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平成２６年１１月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年１１月１３日（木） 午前９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  下古谷博司，福嶋礼子，岡井敬治，伊藤久仁子，長谷川正人 

 

４ 議場に出席した職員 

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

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

村元彦），参事兼文化課長（井上陽子），生涯学習課長（白塚山隆彦），参事兼スポー

ツ課長（藤井康彰），書記（永井洋一），書記（岡憲利） 

 

５ 議 事 

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

（２）平成２６年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案について      （教育総務課） 

（３）訴えの提起について                     （教育総務課） 

（４）鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正について            （学校教育課） 

（５）鈴鹿市学校給食センター設置条例の全部改正について      （学校教育課） 

（６）鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設置等に関する条例の制定について 

 （教育支援課） 

（７）鈴鹿市いじめ問題解決支援委員会の設置等に関する条例の制定について 

  （教育支援課） 

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

 

６ 報告事項 

（１）専決処分（工事請負契約の変更）の報告について 

   （鈴鹿市第二学校給食センター建築工事）            （教育総務課） 

（２）専決処分（工事請負契約の変更）の報告について 

（鈴鹿市第二学校給食センター電気設備工事）           （教育総務課） 

（３）専決処分（工事請負契約の変更）の報告について 

（鈴鹿市第二学校給食センター機械設備工事）           （教育総務課） 

（４）平成２７年度幼稚園児募集結果について            （学校教育課） 

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

（６）第１７回鈴鹿シティマラソンの開催について          （スポーツ課） 

 

７ その他 
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（１）平成２５年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 

の結果について                       （教育支援課） 

※【当日追加事項】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） 

（２）１２月教育委員会定例会の開催について            （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 １人 

 

（委員長）ただ今から平成２６年１１月教育委員会定例会を開催します。本日の会議録

署名委員は，福嶋委員にお願いいたします。それでは，議事に入ります。１番目の議

案第１６５７号「平成２５年度教育委員会活動の点検・評価報告書について」をお諮

りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）平成２５年度教育委員会活動の点検・評価報告書を１２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１４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，議案第１６５７号「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。教育委員会活動の点検・評価につ

いては，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定に基づき，

教育委員会の活動状況について自らが点検及び評価を行い，その報告書を作成すると

ともに，これを市議会に提出し，併せて，市民へ公表することが義務付けられており

ます。議案の平成２５年度点検・評価報告書については，これまで，７月教育委員会

定例会において，担当課の評価である一次評価の報告とそれに伴う教育委員の皆様の

御意見の聴取を，また，８月１９日には，本点検評価の協議のため，第１回教育委員

会懇談会を開催し，委員の皆様の評価としての二次評価に関する協議を行っていただ

きました。さらには，９月教育委員会定例会においても，二次評価について詰めの協

議をいただきました。その後，さらに，外部の学識経験者の評価を前年度に引き続き，

宮崎様及び田川様へ依頼し，御意見を頂戴しており，その内容については，議案書の

８８ページ以降に掲載しております。この度，これらの過程を踏まえまして，最終案

を報告書としてまとめましたので，議案として提出させていただいたものでございま

す。なお，この報告書の内容については，議案をもって説明に代えさせていただきた

いと思います。次に，今後の予定でございますが，本日，本議案について御承認をい

ただきましたら，法の趣旨に基づき，１２月市議会定例会の開会日に，本点検・評価

報告書の冊子を市議会へ提出いたします。また，市民への公表については，市議会へ

の提出後，市政情報課の「情報コーナー」や教育総務課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，
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点検評価報告書を公表した旨を，「広報すずか」の１２月５日号に掲載するなどして

周知を図ってまいります。以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申

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。 

 

（伊藤委員）今まで話し合ったことをまとめてもらいましたが，今回９０ページで有識

者の先生が書かれた「施策の方向４」の中で一番そうかなと思いますのが，「ＩＣＴ

機器だけに依存しないで，日ごろから自分で考え，自分で調べ研究し，問題発見・問

題解決をしていく，いわゆる「自主的な学び」を身に付ける指導も期待したい」の部

分です。これはＩＣＴをどんどん導入していきたいということと逆のことになります

が，おそらくこれが教育の原点ではないかと思います。必要なものは導入すれば良い

と思いますが，こういったコメントもいただいておりますので，今までは他市が入れ

ているとか鈴鹿市が遅れているとかが話し合われてきましたが，本当に必要なものだ

け導入すればよいのではないかと思いました。その辺りの検討もお願いします。 

 

（岡井委員）第一次評価と第二次評価を踏まえ，学識経験者の方には非常に様々なコメ

ントをいただきありがたいと思います。９９ページでは，田川さんから最近の新聞報

道として気になったことを２つ御指摘されております。１つは少人数学級の実施や少

人数指導について実証できなければ，クラス数を減らしたいという財務省の思う壺に

なるのではないかとの御心配の意見です。これについては，８８ページには，宮崎さ

んから「少人数であれば学力向上することではないので」とも書いてもらっています。

直ちに，少人数指導や少人数学級編制に関しては，こういうことにはならないかもし

れませんが，きめ細かく行き届いた指導ができるということは，私は間違いないこと

と思います。ただ，説得力を高めるには田川さんがおっしゃるとおり内容と方法を吟

味していく必要があるとありましたので，実証を行い，なるほどと思わせるように考

えていかなければならないと思います。それから子どもと保護者が「授業が分かりや

すくなった」という評価は上がってはいないのですが，ほぼ９０パーセント近くあり

高水準で評価されています。細かい部分を問いかけても仕方ありませんが，むしろ，

実感として子どもたちも授業が分かるようになったという，指導の形態，方法といっ

たところの原点に戻り，活用していかなければ，田川さんが心配しているような３５

人学級が４０人学級になるようなことが心配されますので，ここは一つ危機感を持ち

少人数指導や少人数学級編制の良さをもっと明らかにしていってほしいと思います。

それから９９ページの２つ目には学力状況調査のことがあります。本県が全国平均と

比べて少し低迷していることを心配してもらっています。このことで１００ページに

は低下には必ず原因があると書いてもらってあります。当たり前の言葉ですが，私た

ちにとっては重いものがあると思いますので，市の教育委員会もそうですが，各学校

で原因を洗い出していただき，校長先生から職員一人ひとりが同じベクトルを向き，
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更に取り組んでいただきたいと思いました。そして，いつも上位にいる県の取り組み

よりも，最近１～２年で顕著な目覚しい成果があった県はどうしたのか，最近取り組

んで急激に向上された県のことも参考にして，参考になる事例ばかりではないかもし

れませんが，結果には必ず原因があるということを受け止めてもらいたいと思います。 

 

（福嶋委員）学識経験者の先生方には個々に細かく指摘していただきありがたく思いま

す。今回これが議会に提出され，ホームページにも載るわけですが，なるべくこうい

ったまとめのものが庁内だけで終わらず，少なくとも学校の管理職の人は目を通して

同じ共通認識を持つということが大事だと思っています。そういった面でも努力して

もらい，なるべく教育現場の人たちには関心を持って見てもらうとか，学校運営協議

会でも話題にしてもらうなどしてもらえればありがたいと思います。 

 

（岡井委員）今の福嶋委員の内容に関連しまして，教育関係者はこれだけ厚くてもなん

となく理解できると思いますが，やはり一般市民の方に公表する場合には，この中で

市民の方が関心の高いものや重要な課題などを何点かに絞り，確かな学力の面，豊な

人間性，体力の面などの今現状はこうです，これからはこうしますといったような周

知の仕方が大事なのではないかと思います。一般の方はなかなかどこを読めば良いの

か分かりにくいと思いますので，そういったことも公表については配慮していただき

たいと思います。 

 

（教育長）いくつか御意見をいただきましてありがとうございます。まず一つは，しっ

かりとここに書かれた内容，課題を捉えていきたいと思います。その解決策としては，

他の県の取り組みなどを勉強していきたいと思います。今，公表にあたって絞り込ん

でという御意見がありましたが，私は，そこは少し違うかなと思います。やはり教育

委員会活動の点検・評価ですので，これはこのまま全て我々が行った活動について評

価を出さなければいけないかなと思っております。要はＰＤＣＡの中のチェックにあ

たる部分ですのできちんと出すべきで，岡井委員が言われたように，ではどうして行

くのかが次のアクションに繋がる部分です。このアクションについてはあれもこれも

というわけにはいきませんので，そこは絞り込んでアクションを示していく必要があ

ると思います。教育振興基本計画が次のものを作る時期に来ていますので，こういっ

たことを参考にしながら，次の計画をしっかり立てていく必要があると思います。そ

の時に課題の解決に向けてどうしたらよいのかというところをしっかり結びつけて

いく必要があると思います。私が言いたいのは例として挙げていただいた，少人数教

育のことです。今，鈴鹿の中では学力向上のために少人数教育を進めるような目標に

なっていると思いますが，宮崎先生が書いているように少人数にしたら学力が向上す

るかというとまた少し違うと思います。少人数にして，更にこういう方法をとって学

力を上げるといったことがないと，少人数にしたらもう学力が上がるというわけでは

ないと思います。岡井委員が言われたように少人数にするのは，もう少しきめ細かく
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対応できることで，学力そのものではなく別の部分の目的があるのではないかと思い

ます。それを学力に結び付けてしまうために効果が出ていないという声があるのだと

思いますので，一つの例として少人数にするというのであれば，それはどういうとこ

ろに効果があるのかということをちゃんと把握した上で，目標を設定すべきなのかと

思います。そういったものが次の基本計画はなればよいなと考えていますので，その

ような方向に向けて努力していきたいと思っています。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。各委員あるいは教育長，宮崎先生，田川先生の

御意見を参考に，きちんとＰＤＣＡサイクルに則って，さらに来年度以降もスパイラ

ルアップしていけるようなものを出していきたいと思いますので，よろしくお願いい

たします。一点だけ本筋とは関係ありませんが，８８ページの【全体評価】の中の「未

来を拓く心豊でたくましい子どもをはぐくむ鈴鹿の教育」とありますが「はぐくむ」

は漢字ではないでしょうか。５ページは「育む」になっています。どちらが正しいの

でしょうか。確認しておいてください。それでは，他に御意見もないようですので，

お諮りします。議案第１６５７号「平成２５年度教育委員会活動の点検・評価報告書

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１６５７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１６５８号「平成２６年度鈴鹿市教育費第２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２号補正予算案を１２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から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１６５８号平成２６年度鈴鹿市教育費第２号補正予

算案について説明申し上げます。議案書の１０２ページを御覧ください。１番の教育

費補正額でございますが，補正前の額は，７０億６,６６９万円でございます。今回

の補正額は，１,１８８万３千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，７０億７,８５７万３千円となります。次に，補正額１,１８８万３千円の

財源内訳でございますが，国県支出金が３０７万９千円の増額，一般財源が８８０万

４千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，教育総務費事務局費の「訴訟費」２６４万５千円でございますが，これは，

旧神戸中学校敷地内に，旧土地所有者から市名義に土地登記簿が変更されていない２
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筆の民有地がございまして，これらの民有地を取得時効により市名義の所有権登記を

行うための訴訟費用でございます。訴訟に至る経緯やその詳細等については，次の議

案の「訴えの提起について」で説明申し上げますが，今後の旧神戸中学校の跡地利用

に関連して，訴訟手続が必要となりましたので，お願いするものでございます。次に，

教育振興費の「私立幼稚園就園助成費」９２３万８千円でございますが，これは，私

立幼稚園に通園する幼児の保護者に対して，経済的負担を軽減し，公立幼稚園との負

担の格差を是正するため，保護者の所得状況に応じて，国の補助を受けて助成するも

のでございます。当初，補助対象者数を１,３９２人分と見込み，計上しておりまし

たが，最終的に１,５０４人分となる見込となりましたので，今回の補正につきまし

ては，差し引き１１２人分について，増額補正をお願い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いたします。 

 

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

 

（福嶋委員）私立幼稚園就園助成費のことですが，今年１１２名増えたということです

が，どういう傾向にあるのでしょうか。年々少しずつ増えてきているのでしょうか。

その辺りについてお伺いします。 

 

（学校教育課長）御質問いただきました私立幼稚園就園助成費の推移でございますが，

ここ３年は１,２５０名から１,２９０名の間で落ち着いて推移しておりました。それ

以前は１,２００名を若干下回ったり，１,３００名を若干上回ったりという年もあり

ましたが，だいたい１,２５０名強程度というのがここ５年の平均です。 

 

（福嶋委員）今年１１２名増えたということは，急激に増えたような気がします。これ

は，経済状況等の社会情勢を受けてということなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）この理由の一つとして考えられるのが，今年度から，第２子及び第３

子の一部に対して所得制限が撤廃され対象者が増えたということがあります。それも

見越しまして，本年度，当初１,３９２人と予測をしておりましたが，現時点で，そ

れを上回る申請人数がありましたので，このような補正をお願いするものでございま

す。 

 

（福嶋委員）分かりました。 

 

（伊藤委員）公立幼稚園はだいたい中学校区に一つということで，現在，再編整備計画

を進めていますが，その結果として私立幼稚園に子どもたちが行く可能性が出てきて

います。それと保護者が働いていて長時間保育を望むということで，私立幼稚園は延

長保育を行っているため，どんどんそういった傾向になっています。今後，この助成
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金は基本的に増加傾向にあるような気がしますが，そのような見方でよろしいでしょ

うか。 

 

（学校教育課長）これにつきましても，まず全体の園児数は，保育所も含めてですが減

っているということもあります。それと，公立幼稚園が減る分の私立幼稚園への移行

というバランスもあると思います。ただ，現在，来年度の予算の編成時期でございま

して，今年度の補正を踏まえて予算の要求をしていることから，推移を見据えながら

考えて参りたいと思います。 

 

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

します。議案第１６５８号「平成２６年度鈴鹿市教育費第２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１６５８号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，３番目の議案第１６５９号「訴えの提起について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）訴えの提起を１２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

は教育総務課長から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１６５９号，訴えの提起について説明申し上げます。

議案書の１０８ページを御覧ください。この訴えの提起は，旧神戸中学校の敷地内に

残存する民有地の処理につきまして，取得時効の手続きに基づき，所有権移転登記を

行うため，訴訟を提起するものでございます。まず「１ 概要」でございますが，神

戸中学校は昭和２３年に十宮町１１００番地に校舎が建設され，平成２２年９月に十

宮町１３３５番地に移転するまでの約６０年間，中学校用地として利用されてまいり

ました。この度，旧神戸中学校の跡地利用を進めるため，土地登記簿による権利登記

の整理を行っていたところ２筆の民有地が存在することが判明いたしました。当該民

有地の詳細につきましては，表に記載のとおりでございます。次に「２ 調査結果」

につきましては，旧学校敷地は，昭和２２年から買収がなされ，その後に土地の所有

権移転登記が行われておりますが，保存されている当時の関係書類を調査したところ，

この２筆の民有地の未登記原因及び経緯について究明できる物証は確認できません

でした。登記簿に記載の土地所有者は，昭和２２年に亡くなっておりますが，現在ま

で法定相続人の方々から買収や土地代金の支払いの要請を市が受けたことはなく，ま
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た固定資産税の課税措置もなされておりません。さらに，法定相続人のお一人が旧学

校敷地の近隣に居住されてみえることから聞き取り調査を行いましたが，祖父母や父

母等から，旧学校敷地内に自己の所有地が残っているとの話は聞いていないとのこと

でありました。このように理由は不明ながら，旧土地所有者から市名義に土地登記簿

が変更されていない状況にございます。続きまして「３ 対応案」でございますが，

市の法律顧問である，みなと総合法律事務所の杉岡治弁護士に相談したところ，現時

点では法定相続人が３０名存在しており，相続人全員の寄付同意を得ることは事実上

困難であることから，取得時効の手続きによって所有権登記を行う方法を御教授いた

だきました。当該民有地については，市が昭和２３年から長期にわたって所有の意思

を持って平穏かつ公然と占有を継続してきたものであるから，昭和４３年をもって民

法上の取得時効が完成し，市が所有権を取得しているという法的手続を行うものでご

ざいます。続きまして，裏面の１０９ページを御覧ください。「４ 事務手続」でご

ざいますが，「（１）現在までの手続」は，市が所有権移転登記を求める訴訟を提起す

るまでの事前手続でございまして，この訴訟の係争中に，法定相続人の一部の方が共

有持分を第三者に譲渡して登記を移転した場合は，市は当該第三者に対抗できず市へ

の登記名義移転が不可能となることから，民事保全法の規定に基づいた仮処分を行い，

当事者を固定して保全を行ったものでございます。１０月１６日には，津地方裁判所

に仮処分命令の申立てを行い，１０月２３日に市の申立てのとおり，裁判所の仮処分

の決定がございました。また，同日には民事保全法に基づく担保，いわゆる供託金の

支払いを行っております。１０月２４日には，仮処分登記が行われ，１０月３１日か

らは，関係する法定相続人の方々への裁判所からの通知が行われています。次に「（２）

今後の手続」でございますが，民事保全法による仮処分は本訴訟を控えた暫定的措置

であり，早急に所有権移転登記手続請求の訴えを提起する必要があることから，市議

会１２月定例会の開会日である１１月２５日に議決をお願いしたいと考えておりま

す。なお，裁判所の仮処分命令に不服のある法定相続人の一部の方が，保全異議の申

立てを行ったとの通知を本日まで受けておりませんし，本日から議決日までの期間に，

保全異議の申立てを行ったことによる起訴命令の送達が津地方裁判所からあった場

合においても，本訴の提起期限まで期間があることから，予定どおり市議会１２月定

例会の開会日である１１月２５日に議決をお願いする予定でございます。このことか

ら，市長の専決処分に関する部分の説明は省略させていただきます。最後に「５ 訴

訟等の費用」につきまして説明いたします。「４の事務手続の（１）現在までの手続」

の中で簡単に触れさせていただきましたが，津地方裁判所の仮処分決定に際して，担

保の支払いが必要との決定がなされましたので，１０月２３日に津地方裁判所に担保

として２２５万円を支払っております。この供託金は，年度内に戻入の予定のため現

計予算で対応させていただきました。また，弁護士報酬については，先ほど御承認い

ただきました議案第１６５８号の平成２６年度鈴鹿市教育費第２号補正案を市議会

１２月定例会に提出いたします。説明は以上でございます。よろしく御審議ください

ますようお願いいたします。 
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（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）１０月２０日の「担保の告知」「津地方裁判所から市への担保の告知」「実

施条件として担保の決定」とあるのですが，これは何に対する担保ですか。 

 

（参事）この担保というのは，裁判所の仮処分命令が本訴訟の判決が出る前に，債権者，

本件であれば市になりますが，市の権利を一応実現されるものとして取り扱います。

債権者にとっては便利なものですが，この仮処分というのは不確定要素もあります

ので，法律としては債務者側の利益も考慮して，債権者が担保を立てることを，こ

の保全命令執行の条件とすることができます。例えば，本訴訟で鈴鹿市が負けたと

きには，その担保で債務者に補填するような形になります。そのため担保を立てな

ければならないという法律になっています。 

 

（福嶋委員）文面上は関係者の方からは全く異議がないとなっていますが，御本人たち

も問題ありませんというような感じで進んでいるのでしょうか。 

 

（参事）裁判所からの通知は非常に事務的な通知になります。相続人の方には何の過失

もありませんので，私たちの方も相続人の方にこういった形で市が手続きをするの

で，このいきさつを詳細に書いてお願いの文書も出しています。そういったことも

ありますし，家督を継がれた方からも，親戚の方に対して，市からこのような通知

があり裁判所からも通知が届くと思うので協力を頼むという連絡もしてもらってお

りますので，そういった点からも円満に進んでおります。 

 

（福嶋委員）いきなり裁判沙汰ですとびっくりすると思いますので。 

 

（委員長）こういった公的な土地というか場所で何十年もずっと決定せずに管理されて

いることは何件か例があるのでしょうか。 

 

（参事）非常に例外的なものであまりないと思います。ただし，道路の事例は時々ある

のですが，戦前に軍が道路を作り，登記が未登記のまま残って，その後，相続が非常

に複雑になり残ってしまっているということはあります。 

 

（委員長）ありがとうございます。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１６５９号「訴えの提起について」を原案の

とおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 
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（委員長）御異議がないようですので，議案第１６５９号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，４番目の議案第１６６０号「鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正につい

て」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立幼稚園条例の一部を改正する条例を１２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，議案第１６６０号，鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正につい

て説明申し上げます。資料は１１１～１１２ページでございます。公立幼稚園の再編

整備につきましては，平成２５年９月に策定しました「鈴鹿市立幼稚園再編整備計画」

に基づき，「第Ⅰ期」「第Ⅱ期」の再編整備計画を策定し，取り組んでいるところでご

ざいますが，千代崎中学校，白鳥中学校の２中学校区における市立幼稚園の統廃合を

進めるために，幼稚園条例を改正しようとするものでございます。改正内容でござい

ますが，千代崎中学校区におきましては，若松幼稚園を玉垣幼稚園に，白鳥中学校区

におきましては，井田川幼稚園を加佐登幼稚園に統合することに伴い，第２条の表か

ら鈴鹿市立若松幼稚園の項及び鈴鹿市立井田川幼稚園の項を削ります。この条例は，

平成２７年４月１日から施行します。なお，廃園となる２つの幼稚園につきましては，

今年度，開催しました地元説明会において来年の４月１日から廃園となることについ

て御理解をいただいております。本件は，平成２７年４月１日より施行すべく１２月

市議会定例会に上程してまいります。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。

これまでもずっとでてきた議案ですので，皆さんからも御意見は出ていると思います。

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１６６０号「鈴鹿市立幼

稚園条例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１６６０号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，５番目の議案第１６６１号「鈴鹿市学校給食センター設置条例の全

部改正について」をお諮りします。 

 



１１ 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市学校給食センター設置条例の全部を改正する条例を１２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１６６１号，鈴鹿市学校給食センター設

置条例の全部改正について説明申し上げます。資料１１４ページを御覧ください。平

成２６年１０月の教育委員会定例会におきまして，本条例の全部改正について，御承

認いただいたところでございますが，第２条の鈴鹿市第二学校給食センターの位置に

ついて，住居番号が設定され住所が定められたことから，前回提案しました「稲生四

丁目５３５０番地の１」を「稲生四丁目２番５０号」に変更するものでございます。

その他につきましては，１０月に提案した内容からの変更はございません。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。

特に住所変更ということで，本質的な中身の変更はないようですので，お諮りします。

議案第１６６１号「鈴鹿市学校給食センター設置条例の全部改正について」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１６６１号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，６番目の議案第１６６２号「鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設

置等に関する条例の制定について」から，７番目の議案第１６６３号「鈴鹿市いじめ

問題解決支援委員会の設置等に関する条例の制定について」までは，いずれもいじめ

防止対策推進法の規定に基づく組織設置等に関する条例の制定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１６６２号，第１６６３号） 

 

（教育長）いずれの条例につきましても，鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設置等

に関する条例を１２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

育支援課長から説明いたします。 

 

（教育支援課長）それでは私からは，議案第１６６２号「鈴鹿市いじめ問題対策連絡協

議会の設置等に関する条例の制定について」及び議案第１６６３号「鈴鹿市いじめ問
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題解決支援委員会の設置等に関する条例の制定について」合わせて説明させていただ

きます。教育委員会９月定例会で報告させていただきましたように，国の「いじめ防

止対策推進法」第１２条の規定を踏まえまして，「鈴鹿市いじめ防止基本方針」を策

定し，９月２６日に公表させていただきました。そこで「鈴鹿市いじめ防止基本方針」

におきまして教育委員会に置くこととした２つの「いじめ防止等のための組織」を設

置するために，１２月市議会定例会に新たな条例を上程して参ります。議案書１１６

ページを御覧ください。まず，「鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設置等に関する

条例の制定について」でございますが，本条例は「いじめ防止等対策推進法」第１４

条第１項に基づき，鈴鹿市立学校の職員，鈴鹿市教育委員会事務局の職員，三重県北

勢児童相談所の職員，津地方法務局の職員，三重県警察の職員などにより，いじめの

防止等に関係する機関及び団体の連携を図るための組織を設置しようとするもので

ございます。次に，議案書１２２ページを御覧ください。「鈴鹿市いじめ問題解決支

援委員会の設置等に関する条例の制定について」でございますが，本条例は，「いじ

め防止等対策推進法」第１４条第３項に基づき，法律，医療，心理，福祉又は教育に

関する専門的な知識又は経験，その他のいじめの防止等に関し必要な学識経験を有す

る者により，いじめの防止等のための対策や，「いじめ防止対策推進法」第２８条第

１項に規定する重大事態に係る審議をするため，教育委員会の附属機関としての組織

を設置しようとするものでございます。なお，議案書１１８ページにございます「鈴

鹿市いじめ調査委員会」は，市長による再調査機関として保健福祉部の附属機関とし

て設置するものでございます。以上，よろしく御審議いただきますようお願いいたし

ます。 

 

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

 

（伊藤委員）組織の設置は非常にありがたい話だと思います。今現在いじめに関して鈴

鹿市として一生懸命取り組んでいるということの好事例になるものをたまたま経験

させてもらいましたので御報告したいと思います。弊社の従業員で日系の方がいます。

お母さんはブラジルから日本に来て２０年少し，お子さんに関してはずっと日本にい

ますので言葉の不自由はなく，お母さんはニュアンス的に細かい聞き取りができない

という状態です。弊社の主任が間に入ったのではっきりしませんが，そのお母さんか

ら辞めたい，又は休みたいという話がありました。そのため，理由を確認したところ，

実は子どもが学校でいじめられているから登下校に付き添いたいし，学校の中も見せ

てほしいということでした。こちらからは，辞めてもらわずにしばらく休んでもらえ

ば結構ですと話をしておりました。そこまで思い詰めてみえましたので，教育委員会

に相談させてもらい，１１月７日に学校の校長先生にも話をしてもらいました。お母

さんは先生に既に打ち明けてあったので，学校側も基本的に把握していました。確か

に１人対数人の形でのいじめがあり，それも学校側は把握していました。なぜ私が今

日この話をしようかと思ったのかといいますと，その学校側が知るきっかけになった
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のは，一人の子どもが「この子をいじめるのはおかしいのではないか」と子どもの方

から打ち明けがあったからのようです。それから，学校の方も非常に早く動いてもら

ったのと，私の方もお母さんが，時間がほしいと言ってみえた時期のタイミングが良

かったので，御相談したら次の日には校長先生にお話をされていました。お母さんに

は子ども家庭支援課の方にも相談をしてもらうようになり，それからポルトガル語通

訳の方も付けてもらい，細かいことを説明してもらいました。また，子どもの将来の

不安といった違う不安もあり，今回非常にスピーディーに解決してもらったので，こ

ういったケースがあるのはありがたいですし，今回のように少しのことからエスカレ

ートしていくことに対して，第三者の子が「あの子をいじめるのはおかしい」と言っ

たことがとても大事なのではないかと思います。いつの世にもいじめが無くなること

はないと思います。子どものことですので，いさかい等はあると思いますし，成長過

程の中での色々なやり取りがあると思うのですが，一人の子どもに対して，今回は５

人の子どもでしたが，いじめがあったことを比較的早い段階でみんなが同じような意

見を聞き取ってもらい，同じ考えを共有できたということが，早い解決に繋がったの

かなと思います。随分と思い悩んでいたのだなと思いましたので,お母さんにはもう

しばらく休んでもらい，仕事に行こうかなと思ったら来てもらったら良いですと話し

てあります。やはり教師では分からない部分でも，本当に子ども一人ひとりがおかし

いねと訴えができる，それがすごい成長かなと思いました。日々先生たちがそういう

風に動いてもらっていた結果が子どもからのそのような訴えにつながったと思いま

して，非常に明るい話になるのではないかと思い，お話いたしました。 

 

（委員長）１１８ページの「鈴鹿市いじめ問題解決支援委員会」の機能のところに４つ

書かれていますが，１２０ページの２番ですと，①から③しかなく，第２４条の部分

が記載されておりません。それから１２２ページの第３条にも，同じく第２４条が入

っておりません。これは何か理由があるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）これは１２０ページ所掌事務の「①いじめの防止等のための対策に関

すること」の中で，いじめ防止対策推進法第２４条では，日々のいじめ問題について

の現状調査が含まれておりますので，ここに統括しております。 

 

（委員長）この中に含まれているということですね。分かりました。 

 

（岡井委員）１つ目に１１８ページの左の部分ですが，学校と教育委員会で相互に矢印

が表示されています。教育委員会と市長部局は重大な事案が生じた時の関係だと思い

ますが，市長部局へは教育委員会からの報告の矢印だけになっています。報告をした

ら市長部局で全て行うように捉えてしまいます。市長部局からこの報告を受けて，何

か教育委員会への矢印は必要ないのでしょうか。２つ目に，教育委員会に置かれる２

つの協議会と委員会のことについてです。これは平成２７年４月１日からすぐに設置
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すると書いてありますので，いじめ問題の有無に関わらず必ず設置されるということ

でしょうか。それから，それぞれの協議会，委員会は，関係の団体から出てもらうよ

うに委員の機関が列挙されていますが，そういう所には，既にこういう協議会を立ち

上げることを連絡してあるのでしょうか。最後に，年間の最低開催数は書いておらず，

必要に応じて会長が召集すると書いてありますが，最低でも年に１回は定例として開

催するといったことはありますか。 

 

（教育支援課長）１点目の教育委員会から市長部局への矢印の件ですが，市長部局に設

置いたします「鈴鹿市いじめ調査委員会」は，重大事態が発生した場合等に，まず教

育委員会が市長に報告をさせていただきます。それについて，市長により調査不十分

等の判断があった場合には，市長が諮問をした上でこの「鈴鹿市いじめ調査委員会」

を設置いたします。そうしたことから，この機関につきましてはあくまでも教育委員

会とは別組織で，そのいじめの本質性や解決において十分に調査，審議をするという

機関ですので，再度教育委員会への調査等の指示はありません。しかしながら，市長

部局での調査の結果を受けたことにつきましては，当然，改善や反映をしながらいじ

めの再発防止に積極的に取り組んでいく考えでございます。２点目の委員会をいつか

ら行うのかということでございますが，この条例が１２月議会で議決されて以降に，

定例的に開催したいと考えております。３点目につきまして，委員構成をする関係団

体への連絡ですが，いじめ防止基本方針を策定するに当たり，既に委員の中にも含ま

れている関係機関もあります。またそれ以外の関係機関につきましても，若干周知は

してありますが，概ねこの議案が決定したうえでは再度改めて委員構成を確定し依頼

をさせていただきたいと思います。開催のことにつきましては先ほども少し触れまし

たが，当然年間１，２回の情報共有の場も必要と考えておりますので，定例的に開催

して参りたいと思います。 

 

（福嶋委員）「いじめ問題対策連絡協議会」と「いじめ問題解決支援委員会」ですが，何

か問題が起こった時に直ちに動くのは「いじめ問題解決支援委員会」と考えてよろし

いでしょうか。 

 

（教育支援課長）いじめの問題等に関しましては，当然，教育委員会が積極的に迅速に

関与して参りたいと考えております。「いじめ問題対策連絡協議会」はそうした現状

等の情報共有ですとか未然防止の方策等について情報共有を総合的にしていこうと

いう連絡調整の場でございます。御指摘の重大な事態が発生した場合に，その調査や

審議を行う機関は，「いじめ問題解決支援委員会」が専門的に調査を担っていくとい

う体制を考えております。 

 

（福嶋委員）この２つの協議会と委員会は交流せず，それぞれ別に会議を持つことにな

るのでしょうか。 
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（教育支援課長）それぞれの会議が担う趣旨が違いますので，別途の開催を考えており

ます。 

 

（岡井委員）１１６ページ第４条第２項ですが「鈴鹿市教育委員会が委嘱し，又は任命

する。」とあります。委嘱と任命は良く似ていると思うのですが職員によって使い分

けを考えているのでしょうか。 

 

（教育支援課長）任命行為につきましては，教育委員会職員が委員に含まれますので職

員につきましては任命になります。その他関係団体等につきましては委嘱という使い

分けになります。 

 

（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１６６２号「鈴鹿市いじめ問題対策連絡協議会の設置等に関する条例

の制定について」及び議案第１６６３号「鈴鹿市いじめ問題解決支援委員会の設置等

に関する条例の制定について」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１６６２号及び議案第１６６３号を原案

のとおり承認いたします。続きまして，８番目の議案第１６６４号「学校運営協議会

委員の任命について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５第２項の規定に基づ

き学校運営協議会委員の任命を行うについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規

則第１条第１０号の規定により，この議案を提出します。なお，詳細は教育支援課長

から説明いたします。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは，議案第１６６４号の学校運営協議会委員の任命

につきまして説明申し上げます。１２７ページを御覧ください。この度，資料にござ

いますように清和小学校学校運営協議会委員につきまして，変更の申請がございまし

た。委員の変更につきましては，鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の組織及び

運営に関する規則第４条第３項で，「委員の辞職等により欠員が生じたときは，教育

委員会は，校長の推薦により新たな委員を任命することができる。」とあり，第５条

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

ていただきますので，よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

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

新しく任命される方のプロフィールを簡単で結構ですので教えていただけますか。 

 

（教育支援課長）ＰＴＡ役員の方で，それぞれの御予定，御都合によりＰＴＡ役員相互

の中での変更になりました。 

 

（委員長）他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１６６４号「学校運営協議会委員の任命について」を原案のとおり承認

することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１６６４号を原案のとおり承認いたしま

す。それでは，報告事項に入る前に休憩時間を取りたいと思います。再開は，１０時

４５分といたしますので，よろしくお願いします。 

 

〈休憩〉 

 

（委員長）それでは，報告事項から再開いたします。１番目の「専決処分（工事請負契

約の変更）の報告について（鈴鹿市第二学校給食センター建築工事）」から３番目の

「専決処分（工事請負契約の変更）の報告について（鈴鹿市第二学校給食センター機

械設備工事）」までは，第二学校給食センターの建設の工事請負契約の変更に関する

ものでございますので，一括して報告をお願いします。 

 

（教育総務課長）それでは，私からは，報告事項の１番目「専決処分（工事請負契約の

変更）の報告について（鈴鹿市第二学校給食センター建築工事）」から，３番目の「専

決処分（工事請負契約の変更）の報告について（鈴鹿市第二学校給食センター機械設

備工事）」について説明申し上げます。まず，１ページを御覧ください。鈴鹿市第二

学校給食センター建築工事の契約の変更でございますが，建築工事において主に設備

機器の決定に伴うスラブ配筋の変更及び運搬車両の決定に伴うドックシェルターの

変更などによる契約金額の増額でございまして，変更前の６億４,２５０万４,９６０

円から，７８２万２８０円を増額し，６億５,０３２万５,２４０円に変更させていた

だいたものでございます。次に，２ページを御覧ください。鈴鹿市第二学校給食セン

ター電気設備工事の契約の変更でございますが，電気設備工事において労務単価及び

建設資材の物価変動並びに電灯照明設備の仕様の変更などによる契約金額の増額で



１７ 

 

ございまして，変更前の２億１２０万４,０００円から，９２１万８,８８０円を増額

し，２億１,０４２万２,８８０円に変更させていただいたものでございます。最後に，

３ページを御覧ください。鈴鹿市第二学校給食センター機械設備工事の契約の変更で

ございますが，機械設備工事において厨房換気設備の仕様の変更などによる契約金額

の増額でございまして，変更前の３億６,０７２万円から，９８８万９,５６０円を増

額し，３億７,０６０万９,５６０円に変更させていただいたものでございます。この

契約金額を変更することについては，地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき平

成２６年１１月７日付けで専決処分させていただいております。また，この３件の専

決処分については，平成２６年１２月市議会定例会において，議会へ報告いたします。

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。 

 

（伊藤委員）比較的７００万円や９００万円と金額が多い変更になっていますが，原因

としては円安といったような問題があるのでしょうか。それと，設備機器につきまし

ては，実際，据付けるようになった段階で変更が発生したと考えればよろしいのでし

ょうか。 

 

（教育総務課長）まず，こういった工事の場合はこのような変更はあります。今回，物

価スライドの部分については，建築工事と電気工事には入っておりますが，機械設備

は物価スライドに載っている対象機器がありませんので，こちらには入っておりませ

ん。それから，工事を進めていくうちに変更が生じるのかという御質問についてです

が，それは確かにございまして，例えば機械設備におきましては，建築を進めていく

ところで，換気通路の結露防止が必要になってきたためにカバーを取り付けるという

ような仕様変更を行っております。それから建築工事につきましては，スラブ配筋と

いうのは設備機器がどのようなものが入るかによって，どういった構造にするかが決

まってきますので，やはりそういった建築の途中で変更が生じることはございます。

電気につきましては，照明器具をＬＥＤ化するところの増額が大きくなっております。 

 

（伊藤委員）ありがとうございます。 

 

（福嶋委員）先ほど電気のＬＥＤ化ということがあったのですが，今回の学校の電気製

品はＬＥＤ化がほとんどされているのか，その辺りはいかがでしょうか。 

 

（参事）ＬＥＤが当初出たときは，明るいところと暗いところがはっきりしすぎて眼に

悪いということが言われていました。今ではだいぶ進んできまして，第二学校給食セ

ンターにつきましても初めは蛍光灯だったのですが，この４月から厨房のＬＥＤが可

能ということで切り替えさせていただきました。学校についても体育館が今まではＬ
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ＥＤではなかったのですが，製品が出てきましたので徐々に切り替わっていく方向で

す。 

 

（伊藤委員）ＬＥＤが今は主流になってきていますし，明るいということもあるのです

が，単価的には高いものですので，費用対効果については十分検討していただきなが

ら，随時変更ということで考えられているのでしょうか。 

 

（参事）おっしゃるとおりです。ただし，ＬＥＤを付ければ切れるということがほとん

どございません。特にこういった給食センターで，高いところに取り付けたりする場

合は取り替えるのにお金がかかることもあり，極力ＬＥＤを導入しております。そし

てもう一つが，電気代がやはり安いです。普段あまり使用しないところは蛍光灯とい

うこともあります。 

 

（委員長）全体的にいろいろ配慮していただいて，できるだけいいものをということで

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，４番目の

「平成２７年度幼稚園児募集結果について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，報告事項の４番目「平成２７年度幼稚園児募集結果」につ

きまして説明申し上げます。資料４ページを御覧ください。１０月１日から２４日ま

での期間に行いました平成２７年度の園児募集の結果でございます。平成２７年度鈴

鹿市立幼稚園入園児募集要項に基づきますと，１５人が開園基準となる国府幼稚園か

ら神戸幼稚園までの１６園のうち，庄野幼稚園，牧田幼稚園，愛宕幼稚園，河曲幼稚

園，一ノ宮幼稚園，長太幼稚園の６園が基準に達しておりません。また，１０人程度

が開園基準となる栄幼稚園から井田川幼稚園までの３園のうち，椿幼稚園，井田川幼

稚園の２園が基準に達しておりません。それらの園をすべて休園にいたしますと，来

年度，鈴鹿市立幼稚園に入園を希望する５歳児の全応募者３４１人の２２.３％にあ

たる７６人が希望する幼稚園に通えないという状況になります。そこで，１５人が開

園基準の幼稚園におきましては，今後,転入による入園希望者が出る可能性等も踏ま

え,入園希望者が１５人に近い河曲幼稚園，一ノ宮幼稚園，長太幼稚園，牧田幼稚園

は開園し，入園希望者が１桁の庄野幼稚園，愛宕幼稚園を休園にします。なお，入園

希望者が１２人の牧田幼稚園につきましては，再編整備計画において存続する幼稚園

とされていることも考慮しております。１０人程度が開園基準となる幼稚園におきま

しては，先ほどの議案１６６０号で御審議いただきましたように鈴鹿市立幼稚園再編

整備計画に基づき井田川幼稚園を廃園といたします。なお，４歳児２名,５歳児４名

の計６名が入園を希望している椿幼稚園でございますが，再編整備後に鈴峰中学校区

に唯一存続する公立幼稚園であることや，西部地域は近隣に私立幼稚園や保育所等の

受入施設が少ないこと，今年度から４，５歳児の混合保育を開始しており，年に何度

かＣバスを利用し加佐登幼稚園と交流保育をしていること等を考慮し,次年度も加佐
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登幼稚園等と合同保育を計画的に行うことを条件に，開園することといたしました。

なお，４歳児につきましてですが，玉垣幼稚園のみ定員を超える３６名の希望があり，

抽選を行いました。以上の結果，平成２６年１０月３０日現在で，４歳児は２５４名

９学級となり，昨年度比，園児数で１４名増，学級数は増減なし，５歳児は３４１名

１６学級となり，昨年度比，園児数で５４名減，学級数は４学級の減でございます。

最後に，もう一度まとめて説明をいたします。この表には，１９園が掲載されており

ますが，議案第１６６０号で御審議いただきましたとおり，若松幼稚園，井田川幼稚

園の２園が廃園，入園希望者の少なかった庄野幼稚園，愛宕幼稚園の２園が休園とな

りますので，平成２７年度は，その４園を除いた１５園が開園いたします。以上でご

ざいます。 

 

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

 

（福嶋委員）玉垣幼稚園が今回は抽選ということですが，玉垣は私立幼稚園が近隣にあ

りますが，なぜ希望者か多いのでしょうか。 

 

（学校教育課長）４歳児保育を行っている幼稚園が，現在，椿幼稚園も含めて９園ござ

います。近隣の長太幼稚園，箕田幼稚園，愛宕幼稚園の校区のお子さんにつきまして

は，地元の幼稚園が４歳児保育を行っていないこともあり，玉垣幼稚園が近いため集

まる傾向があり，今回３６名になったと考えております。 

 

（岡井委員）５歳児の学級増減でマイナス４となっておりますので，当然先生たちも減

員になるかと思います。この４学級の４人の教職員の措置はどのようになっています

か。 

 

（学校教育課長）現在，１７園が開園しております。そこで４名減という形になります。

それぞれの園には，嘱託職員の方がいらっしゃいますので，正規の方はそのまま続け

ていただいて，嘱託職員の内の何名かが，来年度雇用がないということになります。

ただし，そのような方につきましても，他に学校関係で雇用をお願いする場合もあり

ます。所持する免許にもよりますが，そのようなことで声掛けをしたいと考えており

ます。 

 

（伊藤委員）先日，白子幼稚園の研究発表を見せていただいて，公立幼稚園も人が減っ

ていく中で，すごく頑張っているなと思いました。中学校区に１園の再編整備を進め

てもらっており，園児数が減るのは仕方のないことですのでそのことに関して意見は

ありませんが，以前からお願いしておりますように，減っている今がチャンスという

ことがあります。やはり小学校の先生たちが幼稚園の発表をしっかり見ていただくな

ど，幼稚園と小学校の連携にも力を入れていただきたいと思います。小中連携も良い
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のですが，公立幼稚園を一つのモデルとして幼小連携にも取り組んでいただき，その

上でそれを基に私立幼稚園と何らかの形で意見交換ができれば良いと思います。その

辺りの心配りをしていただきたいと思います。それと私の意見ですが，自分が卒園し

た幼稚園が廃園になるのは寂しいかなと思います。 

 

（福嶋委員）私も白子幼稚園に行ってきたのですが，私たちが幼稚園に行っている頃に

比べると，最近の園児の積極性や意見を言う力が上がっているのではないかなと思い

ます。だんだん少なくなっていく中で，公立幼稚園も逆に特色ある幼稚園教育をする

とか，特にこの部分に力を入れて行う等，少ない学級ですのでかえって取り組みやす

いかなと思います。こういうことが，次の小学校教育に繋がる準備ができるというこ

ともあるのかなと思いました。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。特色ある幼稚園づくり，小学校との連携もこれ

からはますます必要になってくるのかなと思いますので，これからもより良い方向に

向かっていくようにお願いしたいと思います。それでは，５番目の「平成２７年成人

式について」をお願いします。 

 

（生涯学習課長）平成２７年成人式についての詳細が決まりましたので，報告申し上げ

ます。資料報告事項の５ページを御覧ください。７ページは実行委員会で作成しまし

たポスターでございます。まず日時ですが，平成２７年１月１１日（日），時間は午

前９時開場，１０時に式典を開始し，１１時に終了予定でございます。会場は昨年同

様，鈴鹿市民会館ホールを会場として開催させていただきます。次に対象者でござい

ますが，１０月２９日現在で男性１,０９２人，女性１,０３７人で合計２,１２９人

となっており，昨年同時期の２,０７０人と比較いたしますと５９人の増となってお

ります。なお，例年の参加者数は対象者の約６割程度，今年もおよそ１,２６０人程

度を見込んでいます。次に，行事の内容でございますが，オープニングイベントとし

て，白子高等学校吹奏楽部による演奏。その後，実行委員から，この日を迎えるまで

の活動報告を行い，式典に移ります。式典では，市長による式辞，来賓祝辞及び来賓

紹介，実行委員による誓いの言葉。続いて「ビデオレター。恩師から私たちへ」と銘

打ち，中学校時代の恩師から，ビデオレターをいただくよう計画しています。そして，

エンディングは，「勝山組」と「舞」の両組による，よさこいの演舞となっています。

続いて裏面を御覧ください。平成２７年の成人式のテーマでございます。成人式実行

委員１２名で決めたテーマは，「The Starting Point～鈴鹿（こきょう）からの一歩

～」といったものです。これは，成人式は，一生でその日しかない瞬間であり，今ま

での２０年間とこれからの人生をつなぐ「扉」と捉え，この成人式を機に，これまで

の自分を見つめなおし，これからの新しい自分と出会う明るい未来への Starting 

Pointとして迎えたいという決意を込めています。そして，故郷である鈴鹿で成人式

を迎えられることを自身の誇りに思えるようこの成人式を成功させたい，という思い
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も込められています。私ども生涯学習課としましても，彼ら彼女らの思いが実現でき

るよう，連携をとって，本番当日まで支援してまいります。教育委員の皆様におかれ

ましては，改めて御案内をさせていただきますので，ぜひ御臨席賜り，新成人の門出

をお祝いいただきますようお願いを申し上げます。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。

実行委員の方々が頑張っていただいているようで，いろいろとお話も伺っております

が，御意見はございませんか。それでは，御意見もないようですので，６番目の「第

１７回鈴鹿シティマラソンの開催について」をお願いします。 

 

（スポーツ課長）それでは，報告事項の６番目，第１７回鈴鹿シティマラソンの開催に

ついて説明申し上げます。報告事項の８ページ第１７回鈴鹿シティマラソン申込者数

一覧表及びリーフレットを御覧ください。第１７回を迎えます本年は１２月１４日

（日）に鈴鹿サーキット国際レーシングコースにおいて開催いたします。開催種目に

ついては昨年と同様の内容で，１０㎞，５.６㎞，２㎞及び車いすの４種目を午前中

の日程で開催いたします。今大会の申込み状況ですが，１０㎞２,５７７名，５.６㎞

２,３５７名，２㎞２,５１５名，車いす３４名，合計７,４８３名の方にエントリー

をいただいております。昨年よりは若干減っておりますが，ほぼ昨年並みとなってお

ります。今大会の特色といたしましては，シティセールスを目的として昨年に引き続

き，本市の特産品でございます伝統工芸品の鈴鹿墨を利用した鈴鹿墨Ｔシャツを参加

賞として採用しております。それに加えて，今大会では鈴鹿市都市イメージキャッチ

コピーの缶バッチを参加者全員に配布いたします。現在，鈴鹿市体育協会，陸上競技

協会などで構成いたします大会実行委員会により開催に向けて準備を進めておりま

すが，教育委員の皆様には，後日，御案内をさせていただきますので，お忙しいとこ

ろ恐縮でございますが，開会式への御出席をお願いしたいと存じます。なお，開会式

は，グランドスタンド前で，８時１５分からとなっております。非常に寒い中ではご

ざいますがよろしくお願いいたします。また，委員長及び教育長におかれましては，

大会役員への就任とともに，スターター及び表彰式でのプレゼンターをお願いする予

定でございますので，その際はよろしくお願い申し上げます。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）毎年たくさんの方が参加される中で，スムーズに運営されておりますので，

今年も安心して鈴鹿のマラソンを楽しめるように頑張っていただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）今年度も市長は走られるのでしょうか。 
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（スポーツ課長）現在のところ，走る予定でございます。 

 

（伊藤委員）ありがとうございました。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。寒い中になりますがよろしくお願いいたします。

それでは，その他の事項に移ります。今回は，１０月１６日に発表されました「児童

生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について，教育支援課長からそ

の概要を説明していただき，意見交換を行うことといたします。それでは，説明をお

願いします。 

 

（教育支援課長）それでは私からは，その他事項といたしまして「平成２５年度児童生

徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の結果について説明させていた

だきます。本調査は，文部科学省が，生徒指導上の諸問題の現状を把握することに

より，その後の施策の推進に資することを目的として，昭和５７年度から毎年実施

されているものでございます。そこで，平成２６年１０月１６日に文部科学省及び

三重県教育委員会が平成２５年度の調査結果について公表いたしましたので，本市

の現状と比較しながら説明いたします。まず，１ページを御覧ください。暴力行為

の発生状況でございます。暴力行為とは，「対教師暴力，生徒間暴力，対人暴力，器

物損壊」の４つの問題行動を合わせたものとなっております。平成２５年度に本市

教育委員会に報告された暴力行為は小学校２０件，中学校７８件で，合わせて９８

件でございました。平成２４年度に比べますと，小学校では６件の増加，中学校で

は２６件の減少で，合わせますと２０件の減少となっております。小学校・中学校

の発生比率をみますと，平成２５年度は小学校が２０.４％，中学校が７９.６％で

となっており，小学校の発生比率が８.５％増加しておりまして，こうした小学校で

の増加は，国及び三重県でも同様の傾向を示しております。次に，行為別発生状況

でございますが，平成２５年度は，対教師暴力が４０件，生徒間暴力が４３件，器

物損壊が１５件で，対人暴力はございませんでした。平成２４年度と比較いたしま

すと，対教師暴力で６件，生徒間暴力で１１件，それぞれ減少しておりますが，器

物損壊では１件の増加となりました。しかし，構成比をみますと，対教師暴力は，

１.８％増加しております。また，生徒間暴力は１.９％減少したとはいえ，依然と

して高い水準にございます。特に，国や三重県の現状と比べますと，平成２５年度，

平成２４年度ともに対教師暴力の占める割合が，本市ではとりわけ高い状況となっ

ております。次に，２ページを御覧ください。暴力行為を引き起こした児童生徒，

いわゆる加害児童生徒の学年別人数の状況でございます。平成２５年度の加害児童

数は２３人，加害生徒数は９８人で，いずれも平成２４年度と比較し，減少してお

ります。学年別の構成比でみますと，国及び三重県ともに小学校では，１・２年生

の低学年，３・４年生の中学年，５・６年生の高学年といった段階ごとに構成比率

が高くなる傾向が認められます。特に，３・４年生以降でとりわけ高くなる傾向が
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認められております。一方，中学校では，２年生の占める割合が高くなる傾向がみ

られております。続きまして，いじめの認知件数でございますが，平成２５年度に，

本市教育委員会に報告されましたいじめの認知件数は，小学校２６件，中学校１７

件で，合わせますと４３件でございました。これを平成２４年度の結果と比較いた

しますと，小学校では８件の増加，中学校では９件の減少でございました。これを，

校種別に占める割合でみますと，小学校が６０.５％と高い割合であるとともに平成

２４年度に比べますと約２０％の増加となりました。このような本市におきます校

種別に占める割合の傾向は，暴力行為と同様に小学校で増加しておりますが，これ

は国の傾向とも同様の結果でございます。しかし，三重県の状況からは，中学校の

占める割合が増加しておりますことから，これは本市とやや異なる状況となってお

ります。３ページには，いじめの学年別の認知状況を示しましたが，小学校６年生

でのいじめの認知が５０％を占めており，５・６年生の高学年だけで小学校全体の

７３.１％を占めるに至っております。これは，国や三重県の状況と比べますと，か

なり高い割合となっております。また，中学校では１年生の占める割合が５８.８％

とかなり高くなっております。平成２５年度は，１年生で高い割合を示しておりま

すが，平成２４年度は，２年生でかなり高い割合を示しております。国及び三重県

教育委員会では，平成２４年度，２５年度ともに，１年生で高い割合を示しており

ます。続きまして，不登校の現状でございます。本市の平成２５年度の不登校児童

は８４人，不登校生徒は２１４人で，平成２４年度と比較いたしますと，小学校で

１８人の増加，中学校で１２人の減少となっており，この点につきましても小学校

で憂慮される状況となっております。こうした小学校での不登校児童の増加は，国

及び三重県教育委員会でも同様の傾向となっております。なお，全児童生徒に占め

る不登校児童生徒の割合は，平成２５年度は１.６３％で，平成２４年度と比べます

と０.４％悪化しておりますが，このような傾向は，国及び三重県でも同様の結果が

みられております。４ページを御覧ください。これは，不登校のきっかけと考えら

れる要因を示した調査結果ですが，無気力，遊び・非行といった要因に依るところ

が高くなっております。本市の状況を，国及び三重県と比べますと，無気力といっ

た要因は，いずれも全体の中で高い割合を示しておりますが，国や三重県に比べ，

本市では小学校で「家庭の生活環境の急激な変化」，中学校で「遊び・非行」の割合

が高い傾向にございます。この要因につきましては，教職員の見極めによる結果で

もございますことから，今後，さらに不登校児童生徒の背景を十分に把握すること

に努めることで，対策に生かしていく必要があると考えております。以上，調査結

果の概要報告とさせていただきます。 

 

（委員長）ただいまの説明に対し，御意見等がございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）全国的な傾向でもあり，小学校でのいじめや問題行動が多くなっていると

いうことですが，これは何か社会的な状況が変化してきていることと関係があるので
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しょうか。 

 

（教育支援課長）詳細なデータは持ち合わせておりませんが，１つにはこれまでの状況

として，小学校３，４年生あたりでの学習へのつまずきが意欲を停滞させることに関

係しているのではないかと言われています。また，近年では発達が早くなってきてお

り，これまでは中学生ごろの行動の表れが小学校高学年ごろには見られるようになっ

てきています。また，小学生においても，様々な情報を容易に取得できるような社会

環境になっています。そうしたことから早くに色々な情報が小学生の間に入ってくる

ことが，若干大人びた行動を起こす要因となっていることもあるのではないかと推察

をしております。 

 

（伊藤委員）暴力行為の対教師暴力のことですが，本来，師と仰ぐべき教師に対して何

らかの暴力ということなのですが，教育委員会としてそういった子ども対して，教師

はどういった対処をするように指導しているのでしょうか。 

 

（教育支援課長）一つに教育支援課では教師への指導や資質向上については生徒指導担

当者を年間で定例的に集め，子どもたちへの生徒指導へのあり方等，対応や対処につ

いて指示をしたり，あるいは研修をしたりしております。その中で，やはり子どもた

ちの様々な背景に十分寄り添っていくこと，表面的な行動の現われで捉えそのことだ

けの指導，その場限りの指導に当たらないようするように努めております。または，

暴力行為が結果として他の要因に発展する可能性もありますので，指導後のケアや家

庭との連携を十分に構築するよう指示に努めています。 

 

（伊藤委員）現実問題，目の前で子どもが先生に対峙するというような時には，戦うわ

けにはいかないと思います。その辺りをどのように先生は対処しているのかお伺いし

ます。 

 

（教育支援課長）なかなか子どもたちが指導に十分沿ってこない，あるいは時には荒れ

た言葉や挑発的な行為があるものがあります。その場合に私たちが指導していること

は，子どもとの距離が近いと何らかの拍子に体が触れ合うこともありますので，必ず

子どもと教師との間合いを取って，組織的に多い人数で話しをするようにしています。

また，正面から向き合ってしまいますと，どうしても関係がぶつかりあってくるとこ

ろがありますので，少し斜めの立ち位置から子どもたちに声をかけるようにもしてい

ます。また，指導という意味ではどうかということもありますが，対応の当初には子

どもたちの言い分に対し傾聴する姿勢で対応し，その後，子どもたちの行動等が少し

収まりかければ振り返りや，改める指導を行うようにしています。その場でできなけ

れば，継続的に日を重ねて行うようにと留意点を説明しております。 
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（委員長）少し問題を起こした生徒に対しては，やはりその時はきちんと注意して，そ

の後もどんどんフォローしていかなければならないと思います。そのフォローが先生

方も大変だと思いますが，だいたい中学生で一つの問題を起こした後に何ヶ月くらい

のフォローをしていくのでしょうか。 

 

（教育支援課長）個別の対応事例がありますので非常に難しいところですが，正直申し

上げますと課題，問題が深刻複雑になればなるほど長期に及びますし，学校だけでの

対処は困難ですので，保健福祉部の子ども家庭支援課とも連携して子どもたちへのカ

ウンセリング的な要素も含める，あるいは児童相談所や時には警察等への相談も踏ま

えて，少し長期的になるケースは往々にしてあります。 

 

（福嶋委員）各学校へいじめや暴力，不登校について，他の先生より詳しく慣れている

先生を配置するような配慮はあるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）人事的なことですのでその辺りは困難なこともあります。ただ，その

先生でなければ対応できないということではなく，生徒指導の基本は組織的なことで

あって，学校管理職がその生徒指導のリーダーを養成していくことが必要です。また，

その生徒指導を担当した教員は，年配の教員をはじめ若手教員と一緒になって，組織

的にどのようにその問題に対応していくのかということを伝え，学校全体として対応

できるように指導もしております。教育委員会としましても，そういった組織力が上

がるような指導助言に努め，教員一人ひとりの指導力向上に努めている状況です。 

 

（岡井委員）４ページの下のコメントにも書いていただいてありますが，特に中学生の

場合，国や県に比べて比率が高いのは，「あそび・非行」や「無気力」ですね。結局

小学校を見ますと「家庭の生活環境の急激な変化」と「親子関係をめぐる問題」が，

国や県に比べて多いように思います。無気力の背景には当然ですが，家庭の状況があ

まりうまくいっていないとか，勉強も良く分からないということがあり，やはりその

前の段階からずっと引きずっていくのではないでしょうか。また，学校にも，家にも

居場所がない，自分の出番が無い，自信を持って何かできるようなところがなく，当

然夢や希望も持ちにくい，というところが中学生になっても出てくるのではないでし

ょうか。やはり当たり前のことですが，しっかり低学年のうちに学習の環境の中でも

出番を作ってあげることが大事なのではないでしょうか。家庭にかかるところについ

てお聞きしたいのですが，「家庭の生活環境の急激な変化」とは，どのようなことを

指すのでしょうか。こういう親子関係が大きいというということも，学級懇談会等の

良い資料になりますので活用していただき，小学校の子どもでこういう傾向が高い子

どもは，中学校になっても無気力という形で現れてきて，不登校につながりやすいと

いうことを話題にしてほしいと思います。 
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（教育支援課長）「家庭の生活環境の急激な変化」は夫婦間の問題ですとか，一人親家庭

が増えてきているような現状，あるいは共働き家庭が増加しているといったことで，

子どもたちも小学生の時に十分に家庭での触れ合いや愛情がほしい中で，そうしたこ

とが欠如した環境が増えてきているのではないでしょうか。そのことが子ども家庭支

援課への相談件数が増加してきていること等を検証していかなければならないと考

えています。また，保護者等への働きかけが必要ではないかということに関しては，

御指摘いただいたことを今後に活かして考えていきたいと思います。適応指導教室担

当に長期研修員３名の配置や，教育支援課にも担当職員とそれから子ども家庭支援課

の職員とで，定期的に不登校対策の情報共有などを検証しております。今後もその御

意見を活かせるように検討していきたいと思います。 

 

（岡井委員）また人的な配置を予算要求していく時にも，鈴鹿市は学校に行きにくい子

どもについては，こういう家庭的・地域的な要素もあるので，こういう種類のカウン

セラーが必要ですということを説明する良い資料だと思いますので，活用をお願いし

ます。 

 

（伊藤委員）私的な意見で申し訳ないのですが，高校生の子どもですが福祉の関係で不

登校の子どもを３人預かったことがあります。親との確執があるなど様々な問題があ

りました。その中でも面白かった子どもは「ここにいてはダメなんだ。もっとするべ

きことがある。そのような気になりました。」と言って，比較的早く学校に行きだし

た子どもがいました。不登校にはキャリア教育も有効かなと思いますので，案外思い

切って環境を変えられたりするのも一つではないかなと思いました。色々な指導があ

って当たり前なのですが，少し子どもの気持ちのストレスを抜くのに，このような不

登校キャリア教育のプロジェクトを考えていただくのも一つだと思いますので，今後

の参考にしていただきたいと思います。 

 

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

事項について，ほかに何かございませんでしょうか。 

 

（教育長）今年の８月教育委員会定例会について発言させていただきます。８月１２日

に開催されました８月教育委員会定例会において，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」に基づき設置された三重県北勢第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本年８月３１日までは，採択の公正を確保する

ため，協議会委員及び調査員の氏名，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，このことから本教育委員会の議案審議につきましても，

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，また，本会議の会議録につ
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いても，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に本委員会で決定い

たしました。その後において，本委員会の教科用図書の採択に当たっての非公開措置

について，市民の方より疑義の申し出があったことから事務局として再検証を行いま

した。平成２７年度使用教科書の採択にあたっての文部科学省からの通知では，「採

択に係る教育委員会の会議を行うに当たっては，適切な審議環境の確保等の観点から

検討を行い，会議の公開・非公開を適切に判断するとともに，公開で行う場合には，

傍聴に関するルールを明確に定めておくなど，適切な採択環境の確保に努めること。」

と記載されており，先に申しましたように，三重県北勢第３地区教科用図書採択協議

会において決定された「採択業務が終了する８月３１日までは，採択の公正を確保す

るため，協議会委員及び調査員の名前，協議会の議事録，調査報告書等採択業務に関

する文書を非公開とする。」ということと考え合わせると，教育委員会における教科

用図書の採択の審議にあたっては，教科用図書採択協議会で非公開と決定された資料

を非公開としつつ，教育委員会における審議自体については公開することが可能であ

ったとの結論に至りました。教育委員会の会議につきましては，人事案件及び個人情

報の保護，あるいは率直な意見交換や意思決定の中立性等から公開とすることが適当

でないと認められるような場合に限定して非公開とし，それ以外の事項は広く市政に

関する知る権利を保障して，開かれた市政を一層推進すべきではないかと考えており

ます。このたびの教育委員会定例会の運営につきましては，事務局からの適切な情報

を教育委員の皆さんに伝達することができませんでしたので，事務局の事務を統括し，

所属の職員を指揮監督する立場の教育長としてお詫びし，ここに御報告申し上げます。

今後は，国等の動向を踏まえながら適切に対応してまいりたいと考えております。 

 

（委員長）８月教育委員会定例会において非公開で審議された議案第１６４６号「平成

２７年度使用小学校教科用図書の採択について」の審議自体については，公開するこ

とが可能であったということですが，事務局においては，今後，非公開とする場合に

は，その非公開とする根拠を十分に精査いただきますようお願いいたします。また，

我々委員も，公開・非公開の判断については，広く市政に関する知る権利を保障して，

開かれた市政を一層推進するためにも，慎重に審議を行うよう気をつけていきたいと

思います。よろしくお願いします。他に何かありますか。 

 

（学校教育課長）平成２６年１０月教育委員会定例会において，下古谷委員長から質問

をお受けしました「中学校給食における米飯の量は１１０ｇではないか」ということ

について回答申し上げます。確かに以前の中学校給食における米飯の量は１１０ｇで

ございましたが，平成２５年４月１日に施行されました「学校給食実施基準の一部改

正について」において，１００ｇに変更されておりますので報告いたします。説明は

以上でございます。 
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（委員長）ありがとうございます。他にありますか。 

 

（書記）本日の議事に関して一言お詫びを申し上げます。議案書に説明用として添付い

たしました，１０８，１０９ページの「旧神戸中学校敷地内に残存する民有地の処理

について」と１１８から１２０ページまでの「鈴鹿市いじめ防止基本方針に位置付け

た組織の設置について」はいずれも資料として添付したもので，市議会に提出するも

のではございません。資料の添付につきましては，今後留意してまいりますので御了

解いただきますようお願いいたします。 

 

（委員長）それでは，「１２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）１２月に教育委員会定例会を１２月１７日水曜日午前９時３０分から

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,１２月教育委員会定例会を１２月１７日水曜日午前

９時３０分から開催することにいたします。 

 

（委員長）それでは，これをもちまして１１月教育委員会定例会を終了いたします。あ

りがとうございました。 

 

１１月教育委員会定例会終了 午後１１時３０分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

委員長 下古谷 博司 

 

委員  福嶋 礼子 


