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平成２７年１月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日時 平成２７年１月２０日（火）午後３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 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），参事兼図書館長（大籔宏紀），考古博物館長（澤井環），子ども

家庭支援課長（瀬井より子），書記（永井洋一），書記（岡憲利） 

 

５ 議事 

（１）鈴鹿市立図書館条例の全部改正について             （図書館） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２７年度アクションプラン（案）について     （教育総務課・文化課） 

（２）第３次子どもの健全育成推進基本計画（案）について      （教育支援課） 

（３）平成２６年度企画展「鈴 －鈴の音 鐘の音 太古の響－」   （考古博物館） 

 

７ その他 

（１）鈴鹿市の子どもの体力の現状について            （教育指導課） 

（２）２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）定刻となりましたので，ただ今から平成２７年１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１６６８号「鈴鹿市立図書館条例の全部改正について」を

お諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立図書館条例の全部を改正する条例を３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。詳細は図書館長から説明させていただきます。 
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（図書館長）それでは，私からは議案第１６６８号の「鈴鹿市立図書館条例の全部改正

について」につきまして，説明申し上げます。議案書２ページを御覧ください。今回

の条例改正につきましては，条例の改正が広範囲にわたり，一部改正では改正内容が

複雑になり，分かりにくくなることから，全部改正といたしました。この改正につき

ましては，今年度策定いたしました「鈴鹿市立図書館サービス方針」に沿って，行う

ものでございます。平成２７年４月から，現在，公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団

が管理運営を行っています「江島カルチャーセンター」を図書館の分館と位置付けて，

図書館が運営を行って参りたいと考えておりますことから，同センターの管理運営を

含めるために，規則の一部を条例に載せ換える等を行いました。江島カルチャーセン

ターにつきましては，平成１２年４月から本市の補助金によりまして，文化振興事業

団が管理運営を行っており，児童図書室に配備している図書については，図書館の図

書購入費で購入し，月１回程度の入れ替え作業を実施して参りました。しかし，対応

職員が司書資格を有していないこと等，利用者の満足度を上げられない状態にありま

した。また，本市の規模で図書館が１か所であるのは，市民へのサービスが不足して

いる状態にありますことから，同センターを図書館の分館と位置付けて，責任を持っ

た運営を行って参りたいと考えます。なお，開館時間は現状と変更はいたしませんが，

休館日については，本館と合わせて，毎週月曜日と第１・第３火曜日，１２月２８日

から１月４日まで，年７日以内の特別整理期間といたします。条例改正の詳細につき

ましては，同センターの２階にあるギャラリーを一般に貸し出すための使用許可，許

可の基準、使用料等を加えたことが主な改正点となります。なお，使用区分につきま

しては，４ページの別表のとおりでございますが，午後の利用時間を３０分増やして

おります。使用料につきましては，現状と変更はありませんが，冷暖房を使用した場

合に使用料の２０％を加算する点についてのみ，公民館等，他の公共施設と合わせて，

徴収するようにしたいと考えております。６ページに市立図書館江島分館の変更点を

掲載しておりますので，参照いただきたいと思います。以上でございます。よろしく

御審議いただきますようお願いいたします。 

 

（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）現在，江島カルチャーセンターのギャラリーの使用頻度はどのような状態

でしょうか。ギャラリーの使用料については他の館とほぼ同程度なのでしょうか。 

 

（図書館長）江島カルチャーセンターの２階ギャラリーの使用状況についてですが，年

間の使用日数が７８回，使用人数が約２,０００人程度になっております。 

 

（福嶋委員）使用回数，使用人数は以前に比べて少し減ってきている傾向にあると聞い

たことがあります。今回また新しくなるので，なるべく使っていただいた方が良いと

思っていますので，そういった努力をしていただければと思います。他にも市役所の

ホールが使えるようになったため，少なくなってきている傾向にあると聞いたことが

ありますので，そういった面でも考慮していただければと思います。 
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（図書館長）使用料の金額についてですが，公民館や博物館等の金額に比べると少し高

くなっています。と言いますのは，以前，事業団が，江島カルチャーセンターの使用

料を設定した金額をそのまま採用した形になっています。ギャラリーの使用人数がど

れくらいの状況にあるかということですが，開館当初の平成１４年が４,６００人程

度で，現在は２,０００人ですのでかなり下がってきております。 

 

（福嶋委員）ここに使用料は書いていただいてありますが，たくさん使っていただける

ように使用料を考慮する等あっても良いのかなと思います。その辺りはいかがでしょ

うか。 

 

（図書館長）使用するギャラリーは一般の公民館等ではなく，こちらは文化的なことに

も使用できますので，少し高く設定しても良いのではないかということで，そのまま，

この金額で設定しております。 

 

（福嶋委員）色々考慮されて決められた金額ということですね。 

 

（委員長）使用する方々が２,０００人程度に減ってきているのですが，江島カルチャー

センターの休館日がこれまでは火曜日であったのが，本館に合わせて月曜日にしたと

いうことで，利用していただいていた方々が不便になるということはありませんか。 

 

（図書館長）休館日につきまして，これまでは本館が月曜日と第１，第３火曜日で，江

島カルチャーセンターが火曜日と第１，第３月曜日ということで変則になっておりま

した。利用者の方からは休みを統一してもらったほうが分かりやすいといったような

要望が多く出ておりました。 

 

（岡井委員）カルチャーセンターを分館に格上げして，司書の方も配置し，スタッフの

充実も図っていただくということで非常に良いことだと思います。将来的に西の地域

の方にも分館を増やしていくような考えはありますか。 

 

（文化振興部長）今，市では中長期計画を作っています。その中で，方向性を位置付け

ていくということをサービス方針にも記載させていただいていますので，今後，市の

中長期計画の中へ図書館の方向性を位置付けていきたいと思っています。その中には

分館化のことが出てくるのか，全面建て直しになるのか，その辺りも含めて検討して

いきたいと考えております。確かに西の方には少し大きめの図書館として農村環境改

善センターがありますが，今の中長期計画の中で方向を決めたいと思いますので，こ

の場でそういった計画があるのかということをお答えしづらいことがあります。そう

いった中で，今後，皆さんに説明させていただきながら中長期計画の位置付けを考え

てまいりたいと思います。 
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（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１６６８号「鈴鹿市立図書館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１６６８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２７年度アクシ

ョンプラン（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２７年度アクションプラン（案）に

ついて，私からは「学校教育分野」の説明をさせていただきます。まず初めに，学校

教育分野のアクションプランの策定の趣旨について，説明いたします。これは，平成

２３年３月に策定した教育振興基本計画に基づき策定するものでございまして，各年

度の具体的な取組の中で，教育委員会が１年度間に，特に力を入れて取り組む項目に

ついて，取りまとめたものでございます。また，このアクションプランについては，

毎年度行っている点検評価の対象となるものでございまして，単年度のＰＤＣＡサイ

クル（計画・実行・評価・改善）のＰ（プラン・計画）になるものでございます。次

に平成２７年度アクションプランの概要について説明いたします。資料１ページには

平成２７年度の清書版を，資料２ページには平成２６年度のアクションプランの上に，

平成２７年度の内容を修正した「見え消し版」をお配りしていますので，見え消し版

の資料にて説明いたします。全体の構成は，昨年度と同様に，「教育振興基本計画」

に掲げる３つの「基本的方向」及び２３項目の「施策の方向」の枠組みと，学習指導

要領の３つの「生きる力」の定義である，「確かな学力の育成」「豊かな心の育成」「健

やかな体の育成」に基づいて構成しております。また，上位計画である「鈴鹿市総合

計画」の「第３期行財政経営計画」との整合も考慮してあります。なお，中央の「Ⅰ

子どもたちの「生きる力」を育みます」の部分において，「各施策の方向」の番号が順

に並んでいませんのは，学習指導要領の３つの「生きる力」の定義に基づき，「各施

策の方向」を振り分けているためでございます。それでは，次に，平成２７年度アク

ションプラン変更点の内，主なものについて説明いたします。まず，取組内容につい

てでございますが，真ん中の「Ⅰ子どもたちの「生きる力」を育みます」の「Ⅰ－ⅰ

確かな学力の育成」の部分では，「３読書活動の推進」の部分において，図書館の読

書センターとしての機能と学習・情報センター機能の充実を目指した内容に変更して

おります。次に，「１５幼児教育の充実」の部分では，三重県立小児心療センターあ

すなろ学園が作成したＣＬＭ（チェックリストインみえ）を活用し，発達に課題のあ

る子どものアセスメントに力を入れていくことといたしました。なお，幼児の体力向

上の取組については，「６体力の向上を図る取組」の部分に包含しております。次に，

「１２いじめをなくす取組」の部分では，今年度，策定しました「いじめ防止基本方

針」に基づき，いじめ問題対策連絡協議会を中心とした，関係機関を横断したいじめ

防止対策の推進に努めてまいります。次に，「１３不登校をなくす取組」の部分では，
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今年度から配置し，有効活用が図られてきておりますスクールライフサポーターによ

るさらなる支援に努めるとともに，各校の不登校対策の実践例を検証し，参考となる

取組を取りまとめた資料を作成し，不登校児童生徒の減少に取り組んでまいります。

次に「５食育の推進と学校給食の充実」の部分では，来年度５月から中学校給食が開

始されることから，給食実施を踏まえた食育の推進を図ってまいります。次に，左側

の「Ⅱ家庭・学校（園）・地域の連携促進」の部分の「１子どもの健全育成の環境づく

り」の部分では，今年度策定しております「第３期子どもの健全育成推進基本計画」

に基づき，各種の取組を推進してまいります。その他，平成２６年度の各取組の中で，

いじめ防止対策推進基本方針の策定や第二学校給食センターの建設等の事業を完了

したものについては削除を，各種啓発事業や啓発冊子の作成等については，当該年度

で実施する内容に変更しております。この他にも，若干の表現の変更等がございます

が，これまでの取組内容を継続しながら，段階的に改善等を図っていくものでござい

ますので，資料をもって説明に代えさせていただきます。続きまして，指標に関する

主な変更点について，説明させていただきます。指標については基本的には変更しな

いこととしつつも，指標に活用している事業が終了したものや，これまで指標に用い

てきた全国学力・学習状況調査の調査内容に変更があった場合等について見直しを行

いました。具体的に指標を変更した部分の中で，「Ⅰ－ⅰ確かな学力の育成」の「３

読書活動の推進」及び「４情報教育の充実」の部分については，全国学力・学習状況

調査の調査内容に変更がありましたので，これまでの指標の内容と類似したものを調

査の質問紙から引用する形で変更しております。また，「Ⅰ－ⅲ健やかな体の育成」

の「５食育の推進と学校給食の充実」及び「Ⅲ教育に関わる環境や条件の整備を進め

ます」の「４時代に即応した施設環境の整備」の指標については，指標とした事業が

終了しましたので，変更するものでございます。また，「２安全安心な学校（園）づく

りに取り組みます」の指標については，毎年実施する内容であり，当然に１００％と

なる指標であるため，記載の内容に変更することとしました。その他，各指標の平成

２７年度末目標値については，実績に基づく変更や，既に設定済みの上位計画の目標

数値との整合を図るような変更を加えております。なお，「全国学力・学習状況調査」

に基づく指標については，指標の後ろに［学］と記載をさせていただいており，上位

計画の行財政経営計画に基づく指標については，指標の後ろに［行］と記載させてい

ただきました。また，現状値の後ろに記載しています「年度」につきましては，現時

点では，直近の確定値を記載しております。最後に，このアクションプランに係る今

後のスケジュール等でございますが，本日，各委員の皆様からいただいた御意見を基

に修正を行い，２月校園長会において学校長及び園長に示してまいります。また，現

在，平成２７年度当初予算の編成作業中であることから，予算編成の結果によっては，

多少の変更を生じる可能性があります。よって，委員の皆様からの御意見を基にした

修正と予算編成上の修正を加え，また，現在のところ未定の部分があります平成２６

年度目標に対する実績と来年度の目標値を可能な限り決定した上で，３月教育委員会

定例会において，再度，報告させていただく予定でございます。以上でございます。 

 

（文化課長）それでは，引き続き，社会教育分野における平成２７年度アクションプラ
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ンについて説明をさせていただきます。清書版と見え消し版がありますが，見え消し

版を御覧ください。先ず，策定の趣旨といたしまして，社会教育委員の職務として，

社会教育法第１７条に「社会教育に関する諸計画を立案すること」とあり，当市にお

いては，社会教育委員会において，「鈴鹿市社会教育基本方針及びアクションプラン」

を策定することが，その職務の一つとされています。そうした中で，平成２６年度の

計画内容を見直し，平成２７年度に新たに策定するために提案するものでございます。

なお，今回のアクションプランの修正につきましては，今月１６日に開催されました

社会教育委員会で，審議され承認されておりますことを報告させていただきます。そ

れでは，平成２７年度アクションプランの修正部分を含め，各項目に沿って，担当所

属長より説明させていただきます。 

 

（生涯学習課長）生涯学習課に関係するアクションプランについて，説明します。まず，

１番目の「生涯学習の推進」の（１）「地域における学習活動の推進」につきまして

は，市民の自己啓発・実現のための様々な学習事業を推進するとともに，少子高齢，

安全安心等，地域課題解決に資する生涯学習推進体制の基盤を整備し，ひとづくり，

まちづくりを進めるものでございます。この中で，今後本市において特に進めていく

「まちづくり」の文言を付け加えております。次の（２）「生涯学習施設の充実」につ

きましては，幅広い年齢層の住民が，学習の場として利用する公民館等を，誰でも気

軽に安心して利用できるよう，施設の計画的な整備・改修に努めるものでございます。

まず，生涯学習課からは以上でございます。 

 

（図書館長）続きまして，（３）図書館サービスの充実についてでございますが，市民の

自己実現活動や地域活動，社会・経済活動を支援する「知識と情報の拠点」となる図

書館サービスを推進します。①から④まで変更はございません。次に（４）の江島カ

ルチャーセンターの分館化が新たに追加したもので，同センターは，現在，公益財団

法人鈴鹿市文化振興事業団が管理・運営していますが，図書館の分館と位置付け，直

接管理することにより，機能強化を図り図書館サービスの向上に努めてまいります。

以上でございます。 

 

（生涯学習課長）次に２番目の「青少年の健全育成」の（１）「青少年健全育成活動の充

実」につきましては，社会教育関係団体等と連携して，学校・家庭・地域が一体とな

った青少年の健全育成活動の活性化に努めるものでございます。この中で，②の「鈴

鹿市青少年対策推進本部」の活動の「推進」の所ですが，青少年対策推進本部は，本

市主催の直轄組織であることから，「支援」を「推進」に修正をいたしました。次に

（２）「地域教育力の充実」につきましては，地域社会の中で，子どもを育てる環境

づくりや子どもの安全安心な居場所づくり等，地域の教育力の充実に努めるものでご

ざいます。この中で，②の「放課後子ども教室等」の所では，その事業の趣旨・目的

の文言を付け加える事で，わかりやすいものに修正をいたしました。次に（３）「家

庭教育の充実」につきましては，保護者を対象にした研修会，学習会等を開催し，家

庭教育の充実に努めるものでございます。詳細については御覧のとおりとなっており
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ます。生涯学習課からは以上でございます。 

 

（文化課長）次に「３文化遺産の保存と活用」でございますが，この項目につきまして

は，新たに修正した部分はなく平成２６年度と同様の内容でございます。また，この

項目は文化課と考古博物館の共同策定項目となっており，①から③及び⑥については

文化課の私から，④以降は，考古博物館長から説明いたします。「（１）文化財を発掘・

保存・活用したまちづくりの推進」では，文化財を次の世代に引き継ぎ，新たな文化

財の掘り起こしを行い，既存の文化遺産の保護・活用に努めます。①では，国指定天

然記念物金生水沼沢植物群落の保護増殖事業を行い，季節ごとに観察会を実施して希

少植物や植物群落の意義を啓発してまいります。②は，一般文化財保護事業として市

内にある指定文化財の保護保存を図るため，各団体への事業支援に努めます。③は，

国指定の重要無形文化財伊勢型紙技術保存会へ事業支援を行っていきます。⑥は，文

化課が所管する，佐佐木信綱記念館，大黒屋光太夫記念館，庄野宿資料館，伊勢型紙

資料館，稲生民俗資料館の事業内容の充実に努め，来館者の増加を図ります。佐佐木

信綱記念館と大黒屋光太夫記念館においては，平成２７年度も特別展を開催する予定

をしておりますし，伊勢型紙資料館を含め，様々な企画で展示会を開催していきたい

と考えております。文化課からは以上でございます。 

 

（考古博物館長）アクションプランの「３文化遺産の保存と活用」「（１）文化財を発掘・

保存・活用したまちづくりの推進」のうち，④から⑥考古博物館分について説明いた

します。④でございますが，国史跡伊勢国分寺跡保存整備事業として歴史公園整備を

年度計画に基づき行っております。⑤でございますが，広瀬町にあります伊勢国府跡

の範囲・性格を明らかにするための継続調査，並びに追加指定，また市内遺跡の保存

と活用を図るために個人住宅の建築や開発に伴う緊急発掘調査を実施するものでご

ざいます。次に⑥でございますが，歴史遺産の活用を図り，文化財や歴史への関心，

理解を深めていただけるように企画展，講座及び体験学習等を実施し博物館事業の充

実に努めるものでございます。考古博物館については以上でございます。 

 

（スポーツ課長）私からは，アクションプランの「４スポーツの振興」について，説明申

し上げます。（１）の「市民参加型スポーツの推進」でございますが，「鈴鹿いきいき

スポーツ都市宣言」の目標とする「市民一人ひとつのスポーツ」を目指して，鈴鹿市

体育協会や鈴鹿市スポーツ推進委員協議会等のスポーツ関係団体と連携・協働し，生

涯スポーツの推進及び競技力の向上を図る，という基本方針は，前年度と同様でござ

います。また，①から③までの，地域におけるスポーツの推進や，高齢者及びジュニ

アスポーツの推進につきましても，前年度と同じ内容となっております。前年度と内

容が変わっておりますのが，④でございまして，平成３３年に開催されます国民体育

大会の準備に加えて，平成３０年に開催されます，全国高等学校総合体育大会（イン

ターハイ）の開催準備を新たに追加した内容となっております。次に，（２）の「快適

に利用できる運動施設の整備・運営」でございますが，前年度と同じ内容となってお

ります。以上でございます。 
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（委員長）ただ今の報告につきましてまず学校教育分野の方について御質問，御意見が

ございましたら，お伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）一番左側の「３開かれた学校（園）づくりを推進します」の①についてです

が，今までは「学校評価の実施」であったものもが今回表現が変わっています。これ

はどういった理由でこのようになっているのでしょうか。少し，ニュアンスが違うよ

うな感じがしました。 

 

（学校教育課長）おっしゃられたように①の内容が若干変わっているように感じられる

と思いますが，以前までの「学校経営品質をベースとした学校評価の実施」は，本市

におきまして自己評価，学校関係者評価の両方で１００％が続いています。これにつ

いてはここに載せなくてもある程度定着しただろうということで削除しました。 

 

（教育支援課長）開かれた学校づくりにつきましては，平成２３年度から全小中学校で

コミュニティ・スクールを推進し，地域と共にある学校を築いてきました。ただいま

学校教育課長が申し上げましたように，学校経営品質等の現状ですが，学校評価につ

きましても学校運営協議会の中で実施するということにしております。その上でホー

ムページ上には学校評価の問題ですとか，様々な教育情報をより積極的に，より均一

に地域の皆様，保護者の方々に情報発信していくことで，開かれた学校づくりが更に

推進するのではないかといった観点からこのようにさせていただきました。 

 

（福嶋委員）わかりました。 

 

（伊藤委員）「学校を支えるネットワーク作りを推進します」のところで学校支援ボラン

ティア登録人数の目標値が７,１００人となっており，現状値は高齢化といったこと

も含めて平成２６年１２月現在で少し減っています。ここでまた目標値を上げたのは，

どういったところに入っていただくボランティアの方を考えているのでしょうか。 

 

（教育支援課長）ここのボランティアとは，学校の中での学習支援のボランティアとし

て，通常の授業活動，あるいは補充学習，あるいは長期休業中の補充学習等で御支援

いただく方です。また，図書館での整備，あるいは読み聞かせのボランティア，そし

て環境整備のボランティア，安全安心登下校時の見守り活動に携わっていただいてい

るボランティアの方々を含んでおり，現時点で把握しているボランティアの人数を挙

げさせていただいています。 

 

（伊藤委員）少子化が進んでおり，学校の統廃合の話も出る昨今ですが，学習ボランテ

ィアというのは，例えば生徒何人に対して何人といった基準をお持ちなのでしょうか。 

 

（教育支援課長）そのような基準は設けていません。あくまでも学校教育活動の一環の
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中で，地域の方に寄り添っていただくことが必要だという判断のもとで進めておりま

す。 

 

（伊藤委員）登下校等のボランティアについては，志の厚い方にお願いできると思いま

すが，学習を助けていただけるような方については少し経験がある方といった募集要

項等はあるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）学校長の学校経営方針のもとに，担任あるいは教科担任等がどういう

場面で必要とするのかということの吸い上げを行い，それを地域コーディネータが中

心となり，そのような方を募集する，あるいは見つけていただくといった形態をとっ

ております。 

 

（岡井委員）「確かな学力の育成」の少人数教育の部分についてですが，③で「少人数学

級編制及び少人数指導の実施」と書いてもらってあります。これだと，単なる実施，

やるだけと受け取れますので，例えば「少人数学級編制の拡大及び少人数指導の中身

の工夫」といったことをしていきたいということであれば，少人数指導の工夫と充実

等，何かそこに一味加えないと，これだと，ただ何でも良いからすればいいと受け取

られかねないです。少人数指導にも色々な工夫がありますので，もう一工夫加えてほ

しいと思います。それから，「健やかな体の育成」の中で「１４基本的生活習慣の定

着に努めます」のところで，③の「児童会・生徒会主体のあいさつ運動推進による朝

の生活習慣の育成」とあります。朝の生活習慣というと，朝ごはんをちゃんと食べる

とか，歯を磨くとかが含まれていると思いますが，あいさつ運動を推進すると朝の生

活習慣のどういうものまで育成できると考えているのでしょうか。朝の生活習慣とい

うと範囲が広いので，あいさつ運動をすると，そういうものが身に付くといった書き

方はどうなのでしょうか。それから，「８道徳教育の充実に努めます」で②「「私たち

の道徳」を活用した道徳教育の推進」とあります。「私たちの道徳」は準教科書か資

料集かだったと思いますが，例えば「「私たちの道徳」を活用した道徳の時間の指導

の充実」といったように，もう少し道徳の時間にこれをしっかり使っていただきたい

というように絞り込んだ方が良いと思います。 

 

（教育支援課長）基本的生活習慣の定着の部分の朝の生活習慣の育成についてですが，

「おはよう」という挨拶に加えて，子どもたちの声かけを加えていくとか，ただ挨拶

をするだけでなく，朝を気持ちよく迎える，あるいは小学校であれば朝の家庭での身

繕いといったもう一つ加えて活動を進めていきたいと思います。ただ挨拶するという

だけでなく，生活習慣に繋がる一声を加えた活動にできないかということです。 

 

（委員長）Ⅰ－１－③についてはいかがでしょうか。 

 

（学校教育課長）ただいま御指摘ただいたとおり，確かに少人数学級編制及び少人数指

導の実施という表現になっていますが，実際には指導方法でも少人数学級編制の仕方
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を工夫するとか，少人数学級編制を増やせないかという形で加配もしておりますので，

そういった取組もしているところでございます。ただ，表現をどうするかということ

につきましては今後，考えさせていただきたいと思います。内容としては承知をして

おりますので，今のところはこれでお願いしたいと思います。 

 

（教育指導課長）道徳の件についてですが，確かに「私たちの道徳」は「心のノート」を

全面改訂したもので，道徳の時間にどのように活用していくかということが非常に重

要なことで，それに関わって道徳教育全体を見直していく形になっております。文言

については考えさせていただきたいと思います。 

 

（岡井委員）一番左側の「２学校を支えるネットワークづくりを推進します」の①につ

いて，「鈴鹿型コミュニティ・スクールによる学校運営協議会での特色ある学校づく

りの推進」と書いていただいてあるのですが，これは，学校運営協議会でも，十分特

色ある学校づくりについて熟議をしていただいて，進めていきましょうということだ

と思います。これを読むと，運営協議会が中心となって特色ある学校づくりを推進し

ていくようにも強く感じられます。あくまでも特色ある学校づくりは，学校が主体と

なって行っていただくのが本来だと思いますので，例えば「学校運営協議会での支援

を得た特色ある学校づくりの推進」といった，何か学校運営協議会が支援・協力をし

ていくというような意味がもう少し強くなるような表現ができないかと思いました。

あくまでも，主体は学校であるという意味合いが出るようにということです。 

 

（教育支援課長）学校運営協議会ですが，地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

第４７条の５中には，学校運営協議会が学校運営について承認をするということが明

記されています。そういうことで平成２６年４月の定例会で規則を承認していただき

ましたが，その中にも学校運営協議会としての役割が明記されています。あくまでも

学校長の学校経営方針が核ではございますが，それに対して学校をどう良いものにし

ていくのか，あるいは，学校や地域ならではのものにしていくのかといったことは，

学校運営協議会委員の方が意見を出したり，あるいは，承認したりすることで，参加

意識が高まり，一緒になって築いていくということが，これからの地域と共にある学

校づくりの核だということですので，一緒になって学校づくりをしていくのが学校運

営協議会であるという認識のもとで進めていきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）一番右の「４時代に即した施設環境の整備を図ります」についてお聞きし

ます。現在，つり天井の改修が挙がっているのですが，ほとんどの学校でもこれが終

わってきているのかお伺いします。それと，単独給食調理室の改修工事のことですが，

最近，異物混入等の様々な事案が起こっていますが，改修工事が必要であれば迅速に

進めた方が良いなと思っています。この目標値の３６.８％というのはどのような算

出方法でこの数字がでてきたのかお尋ねしたいと思います。 

 

（教育総務課長）つり天井の改修につきましては，見え消しの下で見えにくいのですが，
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現状値が９９.５％になっています。実は，つり天井の新しい耐震対策の対象が平成

２５年の８月に出されましたので，その通知によってされている部分は９９.５％に

なっているのですが，それ以前に既に改修しているところもありまして，来年度，千

代崎中学校が終わると改修は全て終わりになります。それをもって１００％になり，

今回その目標が終わっているという解釈になりますので，こちらは消させていただき

ました。新たな指標としましたのが，小学校の単独給食調理室の改修事業ですが，こ

ちらにつきましては給食センターではなく各学校で給食を作っている小学校が１９

校あります。今年度から始まっている５か年計画で，１９校全ての単独給食調理室の

改修をしていく予定です。主な改修内容としましては，照明や換気設備，壁面，天井，

配管，建具，排水設備等全て改修に含まれます。それから，エアコンも設置すること

になっています。そういった計画の中での来年度の目標ですので，１９校のうち来年

度中に完了するのが７校ということでこのパーセンテージが出ております。 

 

（福嶋委員）ありがとうございます。「１０多文化共生の教育を進めます」の④「外国人

児童生徒保護者への日本語教育の啓発」が加わっていますが，今回，外国人児童生徒

の学力を上げるというのが大きな目標でもありますが，保護者に対する教育というの

がとても大切なことだと思っています。実際どのように行っていこうと考えているの

かお伺いします。 

 

（教育支援課長）保護者の方々に，例えば子ども達の学力の現状であるとか，家庭学習

の大切さであるとか，あるいは，今，学んでいることが今後日本の生活をしていく中

でどのようなキャリアに繋がっていくのかとか，そういったことがやはりまだまだ保

護者の方に十分に伝えてこられなかったということで，平成２６年度からスタートし

た「第３期鈴鹿市日本語教育支援システム」の中では，これを位置付けていきましょ

うという方向性を明確にさせていただきました。そういうことで，保護者の方への啓

発や，学校の中での就学や進路の説明をする機会を設けていく，あるいは家庭学習等

の現状をお知らせするようなものを，翻訳したようなものでお知らせさせていただく

ような手段を考えていければと考えています。 

 

（福嶋委員）外国人の生徒の方の中には楽天的な方も多いので，学校が楽しいと思って

いることは良くあるのですが，なかなかそれが学力に繋がっていないこともあります。

家庭でのことをもう少しお話していただけると，切実感というのも保護者の方に伝わ

って良いのかなと思いましたのでお願いします。 

 

（岡井委員）左の部分の「３開かれた学校（園）づくりを推進します」についてですが，

ここには情報発信を学校のホームページあるいは教育委員会のホームページで行う

と書いてあるのですが，もう一つ，児童生徒の学習活動や学校行事の様子を広く家庭

や地域に公開し，直に見ていただくということを入れられないのかなと思いました。

私の近くの学校でも一日開放デーというものがあり，朝の会から帰りの会まで開放し

ています。そうすると，今，学力向上や体力向上も言われている中で，実際，保護者
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の方が自分の子どもの姿を目の当たりに見るということも大事だと思います。昔から

言われていることですけれども，そういう学習活動や学校行事を見ていただき，場合

によっては参加していただくことも入れていただけないかと思いました。 

 

（伊藤委員）アクションプランは過去からの見直しになっていますので，達成したもの

や少し追加したような格好になっています。土曜授業のことをここに出すのは的外れ

なのかと思いますが，土曜授業の平成２６年度のまとめや平成２７年度にどのように

行っていくかについては，どの辺りで話題に載せていただけるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）土曜授業につきましては，今年度は試行の年ということで，来年度か

ら本格的に実施するということになっていますので，アクションプランの方には載せ

ておりません。 

 

（伊藤委員）アクションプランには載せていませんが，平成２７年度から本格的に色々

進めてもらえるのかなという思いがありますので，次回以降で結構ですので，それに

ついての教育委員会の方針を聞かせてもらえればと思います。前回，学校運営協議会

にお任せするといったような形で試行期間でしたので，平成２７年度の傾向をどこか

で良いのでお話をお願いします。 

 

（教育指導課長）今年度，試行をしてみてどうだったかにつきましては，２月１３日を

締め切りにしまして，子どもと保護者と教職員からアンケートを取り，実態把握に努

めています。それとまた３月１３日を締め切りにしまして，来年度の土曜授業を各校

がどのように行うかについての計画を提出してもらうことになっています。今後，実

態については報告させていただきます。 

 

（伊藤委員）わかりました。また，資料がでましたらよろしくお願いします。 

 

（委員長）Ⅰ－ⅲの「１４基本的生活習慣の定着に努めます」の中で先ほども出ていま

したが，指標②「あいさつ運動への児童生徒の参加者数」で目標値は５万人という形

で上がってきています。この値に対しての意見ではありませんが，次の議題に上がっ

てきます，「第３次子どもの健全育成推進基本計画」に連動していて，こちらの方で

は平成２９年度の目標値が３万７,８００人となっているのですが，この違いには何

かありますか。 

 

（教育支援課長）このアクションプランの数値につきましては，現在の行財政経営計画

において，平成２７年度の目標として定めたものを挙げております。平成２７年度に

は５万人を目標にしてきたのですが，現時点では少し目標値と現状値との間に差があ

ることが正直なところです。これは一生懸命各校が行っているなかでも，色々な活動

が行われていますので，人数が十分高まってきていないということがあります。後ほ

ど説明させていただきます「第３次子どもの健全育成推進基本計画」については，平
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成２７年度スタートでもう少し先の平成２９年度に向けての計画ですので，現状に即

した目標値に見直したものを設定して着実に行っていけないかということで，数値が

違ってきています。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，次の社会教育分野について何か御意

見ありましたらお願いします。 

 

（福嶋委員）生涯学習施設の充実ということで，公民館等を誰でも安心して利用できる

ようにというところが載っていますが，お手洗いがなかなか使いにくいということを

よく聞いたりします。具体的にどのような規模で計画を考えているのか，教えていた

だければと思います。 

 

（生涯学習課長）ふれあいホールを含めて公民館が全部で３１ある中で，平成２６年度

までに年次計画的に男女別トイレに取り組んでいます。今のところ平成２６年度末の

予定として，工事中も含めて３１分の２１の公民館の男女別トイレが実現するように

取り組んでいます。今後につきましても，男女別トイレというのが当然の話でござい

ますので，予算の関係もありますが，しっかり予算を確保して，一度にはなかなか難

しいですが，計画的に進めて参りたいと思います。来年につきましても１つないし２

つの公民館で設計又は施工を計画し，今後とも進めて参りたいと思います。 

 

（福嶋委員）ありがとうございます。生涯学習の基地になるところですのでよろしくお

願いします。もう一点。文化遺産の保存の活用というところの指標が，今回，博物館

の来館者数で表していますが，これは総合計画がそうなっているからなのでしょうか。

私としては大黒屋光太夫記念館等に来られた人数を入れても良いと思うのですがい

かがでしょうか。この数字を指標にしているのには何か理由があるのでしょうか。 

 

（文化課長）現状値が３万人弱ということから目標値を設定しています。文化課が所管

しています記念館，資料館と博物館を合わせた数字になっています。 

 

（福嶋委員）「等」に含まれているのですね。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，ここで休憩いたします。再開は１６

時５分とします。 

 

≪休憩≫ 

 

（委員長）それでは，再開いたします。次の内容に移る前に教育総務課長から訂正があ

るようですのでお願いいたします。 

 

（教育総務課長）先ほど説明の中で修正させていただきたい部分があります。右側の枠



14 

のⅢの４のところで，福嶋委員から御質問に対して説明させていただいた，見え消し

で消されている部分の９９.５％は学校施設の耐震化の率で，こちらも平田野中学校

が新しくなりましたので，これで１００％となります。そして御質問のありましたつ

り天井の改修も来年度で完了いたします。以上です。申し訳ありませんでした。 

 

（委員長）それでは，２番目の「第３次子どもの健全育成推進基本計画（案）について」

をお願いします。 

 

（教育支援課長）それでは私からは，「第３次子どもの健全育成推進基本計画（案）」に

ついて，報告させていただきます。この基本計画は，市長を本部長とする鈴鹿市青少

年対策推進本部が，横断的・総合的な健全育成対策を推進するため，鈴鹿市青少年対

策推進本部設置要綱第３条の１に基づき策定するものでございます。平成２１年度以

降，３年間ごとに基本計画を見直してきており，本年度は，第２次子どもの健全育成

推進基本計画の計画期間の終了年度となりますことから，平成２７年度から平成２９

年度までの３年間を計画期間とする「第３次子どもの健全育成推進基本計画」を策定

しようとするものでございます。本基本計画（案）の策定にあたりましては，学識経

験者等の他，２人の一般公募委員を含む１０人によりまして，第３次子どもの健全育

成推進基本計画策定委員会を設置し，１０月３１日以降，３回の策定委員会による協

議により，基本計画（案）を取りまとめて参りました。なお，基本計画（案）のとり

まとめに当りましては，青少年対策推進本部推進会議関係者による第２次子どもの健

全育成推進基本計画の進捗状況やアンケート調査等を実施し，策定委員会での協議の

基礎資料を作成するとともに，庁内で青少年対策に関連する１８課によるワーキング

グループも設置して，進めてまいりました。そこで，「第３次子どもの健全育成推進

基本計画（案）」の概要でございますが，まず，これまでの本市での青少年対策の歩

みを踏まえ，第２次子どもの健全育成推進基本計画に基づく青少年対策の成果及び課

題を検証するとともに，近年の青少年を取り巻く法令等の整備や社会環境の変化等を

検討し，その上で，資料２１ページの「４本基本計画策定にあたっての基本的な考え」

に記載いたしましたように７つの点に基づき，策定することとしたものでございます。

１点目，青少年対策の基本理念につきましては，第２次基本計画で定めた基本理念を

継承することとする一方で，基本目標については見直すこととし，新たに３年後の成

果指標と成果目標を設定することといたしました。この点につきましては，資料２２

ページに記載してございます。基本目標は，資料のとおり４つ設定しております。１

つ目は，青少年の視点に立った目標とし，キーワードとして「参加・交流」と定めま

した。２つ目は，子どもを取り巻く学校，家庭，地域の視点に立った目標とし，キー

ワードを「愛情・関心」と定めました。３つ目は，社会全体で健全育成に取り組む気

運の醸成を図る視点に立った目標とし，キーワードを「発信・共有」と定めました。

４つ目は，青少年対策に取り組む行政，関係機関・団体等とのネットワークの充実を

図るため，今後，青少年対策推進本部の組織の見直しを図ることを目標に位置付け，

キーワードを「連携・協働」と定めております。そして，１つ目から３つ目の基本目

標について，３年後の成果指標と成果目標を設定いたしました。資料２１ページに戻
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りまして，基本的な考えの２点目といたしましては，基本目標の下に今後３年間で取

り組む施策を位置付けることといたしました。なお，施策体系につきましては，資料

２３ページ，２４ページのとおりでございます。３点目は，各施策に活動指標及び目

標数値を設定することとしております。この点につきましては，資料２５ページから

３８ページに及んで，合わせて４０の取り組む施策を位置付けております。なお，目

標数値につきましては，一部括弧書きしてある箇所もございますが，本年度の統計数

値が確定していないことから，目標数値の設定についても，現時点で設定が困難な取

組もあり，そのような取組につきましては，今後，確定して参りたいと考えておりま

す。４点目は，ホームページ，フェイスブック，メルモニ等を活用し，これまで以上

に情報発信を進めていくことといたしました。５点目は，防災への取組を新たに盛り

込むことといたしました。６点目は，今後３年間に青少年対策推進本部として実施す

る行事を位置付けました。これは，資料２４ページに記載しておりますが，平成２７

年度は，子ども会議とコミュニティ・スクール推進フォーラムを開催します。平成２

８年度は，子ども議会と子育て講座を開催いたします。なお，子ども議会につきまし

ては，今後２年に一度の開催として参りたいと考えているところでございます。そし

て，平成２９年度は，鈴鹿市制７５周年にあたりますことから，記念行事と兼ねて子

どもフォーラムと健全育成ときめき講演会を開催して参りたいと考えた計画となっ

ております。７点目といたしましては，基本目標の４つ目に位置付けました組織体制

の見直しを行うこととしたものでございます。次に，この基本計画の決定に向けた今

後の予定でございますが，鈴鹿市議会への報告の後，２月２０日から３月１９日の間

に市民への意見募集（パブリックコメント）を実施し，３月末に青少年対策推進本部

会議を開催して，決定して参りたいと考えております。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。

私から１点お伺いします。非常にうまくまとめられているということが第一印象です。

２２ページの「４青少年健全育成ネットワークの充実を図ります。」という所で，こ

こだけが成果指標を特に定めないとなっていますが，これには何か理由がありますか。 

 

（教育支援課長）このネットワークの連携につきましては，具体的な数値を上げるので

はなく，それを支える組織全体を見直していこうというものです。時代の変化に伴い

まして，例えば文化振興事業の中で子ども達の芸術への参加等が位置付けられたり，

あるいは交通安全対策におきましては，これまで青少年対策推進本部に直接関与して

いなかった，土木部，道路保全課等も関係するようになりました。また，推進委員会

議につきましても，いじめの防止基本方針の中では放課後やあるいは，保育との連携

を考えていく方針になっていますが，現在そのような団体が推進会議に入っているよ

うなことはございません。また，平成２８年度以降，新たな行政組織の見直しも行わ

れると聞いておりますので，そうしたことを包含しながら，新たな青少年の健全育成

がより充実したものとなるよう協議し，この３年間で新たな体制作りを構築していき

たいと考えております。 
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（福嶋委員）拝見していて様々な課題や検証も細かくされているなと感じました。先ほ

どお話が出ましたが，こういったソフトの面に加え，全体の支援の中でも，都市計画

等の子どもの通学路の整備を充実していくといった面での参画もあればと感じまし

た。ハードの面でも少し助けでいただけると良いなと思いました。 

 

（教育支援課長）現在の青少年対策推進本部では道路部局が参加していないという中で，

他の関係課を中心に作成しておりますが，道路につきましては，市，県の道路部局と

共に，今後の継続した道路安全対策について，連携，協働して行っていきましょうと

いったような考えを取りまとめたものを別途作成しており，それに基づいて今後策定

していきたいと思います。 

 

（福嶋委員）あるいはコミュニティバスの経路等も教育行政にうまく活かせないかなと

考えていますので，そういったことも含めて考慮に入れていただければありがたいと

思います。 

 

（教育長）これを作るにあたりましては策定委員会の委員の方からも，学力に関係する

こと等，他の関係の意見も色々いただきました。それはそれで，教育振興基本計画で

別途計画を作っていく予定であることもありまして，ここはあくまでも少し狭い範囲

ですが，健全育成の観点からの計画を作るということに絞り込みました。今の交通が

でてきますと，交通は交通で計画を持っていますし，道路は道路プロジェクトを持っ

ていますので，そういう意味で何もかもを一本にというのは避けております。その辺

りは御理解いただければと思います。 

 

（岡井委員）始めに委員長から御質問のあった２２ページの基本目標の４ですが，ここ

に成果指標や成果目標が無く，また３８ページには具体的な取組は位置付けませんと

あります。ここも他の所と整理すれば目標や取組があるのではないかと思います。例

えば，基本目標２の「学校，家庭，地域での青少年との関係作りを進めます。」という

中で，２３ページの樹形図を見ますと「地域の協力を広げます」の中に，「非行防止

協力店舗」や「こども守る家」，「地域の自主防犯団体」等，他にも色々な企業や業界

団体と提携しているところがあると思いますが，２４ページの「健全育成ネットワー

クの充実強化を図ります。」という部分とその次の２行のガイド文を見ると，地域や

業界団体とのネットワーク，その青少年健全の網をより大きく，網目を細かくしてい

くと受け取ることができます。今，お話を伺うと青少年推進対策本部の組織の見直し

に限定しているようです。基本目標の４のところに，業界との提携や保育園，幼稚園

関係と今は協働ができていないとお聞きしましたので，今現在行っていない業種との

連携を広げていくというように書けると思いますがいかがでしょうか。 

 

（教育支援課長）業界団体につきましては，現在，ライオンズクラブ，ロータリークラ

ブとの連携が図られており，組織にも入っていただいています。それだけでどうなの

かということについては，声を聞きながら考えていくべきだと思っています。どうい
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う組織が一番ふさわしいのかということにつきましては，今後の新たな中長期計画の

問題もあったり，市全体の方向性であったりということも視野に入れると，現時点で

組織に関する成果目標を位置付けることはどうかとなった時に，次のステップへの体

制作りをしていくといったところを取り組んでいきたいと思っています。 

 

（岡井委員）２のキーワード「愛情・関心」とあるので，例えばここは青少年健全育成活

動に関心を持っていただくということであれば，２３ページの「土曜体験学習の充実」

であるとか「放課後クラブの充実」であるとか，いわゆるソフト的な活動内容を２の

ところに主に持ってきてもらい，４のところでは，ネットワークに関する組織的なこ

とを念頭に置いたら書けるのではないかと思いました。課長の話だと青少年推進対策

本部そのものの組織の強化を考えているということですね。 

 

（教育支援課長）今おっしゃっていただいたように，組織全体の色々な取組をきちんと

繋いでいくような，基本目標の１，２，３を繋いでいって，そして次へ進めていくよ

うな，青少年推進対策本部全体の組織の有り様というものを考えていきたいというこ

とでございます。 

 

（福嶋委員）様々な目標数値が挙げられているのですが，例えば「ゆとりがあると思う」，

「仲間と共に活躍できる人間になりたいと思う」児童生徒の割合というのは，アンケ

ートをもって数字を出しているということなのでしょうか。 

 

（教育支援課長）先ほどのアクションプランと同様に，全国学力・学習状況調査や，こ

れまで行ってきたものについては，それを継続的に追っていきたいと考えています。 

 

（岡井委員）そのことに関して２２ページの１の成果指標に「問題行動報告件数」とあ

ります。よく問題行動という言葉はあるのですが，ここでいう問題行動とはどういう

内容のものを指しているのでしょうか。それから２の成果指標に「地域の教育力」と

ありますが，どういう設問を運営協議会の委員にされた結果なのでしょうか。アンケ

ートの中身を教えてください。 

 

（教育支援課長）問題行動の捉え方にしましては，例えば暴力的な行為が行われた，あ

るいは万引き，物を盗んだ，いじめやタバコを吸う喫煙行為，地域での迷惑行為とい

うような各学校から報告されたものがこの問題行動の中身となっています。それから

２つ目の地域の教育力の質問につきましては，平成２４年度から学校運営協議会委員

や学校の担当者，地域コーディネータを対象にアンケートを行っています。現在，今

年度分を集約中なのですが，コミュニティ・スクールによってどのような成果が出て

きたのかということを４段階で評価をするというアンケートになっています。例えば，

地域の教育力が上がったという質問に対して，とても思う，思う，思わない，全く思

わない，そのことをパーセントにして判断してはどうかという風にしています。 
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（伊藤委員）２３ページの愛情・関心はなかなか指標として形作っていくのは難しいか

なと思います。例えば，小学１年生から６年生の中で，１年生だったら家庭でこんな

ことはお手伝いできる，例えば御飯が炊ける，洗濯ができるとかというようなことは，

学校側からここまではさせてはどうですかといった強制力は無いと思います。家庭の

考え方が出てくると思うのですが，今少子化の中で，皆が繋がって教育していこうと

思うと，ある程度学校と家庭が，お互いここまでは頑張るのでここまでは頑張ってく

ださいといった意思の疎通がもっと無いと，なかなか愛情・関心を掲げても難しいと

ころがあると思います。現状で，家庭と学校は，なかなか足並みをそろえるのは難し

いのでしょうか。 

 

（教育支援課長）おっしゃられるように，学校，地域，家庭が相互の役割を認識して，そ

れぞれが主体的に参加していくことが，これからの地域ぐるみの教育の基本だと思い

ます。それを具体化していくためには，やはりコミュニティ・スクールの学校運営協

議会の中で十分に議論が重ねられて，それがやはり少しでも具体化していくという組

織体制なり取組が必要だと思っています。しかしながら，課題の中にありますように，

子ども達の家庭の背景が非常に多様化，複雑化してきています。そうした中で，十分

に学校と家庭が連絡を取り合えるかというと，まだまだ大きな課題があります。こう

いったことは策定委員会の委員の方からも御意見をいただいています。そうしたとこ

ろの一つの具体的な取組ではありませんが，２４ページに青少年推進対策本部で３年

間かけてこんなことを行っていこうと，市全体に呼びかけていこう，取組を周知して

いこうというものについて書いてあります。例えば平成２７年度の「コミュニティ・

スクール推進フォーラム」では学校，地域，家庭がどのように連携して子どもの育成

に携わっていかなければならないのかといったことを，少しでも取り上げられないか

なと考えています。平成２８年度の「子育て講座」を新たに書かせていただきました。

これは教育委員会だけで行うのではなく，庁内全体で，親に対して，どの方向に子ど

もを向かわせていくのかを考えていただく機会になればと思っています。それから，

平成２９年度は「子どもフォーラム」という子どもが主役といったものを位置付ける

と同時に，「健全育成ときめき講演会」では，保護者に少しでも色々な形で子どもへ

の愛情や関心を向けていくことができればと思います。市長も子育て支援ということ

を市としての方針に掲げられていまので，これらのものが保護者の方に訴えかけたり，

関心を高めたりするものにならないかと，３年間それぞれ少しでも課題に応えられる

ようなものを行っていけないかなと考えて位置付けた計画になっています。 

 

（伊藤委員）例えば，お手伝い一つにとってもそうなのですが，家庭の方から学校に対

して，このような指導をしてもらえないかといった要望が出たことはありますか。 

 

（教育支援課長）家庭の教育力の問題もあって，家庭の方から「学校で」「学校が」とい

うことは非常にたくさんあると思います。それをやはり「学校と」一緒にやっていこ

うと，学校に対して家庭ができることは何かというようなスタンスに変えていく必要

性は課題としてあると思います。具体例を挙げると，携帯電話の問題でも他市町では
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規制をかけてほしいということがありますが，保護者が買い与えるものですので本来

は家庭の中で，持たせるべき必要性があるのか，どういうルールで使用させるのか等

がきちんと協議されて履行されるべきだと思います。それがどうしても，市で，学校

でとなっているので，そこを変えていく必要があると思います。これからは，まさし

く情報化社会ですので，子ども達がより良く，正しく，安全に使っていくということ

を一緒に考えていくというように変えていくことが重要だと考えています。 

 

（伊藤委員）ありがとうございました。 

 

（岡井委員）２８ページの「被保護世帯の生徒の進路保障」ということで促進していた

だくことで非常に良いことなのですが，具体的にはどういう学習支援をするのでしょ

うか。家庭教師のように行くのでしょうか。 

 

（教育支援課長）これは，新たに生活困窮家庭等の取組ということが国からも言われて

いるところです。それに対して，福祉の方で公共施設等を使った中で被生活保護世帯

に対して，中学校３年生の子ども達の進路のためにボランティア等を通じて，学習の

支援をしていきたいという取組です。来年度の予算に関わることですので，具体的な

内容については控えますが，そういったことを取り組むという形です。 

 

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

の「平成２６年度企画展「鈴 －鈴の音 鐘の音 太古の響－」について」をお願い

します。 

 

（考古博物館長）それでは，報告事項の３番目「平成２６年度企画展「鈴 －鈴の音 鐘

の音 太古の響－」につきまして説明申し上げます。４２ページを御覧ください。開

催期日は，１月２４日（土）から３月１５日（日）までで，今回の展示では鈴鹿の「鈴」

にちなみ，古代の「鈴」や「鐘」とそれに関連する考古資料を展示し，当時の人々の

暮らしや精神世界等を紹介する内容となっております。古代のころ鈴や鐘は，その発

する音の不思議な力によって「災い」をはらう道具として作られていました。やがて

それは危険や時間を一斉に知らせる道具や，神事の際に使われる楽器，アクセサリー

類等になり，今では人々の身近なアイテムとなっています。展示数はおよそ７０点で，

鈴鹿市内出土のものは，チラシに写真が載っております三重県指定重要文化財となっ

ています石薬師東古墳群出土の馬形埴輪，磯山遺跡出土の袈裟襷文銅鐸。これは磯山

銅鐸と呼ばれるもので本物は東京国立博物館所蔵となっており，今回展示するものは

当館所蔵のレプリカになります。河田宮の北遺跡出土の鈴付高灰坏があります。展示

は，観覧するだけでなく実際に音を体験できるような工夫も計画しております。関連

事業といたしましては講演会を２月１５日（日）１４時から，伊勢神宮司庁より音羽

悟さんをお招きし「神宮と鈴－五十鈴川の歴史をめぐって」と題し御講演いただきま

す。また，２月２２日（日）博物館春まつりにおいて，土鈴作り体験，江島若宮八幡

宮による雅楽演奏等，「鈴」に関連した催しを行う予定でございます。以上で報告と
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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。

先ほど冒頭で，鈴鹿の「鈴」を取って今回のテーマにするということでした。そうし

ますと，下の「鹿」を取って今後何か行う予定はありますか。 

 

（考古博物館長）鹿につきましては，博物館が開館したときに「鹿」のテーマで行って

いるようです。 

 

（委員長）既に終わっているのですね。私の職場でも，鈴鹿の「鈴」を取って，鈴の湯，

「鹿」を取って，鹿の湯というのがあります。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，その他の事項に移ります。今回の，今日的な課題に関す

る意見交換は「鈴鹿市の子どもの体力の現状について」教育指導課長からその概要や

弱みを克服するための取組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。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは，その他事項の１点目「鈴鹿市の子どもの体力の

現状について」説明させていただきます。１ページを御覧ください。１ページから４

ページにかけましては，小学校５年生の男女，中学校２年生の男女それぞれの，平成

２１年度から平成２６年度にかけての鈴鹿市の児童生徒の体力の推移が示されてお

ります。それをもとに平成２６年度をみますと，小学校５年男子におきましては，８

種目中，上体起こし，長座体前屈，反復横とび，２０ｍシャトルラン，５０ｍ走，立

ち幅とびの６種目が県平均を上回り，そのうち長座体前屈，反復横跳びの２種目は全

国平均を上回っております。長座体前屈については，ここ５年間で全国平均を上回る

ことが多く，柔軟性については強みといえます。しかし，ソフトボール投げは５年間

県や全国の平均を下回っており，年々平均値も下降しており，投力について弱みとい

えます。小学校５年女子におきましては，８種目中，長座体前屈，反復横とびの２種

目は全国平均を上回っており，特に長座体前屈については，５年間で初めて全国平均

を上回っており，柔軟性については上昇傾向がうかがえます。しかし，「強み」で挙

げた２種目以外は全国平均を下回っており，走力，持久力，瞬発力，投力等について

は弱みであり，特に５０ｍ走は県や全国の平均を下回っており，ここ３年間は平均値

も下降しており，走力については継続的な弱みになりつつあります。中学校２年男子

におきましては，８種目中，長座体前屈の１種目が全国平均を上回っております。長

座体前屈については，昨年度の記録を下回りましたが，２年連続で全国平均を上回っ

ており，柔軟性については強みといえます。しかし，昨年度と比較すると長座体前屈，

持久走，立ち幅跳び，ハンドボール投げの４種目が下降しており，特にハンドボール

投げの記録は年々下降しており，投力については継続的な弱点となっています。中学

校２年女子におきましては，８種目中，長座体前屈，持久走，５０ｍ走の３種目が県

平均を上回っておりますが，昨年度に続き，今年度も全国平均を上回る種目はありま

せんでした。また昨年度と比較しても３種目が下降しており，特にハンドボール投げ



21 

の記録は年々下降しており，投力については継続的な弱点となっております。２の鈴

鹿市の児童生徒における運動に対する意識の推移におきましては５～６ページを御

覧ください。ここでは平成２５年から平成２６年にかけて運動が「好き」，「やや好き」

と答えた児童生徒の割合，運動が「嫌い」，「やや嫌い」と答えた児童生徒の割合を示

してあります。これによりますと，全国に比べての差異はあるものの，小学校５年男

女，中学校２年男女とも全体的に運動好きな児童生徒が増加傾向にあります。３の「学

校での取り組みと体育の授業への興味関心の関係」につきましては，７ページから８

ページにまとめてあります。７ページの小学校については，学校全体で「体力・運動

能力向上の目標を設定している」が，平成２５年度は３.４％に過ぎませんでしたが，

平成２６年度には３３.３％にまで上がっております。「体育の授業は楽しい」の質問

で「そう思う・ややそう思う」と肯定的に感じている５年生児童の割合は，男女とも

上昇しております。小学校において体力の向上を意識した，運動の日常化の取り組み

の工夫や体育の授業改善が進められてきており，それによって子どもたちの体育の授

業への興味関心が高まっていると考えられます。８ページの中学校については，「学

校全体で体力・運動能力向上の目標を設定している」が，平成２５年度は１２.５%に

とどまっていましたが，平成２６年度には５０.０％にまで上がっております。全国

平均には及ばないものの半数の学校が学校全体で目標を設定して体育の活動に臨む

ようになってきております。あわせて，保健体育の授業が楽しいと感じている生徒の

割合は男女とも全国平均を上回っております。中学校においても体力の向上を意識し

た，運動の日常化の取り組みの工夫や体育の授業改善を進められてきており，子ども

たちの保健体育の授業への興味関心が高まっていると考えられます。以上のような調

査の結果を踏まえた，今後の取組の推進につきましては，９ページを御覧ください。

まずは，（１）の「児童生徒一人一人が，自分の体力の現状を知ったり，課題意識を持

ったりするための取組」につきましては，平成２６年度全国体力・運動能力，運動習

慣等調査の「活用シート」を活用することを推進しております。この「活用シート」

は，自分の記録から自分の体と向き合ったり，運動の継続や体育の授業との相関性を

知ったり，体力向上のための自己目標を立てたりしやすいような構成になっています。

この「活用シート」をもとに，学校で体力について振り返り，さらに家庭に持ち帰り，

保護者とともに体力の向上について考えるきっかけにもなります。１０ページを御覧

ください。（２）の弱みを克服するための取組につきましては，まず結果のデータの

ＣＤから，それぞれの学校が抱える体力的な強み弱みを分析することにより，特に弱

みを克服する取組については，学校全体で組織的に日常的な取組や，授業での取組を

行っていく必要があります。鈴鹿市におきましては，小学校中学校男女とも，「投力」

が大きな弱みになっているということから，「投力」をモデルに具体的な取組の例を

示してあります。また，（３）の子どもたちが運動への興味関心を持つようにするた

めの取組につきましては，１１ページから１２ページにかけて示してあります運動の

日常化を進める事例や１２ページから１５ページに示してあります体育の授業で，子

どもたちが「やってみたい」と興味関心をもって取り組むことができるような事例が

具体的に示してあります。体力の向上も学力の向上と同じように，各学校における共

通のデータで強み弱みを分析し，弱みを克服するために，学校全体で組織的に，運動
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の日常化や体育の授業改善に向けて取り組むことが大切でありますことから，これら

の資料につきましては，校園長会等で発信し，周知を図っております。以上で鈴鹿市

の子どもの体力の現状についての説明とさせていただきます。 

 

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

 

（福嶋委員）そうしますと，全国で最も体力の成績が良い県はどこで，どのようなこと

をされてそういう結果が得られているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）やはりここで進められていますように，学校での組織的な運動の日常

化や子ども達が運動を好きになる取組，好きになるための体育の授業の工夫，全校で

決まった時間に取り組むといったことが事例として挙げられています。特に家庭にお

きまして，幼児期に色々な運動種目に挑戦した子どもほど運動能力が高いと言われて

いますので，家庭にも発信していく必要があります。 

 

（福嶋委員）例えば，都会と地方とでは，都会の方が運動能力が高いのか，地方の方が

高いのかそのような相関関係はないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）前回も御質問がありましたので，鈴鹿市の状況について調べてみまし

たが，そのような相関関係はありませんでした。 

 

（福嶋委員）学校での取り組みが一番大きい要素ということですね。 

 

（岡井委員）今の話と関連して，せっかく教室でできる運動例と日常的にできる運動例

もたくさん入れていただいてありますので，確かに効果が出る，もっと他にこのよう

な方法があるといった研究，実践を行うモデル校を作っていただきたいと思います。

それから７ページの「学校全体で体力・運動能力向上の目標を設定している」の部分

が，三重県や市が非常に低いのは，どういうものをどこに位置付けたらこれが丸にな

るのかがきちんと理解できていないのではないのかなと思います。例えば学校経営目

標のようなところに，こういうことが書いてあれば設定されているということになる

のか，その辺りが学校も分からないといつまで経っても上がらないと思います。どう

いうことをどういう場に位置付けたら設定したということになるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）まず一点目のモデル校をということですが，今市内の方では，体育の

研修をしている学校は２校あります。長太小学校と庄内小学校です。特に庄内小学校

では，紹介したものを実践し，是非とも運動の日常化を図っていきたいと言ってもら

っていますので，研修として取り組んでもらって，それを元に結果が出ましたら発信

をしていって市内へも還流を図ってもらいたいと思います。 

 

（岡井委員）例えば，学校経営目標の中にこういうことを目標として挙げてあれば設定
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したということになるのかどうかについてはいかがですか。そうでないと，学校も回

答しにくいのではないかと思います。 

 

（教育指導課長）今，学力に関して管理職の先生方は非常に関心が高まってきており，

今回も学校で取り組む目標を設定すると数値が随分上がっています。また，例えば「遥

か」や校園長会においても体力については発信するようになってきており，校長先生

の目標の中には体力も上げていくような意識化がされています。そのような面で期首

面談や中間面談で校長先生の意識をまず高めて，学校全体でも指標としてもっていく

ようなことが図られていると思いますので徐々に取り組んでいます。 

 

（教育長）取組は良いのですが，目標を設定していると意識している人は３３％しかな

く，設定していないという意識の人が多いということを指摘されているのであって，

では，どこへ設定したらそういう意識を持てるのかという説明をしてください。経営

方針に書いたらそれで目標設定したということなのですか。細かい質問の意味という

のは何かに書かれているのでしょうか。こういう時にこれは「はい」にしなさいとか，

こういう設定をしたら「はい」にしなさいというような質問の細かい説明はあるので

しょうか。 

 

（教育指導課長）特にそういった説明はありません。 

 

（教育長）あくまでも感覚ということですね。 

 

（教育指導課長）先生の考えということになります。 

 

（教育長）そういう指導をしていかないといけないですね。 

 

（岡井委員）学校は意識していると思うのですが，どこをどうしたら「はい」にして良

いのか，どうしても学校も謙虚なところがあると思いますので。 

 

（委員長）関連して同じ目標の件ですが，平成２５年度から平成２６年度というのは劇

的に目標設定率が上がっていますが，これは何か指導をしたということでしょうか。 

 

（教育指導課長）校長会や「遥か」でも，鈴鹿市の子ども達は運動は好きなのですが，学

校で組織的に取組がなされていないということを発信しましたので，そういった面で

も意識が上昇したのだと思います。 

 

（委員長）小学校の全国平均でも，３１％から８０％に上がっていますので，何か文部

科学省から通知があったというわけではないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）文部科学省から報告書のような具体的なものの通知はあります。昭和
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６０年くらいまでの体力に戻してかなければならないという国の思いもあります。 

 

（委員長）そういったことを踏まえて，このような形で目標を立ててきているというこ

とで良かったでしょうか。 

 

（教育指導課長）はい。 

 

（福嶋委員）体力について先ほどお話のありました，幼児のときに良く走っていること

等が関係するのかなと思います。もう一つ思ったのは中学校だったら体育の指導を持

つ先生が専属にいるのですが，小学校には体育の指導をするリーダー的な存在の先生

がいるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）小学校では全教科を担任が指導することになっていますので，基本的

には担任が指導しています。ただ，鈴教研等で教師同士の班というものがあるのです

が，そこには小学校の体育班，中学校の体育班というものがあり，各学校にはその人

たちがいますので学校で中心になって推進したりしています。 

 

（福嶋委員）小学校の体育班では，体育のリーダーになるような先生の強化を進めても

らえれば良いのかなと思います。色々な例があるので，リーダー的に指導していくと

か，先生に教えていくとか，そういう先生がいるとより良いと思いました。 

 

（教育長）幼稚園の話もお願いします。 

 

（教育指導課長）幼稚園に関しましては，昨年度４園できらきらタイムという取組を行

っており，運動を位置付けることをしています。それでかなり効果が見られましたの

で，今年からは全園できらきらタイムを設け，跳んだり走ったりする運動を位置付け

て行っています。 

 

（福嶋委員）やはりゲームやテレビを見る機会が増えて，外で遊ぶことが少なくなった

ということも体力の低下の原因として大きいのかもしれません。 

 

（伊藤委員）関係ない話になって申し訳ないのですが，千代崎中学校で人権の授業を見

せてもらった時に，中学校になると男の子と女の子には壁ができていて，お互い絆を

つなぐのにどうするのかについて，色々話し合うといった具体策が出てきていました。

１１ページの教室でできる運動例は中学校では絶対無理だろうなと思って見ていま

した。小学校ですと担任の先生が，長い休み時間にこまめに運動を推奨すると，少し

ずつ腹筋や背筋等がつくと思います。中学校ですとこういった体力の上げ方は，２人

で組むことが難しいのかなと思います。専任の先生達の授業での強化を図っていただ

かないと中学校での体力強化は難しいと思います。 
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（教育指導課長）修正をお願いしたい部分があります。まず３ページの中学校２年男子，

持久走の一番右の４０１.７９の横の矢印が下を向いていますが，上向きに修正をお

願いします。要するにタイムが短いほど上がっていることになります。もう一点は４

ページの中学校２年生女子ですが，平成２６年度の持久走の矢印が下がっていますが，

こちらも上向きに修正をお願いします。 

 

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

換を終了します。次にその他の事項の「２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）２月教育委員会定例会を２月４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）ただ今の提案に，御異議ございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので，２月教育委員会定例会を２月４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，ほかに何かよろしいでしょうか。 

 

（書記）事務局からでございます。本日，委員の皆様に参考資料としまして，外国人児

童生徒の全国学力学習状況調査結果について配布させていただきました。本日，この

参考資料については，説明はさせていただきませんが，鈴鹿市教育委員会活動を御理

解いただくための参考資料ということで配布させていただきましたので御理解いた

だきたいと思います。 

 

（委員長）それでは，これをもちまして１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。 

 

 

１月教育委員会定例会終了 午後４時５６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 


