか言い回しや内容について御意見はないでしょうか。 

 

（下古谷委員）第３号様式を見ていただきますと，学年，組の下に「次のとおり受入れ可

能です」とあり，通級教室の種別は言語，難聴，発達障害等とレ点表記するようになっ

ております。２５ページの第７号様式になりますと，今度は種類の所は記入するように

なっています。これは記入する側からすると，レ点の方が良いと思うのですが，この理

由は何かありますか。 

 

（教育指導課長）特に理由はございません。 

 

（下古谷委員）それであれば，書く側もレ点の方が楽だと思います。あるいは，何から何

へ変更であれば，学校が分かる方式の方が良いように思いましたが。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見いただきましたので，内容は後

日改めて確認いたします。それではお諮りします。議案第１６５０号「通級による指導

の実施等に関する要綱の制定について」を原案のとおり承認することに御異議はござい

ませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１６５０号を原案のとおり承認いたします。

続きまして，議案第１６５１号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正につい

て」から，議案第１６５２号「鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程の一部改正に

ついて」までは，先ほど御承認いただきました，幼稚園園則の一部改正と通級に関する

要綱の制定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。 
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（書記）議案を朗読（第１６５１号，第１６５２号） 

 

（教育長）第１６５１号及び第１６５２号のいずれの議案に関しましても鈴鹿市教育委員

会事務局等組織規則の一部を改正するについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規

則第１条第２号の規定により，この議案を提出します。詳細につきましては教育総務課

長から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１６５１号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則」及

び議案第１６５２号「鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程」の一部改正について，

一括して説明申し上げます。今回の一部改正につきましては，先ほど承認をいただきま

した，「鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正」及び「通級による指導の実施等に関する要綱

の制定」に伴い，一部改正を行うものでございます。具体的には，鈴鹿市教育委員会事

務局等組織規則の一部改正については，２８ページの新旧対照表にございますとおり，

子ども・子育て支援法の規定に基づき教育委員会が執行する事務を，学校教育課の新た

な分掌事務として位置付けるものでございます。また，鈴鹿市教育委員会教育長所管事

務決裁規程の一部改正については，３１ページ，３２ページの新旧対照表のとおりでご

ざいますが，通級による指導の実施等に関する要綱の制定に伴い，同要綱の取扱いに沿

って，事務決裁の取扱いを変更するとともに，子ども・子育て支援法の規定に基づき教

育委員会が執行する事務の内，記載の事務について，学校教育課長に専決させようとす

るものでございます。以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願い申し

上げます。 

 

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

 

（福嶋委員）先ほどの内容に戻りますが，３番の「鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正」は子

ども・子育て支援法によって改正が生じてきたという理由がありますが，４番目の「通

級による指導の実施等に関する要綱の制定」というのは，従来こういった文書がなかっ

たので制定したということでしょうか。 

 

（書記）通級に関する部分につきましては，３１ページの新旧対照表で（３）弱視，難聴，

言語障害等学級への児童・生徒の通級許可については，従来は学校教育課の所管事務で

した。今回３２ページで（１）教育課程の調査及び届出の受理は教育指導課の所管にな

ります。学校教育課から教育指導課の所管に変わりまして，届出の受理は学校教育課に

合議することになります。 

 

（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１６５１号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について」及

び議案第１６５２号「鈴鹿市教育委員会教育長所管事務決裁規程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。 
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（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１６５１号及び議案第１６５２号を原案の

とおり承認いたします。続きまして，議案第１６５３号「鈴鹿市社会教育指導員設置等

に関する規則の廃止について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市社会教育指導員設置等に関する規則を廃止するについて，鈴鹿市教育委

員会教育長事務委任等規則第１条第２号の規定により，この議案を提出します。詳細に

つきましては生涯学習課長から説明いたします。 

 

（生涯学習課長）３３ページからの議案第１６５３号「鈴鹿市社会教育指導員設置等に関

する規則」の廃止について説明いたします。参考資料といたしまして３５ページに今回

廃止議案として上程させていただきました規則を添付いたしました。社会教育指導員の

設置は，昭和４７年に当時の文部省が，社会教育についての指導，学習相談，社会教育

関係団体の育成等にかかる指導員を市町村に設置することを目的として，「社会教育指

導員設置費補助事業」を創設しました。これを受け，本市においても同年に「鈴鹿市社

会教育導員設置等に関する規則」を制定し，国の補助を受けた社会教育指導員を配置し，

公民館の運営指導や，関係団体への指導助言等に当たっておりました。その後，本市に

おいては，社会教育に関する各種指導について，公民館職員や，社会教育主事等の担当

職員の資質向上が図られ，その者が直接運営指導することが多くなり，結果として，社

会教育指導員の職務や位置付けが，徐々に薄れていく傾向となっていきました。また，

国においても同様の傾向であり，平成１０年度にて，この社会教育指導員設置費補助事

業が廃止されました。このようなことから，本市においては平成１０年度以降は，社会

教育指導員を配置していない状況となっています。今後におきましても，現状の指導体

制で支障なく社会教育行政を運営していけるものと判断されますことから，この際，「鈴

鹿市社会教育指導員設置等に関する規則」を廃止するものでございます。よろしく御審

議いただきますよう，お願い申し上げます。 

 

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

 

（下古谷委員）もともと社会教育指導員は設置された当初には具体的にどのようなことを

されたのですか。 

 

（生涯学習課長）社会教育指導員は主に公民館の講座等のプログラムを指導，助言したり，

鈴鹿市には青少年育成市民会議や，ＰＴＡ連合会，ボーイスカウトといった社会教育関

係団体があり，そこの指導，助言にも当たったりしていました。毎年２名程度の社会教

育指導員を配置しておりました。 

 



11 

（下古谷委員）現在は今言われたような仕事は，公民館職員の方や社会教育主事の方々で

だいたい網羅できるため必要ないということでよろしいでしょうか。 

 

（生涯学習課長）そのとおりでございます。 

 

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

ます。議案第１６５３号「鈴鹿市社会教育指導員設置等に関する規則の廃止について」

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１６５３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（案）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

価報告書（案）」について，説明申し上げます。このことについては，７月教育委員会

定例会において担当課評価である一次評価について報告させていただくとともに，８月

１９日火曜日に開催いたしました，第１回教育委員会懇談会においては，委員の皆様に

よる評価である二次評価について御議論をいただきました。今回は，これらの過程にお

いて，委員の皆様からいただきました御意見をもとに，二次評価の最終案として取りま

とめたものを報告させていただいたものでございまして，その内容については，７５ペ

ージ以降にお示ししたとおりでございますので，御確認くださいますようお願いします。

なお，この点検評価報告書につきましては，本日の報告に基づく御意見等を踏まえまし

て，仮確定とさせていただき，その後，法の趣旨を踏まえて，２名の有識者の評価を依

頼する予定にしております。その後，１１月教育委員会定例会において有識者評価を含

めた点検評価報告書全体を議案として提出し，委員の皆様の御承認をいただきましたら，

１２月市議会定例会で議会へ報告書を提出するとともに，市民へ公表してまいりたいと

考えております。よろしくお願いいたします。 

 

（教育指導課長）それに伴いまして，１９ページの内容を訂正させていただきます。前回

岡井委員から御質問があった施策の方向４の「情報教育の充実に取り組みます」におけ

る指標，「コンピュータ等の基本的な操作を身に付ける学習指導を行っている学校の割

合」の実績値８０％についてですが，目標設定根拠が「平成２４年度に実施した全国学

力・学習状況調査の児童生徒質問紙における同質問の調査結果をもとに設定」となって

おりましたが，児童生徒質問紙は学校質問紙の誤りで，それによりますと，実績値は 

１００％でありました。したがいまして，目標達成度に対する分析評価は，「各小中学

校においては，年間指導計画を立てることにより，情報教育が浸透し，各クラスで児童

生徒にコンピュータを活用させる頻度が定着してきた」と相成ります。ここにお詫びし

て訂正させていただきます。以上でございます。 



12 

 

（委員長）岡井委員，よろしいでしょうか。 

 

（岡井委員）はい。ありがとうございます。 

 

（委員長）随分ボリュームがあったものをまとめていただきました。ありがとうございま

した。教育委員による評価の部分で，皆さんの御意見をいただいた中で，表現や内容に

ついての御質問，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）７７ページの５番，食育の部分ですが，「郷土の食材やその生産者等を教材

化することにより」と書いてあります。生産者を教材化するというのはこの食べ物はこ

の地域ですよ，この農家ですよといった具体的なことで教材化していくのでしょうか。 

 

（教育指導課長）例えば生産者の方がどのようなこだわりを持って，食の安全に気をつけ

ているのかといったことからも食育に繋がっていきますので，そのような部分で生産者

とさせていただきました。 

 

（下古谷委員）そういう意味なのですね。もう一点お伺いします。７９ページの１０番「多

文化共生の教育を進めます」についてです。「指標の一つである外国人生徒の高等学校

進学率は，目標値の達成には至らなかった」とあり，目標値は一応１００パーセントと

設定されていたということです。就職等に進んだ子が何人かいて，目標値は達成しなか

ったということですが，特に外国から来られた保護者の方にしましては経済的にという

形で来ていることが多いと思いますので，就職するということはおおよそ読めたような

気がします。特に就職ということをあまり考えずに，とりあえず高校に行っていただき

ましょうということで１００％にされたのには理由がありますか。 

 

（教育支援課長）日本の子どもたちと同様，多様な進路があると思いますが，やはり日本

の中での進学を望まれている保護者の方が多いという現状があります。そうした中でき

ちんと進路保障をしていくことが第一と考えこの指標にしました。 

 

（岡井委員）委員の評価のことですが，８ページの下から３行目「担当所属が行った一次

評価をもとに，教育委員会による二次評価を次のとおり実施した。」と書いてあります

ので，７５ページの頭３行に「平成２５年度アクションプランの実施状況について担当

課が実施した一次評価を踏まえ，平成２５年度の教育委員会活動について」と「ついて」

が続いていますが，これは無くても良いのではないでしょうか。つまり「一次評価を踏

まえ，教育委員会委員が行った二次評価については，次のとおりである」でいかがでし

ょうか。これの方がすっきりすると思います。結局，我々がアクションプランについて，

二次的な意味で行ったということだと思います。 

 

（書記）岡井委員の御指摘のように「ついて」が二つ並ぶような形でございます。こちら
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点検評価の教育委員会活動は鈴鹿市においては平成２５年度アクションプランの点検

評価ということにもなっておりますので，こちらは抜くように考えいきます。 

 

（委員長）では，抜いていただけるというお答えでよろしいでしょうか。 

 

（岡井委員）はい。 

 

（福嶋委員）全体にうまくまとめてもらってありありがたいです。下古谷委員が指摘され

た「教材化」という言葉は私自身も違和感があります。ひょっとしたら誤字でないかな

と思ってしまいました。一般の方が見た時にも少し分かりにくいのではないかと思いま

す。お話を伺うと意味は分かりますし，なるほどと思うのですが，一般の方が読んでも

そう思ってもらえるような書き方に少し直していただければと思います。 

 

（委員長）言い回しといいますか，表現ですね。 

 

（福嶋委員）教材化という表現に慣れてなかったら分かりにくいということがあります。 

 

（岡井委員）確かに分かりにくいと思いますが，社会科などでは５年生になると地場産業

の内容が出てきます。２，３年生でもたくさん出てきます。この前食べた魚と，漁師さ

んの仕事，しいたけと農林，畜産業等のそういった所を意識して取上げて，意識して学

ばせたかったのかなと思います。また，他の視点から生産者の方を取上げて感謝の気持

ちを持つなど，そのような意味で書かれたのではないでしょうか。ただ，唐突みたいな

感じはします。 

 

（福嶋委員）見慣れていなかったので，そう感じたのかもしれません。 

 

（委員長）表現だけですね。 

 

（岡井委員）検討する余地があるかです。 

 

（書記）分かりにくい表現になっているということですね。 

 

（福嶋委員）皆さんの中では一般的な表現かもしれませんが，市民の方が見たときにどう

なのかなと思われるような表記があれば，分かりやすいように歩み寄っていただければ

と思います。 

 

（委員長）趣旨は良く理解できましたので，この部分については表現をもう一度見直して

いただくようにお願いします。内容的には現場の先生方が非常に時間を取られていると

いうことも含めて，問題が浮き彫りにされている文章となっています。これらのことが

もう少しスムーズに行くように教育委員も含めて，改善，努力をしないといけないと思
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いながら読ませていただきました。 

 

（岡井委員）７５ページの上から２つめの段落で，「このような現状にあって，知識面につ

いては大きな変化はみられないものの，苦手とされる活用・記述面においては，積極的

な指導助言もあり」と書いてありますが，誰がどこにしたのかといったことが分かりに

くいと思います。もちろん指導主事から先生方だと受け取れますが，もう少し「記述面

においては，学校への具体的な指導助言もあり」「具体的にこのようなことをしたら」

といったことを書けば，教育委員会から学校へ出向いていったという意味合いが強くな

ると思います。特に「明るい材料である」と書いてもらってありますので。 

 

（委員長）そうですね。 

 

（教育指導課長）「学校への具体的な指導助言」とさせていただく方が伝わりやすくなると

思います。 

 

（委員長）「学校への具体的な指導助言」でよろしいですね。 

 

（福嶋委員）今回一次評価を踏みこんで行っていただきましたし，私たちも力を入れたつ

もりです。やはり，これを未来のものにするためには文字だけではなく，実際行ってい

く次年度に，これらをどのように活用し実施していくかということが大切だと思います。

そういった面でも力を注いでいただきたいと思います。 

 

（委員長）これだけのものを取りまとめるのはかなりの労力がいると思いますので，今後

実施していくに当り，関係各位で協力し合えるところはもっと具体的に協力しなければ

ならないと感じた内容でした。それでは，御意見もないようですので，２番目の「平成

２７年度鈴鹿市幼稚園専任園長任用候補者選考実施要綱について」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「平成２７年度鈴鹿市立幼稚園

専任園長任用候補者選考実施要綱」につきまして，説明申し上げます。資料８７ページ

を御覧ください。申し訳ございませんが，誤字がございますので訂正をお願いいたしま

す。６特例職員の（２）に，第２項で「規程する選考対象者」と書き出しがありますが，

規程の「程」の字は，「程度」の「程」ではなく，「定める」，「一定」の「定」ですので，

訂正をお願いいたします。申し分けございませんでした。引き続きまして，説明をいた

します。この要綱は，教育公務員特例法第１１条の規定に基づき，鈴鹿市教育委員会教

育長が行う平成２７年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者の選考に関し，必要な事項

を定めることを目的といたしております。選考対象者は，平成２７年３月３１日現在に

おいて鈴鹿市職員であること。幼稚園教諭として１５年以上在職していること。幼稚園

教諭の一種免許状又は専修免許状を有すること。１年以内に懲戒処分を受けていないこ

と。の要件をすべて満たす職員としております。選考対象者の推薦については，鈴鹿市

立幼稚園教諭で所属長から推薦のあった者，鈴鹿市教育委員会事務局，又は鈴鹿市教育
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委員会の所管に属する教育機関の職員で所属長から推薦のあった者の区分によって行

うものとなっております。選考は，筆記試験，作文，面接試験及び書類審査により行い

ます。選考の結果，平成２７年度の任用候補者と認定された者については，平成２７年

度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者名簿に登載いたします。名簿の効力は，平成２７

年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間といたしており，平成３２年４月１

日登用は可能となっております。ただし，教育委員会事務局勤務期間中は除くものとな

っております。この要綱は，平成２６年９月１日から施行しております。以上でござい

ます。 

 

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

 

（下古谷委員）４番の（２）筆記試験にアンダーラインが入っているのですが，これは意

味があるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）特に意味はありません。何らかの形で入ってしまいました。申し訳あり

ませんでした。 

 

（福嶋委員）これは，任用候補者名簿ですので，あくまでも幼稚園に空き数が出たときに

そこから選定するということでよろしかったでしょうか。 

 

（学校教育課長）空き数がでるというよりも，何らかの事情で途中に園長が必要になる場

合もありますので，一般的には実際の幼稚園数よりも多めに園長の資格を持った者は登

載しておきます。そのための名簿になっています。 

 

（福嶋委員）少し多めにということですが，人数はいつもどのように決めているのでしょ

うか。 

 

（学校教育課長）現在の園長先生が退職されるということは確実にその空きがでますので，

それらの数を勘案して計画に基づき，ある程度これくらいの数は必要だろうと若干多め

に決めております。必ず何人とは決めておりません。 

 

（福嶋委員）「教育委員会事務局勤務期間中は除く」となっていますがこれは，業務に支障

がでるからということでしょうか。 

 

（学校教育課長）実際，事務局の職員として幼稚園の教諭も来ております。例えば，その

期間が３年４年となりますと，５年の期間があっという間に残り１年，２年となってし

まいますので，そういった場合は数えずにその期間を除いた５年間になります。期間が

延びるという意味になります。 

 

（委員長）年齢の制限はないのでしょうか。 
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（学校教育課長）年齢的な制限は特に設けておりませんが，勤務が１５年以上ということ

もありますし，園から推薦のあった者ということになりますので，やはりある程度の年

齢の方になると思います。 

 

（委員長）教育委員会にいる年数も考慮しますと，実際延びるわけですね。そうなると，

少し年齢が高くなるのではないでしょうか。 

 

（学校教育課長）この園長の任用の名簿登載が４０代後半になられる方もいらっしゃいま

すので，そういった方ですと事務局に３，４年いても５０代前半からまだ何年かありま

す。５０代からいらっしゃった方ですと，事務局に４，５年いますと５４，５５歳頃か

ら残りという形になります。 

 

（委員長）経験を豊に積んでいただいた方と年齢というのは難しいところですね。実際経

験があり教育行政に携わっていただいきながらも，なおかつ現場でも動いていただきた

いということもあります。そこは年齢の壁を見越しながら決めていただいているという

ことですね。ほかによろしいでしょうか。それでは，３番目の「全国学力・学習状況調

査について」をお願いします。 

 

（教育指導課長）それでは，今年度実施いたしました平成２６年度鈴鹿市全国学力・学習

状況調査-調査結果の概要について報告させていただきます。８８ページを御覧くださ

い。１の調査の概要についてですが，調査の目的は，義務教育の機会均等とその水準の

維持向上の観点から，全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し，教育施策の

成果と課題を検証し，その改善を図るとともに，学校における児童生徒への教育指導の

充実や学習状況の改善等に役立て，その取組を通じて，教育に関する継続的な検証改善

サイクルを確立することとなっております。調査の対象につきましては，小学校第６学

年，中学校第３学年でございます。調査内容でございますが，教科に関する調査におき

ましては，国語，算数・数学で，主として「知識」に関する問題（Ａ問題）は身に付け

ておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や，実生活において不可欠で

あり常に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能などでありまして，主

として「活用」に関する問題（Ｂ問題）は，知識・技能等を実生活の様々な場面に活用

する力や，様々な課題解決のための構想を立て実践し評価・改善する力などとなってお

ります。質問紙調査は，学習意欲，学習方法，学習環境，生活の諸側面等に関すること

をみる児童生徒に対する質問紙調査と，学校における指導方法に関する取組や学校にお

ける人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する学校に対する質問紙調査となってお

ります。調査方式は，今年度も悉皆調査で，平成２６年４月２２日に行われました。参

加者人数は小学校３０校で，小学６年生２０３２人～２０３３人，中学校１０校で，中

学３年生１９１８人～１９２７人でございます。続きまして，２の調査結果の概要につ

いて説明いたします。８９ページを御覧ください。鈴鹿市・三重県（公立）・全国（公

立）の平均正答率は表１，表２のようになっております。これによりますと，小学校国
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語Ｂ，算数Ｂの平均正答率が，県平均を上回り，小学校国語Ａ，中学校国語Ｂの平均正

答率は県平均と同値であります。しかし，全体を見ると，Ｂ問題の平均正答率が５０%

台と低く，特に中学校国語Ｂにおいては，平均正答率が５０％に達していない結果とな

っております。平均正答率の経年比較は，それぞれの学年，教科，Ａ，Ｂにおきまして，

図１～図８のようになっております。それによりますと，平成１９年度から平成２６年

度までの平均正答率の変動は，国や県の動きとほぼ似た動きとなっておりますが，小学

校国語Ａ，中学校国語Ｂにおいては，平成２６年度初めて県平均と並び，小学校国語Ｂ，

算数Ｂの平均正答率は，県平均を上回る結果となっており，中学校国語Ｂ以外は，すべ

て，昨年度より，平均正答率が高くなっております。また９１ページの表３と図９図１

０から小学校では国語Ａ・Ｂ，算数Ａ・Ｂ全てにおいて，中学校では，数学Ａ・Ｂとも

に昨年よりも全国平均との差を縮めております。９２ページを御覧ください。鈴鹿市と

全国（公立）の平均無解答率につきましては図１１から分かりますように，これまでの

Ｂ問題の記述式問題における平均無解答率は，小学校算数Ｂ以外は，どれも２０%～３

０%台の無解答率になることがありましたが，今年度は，いずれも平均無解答率が２０%

を超えておりません。９３ページの図１２から，国の平均無解答率と比較すると，いず

れも差が縮まっており，特に中学校国語 Bについては，国の平均無解答率よりも低くな

っております。（４）の全国平均・県平均を上回る学校数でございますが，表５から，

小学校国語，算数ともにＢ問題において，国の平均正答率を超えた学校が平成２４年度

から増えてきております。また表６から，中学校においては，数学Ｂ問題において，国

の平均正答率を越えた学校が平成２４年度から増えてきております。次に，（５）の正

答数分布についてですが，小学校におきましては，９５ページを御覧ください。図１３

～図２０を見ていただきますと，昨年に比べ，国語，算数ともに正答数の多い児童数が

増えており，分布の山が右寄りになっておりますが，国の正答数分布と比較すると，高

得点を取る児童が少なくなっており，図１４や図１８からもわかりますように，特にＡ

問題において，正答数の高いところに位置する児童の割合が，全国の割合と比べ，差が

大きくなっております。Ｂ問題におきましては，図１５，図１６から正答数が半分以下

の児童の割合が，全国の割合を上回っており，逆に，正答数が半分以上の児童の割合が，

全国の割合を下回っております。また，Ｂ問題において，平成２５年度と比較すると，

図１５と図１６，図１９と図２０から正答数が０問，１問，２問，３問といった低い得

点の児童の割合が減っております。中学校におきましては，９６ページを御覧ください。

図２１，図２２の中学校国語Ａ，図２５，図２６の中学校数学Ａについては，昨年と似

た分布となっております。中学校国語 Bは，図２３と図２４から，平成２５年度に比べ，

正答数の多い層の生徒の割合が低くなり，平成２５年度は分布の山が右寄りであったも

のが，左へと移っております。また，中学校数学 Bは，図２７，図２８から，分布の山

が右寄りになり，全国平均と似た分布になり，正答数の少ない生徒の割合が低くなって

おります。「３学力と関係が見られる項目についての質問紙調査結果」につきましては，

資料に含めてありますが，分析途中でございますので，今後，さらに分析を進めてまい

りたいと考えております。本日は，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。 



18 

 

（福嶋委員）少しずつ改善されてきていると思いますが，特に目立って成績が良かった学

校が行った取組があれば教えてください。 

 

（教育指導課長）先生達が組織的に取組むということが意識されていると日頃の授業改善

に繋がっていくと思います。一番影響が強いのはこの結果が出た段階で全員が結果をき

ちんと分析し，職員全体がこのデータを共有する。そしてそれに対してどういう取組を

していったら良いのかということを話し合い，１０月からの改善に向けて取り組んだ学

校は改善が早いです。 

 

（福嶋委員）生徒にとって学校の先生の取組により成績の差異が出ることはいけないこと

なので，あらゆる学校の先生がそういった取組を行っていただくのが本来だと思います。

そういった良い取組の学校のことを他の学校の校長先生や教師に向けてどういう風に

伝えていったらよいのか，その辺りをお伺いします。 

 

（教育指導課長）校長へは校長会の際に発信させていただいております。それから，「遥か」

という教育委員会だよりでも，どのようなことをしていくかということを提示したり，

このような学校があるということを紹介させていただいたりしています。 

 

（福嶋委員）「遥か」を拝見しておりまして，教育指導課も強力にネットを張り頑張っても

らっていることも分かっています。なかなか数字を一朝一夕に上げるということはとて

も難しいかなと思いますが，少しずつでも底辺が上がってくることが望ましいので，そ

の辺りのことについて，より努力をしていただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）例えば９１ページの図９を見ますと，平成１９年度は－３くらいのところ

で固まっているのが２０年２１年と進むにつれ横ばいのものまで減ってきて，そして，

２６年度には１９年度並み，あるいはそれ以上に戻ってきているような雰囲気にとれま

す。そういう意味では平成１９年度は比較的良かったのかなと思います。その当時何か

取り組まれていたことはありましたか。 

 

（教育指導課長）１９年からこの調査は始まっていますが，この頃というのは個人学習や

基礎，基本の定着をどのように図っていくかということに取り組んでいたと思います。 

 

（下古谷委員）基本的なところがと言いますと，資料中の問題Ａの方になると思います。

そうしますと，例えば９４ページ，小学校６年生のところで「特にＡ問題において」比

較的高い正答率の子が少なくなっているのですが，やはり年々頑張る子が少なくなって

きているということでしょうか。 

 

（教育指導課長）補充学習などで基礎，基本の部分ばかり行っていては，活用する力や探

究，追究しようという面が忘れがちになってきます。今から鈴鹿市がこの結果を踏まえ
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て行わなければいけないことは，探究的な学習や課題を追究する学習といったところに，

現場の先生には力を入れて取り組んでもらわなければなりません。自ら学ぶ力，自ら疑

問に思ったことを自分の力で追究していく力を付けていかないと，なかなか高得点の部

分を伸ばすことは難しいと思います。そういったところに取り組んでいかなければなら

ないと認識しております。 

 

（教育長）下古谷委員が質問された「良かったのに落ちてきているではないか」というこ

とに対しては，そういうことではないと思います。１９年から学力テストを始めたと言

っても学習指導要領が変わったのは２０年から，教科書が変わったのが小学校は２３年

度で中学校は２４年度になります。つまり，今の教育に変わってきたのは１９年の時で

はないので，先行して学力テストをしたとしても，その時の指導要領の範囲で出してい

ると思います。１９年の結果と，それ以降の学力テストの部分は中身や質が違うのでは

ないかと私は思います。そのように感じて仕方が無いです。だから，指導要領や教科書

が変わったのはいつかということを確認したのです。要は，成績が落ちてきた時，今の

指導要領の中身に変わり，それに対する力がこうだということがはっきりしたのではな

いでしょうか。だからこれを上げて行くために授業を変えないと，従来の方法で行って

いたのではだめですよということになります。現に落ちたというここが大事なところで

はないかという気がします。１９年は中身が違ったのではないでしょうか。 

 

（福嶋委員）私も，１９年度は易しかったのかなと思っていました。 

 

（教育長）変えていかなければならない部分は国も気がつきましたが，でも指導要領，教

科書が以前のままの時にテストを変えることはできないのではないでしょうか。 

 

（次長）今，教育長が説明されたように全国学力学習状況調査は平成１９年度に始まって，

ＰＩＳＡ調査が２０００年から始まっていると思います。 

 

（教育長）ショックを受けたのは平成１５年と平成１８年ですよね。 

 

（次長）その後，日本で必要な活用力が非常に弱いと分かり，文部科学省がそのことを受

けて学力調査を始めたという経緯があります。最初の１９年は一番初め，どういった内

容のどの程度の問題を行えば測れるのかということが手探りの状態だったということ

もありますし，それから，学習指導要領の部分でゆとり教育を行ってきたところで１９

年は最後となるわけですので，そういった面がひとつ影響していることが見て取れます。

９１ページにあります，全国のポイント差の部分を見ていただきますと小学校も中学校

も０の水平線になっている全国平均のところに，上がったり下がったりしながらも上へ

上がってきています。標準偏差的に見て学力調査の結果が全国と比べて鈴鹿市の実態が

少しずつ良くなってきていると見ていただけると実態が見えてくると感じております。 

 

（下古谷委員）９２ページのところに，平均無解答率がありますが，その平均無解答率が
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だいぶ減ってきている，低くなってきているということで，非常に良い傾向だと思いま

す。何か鈴鹿市として取り組まれたことはあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）無解答ということは何も書けないということで，無解答率が鈴鹿市は非

常に高いという現状を校長会や「遥か」で発信しました。また，指導主事が学校へ行っ

た時にこの現状を改善するには書く体力，読む体力，「体力」が大事ですと伝えている

と聞きました。今からの課題としては的確に書けているかということについて，細かく

先生達には分析してもらう必要があります。無解答率は確かに減りましたが，書くには

書いたけど本当に言われたことに対して的確に書いているか，そこの部分が日々の授業

でどのように教えていくかが課題となっております。 

 

（下古谷委員）的確に表現するというのは，私の学校の学生でも非常に難しいので何とも

言えません。 

 

（岡井委員）国の平均が上回る学校が増えており，そこまで至らなくても国平均とのギャ

ップが非常に縮まってきており，学力の向上は手ごたえを確かに感じていると思います。

１１１ページ，中学校の質問事項９７番，９８番で「全職員の間で共有している」「組

織的に取り組んでいる」という部分が１００％になっています。小学校でも同じ傾向が

見られました。先生方も相当意識して学力についても喫緊の課題として取り組まれてい

ることが分かります。ではその次は何を継続的に粘り強く，皆で一丸となって，一枚岩

となって行っていかなければならないかといったところを攻めていければ，もっと良い

結果になると思いました。それともう一つ，これは例ですが１０２ページの９５番「言

語活動について，国語科だけではなく，各教科，道徳，総合的な学習の時間及び特別活

動を通じて学校全体として取組んでいますか」が▲が付いて５０％になっています。こ

れは一つに，どういうことを色々な教科で行えば言語活動としての内容に合致するのか

というイメージが湧かないので，本当は行っているかもしれないのですが，まだそれほ

ど行えていないということで５０％になっているかもしれないと思います。例えば言語

活動という言葉からすると，表現力や言葉のやり取りがイメージされてしまします。そ

ういった点からすると，言語活動についてはこういうことが色々な教科でも行えます，

こういうことをしていれば言語活動ですよとか，総合的な学習の時間で調べ活動のさせ

方，これについても，こういうことをしていればこの内容に該当しますという具体的な

イメージがない場合も考えられるわけです。だからこの質問紙のそれぞれの項目につい

てどんな活動を向こうは求めているのかを考えますと程度は低くても案外行っている

ものはあると思います。最後には◎もたくさんありますが，▲が中にはありますね。こ

ういったものについては，書き出してある程度カテゴリー分けできると思います。その

部分について，学校に対しこれはどう対応するつもりですか，と報告を求めることも大

事だと思います。校長会で結果を元に色々アドバイスをしてもらっていると言われまし

たが，落ちているところだけでも具体的に取上げて報告を求めていく必要があると思い

ます。実際はすぐに◎にならなくても来年は△や○になる可能性も無いとは言えません

ので。そのように一つ一つ潰していくことも大事ではないかと思います。本当に明るい
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材料で我々も心が温かくなりました。 

 

（教育長）岡井委員が言われたように，だいぶ学校が変わってきたと素人の私でも思いま

す。最初の時は学力テストが終わっても，先生はどんな問題が出題されたのか自分で行

ってみる等全然なかったようですが，最近は各学校とも全ての職員で行いましたという

所もだいぶ増えてきており，意識が非常に変わってきています。テストを見ることによ

って，昔のテストと全然違うなということに気づいてもらっていると思います。ですか

ら授業を変えていかなければならない，内容を変えていかなければならないと非常に理

解してもらっていると思います。それで指導主事の学校訪問とちょうど波長が合い，改

善が見えてきていると思います。もう一点，岡井委員が言われた中で私も気になってお

りまして教育指導課長にも伝えたこともありますが，言語活動といってもなかなか分か

りづらいのでそれをイメージできるようなキーワード，又はイメージできなくても違う

言葉で，皆が心を一つするようなキーワードがほしいなという気がします。そしてこの

言葉の意味はあまりあれもこれもと言うのではなく，これとこれを指すのですよといっ

たキーワードです。例えであまり良くないかもしれませんが，武雄市では反転教育を行

っております。この反転教育という言葉をつかって，皆が心を一つにしています。鈴鹿

市も何かそのようなものがあれば良いなという気がします。この前，津市でフィンラン

ドメソッドという取り組みをしているところに県議会議員が視察に行っており，ここも

フィンランドメソッドという言葉を使って皆が心を一つにしていると思います。そうい

ったものが鈴鹿でもできてくれば良いという気がしております。また良いアイデアがあ

れば教えてほしいと思います。 

 

（福嶋委員）学校質問紙に対する答えというのは，先生達の意識によって同じことをして

いても随分答え方が違います。行っているという気持ちがあれば大きく評価してしまっ

たりするので，あまり信用できないところがあります。先ほど教育長がおっしゃったよ

うに一つキーワードがあってそこに意識が向くと，そういう時にも積極的に自信を持っ

て良い答えが書けるので，そういう面では学校質問紙の評価を上げることは容易にでき

るかなと思います。毎年毎年これを見て質問をしているのですが，なぜ鈴鹿市，三重県

が低くて全国が高くて，高低差が全然動いていかないのか常に疑問に思っています。そ

して，県民の優しさかなというところにいつも考えが落ち着いてしまいます。ここはど

のように解釈したらよいのでしょうか。なぜ，いつも全国よりも三重県が低く，その内

でも県よりも鈴鹿が低い現状が終わっていかないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）適切な回答かは分からないのですが，先生方はこの学力学習状況調査に

求められていることを解くことができる力が，学習指導要領に書かれている子どもたち

に本当に付けなければならない力だという認識を持っているかどうかです。学習指導要

領で子どもたちが本当に付けなければならない力が付いていたらこの問題は解けると

いうメッセージ性のある問題なのだと常々現場にも言っているわけですが，先生達の中

にはこれが本当の学力ではない，もっと違うところに学力があるという考えもあり，そ

の部分との認識のずれがあります。この力を付けていくことが学力を付けていくことで
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すよということを伝え，いかに先生達の気持ちのベクトルをこちらに向けるかというこ

とが大事なのです。しかし，昨日も指導主事が県の会議に出席し聞いてきた話によりま

すと，保護者の方が学校に対して学力テストの結果が低いではないかと聞いたら，これ

は本当の学力ではありませんから気にしてもらわなくても良いですと言われたと教育

委員会に電話がかかってきたようです。これは本当の学力ではないのですかとも尋ねら

れたようです。三重県の中で学力学習状況調査における学習指導要領の徹底をもう少し

頑張っていかなければならないと思います。先ほどの学校質問紙にしても児童質問紙に

しても，こういう風にあってほしいという願いのものなので，そういったメッセージが

込められたものであることを意識して，こういう授業を行っていかなければならないの

だなということを思ってもらわなければなりません。そこの部分の浸透を図っていくこ

とがとても大事だと思います。 

 

（福嶋委員）皆さんは教師の資質が大きなキーポイントですよとおっしゃっており，その

とおりだと思います。もう一つ全く違った見方で，家庭の問題であるとか社会的な鈴鹿

の特質がもしかするとどこかにあるのかなと考えていく余裕を少しもつことも必要だ

と思います。学校の先生達だけが悪かっただけではなく，そういった面もあり得るとい

うことも考え，解決していく方向も一つの視点として私たちももっていくべきだと考え

ております。 

 

（次長）今，福嶋委員がおっしゃったように，学力の問題というのは子どもの生活，家庭

生活，文化，環境，全てのことを見ていく必要があると私も常々思っております。鈴鹿

市の現状として度々報告しております不登校の割合も高いですし，子ども家庭支援課の

話を聞いていきますと，詳しい数字は分かりませんが，子育てに行き詰まって虐待をし

てしまう等が多いという話を聞くこともあります。文化的なことでも，特に外国人の子

どもたちは社会的な体験が少なく，社会の色々なことと言葉を結びつけることができず，

そのような経験を基に培っていく力が弱いという部分もあります。様々なことが関係し

ていると思いますので，色々なところの分野で鈴鹿市全体の組織を活かして取り組んで

いく必要があると考えております。 

 

（岡井委員）子どもの学習を取り巻く背景や前提が鈴鹿市には厳しいこともあると思いま

すが，一度に全国を抜くというのではなく，去年よりは今年，今年よりは来年と市内で

着実に上がっていくと，結果的には県平均を軽く抜き，全国平均もクリアすることが出

来ると思います。いつまでも前提や背景ばかりにとらわれるのではく，去年よりどうだ

ったかで十分だと思います。去年より進歩したら立派なものだと思います。 

 

（委員長）マスコミの報道の仕方も色々あると思いますが，発表の日に新聞を見ますと鈴

鹿市はまただめだ，三重県はまただめだと既成概念を植えつけられているようで，新聞

だけを読んでいると改善の余地なしという感じになってしまいます。しかし，現場を見

せてもらうと皆さん心を砕いていらっしゃいますので，その辺りを記者の方に説明して，

岡井先生が言われたように去年よりはここが改善されたとアピールしても良いのでは
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ないかと思います。そして先生の自覚を促してほしいです。基本的にこれの目標という

のは教育指導の充実及び学習状況の改善等と最初にあります。マスコミはだんだんエス

カレートしていますが，一番は先生が指導要領に従って子どもはどんな結果を出してい

るかが一番のポイントだと思いますので，記事の内容に振り回されず取り組んでほしい

と思います。記者の方もその辺りを深く取材してもらい，鈴鹿市の改善点等，改めて後

日でも報道してもらえると良いのですが。教育委員会も今年このように取り組めました

とアピールされてはいかがでしょう。徐々にではあっても来年度はこのようにと目標を

発表されるのも良いのではないでしょうか。 

 

（下古谷委員）先ほど教育指導課長が言われたように，生徒自らが色々なことに取組んで

もらうことが一番良いと思いますが，全国的に大学や高等教育も含めて自ら学ぶ「アク

ティブラーニング」が世の中当たり前のように浸透してきています。そういった中で鈴

鹿市として生徒自ら学ぶというような方向に持っていく教育は特にされているのでし

ょうか。 

 

（教育指導課長）探究的な学習で仲間と共に課題を解決していくような協働学習等，やは

り総合的な学習の時間の充実を図っていく必要があります。総合的な学習の時間ですが，

前回の失敗として体験だけを行い，そこに書く作業や話し合って問題を解決するような

言語活動を積極的に行わなかったため，単に体験あって活動あって学びなしとなってい

ました。今回は，カリキュラムマネジメントといって体験したら必ず書くといったこと

で国語科と結びつける，あるいは社会科の中からデータを持ってきたらグラフ化し数学

科と結びつけ，それをまた社会的に分析するといったように，いかに教科を横断して探

究的な学習をしていくかという部分を具体的に先生達がイメージを湧かせることが大

事だと思います。事例等をもっと紹介していく必要があるかなと思っております。 

 

（下古谷委員）おそらく中央教育審議会の委員の一人で，日野市立平山小学校の五十嵐校

長先生はアクティブラーニングで非常に成果を上げており多分，三重県を含め日本全国

から視察に来られたそうで，先進的なことをされています。確かに小学校の低学年から

６年生まで３段階に分けてされているそうですが，また参考にされるのも良いと思いま

す。 

 

（岡井委員）１０８ページの中学校の学校質問紙７８番と８０番を見ますと国語，数学の

家庭学習の課題が１００％ですね。全国と比べて◎がついており家庭学習に目が向けら

れているのは本当に良いことだと思います。ただ，１０９ページを見ますと▲がついて

おり宿題は１００％出すのですが，その出し方や課題の与え方について，全職員の共通

理解や調べ学習の課題を提供することが弱いとか，保護者への啓発についても弱いとい

うことがあります。宿題は今までと比べて意識して出していますが，取り組みたくなる

宿題を出すこと，そしてもう一つは保護者の方がもう少し家庭学習に目が行くような懇

談会の場等での働きかけることが重要だと思います。家庭学習の比重はとても大きいと

思われます。 



24 

 

（教育長）この学力学習状況調査の概要につきましては，今日時点の概要ですので，分析

はもっと深めていく必要があります。内容については変化していくかもわかりません。

２５日に出たばかりですので。 

 

（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年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表について」をお願いします。 

 

（教育指導課長）それでは，平成２６年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表について

報告させていただきます。１１２ページを御覧ください。平成２６年度鈴鹿市教育研究

会研究委託校園の発表につきましては，１０月２４日に理科・生活科の発表を行う井田

川小学校を皮切りに，１０月３１日に明生小学校で算数科の発表を，１１月１１日に白

子幼稚園の発表を，また，来年の１月１５日には，千代崎中学校の発表がございます。

委員の皆様には，各委託校（園）それぞれの研究発表会の詳細な案内が出来次第，配ら

せていただきます。なお，昨年度から，この研究発表会につきましては，教職員の資質

向上ということに重きを置き，全ての学校で事後検討会が設定されておりまして，先生

方の実践研修の場となるよう研究発表会の運営を改善しております。このような趣旨か

ら，学校からの来賓の御招待につきましては控えさせていただいておりますが，委員の

皆様方にも，各小中学校園の取組を是非とも御参観いただきたいと考えておりますので，

御多用とは存じますが，御都合がつく場合には，その旨を事務局にお知らせいただけれ

ば，幸いでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（委員長）昨年度も皆さんお時間のある限り参加しておりますので，今年度も参加させて

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，５番目の「鈴鹿市いじめ防止基本方針について」をお願いします。 

 

（教育支援課長）それでは私からは，この度，鈴鹿市いじめ防止基本方針が策定されまし

たので御報告させていただきます。資料１１３ページを御覧ください。本基本方針は，

本年度７月教育委員会定例会におきまして，（案）の段階にございました基本方針を御

報告させていただいておりますが，その後，意見公募を経て，９月１２日（金）に開催

されました第４回鈴鹿市いじめ防止対策基本方針検討委員会におきまして，お手元の資

料にございますように決定されました。７月教育委員会定例会にて御報告させていただ

いた後に修正した箇所は，資料１２８ページの組織構成の内，ⅱの「鈴鹿市いじめ問題

対策連絡協議会」に学識経験者を加えました点と，ⅲの「鈴鹿市いじめ問題解決支援委

員会」の委員構成につきまして役職等を明記した点でございます。今後は，９月２６日

（金）に予定されております市長定例記者会見で公表させていただきますとともに同日

開催されます校園長会で各学校に周知して参ります。なお，各学校では，今後，本基本

方針に基づき，各学校いじめ防止基本方針を作成して参ります。また，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「鈴鹿市いじめ防止対策連絡会議」，「鈴鹿市い

じめ問題解決支援委員会」及び，市の附属機関として設置を予定しております「鈴鹿市
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いじめ調査委員会」につきましては，鈴鹿市議会１２月定例会に各組織の設置条例を上

程して参る予定でございます。以上，御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）これはパブリックコメントを得たということですが，その時に何か意見はあ

りましたか。 

 

（教育支援課長）パブリックコメントでは２名の方から１０件の御意見をいただきました。

例えば現状把握が弱いのではないか，基本方針の方に実情の分析がないのではないかと

いった御意見や，それから「やさしい」といった言葉を定義し，入れてはどうかといっ

たこと，教職員の多忙感や子どもに向き合うことが大事なのであって，そういった部分

を入れてはどうかという意見がありました。 

 

（岡井委員）１３６ページの重大事態への対処の部分で気になったのが，学校が一番知り

たいことは，あってはならないことであすが，重大事態のこの４つの状態が万が一生じ

たときに，学校はどのような流れで対処していくのか，当事者の保護者や市民の方に対

しては透明性を確保しながらどのように公正に対処していったらよいのかということ

だと思います。学校としても教育委員会としても重大事態があったときの対応を具体的

にしていくことが大事だと思います。まず，はじめに１３６ページの下から２行目で「市

教育委員会又は学校は調査を速やかに行います」とあります。１３７ページでは「市教

育委員会が調査の主体となる場合は」とあり，その下に「学校が調査の主体となる場合

は」とありますので，ここで「又は」があることによって，案件によって分けて考えて

いるかのようなニュアンスがあるような気がします。案件によっては連携したり，学校

だけでは難しくなってきた時には鈴鹿市いじめ問題解決支援委員会に委ねたりするこ

ともあるもあると思いますので，１３６ページは「教育委員会及び学校は」にした方が

良いのではないでしょうか。それと，１３６ページの①の４項目ですが，それぞれ微妙

に対応が違うのではないかと思います。方針は方針として，学校には流れの中で位置づ

けたマニュアルが必要だと思います。いじめの場合，保護者の方が納得されないときは

第三者委員を立ち上げる，金品を要求された時は対応が若干違うと思いますし，精神性

の疾患を発病した場合も異なってくると思います。そういったことを図式化して，ある

程度シミュレーションしたものの方が学校は助かるのではないでしょうか。もちろん，

あってはならないことなのですが。いじめの定義や早期発見も大事ですが大津の事件に

見られるように，一番大切なのはこの重大事態への対処ではないでしょうか。 

 

（教育支援課長）今，御指摘いただいています重大事態への対処は国の対策等の方針，県

の方針等を参酌してそれに準じた形の内容とさせていただいております。また，個別の

ものについては，各学校がいじめ基本方針を作って参りますが，それに向けては学校の

基本方針に盛込んでいくもののガイドラインについて，校長会で説明させていただく予

定でございます。また，個々の案件につきましては当然それぞれ対応が違うものになり
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ます。県も危機管理マニュアル等で様々な対処法については周知をしておりますし，深

刻ないじめの案件については教育委員会も積極的に指導・助言に入りながら早期の原因

の解明，解決をしていくという方針，スタンスでおります。 

 

（岡井委員）これらは本当に起こると頭が真っ白になる場合があります。これ以外でもこ

のようなことは大いにありますので，安心感にも繋がりますので事例ごとにまとめても

らい，ぜひお願いしたいと思います。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，６番目の「大黒屋光太夫記念館第１０

回特別展の開催について」をお願いします。 

 

（文化課長）れでは，私からは報告事項の６番目，「大黒屋光太夫記念館第１０回特別展の

開催」について説明申し上げます。１４０ページを御覧ください。第１０回目を迎えま

す，今年の特別展は「漂流・漂着ものがたり-海へ往く者 海から来る者-」と題し，１

０月２５日（土）から１２月１４日（日）まで開催いたします。今回の特別展は，例年

の資料展示に加え，「船の科学館・海と船の博物館ネットワーク」の支援を活用して，

海に関するワークショップを期間中２回開催いたします。第１回目は，１１月３日（祝

日の月曜日）「海岸で漂着物を探して標本箱を作ろう」と題したビーチコーミングを行

います。場所は，鈴鹿市伝統産業会館の研修室で，鈴鹿子ども環境ネット所属の舟橋憲

治さんを講師にお招きして海岸に打ち上げられた貝殻などの漂着物を収集し，それを材

料とした標本箱などを作成します。第２回目は，１１月２９日（土）に，「拾った漂着

物でフォトフレームを作ろう」と題し，工作教室を開催します。場所は，若松公民館の

ホールにおきまして，ナチュラル工房にわとり屋の坂崎由佳さんを講師にお招きし海岸

で収集した漂着物を利用してフォトフレームの製作を行います。いずれも，小学生を対

象とした体験型の催しでございまして，それぞれ，定員は２５名としております。また，

特別展期間中，同記念館展示室におきましては三重県指定有形文化財『尾鷲組大庄屋文

書』を展示し光太夫をはじめ，江戸期の漂流者を取り上げ，漂流の要因と考えられた気

象や潮流などの自然現象をはじめ捕鯨や海運など，当時の産業についても触れさせてい

ただきます。また，国立公文書館所蔵の『波丹人漂流記』や西尾市岩瀬文庫所蔵の『漂

流記集』など県外の関係機関より，お借りしました異国船・異国人に関する貴重な古文

書等の展示をとおし鎖国下でありながらも海を介して，例外的な異文化交流がなされた

こともお伝えします。なお，外部機関からの資料の借用期間も考慮しつつできるだけ，

多くの方々に貴重な資料を御覧いただけるよう特別展期間中は，通常は休館日の火曜日

と第三水曜日も開館して，祝日以外の月曜日を除く，４６日間の開催といたします。一

人でも多くの方々に同記念館に足をお運びいただき「古来からの海と人との関わり」に

ついて考えていただく機会となるよう期待をするものでございます。説明は以上でござ

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。よ

ろしいでしょうか。それでは，その他の事項に移ります。今回のその他事項の意見交換



27 

は，前回に引続き「学校図書館の活用について」です。詳細説明は，前回，教育指導課

長の方からございましたので，早速，意見交換に入りたいと思います。御意見がござい

ましたらお願いします。 

 

（福嶋委員）学校図書館を使う生徒の傾向が，私たちの子どものころと比べて，随分と様

変わりしているのかなと思っています。最近のお子さんたちはどういった図書を借りて

読んでいる方が多くて，その指導についてはどういう風に行っているのかお伺いします。 

   

（教育指導課長）一概には言えませんが，活字離れもあるのですが，子どもたちが興味を

もつシリーズ物は人気があります。どちらかというと，読み物とか文学とかそういった

ものに興味がいくことが多いので，学校の購入の際にも，どうしても図書分類９番の「文

学」の部分を充実している傾向にあります。ですから，できるだけ学校図書館を学習情

報センターとしての機能も充実させていくこともありますので，他の分野の充実も働き

かけをしていく必要があると考えております。 

   

（福嶋委員）最近の傾向としては，学習と結びつけた図書の利用方法や応用的に使うとい

う情報のネットワークが言われており，そういう傾向にあるのには賛成です。それ以前

に昔からあった文学や基本的な読み物を読む楽しみというのは，子どもたちの栄養には

すぐならないかもしれないですが，物事を考える基礎になるのではないかなと思ってお

ります。そちらの方も充実してほしいと思います。 

 

（教育指導課長）その部分も豊かな読書体験ということをするために，例えば国語で宮沢

賢治を学んだ場合が宮沢賢治のシリーズを充実させ，同じ作家の本を読もうという並行

読書を行っています。あるいは同じジャンルの本を読もう等，そのような形で学校図書

館の環境整備を行いまして，子どもたちができるだけ目が向くような取り組みを行って

おります。 

 

（委員長）学校図書館というのは，授業の一環として皆一緒に図書館に行くことがありま

すよね。それ以外にも放課後にも図書館を利用することはできるのですか。 

 

（教育指導課長）どちらかというと朝の時間や業間，昼休みの時間といったところに開館

しておりまして，放課後というのはあまりありません。 

 

（委員長）放課後というのはないのですか。では，給食終わってから図書館に行き，借り

たい本を借りていくような形で運営されているのですか。 

 

（教育指導課長）図書委員会を中心にそのような活動で行っております。 

 

（委員長）授業以外に学校図書館を子どもたちが一か月にどれだけ利用したかの実態調査

をされたことはありますか。 
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（教育指導課長）学校によっては調査しているところもありますが，私の方では把握はし

ておりません。ですが全てデータベース化はしてありますので，読書冊数や，どれくら

いの本を借りているかを調査することは可能です。過去はそれを調べていたのですが，

今は読書冊数よりも内容や中身をじっくり読もうといった方向に変わってきています

ので，そちらを重視するような方向で取り組んでいます。 

 

（委員長）基本的にじっくり読みたいとすると，学校から借りていって家で土日に読むこ

とで，はじめてじっくり読めると思います。冊数より内容というのは良く分かりますが，

急いでおりませんので，だいたい今小中の各学校でどれくらいの回転率，子どもたちが

図書館でどれくらいの本を借りているのか，おおまかな数字を教えてもらうことはでき

ないでしょうか。 

 

（教育指導課長）分かりました。 

 

（福嶋委員）図書館は本の冊数や司書の配置等も大きな要因でありますが，最近では図書

館の環境や机の配置，行きやすい図書館を作りましょうという流れもあって，平田野中

学校も随分工夫がありました。市内では他に工夫のある図書館はどのようなところがあ

るのでしょうか。図書館の環境を従来どおりではなく，より積極的に工夫されたところ

です。 

 

（教育指導課長）文部科学大臣賞を受けたりもしており，例えば栄小学校，白子小学校で

すね。ぬくもりのある図書館や環境整備に対して力を入れておりまして，そのことにつ

いても校長会や教育委員会便り「遥か」を通してこのような図書館運営がありますとお

伝えしています。それから図書館担当者会議を開いているのですが，そこでどのような

環境整備をしていったら良いかといったことも話し合っています。 

 

（下古谷委員）４ページ２番の施設環境のところで「蔵書のデータベース化」は１００％

できていますが，「児童生徒が使用可能なコンピュータの整備状況」が０％ということ

なのですが，教職員が使う検索用パソコンはあるのでしょうか。児童は使わないけれど

も，先生が検索するときにそのデータベースを利用できるパソコンはあるのですか。 

 

（教育指導課長）それは，データベースの中で検索することができます。それを使って読

書冊数などいろいろなことを調べることができるパソコンが各校１台配備されていま

す。 

 

（下古谷委員）それは生徒には解放されていないということですね。最後の活用について

の課題で，「図書館での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平

行してできない」とありますが，情報教育で使っているコンピュータをこの図書の検索

に利用することは難しいのでしょうか。ネットワークが全くない，あるいは１台を図書
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館に持ってくることはできないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）今から活用型の学習を進めていく中で情報収集能力や情報活用能力とい

う面で図書館は非常に大きな位置を占め重要視されてくると思います。そのため，その

ようなことを行っていく必要はあると思います。 

 

（岡井委員）４ページに学校図書館巡回指導員派遣というのがありますが，司書教諭が十

分に職務に専念できなかったり学校図書館担当職員がいないような状況の中で，この巡

回指導員の支援は非常に大きいものであると思います。これは１８年度から始まったの

ですが，これはある程度永続的に行える事業なのか，またはもっと充実して小学校の年

６回ではなく毎月１回は行ってもらえるとありがたいです。そういった見通しはいかが

ですか。 

 

（教育指導課長）当初はもっと回数も多かったのですが，だんだん減ってきています。特

に入札という形をとりますので，やはり小学校７回，中学校５回というのはなかなか難

しかったということがあります。このことに関しましても，やはり今の司書教諭の課題

であったり，人がいる図書館では子どもたちに色々なアドバイスをしたり受け答えがで

きたりしますので，人がいる図書館を考えていかなければならないと思います。 

 

（教育長）質問があったのは，この事業が県事業なのかどうかということではないのです

か。 

 

（教育指導課長）この派遣事業は市の事業です。 

 

（委員長）本を読む習慣というのは小学校以前の話だと思います。やはり乳幼児の時，幼

稚園の時にいかに親がどれだけ読み聞かせをしていくかの積み重ねが小学校，中学校に

影響し，ひいてはその子の生き方も含めて本を読むようになっていくと思います。もう

少し幼稚園のお母さんたちにお願いしていただいて，小さいときの親の読み聞かせを，

もっと強化してもらい，根底から見直していただけたら良いと思います。大きくなって

から本を読むのは調べ物をする時だと思います。真剣に色々な本を読みたいであったり，

子どもたちが話す言葉の内容，言語であったり，本をたくさん読んでいる子というのは

意見もはっきり出てきますので，幼稚園に連絡できるのであれば家庭での読み聞かせと

いうのを折りに触れて御家庭にお願いしていただきたいと思いますので，機会があれば

お願いします。 

 

（教育指導課長）おっしゃられるようなことは，非常に重要な位置を占めてくると思いま

す。幼稚園に関しては週末に持ち帰る形もとっております。また小学校でも中学校でも

家庭での読書啓発というのが大事なこととなります。鈴鹿市の中でも良く取り組んでい

る学校では，家庭に対して図書館便りを発行しているところもありますので，そういっ

たものを集め，他の学校でも取り組みやすいようにデータ化しております。それを自分
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の学校用にアレンジして「家庭での読書のすすめ」というような形で啓発する取組も図

書館担当において行っております。このように色々な冊子を出して啓発を行っています。 

 

（岡井委員）課題として４つ挙げていただいてあり，それぞれについて対応策があると思

いますので，それについては改めてお聞きしたいと思います。そこで，３ページ（３）

の「鈴鹿市における各学校の学校図書館図書標準の達成状況」ですが，全国は小学校で

５６.８％，中学校で４７.５％となっており，鈴鹿市の場合はせめて７５％～１００％

未満となるように，図書の数を増やせるよう様々な手段を講じてほしいと思います。こ

のことが課題の中で一番気になりましたので。 

 

（教育長）今の課題もですが，私から見てそれらが満たされない一番の課題としては，最

近の国からの教育費を全部交付税に入れていますとして済ましてきているというとこ

ろに原因があると思います。やはり，現金でもらっていたか，それとも，交付税に入っ

ていますと言葉だけで良いのかということです。議会でも御意見をいただいていますが，

地方に任せたら全然地域によって違ってくると思います。例えば公共下水について，合

併した楠町ではまだですが，それ以外の四日市はとっくに済んでいます。でも鈴鹿では

まだ５０％くらいでどんどん進めていかなければならないです。税金の使い道が全然違

うのにその中で一律に交付税に入っていますから，それぞれで行いなさいというのは，

本来一般財源であって市が自由に使えるものに色をつけてそれで，やっていますという

のは根本的に日本の教育のいけないところだと思います。ですから，それをもっと国に

向けてこれは問題があるよと発信していかなければならないのではないかなと思いま

す。 

 

（岡井委員）インフラ整備等も込みで一緒に入っているのですよね。 

 

（教育長）全部入っています。その中で２０億も下水のために出している市と出していな

い市は全く違いますよね。そこで，同じ教育をしろといっても使い道が違うのに無理だ

と思います。例えば２０億でも，鈴鹿市の公共下水が１００％の他市みたいに済んでい

たらその１割もらうだけでも毎年２億あれば随分違いますよね。 

 

（福嶋委員）実質的に見えるお金としてもらいたいですね。 

 

（岡井委員）例えば補助金のように，特化して図書購入費と縛ってもらえるとありがたい

ですね。 

 

（教育長）今回の文教環境委員会の中でもそのような話はありましたが，やはり国庫負担

法か何かで負担金として，義務教育は憲法で決めているものですから，教材から何から，

全部国の負担でしてもらうのが一番です。今はそれが，教材費を交付税の中に何年間で

何億入れましたと，図書館費も交付税に入れましたではいけないのではないでしょうか。 
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（福嶋委員）平等な教育を受ける権利がそれで損なわれていますね。市町村の使い方に頼

ってきているわけですから。 

 

（教育長）教育だけは交付税の中でというのではなく，交付税はあくまで地方間の格差を

平衡化するためのものであって，そこに色をつけていますというのではだめだと思いま

す。そこを変えていかないとなかなか良くならない気がします。 

 

（委員長）だんだんと格差が広がってきますよね。 

 

（教育長）そういうインフラの整備状況等で色々なことが全然違いますよね。それとか，

高齢化が進んだ市は税収もあまり見込めないでしょうし，出ていくばかりで，子どもも

少ないからそんなに教育費いらないと言われるかも知れませんが，その中で教育といっ

ても，やはり格差も相当でるような気がします。 

 

（委員長）格差是正は得意の言葉ですよね。年齢構成等で本当に，今からは大事になって

きていますよね。 

 

（教育長）将来を担う，国を背負って立つ子どもたちなので，そこだけは地方に任せては

いけないのではないでしょうか。福祉といった分権とは少しちがうのかなという気がし

ます。 

 

（委員長）御意見もこんな風にいただいて，お金が初めてそういう風に回っているという

ことが分かりました。どこかが手を挙げないと，任せていますでは話が終わってしまい

ますから。そういうのはやっぱり，鈴鹿であれば県に伝えるのですか。そこから国にと

いう流れでしょうか。 

 

（教育長）要望も出しているのですが，なかなか通じません。 

 

（委員長）この前も，県への要望に同行したのですが，加配とかいっぱい意見があるので

すが，最終的には予算がないということでした。これはおそらく全然解決がないけれど

も要望をしてみようというような感じでした。最終的にもう少し必要な予算は見えるよ

うに交付してもらうことが基本なのかもしれません。今からは特に少子高齢とういうこ

ともあるので。しつこく県に言うしかないということでしょうか。少しずつでも声を挙

げていくしかないですね。 

 

（教育長）例えば図書にしても標準冊数がどれだけというのがあるのであれば，それが備

えられるように国が補償しなければならないと思います。先ほども言ったように，交付

税というのは税と一緒ですので，本来，使い道が決まっていません。道路に使おうが何

に使おうが，その市の事情でやっていくところですので，市の状況が違えば，全部決め

られただけ教育へ行くかというと，行くわけはないですよね。だから，教育だけは国と
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して別で考えなければならないと思います。 

 

（委員長）ＮＨＫで，日本は，一番教育予算が少ないとテレビ見ませんでしたか。 

 

（教育長）ＯＥＣＤの中でですね。 

 

（委員長）そうです。その中で教育，教育というのは難しいですね。話は変わりますが，

今，中学生を預かっておりまして，「今は機械や自動車があって，日本が世の中を牽引

しているところがあるけれども，君たちの時代にはいったい何で生きていけばいいのだ

ろうね」という話をしたことがあります。そうしたら，その場でじっと考えていました。

だからそういった危機感を含めて，体験学習で企業に出るというのは良いと思います。

私たちも頼みにも行きますので，「今からの子どもを育てたい」という認識を体験学習

で預かるところが持っていただかないと難しいなと今日すごく感じました。一生懸命話

をしますと，今日も何かしたい夢はありますかと聞きましたが，こういうことがしたい

とだんだん話してくれるようにもなったので，そういうために勉強の目標も出てくるね

と話しました。この点検評価の中にもあるのですが，体験学習に子どもが出るというの

は，現実的な問題を非常に子どもが分かってくれる意味で一番良いですし，それをどの

ように学習に繋げていくかというのも，ただ学校で勉強しているより分かりやすいと思

います。もう少し頼みに行く先生達がそのことも踏まえて子どもを育てたいと言葉を添

えていただければと思いました。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，意見交換を終了します。次に，その他の事項｢１０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）１０月教育委員会定例会を１０月７日火曜日午後２時から神戸中学校に

おいて，開催したいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（委員長）御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので，１０月教育委員会定例会を１０月７日火曜日午後２

時神戸中学校において，開催することにいたします。なお，委員の皆様におかれまして

は，定例会の前に授業見学を予定しておりますので，よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）それでは，これをもちまして１０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。 

 

 

９月教育委員会定例会終了 午後４時３０分 
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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 

 


