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平成２７年３月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日時 平成２７年３月２３日（月）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），考古博物館長

（澤井環），書記（永井洋一），書記（岡憲利） 

 

５ 議事 

（１）鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について        （教育総務課） 

（２）鈴鹿市教育委員会会議規則の一部改正について         （教育総務課） 

（３）鈴鹿市教育委員会公告式規則の一部改正について       （教育総務課） 

（４）鈴鹿市教育委員会傍聴人規則の一部改正について       （教育総務課） 

（５）鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則の一部改正について    (教育総務課） 

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

（７）地方自治法第１８０条の７の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助

    執行に関する規則の一部改正について            （教育総務課） 

（８）天野奨学金規則の一部改正について             （学校教育課） 

（９）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） 

（１０）鈴鹿市立学校職員の結核症の管理に関する規程の一部改正について 

                                                               （学校教育課） 

（１１）鈴鹿市立学校における学校事務の共同実施に係る組織，運営等に関する規程の

     一部改正について                    （学校教育課） 

（１２）教育長の職務を代理する委員の事務の委任に関する規程の制定について 

                                （教育総務課） 

（１３）鈴鹿市教育委員会公印規則の制定について         （教育総務課） 

（１４）鈴鹿市教育委員会公印規程の廃止について         （教育総務課） 

（１５）鈴鹿市立幼稚園園則の全部改正について          （学校教育課） 

（１６）鈴鹿市立学校等の公印に関する規則の制定について     （学校教育課） 

（１７）鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正について    （学校教育課） 

（１８）鈴鹿市立幼稚園の管理に関する規則の一部改正について   （学校教育課） 

（１９）鈴鹿市教育委員会文書管理規程の全部改正について     （教育総務課） 

（２０）鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交付要綱の一部改正について 

                                （教育総務課） 
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（２１）専決処分（鈴鹿市立愛宕公民館長の任命）の承認について  （生涯学習課） 

（２２）鈴鹿市立公民館長の任命について             （生涯学習課） 

 

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） 

（２）鈴鹿市立小中学校における通学区域の見直し方針（案）に係る意見公募手続  

   （パブリックコメント）結果について                  （学校教育課） 

（３）平成２６年度特色ある学校づくり推進事業について       （教育指導課） 

（４）鈴鹿市における土曜日の教育活動について          （教育指導課） 

（５）速報展「発掘された鈴鹿２０１４」について                   (考古博物館） 

    

７ その他 

（１）３月教育委員会臨時会の開催について             （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 なし 

 

（委員長）定刻となりましたので，ただ今から平成２７年３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。まず，議案第１６７９号「鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について」

でございますが，この議案は，人事に関する案件ですので，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。議案第１６７９号の会議を非公開とすることに，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）それでは，御異議がございませんので全会一致で，非公開とすることにいた

します。委員の方々と教育長以外の皆さんの御退席をお願いします。 

 

≪委員長・委員・教育長以外は退席≫ 

 

議案第１６７９号「鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について」審議・承認 

 

≪関係者再入室≫ 

 

（委員長）お待たせいたしました。さきほどの議案第１６７９号「鈴鹿市教育委員会事

務局等職員の任免について」は，原案のとおり承認されました。続きまして２番目の

議案第１６８０号「鈴鹿市教育委員会会議規則の一部改正について」から１２番目の

議案第１６９０号「教育長の職務を代理する委員の事務の委任に関する規程の制定に

ついて」までは，地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う，所要
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の規定整備のほか所管例規の点検作業等による諸規定の改正議案でございますので，

一括してお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）いずれの議案も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，詳細は教育総務課長から一括して説明いたし

ます。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１６８０号「鈴鹿市教育委員会会議規則の一部改正

について」から議案第１６９０号「教育長の職務を代理する委員の事務の委任に関す

る規程の制定について」まで，一括して説明申し上げます。これらの，例規の一部改

正及び新制定につきましては，平成２７年４月１日に施行されます「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律」の一部改正に伴いまして，改正法の規定に沿うように，

本市の関係例規の整備を行うものでございまして，これに併せて，各例規の所要の規

定整備も行おうとするものでございます。まず始めに，「地方教育行政の組織及び運

営に関する法律」の一部改正について，概要を説明申し上げます。このたびの一部改

正におきましては，大きく３つの目的をもって法改正が行われました。それは，１点

目として，教育行政の責任の明確化をはかることを目的として，委員長と教育長を一

本化した新たな教育長を置き，新教育長が委員会の会務を総理し，教育委員会を代表

する立場となることでございます。なお，新教育長の任期は３年とし，首長が議会の

同意を得て，直接，新教育長を任免するとされております。２点目として，首長が総

合教育会議を設置し，教育に関する大綱を策定する等，首長の教育行政への関与につ

いて見直しを行ったことでございます。３点目として，いじめによる自殺の防止等，

児童生徒の生命又は身体への被害の拡大又は発生を防止する緊急の際に，文部科学大

臣が地方公共団体の教育委員会に対して指示ができるよう，国の関与について見直し

が図られたことでございます。そのほか，教育長の身分が一般職から特別職に変更さ

れることや議事録の作成及び公表の努力義務規定，現在の教育長の委員としての任期

満了まで，従前のとおり在職すること等が規定されました。これらの改正に伴い，教

育委員会規則をはじめとして，種々の例規改正の必要が生じたものでございます。そ

れでは，各例規の改正について，概要を簡潔に説明申し上げます。議案第１６８０号

の「鈴鹿市教育委員会会議規則の一部改正」でございますが，６ページからの新旧対

照表を御覧ください。６ページから９ページ中段までの第１条関係の改正においては，

改正前の規則において，目次や条の見出し等が規定されていないことへの対応や，文

言・句読点の整理等，所要の規定整備を行うものでございます。また，９ページ中段

以降の第２条関係の改正においては，法の一部改正に伴い，委員長の職が教育長に一

本化されることや議事録の公表を努力義務化する規定が法に整備されたことに伴い，

法の規定に沿った改正を行うものでございます。次に１４ページを御覧ください。議

案第１６８１号の「鈴鹿市教育委員会公告式規則の一部改正」でございますが，これ

は，法改正により生じた根拠規定の条ずれへの対応及び教育委員会規則以外の法規的
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性格を有する訓令，訓，告示や法規的性格を有しない告示及び公告の公示についても，

この規則で対応可能となるよう規定整備を行ったものでございます。次に１７ページ

を御覧ください。議案第１６８２号の「鈴鹿市教育委員会傍聴人規則の一部改正」で

ございますが，これは，教育長と委員長の職の一本化に伴うものでございます。次に

２１ページを御覧ください。議案第１６８３号の「鈴鹿市教育委員会教育長事務委任

等規則の一部改正」でございますが，これは，法改正により生じた根拠規定等の条ず

れへの対応及び教育委員会が委任した事務の教育委員会への報告を義務付ける法の

規定整備等に伴うもので，その他所要の規定整備も行うものでございます。なお，こ

の規則改正の附則において，２２ページの中段以降にございます「鈴鹿市教育委員会

に対する請願の取扱いに関する規則」の一部改正も行っております。次に２６ページ

を御覧ください。議案第１６８４号の「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改

正」でございますが，これは，法改正により生じた根拠規定等の条ずれへの対応及び

旧法において教育長の職務代理を教育委員会事務局職員をして代理するとされてい

た規定が，法改正により削除されたこと等に対応するための規定整備でございます。

具体的には，本市の場合，教育次長が代理をすることとなっておりますが，その規定

を削除する対応でございます。また，子ども子育て支援法の施行に伴い発生する幼稚

園に関する事務を学校教育課の分掌事務として追加する規定の整備及び所要の規定

整備を行うものでございます。次に３０ページを御覧ください。議案第１６８５号「地

方自治法第１８０条の７の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行

に関する規則の一部改正」でございますが，これは，法改正に伴い，教育長の任命権

者が教育委員会から市長に変更されることによって，教育長の呼称を「鈴鹿市教育委

員会教育長」から「鈴鹿市教育長」に変更することに伴い，関係例規の題名を変更す

ること等から所要の規定整備を行うものでございます。次に３３ページを御覧くださ

い。議案第１６８６号「天野奨学金規則の一部改正」でございますが，これは，先ほ

どと同様に教育長の呼称を変更することによるものでございます。次に３８ページを

御覧ください。議案第１６８７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」でございますが，これは，教育長の呼称の変更に伴うもの及び後の議案で説明

いたします「鈴鹿市教育委員会文書管理規程の全部改正」に伴う例規上の整合を行う

ため等の所要の規定整備を行うものでございます。次に４２ページからを御覧くださ

い。議案第１６８８号「鈴鹿市立学校職員の結核症の管理に関する規程の一部改正」

でございますが，これは，教育長の呼称の変更に伴うもの及び所要の規定整備を行う

ものでございます。次に５６ページを御覧ください。議案第１６８９号「鈴鹿市立学

校における学校事務の共同実施に係る組織，運営等に関する規程の一部改正」でござ

いますが，この改正につきましても，教育長の呼称の変更に伴うもの及び所要の規定

整備を行うものでございます。次に５８ページを御覧ください。議案第１６９０号「教

育長の職務を代理する委員の事務の委任に関する規程」の新制定でございますが，法

改正に伴い，教育長の職務代理者は，教育委員会委員の内から指名することとなりま

したが，非常勤の委員が常勤の教育長の職務を全て担うことが難しい場合には，職務

代理者が担う事務の一部を，教育委員会事務局職員に委任できるという法の規定を根

拠に，教育次長へ委任できることとする規程の整備を行うものでございます。なお，
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法改正による各例規の一部改正及び新制定の施行日は，平成２７年４月１日としてお

りますが，法改正の概要の折に説明申し上げましたとおり，現在の教育長の任期中は，

従前のとおり在職することとなりますので，必要な例規についてのみ，附則において

経過措置を設け，新旧教育長の移行の時期と改正等する規定の適用において支障が生

じないよう措置しております。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）５８ページ「教育長の職務を代理する委員の事務の委任に関する規定」に

ついて，もし教育長に事故等があったときに，職務を代理する委員の仕事の一部を教

育次長に委任するということですが，どういう部分の仕事を委任することになるので

しょうか。相談の上でということになるのでしょうか。 

 

（書記）もちろん相談してということになるのですが，想定されることとしては，事務

局内の各種の仕事の部分については教育次長にお願いし，会議の招集等については職

務代理者の方にお願いすることになるのではないかと考えています。 

 

（福嶋委員）実際にこのようなことになった折に検討するということですね。 

 

（委員長）基本的には，鈴鹿市教育委員会教育長から鈴鹿市教育長へ呼称を変更するこ

とに伴う規則の改正とか，削除された部分への対応等という形で，議案第１６８０号

から議案第１６９０号まで変更する形になるということが基本的な考え方でよろし

かったでしょうか。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１６８０号「鈴鹿市教育委員会会議規則の一部改正につい

て」，議案第１６８１号「鈴鹿市教育委員会公告式規則の一部改正について」，議案第

１６８２号「鈴鹿市教育委員会傍聴人規則の一部改正について」，議案第１６８３号

「鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則の一部改正について」，議案第１６８４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」，議案第１６８５号「地

方自治法第１８０条の７の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行

に関する規則の一部改正について」，議案第１６８６号「天野奨学金規則の一部改正

について」，議案第１６８７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」，議案第１６８８号「鈴鹿市立学校職員の結核症の管理に関する規程の

一部改正について」，議案第１６８９号「鈴鹿市立学校における学校事務の共同実施

に係る組織運営等に関する規程の一部改正について」及び議案第１６９０号「教育長

の職務を代理する委員の事務の委任に関する規程の制定について」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 
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（委員長）御異議がないようですので，議案第１６８０号，議案第１６８１号，議案第

１６８２号，議案第１６８３号，議案第１６８４号，議案第１６８５号，議案第 

  １６８６号，議案第１６８７号，議案第１６８８号，議案第１６８９号，及び議案第

１６９０号を原案のとおり承認いたします。続いて１３番目の議案第１６９１号「鈴

鹿市教育委員会公印規則の制定について」と１４番目の議案第１６９２号「鈴鹿市教

育委員会公印規程の廃止について」は鈴鹿市教育委員会の公印に関する規定でござい

ますので一括してお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）いずれの議案も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させてい

ただきます。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１６９１号「鈴鹿市教育委員会公印規則の制定につ

いて」と議案第１６９２号「鈴鹿市教育委員会公印規程の廃止について」一括して説

明申し上げます。６０ページ以降を御覧ください。鈴鹿市教育委員会公印規則の新制

定及び鈴鹿市教育委員会公印規程の廃止につきましては，次の３点の理由から，新制

定及び廃止をしようとするものでございます。まず１点目として，これまで，教育委

員会の公印の取扱い等については，廃止する公印規程にそのルールを規定しておりま

した。この公印規程については，紙の公文書に押印することを前提に規定がされてお

りますが，平成２７年度以降，子ども子育て支援法に関する事務，就学援助及び幼稚

園就園奨励費補助の各事務において，その電算業務システムの中で電子公印を取り扱

うこととなりますことから，現在の公印規程には，この電子公印を取り扱う規定がご

ざいませんでしたので，これを公印規則に規定しようとするものでございます。具体

的には，公印規則第１２条から第１７条まで，及び別表第２のとおりでございまして，

関係する様式も整備いたします。２点目は，先ほども説明いたしました，地方教育行

政の組織及び運営に関する規則の一部改正に伴い，教育長の呼称を「鈴鹿市教育委員

会教育長」から「鈴鹿市教育長」に変更するため，公印の名称やひな型を変更しよう

とするものでございます。新たな公印の名称やひな型は，６６ページの別表第１のと

おりでございます。３点目は，これまで教育委員会の公印の取扱いは，公印規程とし

て訓令形式で定めておりました。訓令形式といいますのは，行政機関内部の上位の機

関が，下位の機関に対してその権限を行使するために発する命令でございます。しか

しながら，公印に関しては，広く市民に対してどのような公印が使用されているのか，

また，その取扱いを広く知らしめて，教育行政の適正を期する必要がありますので，

この度，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条，改正後の法律第１５条

の規定に基づき，規則として新制定するものでございます。これらの理由によりまし

て，公印規則を新たに制定し，公印規程を廃止し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。 
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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）３番目の理由として，規程の場合は行政機関の内部に対するもので，広く

市民に知らしめるということで，地方教育行政法の規定によって規則で制定したとい

うことですが，規程と規則はどのように違うのでしょうか。市民に知らしめるときは

規則ということなのでしょうか。 

 

（書記）規則で制定する意味としては市民に対しても周知することも含めております。

訓令の場合は，職員等の内部に向けて発信するという形になります。 

 

（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１６９１号「鈴鹿市教育委員会公印規則の制定について」及び議案第

１６９２号「鈴鹿市教育委員会公印規程の廃止について」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１６９１号及び議案第１６９２号を原案

のとおり承認いたします。 

 

（委員長）続きまして，１５番目の議案第１６９３号「鈴鹿市立幼稚園園則の全部改正

について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立幼稚園園則の全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１６９３号「鈴鹿市立幼稚園園則の全部改正につい

て」説明申し上げます。資料は８４ページから９１ページでございます。今回の全部

改正は，平成２７年度から子ども・子育て支援新制度が始まることなどに伴い，所要

の改正をするものでございます。８４ページを御覧ください。まず，第１条でござい

ますが，本規則の趣旨を新たに加えております。次に，第３条で，各幼稚園の収容定

員を設定いたしました。収容定員は，８５ページから８６ページの別表にお示しした

とおりでございますが，この収容定員とは施設に収容できる最大学級数から算出した

人数でございまして，実際の利用人数とは異なる場合がございます。実際の利用人数

につきましては，子ども・子育て支援法において，利用定員という考え方が示されま

して，過去３年間の利用実績や平成２７年度園児募集の出願状況等から算出した数を

子ども・子育て会議の場で説明しております。次に第６条の「学期及び休業日」です
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が，これらは，鈴鹿市立幼稚園の管理に関する規則で定めておりますので，その旨を

記載しました。次に第９条でございますが，各幼稚園において定員を設定しましたこ

とから入園承諾通知書の様式を定め，教育委員会から通知を行うこととしました。入

園承諾通知書の様式は８８ページでございます。次に第１１条でございますが，平成

２７年度入園者から入園願を教育委員会に提出することになりましたので，平成２７

年４月１日以降の退園者について，退園届は在園する幼稚園の園長を経由して教育委

員会に提出することといたしました。次に第１３条でございますが，子ども・子育て

支援新制度では，悪質な滞納が継続するような場合には，施設・事業者において利用

契約を解除することも可能とされております。この場合，利用契約の解除に伴うトラ

ブルを未然に防ぐという観点から，契約書類や園則などに契約の解除事由（退園理由）

をあらかじめ記載しておくことが適切とされておりますことから，園則の退園命令の

事由に滞納事由を追加いたしました。次に第１５条でございますが，子ども・子育て

支援新制度では，幼稚園の保育料を世帯の所得の状況やその他の事情を勘案した金額

に設定する必要があり，鈴鹿市立幼稚園条例において上限を７万４,４００円とし，

詳細な金額については規則で規定しますことから，月額の保育料及び納期限を削除い

たしました。なお，説明をしなかった条文につきましては以前の園則と内容の変更は

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。 

 

（伊藤委員）８５ページの第１２条で「他の園児に対し著しく悪影響を及ぼすと認めら

れる」とありますが，ここの意味するところをもう少し詳しく教えていただいてよろ

しいでしょうか。 

 

（学校教育課長）これは以前の園則にもあった文面ですが，何らかの「著しい悪影響」

ですので，あくまでも想定ですが，非常に暴力的な行為でとても迷惑をしており，保

護者や支援員が付き添うことを含めて何度注意しても，どうしても関係が保てない子

どもがいる時等の状況があればということです。実際にそのようなお子さんがいると

いうことは聞いておりませんが，そういった可能性があるということで残している文

言です。 

 

（伊藤委員）公立幼稚園においては，発達障がいのあるお子さんを引き受けられたりし

ています。そこの部分での意味合いではないのですね。 

 

（学校教育課長）確かに発達障がいのお子さんを引き受けておりますので，そういった

場合は支援員の配置をしています。あるいは支援員の配置も数に限りがありますので

園で見ていただくという形になっています。今のところ，退園，登園の停止を命ずる

という状況はありません。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，お諮り
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します。議案第１６９３号「鈴鹿市立幼稚園園則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１６９３号を原案のとおり承認いたしま

す。それでは，ここで休憩いたします。再開は１６時とし１６番目の議案第１６９４

号から再開いたします。 

 

≪休憩≫ 

 

（委員長）続きまして，１６番目の議案第１６９４号「鈴鹿市立学校等の公印に関する

規則の制定について」から１８番目の議案第１６９６号「鈴鹿市立幼稚園の管理に関

する規則の一部改正について」までは，いずれも学校等の公印の規定に関することで

ございますので一括してお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）いずれも，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。詳細は学校教育課長から説明させていただきます。 

 

（学校教育課長）それでは，議案第１６９４号「鈴鹿市立学校等の公印に関する規則の

制定について」から，議案第１６９６号「鈴鹿市立幼稚園の管理に関する規則の一部

改正について」まで，一括して説明申し上げます。資料は９３ページから１３２ペー

ジでございます。今回の改正は，教育委員会公印規則の制定に併せて，学校等の公印

に関する規則を整備するものでございます。新たに制定する鈴鹿市立学校等の公印に

関する規則につきましては，教育委員会公印規則を参考としておりまして，学校等で

は使用しない電子公印に関する条項を省いた以外は，基本的に教育委員会公印規則に

準じて作成しております。続きまして，鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正

及び鈴鹿市立幼稚園の管理に関する規則の一部改正でございますが，１２９ページ及

び１３０ページの新旧対照表にございますが，鈴鹿市立学校等の公印に関する規則を

制定することに伴い，これまで，学校や幼稚園の管理に関する規則で規定しつつ，そ

れ以外は鈴鹿市公印規則を準用するとしていました学校等の公印に関する規定を，全

て，鈴鹿市立学校等の公印に関する規則の規定によるものと変更いたしました。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）公印の事故とは紛失等のようなことですか。今までにそのようなことがあ

ったのでしょうか。 
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（書記）使用に際して印が欠けてくるといったことはありますが，紛失等については聞

いたことはありません。 

 

（委員長）同じ学校でも公印がたくさんあります。これを一本に統一することはできな

いのでしょうか。 

 

（書記）使用の用途が，公文書用，卒業証書用，それから卒業証書の割印に使う授与録

用と用途が違いますので,それぞれ各学校においていくつかあります。現状使用して

いるものを規則に規定させていただいたという形で整理をさせていただきました。 

 

（委員長）押し間違え等はないのでしょうか。 

 

（書記）学校に確認しましたところ，通常，公文書に使用する公印は，ほとんどの場合

が校長印と聞いております。庁印の使用の例はあまりないようです。それから，卒業

証書につきましては，毎年，卒業証書の印を使用しますので，押し間違いということ

はないと思います。大きさも違いますので。 

 

（福嶋委員）これは同じ修了証書用でも学校や園によって大きさが違うのは，仕方のな

いことですが従来から大きさも様々なのでしょうか。 

 

（書記）学校教育課に公印台帳に記載のある寸法と実際の印影の寸法とを確認して整合

をかけた後にこの規則に規定いたしました。 

 

（岡井委員）９３ページ第６条に「公印を使用しようとする者は，決裁文書に公印を押

印する文書を添えて」とありますが，今は公印省略という文書を時々見かけます。公

印を必ず押すべきものと，押さなくても良いもの，どちらでも良いものというのは，

内規で決められているのでしょうか。 

 

（書記）後ほど御審議いただきます全部改正する文書管理規程になりますが，１４４ペ

ージの鈴鹿市教育委員会文書管理規程第２８条に公印及び契印の条項があり，ここに

は，基本的には公印を押さなければならないが，ただ，次に掲げる文書は公印を省略

することができるとなっています。例えば，権利義務を伴わない軽易な文書や教育委

員会から市長への文書等，他の執行機関へ施行するものは必要ないということになっ

ています。 

 

（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１６９４号「鈴鹿市立学校等の公印に関する規則の制定について」議

案第１６９５号「鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正について」及び議案第

１６９６号「鈴鹿市立幼稚園の管理に関する規則の一部改正について」を原案のとお
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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１６９４号，議案第１６９５号及び議案

第１６９６号を原案のとおり承認いたします。続きまして１９番目の議案第１６９７

号「鈴鹿市教育委員会文書管理規程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）鈴鹿市教育委員会文書管理規程の全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１６９７号「鈴鹿市教育委員会文書管理規程の全部

改正について」説明申し上げます。１３４ページ以降を御覧ください。鈴鹿市教育委

員会文書管理規程については，これまで，「鈴鹿市教育委員会における文書管理につ

いては，鈴鹿市文書管理規程の例による。」とのみ規定されており，鈴鹿市の文書管

理規程の制度を，教育委員会の文書管理の制度に借りてきて，同じ取扱いをするとい

う形をとっておりました。しかし，教育委員会の文書管理において市長部局と異なる

点として，教育委員会と学校等との文書の引継ぎや学校等における文書の取扱い，文

書の保存等における市長部局との関係等，この「例による」規定では，教育委員会の

一部の文書管理について読みきれないという課題もございましたので，教育委員会独

自の規程を設けようとするものでございます。規定する各条項の内容については，鈴

鹿市文書管理規程の条項の中から，教育委員会として規定する必要のあるものを精査

するとともに，市長部局との関係や，学校・幼稚園のほか，給食センター等の学校以

外の教育機関における取扱いについても整理をしております。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。 

 

（岡井委員）１３４ページの第２条第４号には「コンピューターにより文書事務及び文

書管理を行うためのシステム」とありますが，６２ページの公印規則第１２条にはコ

ンピューターではなく，電子計算組織（電子計算機により定められた処理手順に従っ

て事務を処理する組織をいう。）とあります。これはコンピューターのことを言うの

ではないかと思いますが，一つの方は分かり易く時流に即した言い方で，もう一方は

古語辞典にでてくるような表現になっています。これらの関係はいかがでしょうか。 

 

（書記）おっしゃる通り，両方ともコンピューターのことを表しております。公印規則

の方は鈴鹿市の公印規則もこのような表記になっておりまして，鈴鹿市公印規則から
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教育委員会の規則を作り込んだ経緯があり，もう一つの文書管理規程については，先

ほど課長からも説明がありましたように，鈴鹿市の文書管理規程から必要な部分を取

捨選択して規定しているということで，市の方の規程がこのような書き方になってお

りましてので，そこまで整合を図ることができませんでした。 

 

（委員長）今の件に関連しまして，ワープロ専用機といった字を打つだけの機械を今は

使用されておらず，パソコンというかコンピューターに変わっているということでよ

ろしいでしょうか。 

 

（書記）通常，私たちが事務で使用しているものは，全てパソコンになっています。 

 

（福嶋委員）市の同じような文書管理規程と比べ，ボリュームはどのような感じなので

しょうか。 

 

（書記）若干少ないということになります。４条ほど少ないです。 

 

（岡井委員）１３４ページの最初の部分では「コンピューター」となっておりますが，

文部科学省の文書や新聞等では「コンピュータ」となっています。教育指導課で作っ

ていますアクションプランでは「コンピュータ」となっています。できたら，文部科

学省と同じように「コンピュータ」にした方が良いと思います。 

 

（書記）先ほどの説明と重複しますが，鈴鹿市の文書管理規定には「コンピューター」

となっておりますので，そのままにして使用しています。 

 

（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１６９７号「鈴鹿市教育委員会文書管理規程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１６９７号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，２０番目の議案第１６９８号「鈴鹿市教育委員会私学振興費補

助金交付要綱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）鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交付要綱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
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ます。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１６９８号「鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交

付要綱の一部改正について」説明申し上げます。１６３ページ以降の新旧対照表を御

覧ください。この補助金交付要綱は，私立高等学校の環境整備費や私立幼稚園の環境

整備費，園児健康管理費等，私立学校等が行う各種事業に対する補助金を交付するた

めの手続等について基本的事項を規定しているものでございます。この度の一部改正

については，現在の要綱の規定が，実績報告書の確認の前に補助金の執行を可能とし

ており，このことから，これまで，一部の事業においていわゆる前金で，補助金を交

付しているものがございました。しかし，本市の補助金（交付金）交付要綱では，実

績報告確認後の補助金執行を原則としておりますことから，これまでの実績報告確認

前の補助金執行を可能とする規定を改め，原則として，実績報告確認後の補助金執行

となるよう，規定整備を行うものでございます。このほか，様式において，教育長の

呼称の変更に伴う改正も行っております。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。

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

１６９８号「鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交付要綱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１６９８号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，２１番目の議案第１６９９号「専決処分（鈴鹿市立愛宕公民館長の

任命の承認について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立愛宕公民館長の任命について，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等

規則第３条第１項の規定により専決処分したので，同条第２項の規定により，この議

案を提出します。詳細は生涯学習課長から説明させていただきます。 

 

（生涯学習課長）説明に先立ちまして先日お亡くなりになられました，愛宕公民館長立

見賢司様に関しまして，今までの御尽力に感謝を表すとともに，心から御冥福をお祈

り申し上げたいと思います。それでは，議案第１６９９号「専決処分の承認（鈴鹿市

立愛宕公民館長の任命）につきまして，説明申し上げます。議案書の１６９ページ及

び１７０ページを御覧ください。この件については，平成２７年３月８日に，愛宕公

民館長の立見賢司様が死亡されたことに伴い，後任の公民館長を途切れなく任命する

必要がございますが，現職の公民館長の死亡といった緊急の件であり，後任の館長に
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ついて，途切れなく即座に，地元の運営委員会からの推薦をいただくことが困難な状

況でもございます。これらの状況に鑑み，後任につきましては，死亡された翌日の平

成２７年３月９日から同年度末の３月３１日までの約３週間の期間に限り，生涯学習

課長が愛宕公民館長を兼任する旨の専決処分を行ったことを報告し，承認をお願いす

るものです。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

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

 

（福嶋委員）実際に生涯学習課長が公民館に行くことはあるのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）公務がありますので毎日というわけにはいきませんが，時間が空いて

いる時は極力行くようにします。 

 

（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，お諮り

します。議案第１６９９号「専決処分（鈴鹿市立愛宕公民館長の任命の承認について」

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１６９９号を原案のとおり承認いたしま

す。続きまして，２２番目の議案第１７００号「鈴鹿市立公民館長の任命について」

をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）鈴鹿市立公民館長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９号の規定により，この議案を提出します。詳細は生涯学習課長より

説明いたします。 

 

（生涯学習課長）それでは，議案第１７００号「鈴鹿市立公民館長の任命」につきまし

て，説明申し上げます。議案書１７２のページ「平成２７年度鈴鹿市立公民館長名簿」

を御覧ください。今回，任命について御審議をお願いするのは，ふれあいセンターを

含む，単独公民館１１館の公民館長でございます。この単独公民館の館長の任命にあ

たりましては，あらかじめ，地元の各機関・団体などの代表者で構成されるそれぞれ

の地区の公民館運営委員会から，地元推薦をいただいております。任期については，

平成２７年４月１日から翌年３月３１日までの１年間とし，特別職の非常勤職員とし

て任命しているところでございます。今回は，１１名中１０名が継続。愛宕公民館の

館長が新任となります。以上の１１名を公民館長として任命いたしたく，お諮りする

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。 
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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。 

 

（伊藤委員）こちらの皆さんは職歴も立派な方で公民館長として相応しい方だと思いま

すが，昨今，女性の管理職を起用する流れがある中で，ここに女性が入っていないの

は何か理由があるのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）理由は特にありません。地元の推薦につきましても，女性の館長を積

極的に登用してほしいと案内しております。 

 

（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１７００号「鈴鹿市立公民館長の任命について」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１７００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。「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」につ

いて説明申し上げます。１ページのアクションプランを御覧ください。このアクショ

ンプランについては，１月教育委員会定例会において報告をさせていただきましたが，

その折に，委員の皆様から頂戴しました御意見を基に修正した点等について報告する

ものでございます。主な修正点としては，まず，「Ⅰ－ⅰ確かな学力の育成」の「１少

人数教育を充実し，自ら学ぶ力を育みます」の③の取組内容について，委員の御意見

を受け，文言の追加及び修正を行ない，「少人数学級編制の実施及び少人数指導の工

夫と充実」に修正しております。また併せて，指標②の目標値について，第３期行財

政経営計画の平成２７年度末目標値との不整合がありましたので，修正いたしました。

次に，「１０多文化共生の教育を進めます」の指標①ですが，今年度の現状値を取り

まとめる際に，平成２５年度の現状値が指標の趣旨と異なる統計処理をしたことによ

り，数値が誤っていることが判明いたしました。このことから，平成２６年度現状値

について，正規の方法により集計したところ記載のとおり４７.６％となりましたの

で，平成２７年度の目標値を，現状値を基にした数値に変更いたしました。次に，「Ⅰ

－ⅱ豊かな心の育成」の「８道徳教育の充実に努めます」の部分で委員の御意見を受

け，②の取組内容を「「私たちの道徳」を活用した道徳の時間の充実」に修正してお

ります。その他，各施策の方向において，現状値が確定したものについては，その数

値を記載してございます。修正点等についての説明は以上でございます。次に，アク

ションプランに関する今後の予定でございますが，年度末に，現状値の実績を確定さ

せ，目標値の修正が必要かどうかを検討した上で，最終案を教育長の決裁をもって確

定させたいと考えております。また，確定したアクションプランについては，校園長
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会への報告，ホームページへの掲載を行うほか，４月教育委員会定例会において，ア

クションプランを受けた具体策とともに，改めて報告申し上げます。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。 

 

（岡井委員）アクションプランは，教育振興基本計画に則って作っていただいているの

で良いのですが，「Ⅰ－ⅰ 確かな学力の育成」の施策の方向１「少人数教育を充実

し，自ら学ぶ力を育みます」というところで，施策の方向の内容とここに記載されて

いる①から③の取組内容に少し違和感を感じます。ここはもう少し大きく「個に応じ

たきめ細かな指導を充実させ，確かな学力をつける」等にすれば，タイトル下にある

③の少人数にも関連しますし，①，②の授業改善や学力状況調査結果の活用も自然と

入ると思います。他の２「キャリア教育の充実に努めます」や３「読書活動を推進し

ます」はタイトル下の内容と合っていますので，次回からは，施策の方向１と下の取

組内容との関連をもう少し検討していただきたいと思います。今までこの内容できて

おり，少人数教育を充実させる等それぞれと重なりがあるとは思いますが，施策の方

向と取組内容に違和感があるような気がします。意見です。 

 

（委員長）特別推進項目のところで目標値が９５％となっており，現状値が９６.１％や

９５.６％となっていて目標値より高くなっています。ここは目標値を見直す予定は

あるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）９５％で設定しましたので，このままで通していきたいと思います。 

 

（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，２番目

の「鈴鹿市立小中学校における通学区域の見直し方針（案）に係る意見公募手続（パ

ブリックコメント）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２番目，「鈴鹿市立小中学校における通学区域の

見直し方針（案）に係る意見公募手続（パブリックコメント）結果」につきまして説

明申し上げます。資料は２ページから１０ページでございます。まず，２ページを御

覧ください。平成２７年１月１６日から２月１６日までの間に「鈴鹿市立小中学校に

おける通学区域の見直し方針（案）」に対する意見募集を行いましたが，その間に，

１６人の方から１６件のご意見をいただきました。寄せられた御意見とそれに対する

回答は資料にお示ししたとおりでございますが，概要を申し上げますと，通学区域の

見直し方針（案）で示しました４つの方策のうち，（１）大規模校対策のための通学

区域の弾力化に関する御意見は３人からいただいております。２ページの２や４ペー

ジの４の②のように，桜島小学校や神戸中学校も見直しの対象としてほしいという意

見や，３ページの３や４ページの４の①のように，通学区域の弾力化ではなく，通学

区域を変更してはどうかという御意見をいただきました。今回の通学区域の弾力化の
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対象校は，現在又は将来の推計において国が示す３１学級以上の過大規模校となる学

校を対象としていることや通学区域の変更については，今後の市内各校の学級数の多

寡等を考慮し検討していくことを回答しています。次に，（２）大規模校対策のため

の通学区域の変更については，対象地域にお住まいの４人の方から御意見をいただい

ております。４ページから６ページの６，７，１１のように，変更することが決まっ

たと聞いたが本当なのか，或いは，反対であるという御意見や，７ページの１２のよ

うに，変更してほしいという意見がございましたが，共通しているのは兄弟姉妹が同

じ学校に通えるようにしてほしいということでした。これらにつきましては，現在，

地域自治会と協議中であり，合意が得られた場合は変更することや変更する場合は兄

弟姉妹が同じ学校に通えるよう経過措置を考えるということを回答しております。続

きまして，（３）小規模特認校制度については，２ページの２の１件のみでございま

して，進学する中学校や合川小学校の情報発信に関する御意見をいただきました。合

川小学校卒業後は，天栄中学校に就学することや，情報発信はホームページを御覧い

ただくよう回答しております。次に，（４）地域の保護者からの要望等による通学区

域の変更についてでございますが，９人の方から御意見をいただきました。２ページ

の１，４ページから６ページの５，８，９のように自宅からの距離が最も近い学校へ

通わせたいという意見や，７ページの１３のように共通学区にしてほしいという意見，

９ページの１６のように町や何丁目という単位ではなく，より狭いエリアや案件ごと

に変更を認めてほしいという御意見をいただいております。これらにつきましては，

学校の指定は，学校規模や地理的要素，経緯を総合的に検討して決定しており，最も

近い学校が指定されるとは限らないことに加え，小学校では一定の距離を越える場合

は学区外申請が認められること，個別の希望については，自治会や保護者の皆様の総

意のもと，将来推計に基づき各学校の教室の状況などを総合的に検討し，判断してい

く旨を回答しております。最後に，今後の予定でございますが，パブリックコメント

を終えましたので，早いうちに，見直し方針を決定いたします。その後，現在，地域

と協議中の具体的な見直し案を確定し，６月に，教育委員会定例会にて規則改正を行

い，平成２８年４月からの施行を目指します。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。 

 

（岡井委員）先ほど課長からお話のありました大規模校対策のために通学区を弾力化す

ることは非常に良いと思いました。ただ，今回，白子中学校と旭が丘小学校とそれ以

外のところでも，距離が遠いとか，兄弟の関係，障がい者のお子さんがいて受け入れ

態勢でこちらの学校の方が良いのではないかといったことがありますので，個々のケ

ースにおいて最大限の配慮をお願いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）市民の方の関心事というのは具体的でより詳しくというように感じました。

兄弟のこともありましたが，より分かり易くお伝えすることが大事だなとこれを出し

ていただいて思いました。 
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（岡井委員）旭が丘小学校の場合，例えば１０ページの弾力的な取組は，人数的にはど

れくらいの効果を試算しているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）旭が丘小学校の方でございますが，子どもたちは徒歩の通学になりま

すので，その辺りをどれくらい保護者の方が考えられるかがポイントになってくると

思います。当然，通学団のあるところでは，そちらまで保護者の方が送ってもらう，

あるいは学校まで毎日の送迎等も入ってくる可能性があります。そういったことで，

若干名であると想定しているのですが，その辺りについてどれくらい負担に考えられ

ているのかが焦点になってくると思います。中学校ですと，自転車通学もありますの

で，ある程度お子さん一人で通学できるのかなと思います。 

 

（福嶋委員）受け入れる学校も，どの程度の人数になるのかは大きな関心事だと思いま

す。概ねいつまでに保護者の希望を集計する予定なのでしょうか。 

 

（学校教育課長）詳細につきましては今後詰めていきますが，次年度の体制については，

中学校及び小学校では，１２月ごろにはある程度人数を確定した上で方向性を考えて

いきます。その辺りから逆算しますと２学期に入ったくらいの段階では，ある程度希

望を出していただいて，１２月よりも前には確定しなければならないと考えています。 

 

（伊藤委員）２ページの合川小学校のことで，「同校卒業後は，指定中学校として天栄中

学校に就学することになります。」とあります。学校区の見直しで，合川小学校は少

し遠いのですが今年も割と人気があったみたいですので，行ってみたいといった反響

があった場合は，その後は天栄中学校になるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）基本は特認校の合川小学校に入ったお子さんは，天栄中学校に行くと

いうことで要綱にも記載されていますので，そういった形で進めたいと考えています。

他の見直し方針につきましても，小学校から中学校までをセットで，小中一貫という

ことでも考えていますので，そういった形で小学校を選ぶ場合でも，その中学校に行

くことになると考えています。 

 

（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，３番目

の「平成２６年度特色ある学校づくり推進事業について」をお願いします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の３番目「平成２６年度特色ある学校づ

くり推進事業」につきまして説明申し上げます。１１ページを御覧ください。「特色

ある学校づくり推進事業」は，昨年度に引き続き，今年度２年目を迎えます。今年度

は，小学校７校，中学校２校の９校が実践推進校として選ばれ，実践を進めてまいり

ました。それぞれの学校についての実践につきましては，各学校からの報告書といっ

た形でまとめてあります。１３ページを御覧ください。合川小学校につきましては，

「伝え合いかかわり合い学びあい」～英語活動を中心としたコミュニケーション力の
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向上」をテーマに，ＡＬＴを有効的に活用し，英語はコミュニケーションのツールと

して捉え，６年生は「修学旅行で外国人に合川の偉人を紹介する」，５年生は「合川

の米づくりを外国人に伝える」，４年生では「ＡＬＴの母国を調べ，ＡＬＴの家族と

スカイプで交流する」等の活動を行いました。１９ページを御覧ください。旭が丘小

学校につきましては，「今日もきてよかった！と思える学校－ＩＣＴ活用で楽しい授

業づくり－」をテーマに，発達段階を踏まえた，各教科及び総合的な学習の時間にお

ける電子黒板等ＩＣＴ機器の有効的かつ系統的な指導内容の確立にむけて取り組ん

でまいりました。２２ページを御覧ください。一ノ宮小学校につきましては，「学力

向上の取り組みを基盤にし，地域を活かした学習活動」をテーマに，地域に焦点を当

てた人権教育の年間カリキュラムをたて，地域学習の成果を国語や算数で学んだスキ

ルを活かしながら一ノ宮小祭で発表する等，学習で学んだ知識・技能を活用する場面

を大切にしながら，学力向上を目指してきました。２６ページを御覧ください。河曲

小学校につきましては，「河曲えがお向上プロジェクト～支援を必要としている子ど

もに笑顔が生まれるように」をテーマに，本事業により購入したタブレット２台を特

別支援学級と外国人児童の日本語指導のための国際教室にそれぞれ配置し，インター

ネットに繋げる環境を構築することで，効果的に活用することができました。３０ペ

ージを御覧ください。国府小学校につきましては，「地域とともにアグリにチャレン

ジ」をテーマに，講師や地域のゲストティーチャーを招き，サツマイモ，大豆等の栽

培や収穫、郷土に伝わる「そうめんぬた」や「とり飯」づくりといった地域とともに

「農業体験学習」と「地域発の食育」に取り組んでまいりました。３５ページを御覧

ください。桜島小学校につきましては，「多様な学びを活かしたグローカル教育」を

テーマに，国際教育による多様な日本語指導，医療ケア体制のために組織したチーム

による学び支援，地域力を活かした学び場の創造といった取組を進めてまいりました。

３９ページを御覧ください。牧田小学校につきましては，「多文化共生教育を基軸と

した学校づくり」をテーマに，各学年が総合的な学習の時間や各教科等で，多文化共

生教育に取り組み，その成果を牧田万博で発表する等，学力保障を必要とする児童を

視点児童として，その児童に応じた授業をつくる研究を進めてまいりました。４４ペ

ージを御覧ください。神戸中学校につきましては，「ＥＳＴメソッド」を導入し，学

校改革を行う「―チーム教科としての授業づくりをめざして―」をテーマに，教師が

学年の教科担当から学校の教科担当という意識を持つため，学年の枠を越えて教科チ

ームを結成し，授業づくりや教科懇談会，教科の環境づくり等を行ってまいりました。

４７ページを御覧ください。平田野中学校につきましては，「ロボット製作、３Ｄプ

リンタとタブレットの活用を通したものづくりに対する興味・関心を高める取り組み」

をテーマに，「科学部のロボット製作」，「ロボット製作教室の開催」，「ものづくり出

前授業の実施」，「３Ｄプリンタを活用した授業の展開」，「タブレットを活用した授業

の展開」等，ＩＣＴ教育を推進する授業改善やものづくりでキャリア教育を推進する

活動に取り組んでまいりました。以上９校の取組について紹介させていただきました

が，どの学校におきましても，単に教科の学習だけでなく，学校全体で組織的に子ど

もや地域の実態に即してカリキュラムマネジメントを行い，特色のある教育課程の編

成を行い，日常の中での知識・技能の活用力，問題解決的な思考力，教科横断的な思
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考力を付けていく，また，学力の３要素の１つである学習意欲を高めていくといった

取組が行われてきており，学校独自でとったアンケートからも，「ものづくりに対す

る興味・関心が高まった」，「学校の勉強が良くわかるようになった。」等に高い数値

を示しています。またこの事業における発信につきましては，５０ページを御覧くだ

さい。実践推進校で取り組んでおります事例を市内の教職員に還流していくことは，

すべての学校の特色ある学校づくりを推進していくうえで大切であると考えており

まして，積極的に実践事例を発信しております。例えば，授業公開としまして，合川

小学校におきましては，今年１月に，英語科で，平田野中学校におきましては２月に，

理科を始めとした５教科で公開いたしました。その後，教育委員会のフェイスブック

でその模様を発信しております。また，校園長会や，教育委員会だより「遥か」で，

具体的事例の資料を配付し，紹介しております。各学校における実践につきましては，

実践事例集にまとめ，来年度４月に校園長会で配布する予定でございます。以上で報

告とさせていただきます。 

 

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

各校とも非常にすばらしい取組だと思います。 

 

（福嶋委員）やはり年間を通じて目標を立ててプランニングをして行っていくというこ

とが，いかに先生達の意欲を増して教育効果が上がるのかということがよく分かりま

した。こういったものは，毎年行っていくのはなかなか大変かと思うのですが，いか

がでしょうか。数年に１回等，目標を持ってプランニングしているのでしょうか。又

は，毎年お金をかけないにしても，一つの目標を持って行っていくのでしょうか。 

 

（教育長）それについては予算のときに説明をさせていただきましたが，２年間続けて

きたのを来年度からはやめて，各学校にその予算を配当することに変えました。それ

ぞれの校長の裁量の中で，今まで積み上げた特色をさらに別のところでも続けていた

だきたいと思います。ですから，教育委員会が３年に１回事業を行うということでは

なく，予算は各学校に配当してやっていただくということです。 

 

（福嶋委員）そうしますと，毎年，学校自体がプランニングしてやっていくのが学校に

とってはいいのか，ある程度数年ごとにした方が良いのかどちらが良いのかを聞きた

かったのですが。 

 

（教育長）お金は配当したので教育委員会のお金ではありませんので，学校の方で行っ

てくださいということです。あとは学校長が自校の予算を考えて来年度は特色ある学

校づくりに集中してさらに高めようとするのか,それとも一年置いて学校図書館の充

実をしようとするのかを校長先生と学校が一体となって裁量予算ということで考え

ていけるように，そのような方針で行ったことです。教育委員会で３年に１回行いま

すと決めることではないと私は思います。 
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（福嶋委員）もちろんこちらで決めることではないというのはわかりますが，学校側か

らすると教育指導課ではどのように思っているのかお聞きしたいです。 

 

（教育長）校長先生に委ねた部分ですので。 

 

（委員長）あとは校長先生の裁量で，自分のところはこの計画について１年目にしまし

ょうとか，あるいは今までこのことを集中的にしてきたので３年間続けて行いましょ

うとかいうことは，全て学校長や学校の職員の方々のお考えの中でするということで

すね。 

 

（教育長）こちらから何かを期待するというのではなく，学校に委ねたことですので，

教育委員会からは言うことはできません。ただ私として教育指導課に指示したのは，

新たに配分した特色ある学校づくりや図書館についての予算について，どの程度目的

にあった成果が出てきているかということは，今後も検証をしてほしいと伝えました。

「こちらからこうしろ，ああしろ」とか「これくらいの期待を持っている」というの

は無しにしました。 

 

（福嶋委員）もちろんこちらから，こうしなさいというのではありませんが，どうなの

かなということを聴きたかったのですが。 

 

（委員長）小学校，中学校の方からの意見として，３年ごととか続けてほしいとかいう

ことはないのかということですか。 

 

（福嶋委員）教育力の育成という面からするとどうなのかなということをお聞きしたか

ったのです。 

 

（岡井委員）教育長もおっしゃったように，アクションプランにも特色ある学校づくり

の推進とあります。やはり特色ある学校というのは，ある程度継続しないとできない

ので，指導課でも計画書を出していただいて，随時指導と助言に行って，それぞれの

学校が地域や子どもの実態をはじめ，教育課程，ＩＣＴ，食育とかいろいろある中で，

ある程度続けていく指導というのは行っていただきたいと思いました。 

 

（伊藤委員）わたしたちが点数制で最終的に予算を配分する学校を決めさせていただい

て，これを見せていただいても，特色ある色々な取り組みをしていただけたかなと思

います。この事例につきましては，平成２６年度の取組として全ての学校に報告は行

くのでしょうか。 

 

（教育指導課長）来年度の４月の校園長会でこの報告書を出す予定です。 

 

（伊藤委員）そうすると実質本当に，色々な取組をしていただいたということで本当の
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特色を見せていただきました。それぞれがある意味チャレンジした取組になっていま

すので，お金とかそういったことではなく，これらを参考にしてそれぞれの学校でま

た考えていただいたら良いと思います。農業の取組等，ありとあらゆる取組を皆が一

生懸命考えていただいた結果として，私たちはこのように行っていただいたのだなと

いう理解にはなりました。 

 

（教育長）先ほどから私がこだわっているのは，特色ある取組をこのように行っている

わけですが，それをどんどんより特色となるようにしていただきたいというのはあり

ますが，一方でコミュニティ・スクールを平成２３年度から始めています。議会の答

弁で時々言うのですが，コミュニティ・スクールは学校の運営に関わるものです。要

は教育委員会が集権的に行うのではなく，学校に分権をしていこうということです。

校長先生と地域が一緒になって運営してくださいという時代に入ってきています。そ

のために，予算も学校に任せておきましょうと変えてきています。どういう特色を作

っていくかというのも，学校だけでなく地域も一緒になって議論していただき，この

特色を伸ばしていこうという風になっていただければ一番良いのかなと思います。農

業等でも地域の方がかなり入ってもらっていますので。そこが一番大事なのではない

かなと思っています。 

 

（伊藤委員）それは，学校運営協議会のようなものですか。 

 

（教育長）そうです。そこでもっと議論していただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）地域の人で，農業に携わってみえた方は自家受粉について等も色々書いて

ありました。このようにしたいと教えてく中で，子ども達が，ああそうなのか，とい

う気持ちが芽生えていけば，学校とはまた違った教育になります。理解としては地域

を巻き込んでいくということで良いのでしょうか。 

 

（教育長）特色というのは地域に根付いて初めて特色というのではないでしょうか。全

体で考えても，鈴鹿の学校の特色とは「鈴鹿らしさ」が出て初めて特色というと思い

ます。それぞれの地域性が出てきてそれに特色が出ると考えます。合川小学校では英

語をしながら米作りを題材にしたのは，あの地域というのはそのような地域だという

ことがあって初めて，成り立つものかなと，合川小学校の特色として成り立つのかな

と思います。そういうものを，わが地域の特色は何かを一緒に自分の地域で育ててい

こうと議論してもらうことが，これからの本来あるべき姿だと思います。 

 

（伊藤委員）ある程度の基礎教育の部分は学校と教育委員会が基本スタンスを持ってい

て，そこにプラスアルファの部分でコミュニティ・スクールをもっと発展させていき，

それなりに，山の方の学校，海の方の学校等がありますので，その中で地域性を出し，

子どもの幅を持たせるということなのでしょうか。 
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（教育長）私はそのように思います。あれこれ教育委員会から言う時代ではなく，要は

国から示された最低限のことだけは教育委員会としてきちんと行い，それにプラスす

るものは，とにかく学校と地域とで作り上げていくのかなという気がしています。教

育委員会からこういう特色を出しなさいというのではないと思います。ただ，今回の

平成２６年度で行ったものは，それぞれの学校が考えて自分のところの特色はこのよ

うにすると出してきたものから選びました。そうやって，学校で考えてもらうのかな

と思います。 

 

（福嶋委員）今回の事業は予算がたくさんついていますが，大きく分けて，ＩＣＴに関

わる予算と，それから地域との活動の中で使った予算があったと思います。予算の枠

内で大きくＩＣＴにかかったのは何割くらいだったのでしょうか。それと，予算の消

化は１００％だったのでしょうか。 

 

（教育指導課長）学校ごとに予算を上げていますので，物品ごとに何割といった把握は

難しいです。今おっしゃられたようにＩＣＴ関係の機器関係やパソコン，書画カメラ

等，あるいは地域によっては肥料や炊飯器といったもの等，学校によって使われ方が

違います。 

 

（福嶋委員）ほぼ予算を使い切ったということで良かったでしょうか。 

 

（教育指導課長）ほぼ使いました。 

 

（委員長）平田野中学校の校名が誤っておりますので，間に合うのであれば差し替えを

していただきたいです。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，４番目の「鈴鹿市における土曜日の教育活動について」をお願いします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の３番目「鈴鹿市における土曜日の教育

活動」につきまして説明申し上げます。６１ページを御覧ください。昨年度，３月教

育委員会定例会で「土曜授業について」報告させていただきましたが，その後，平成

２６年３月２６日の臨時校園長会において「公立小・中学校における土曜授業につい

て」の方針を示しました。その方針では，土曜日における教育活動の考え方といたし

ましては，①学校・家庭・地域の三者が連携し，役割分担しながら社会全体で子供を

育てる。子供たちに豊かな教育環境を提供し，その成長を支えることができるよう取

組を充実する。②地域と連携した体験活動や，豊富な知識・経験を持つ社会人等の外

部人材の協力を得た取組など，道徳や総合的な学習の時間，特別活動などの授業，学

力補充などを通して「生きる力」をつける。としております。内容につきましては，

国の考え方を基本として，「土曜授業」，「土曜の課外授業」，「土曜学習」の３つの形

態に整理し，実施日は，県教育委員会が示した第３土曜日を基本とし，実施にあたっ

ては，学校運営協議会で協議の上，学校の実情に応じて実施するとしております。そ

れを受けて，平成２６年度は試行の年と位置づけ，各学校では鈴鹿型コミュニティ・
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スクールを活用し，学校運営協議会で保護者や地域の方と協議の上，各校の実態に応

じた取組を進めてまいりました。６３ページを御覧ください。昨年５月に校区及び市

内の実態把握をするために，保護者対象のアンケート調査を実施いたしました。その

結果によりますと，本市における児童生徒の第３土曜日の過ごし方として，小学校は

「家族や友だちと過ごす。」が，中学校では「学校の部活動など」が，上位を占めてお

ります。また，小中学校とも，「一人でマンガを読んだり，テレビを見たりしている。」，

「朝，遅くまで寝ている。」が約２割を占めており，本市におきましても，土曜日を

必ずしも有意義に過ごせていない子どもたちが少なからずいることが明らかになっ

ております。また，本市の子どもの学力状況といたしましては，活用力に課題があり

ますことから，通常の授業のみならず，地域と連携した体験活動や，外部人材の協力

を得た取組など，総合的な学習の時間等も含め，生きる力をつけることが重要である

と考えております。次に，６８ページを御覧ください。平成２６年度に実施した市内

の学校の土曜日の教育活動の実施状況といたしましては，小学校，中学校とも，４０

校全ての学校で行っており，３月１３日現在で，土曜授業が延べ６７回，土曜の課外

授業が延べ６回，地域が主体となった土曜学習が延べ１９回となっております。内容

といたしましては，学校公開デーとして授業参観が行われた学校が多数ございました。

その中には，保護者が参加しやすい土曜日を活用して，「いじめ防止のための人権学

習」や「携帯・スマホ教室」といった保護者への啓発も行える内容を取り入れた学校

もございます。また，防災コーディネーターを活用した防災教室，地域活動委員会の

方々によるダンボールクラフト教室といった外部人材を活用した授業や，学校，家庭，

地域の三者が連携し，役割分担しながら地域防災訓練や海岸清掃及び環境学習といっ

た取組をすすめた学校もございます。７４ページを御覧ください。こうした平成２６

年度の実施における実態を把握するため，１月に児童生徒，保護者，教職員を対象と

したアンケートを実施いたしました。アンケートの集計結果といたしましては，土曜

授業が実施され，良かったことの理由の内訳といたしましては，小学校児童におきま

しては，「土曜日に友だちと会えるので良かった」，「平日の授業とは違った学習内容

で良かった」，「土曜日にも学習ができて良かった。」といったことが過半数，中学校

生徒におきましては４割程度でございました。土曜授業が実施され，良くなかったこ

との理由の内訳といたしましては，小学校児童におきましては，「土曜日にも授業が

あって疲れた」，「友だちや家族と過ごす時間が減った」といったことが４割程度，中

学校生徒におきましては，「友だちや家族と過ごす時間が減った」という意見が半数

近くを占め，「学習塾や習い事の時間が減った」といった意見が続きました。保護者

におきましては，良かったことの理由の内訳としては，「保護者や地域の連携した活

動の機会が増えた。」，が，約３割を占めました。良くなかったことの理由の内訳とい

たしましては，「特にない」が過半数を占めておりましたが，「子どもの負担が増えた。」，

「家族とのふれあいの時間が減った。」といった意見もございました。また，教職員

につきましては，良かったことの理由の内訳としては，「特にない」が半数近くを占

め，「保護者や地域の連携した活動が行われ，開かれた学校づくりにつながった。」と

いった意見が続きました。良くなかったことの理由の内訳といたしましては，「教職

員の負担が増えた」，「疲労感が増した。」が過半数を占めておりました。教職員の勤
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務につきましては，平成２６年２月２６日付の県教育委員会の通知によりますと，実

施に当たっての留意点といたしまして，「公立学校職員の勤務時間，休暇等に関する

条例等に基づき，週休日の振替等を行うこと」となっておりまして，各学校におきま

しては，前４週，後１６週内で週休日の振替等を取得する学校が多くありました。続

きまして，「平成２７年度における土曜日の教育活動」について説明申し上げます。

７８ページを御覧ください。平成２７年度における土曜日の教育活動は，平成２６年

３月２６日付の鈴鹿市教育委員会の方針を基本とし，県の方向を踏まえ，原則，月１

回程度（年８回程度）の実施が望ましいといったことを，９月の校園長会で確認いた

しました。各学校におきましては，先ほど申し上げましたように，学校運営協議会で

子どもたちの生活の実態や地域にあった取組等について検討を進めていく必要があ

ると考えており，市で統一的に実施という方向ではなく，学校や地域の実情に応じた

取組を学校単位で考えていただきたいと思っております。３月１３日付で提出されま

した「平成２７年度の各学校における土曜日の教育活動実施計画一覧表」につきまし

ては，８０ページから８１ページのようになっております。また，平成２６年度は試

行の年でありますことから，土曜日の教育活動についての検証は，本格実施に当たる

平成２７年度末にも実施いたし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。 

 

（福嶋委員）教職員にとったアンケートでは良かった点が「特に無い」が多く，良くな

かった点が「負担が増えた」，「疲労感が増した」等のマイナスの答えが多いのかなと

思いました。この結果はどのように読み取ったらよいのでしょうか。 

 

（教育指導課長）やはり，始まったばかりということがあります。また，１回ないし２

回行いましたが，これが８回程度になってきますと学校と地域との結びつきも濃くな

ってくると思います。そうすることによって，地域に開かれた学校が進んでまいりま

すので，教職員にとっては，学校と保護者との誤解やクレームも減ってくると思いま

す。開かれた学校づくりが進んできますと，教職員にとってもメリットが出てくると

思います。 

 

（伊藤委員）福嶋委員と同じでとても素直な感想だと思います。基本的に国の方針もそ

うですし，平成２７年度からは月１回ということと，先ほど言われましたように，前

４週間後１６週間でなんとかお休みを取っていただきたいと思います。決まったこと

ですので，ここは覚悟していただいて，正面から取り組んでいただけると良いかなと

思います。保護者の方も，先生が意欲的に取り組んでくださればきっと信頼感も出て

くるかと思います。保護者も，生徒も，教職員も皆が正面から覚悟して取り組んでい

ただければありがたいなと思います。 

 

（委員長）確かに，先生方の「特にない」ではなく，将来的には「こうであって良かっ

た」という答えが返ってきてほしいと思います。 



26 

 

（岡井委員）７１ページの「関係団体との調整の概要」のところで，ほとんどが学校運

営協議会と調整してもらっています。こういうことは今まであまり無かったのではな

いでしょうか。非常に良いことだと思いました。今までは学校側が何か協力してほし

いときは，向こう側に家庭や地域の代表の方が座っていてその間に溝があったように

思います。今回は一つのテーブルに皆が寄り合って進めてきたように見えて，非常に

良いと思います。ただ，私も先生が「特にない」と半分以上が回答したことは寂しい

なと思いました。これは手探りの状態でしていますので，課長が言われたように，生

徒も保護者も先生も，マイナス面にしてもプラス面にしても，もう一つ実感が湧かず

「特にない」や「負担と疲労感が残った」に繋がってきたのではないかと思います。

学校運営協議会も活用して色々なところに発信すれば，「学力がついてきた」や「ま

ちの人とのふれあいが深まった」等プラスの意見が出てくると思います。来年は８回

程度の計画がありますので，ぜひ期待したいと思います。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，御意見もないようですので，５番目

の速報展「発掘された鈴鹿２０１４」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５番目，速報展「発掘された鈴鹿２０１４」につ

きまして説明申し上げます。８２ページを御覧ください。開催期間は，３月２８日（土）

から６月２１日（日）までで，速報展はこれまでの企画展とは違い，平成２６年１月

から１２月の期間に行った発掘調査の成果を，いち早く市民のみなさまにわかりやす

く，知っていただこうと開催するものです。平成２６年は６つの遺跡について本調査

を行い，これらの遺跡の出土資料を展示するとともに，調査の際に撮影した遺構や出

土状況の写真なども展示いたします。また，今回の速報展での新たな試みといたしま

して，夏休み子ども体験博物館で行った発掘体験について紹介するコーナーを設け，

その時出土した遺物や発掘の様子などを展示いたします。開催日初日の３月２８日

（土）には，特別に発掘体験に参加していただいた親子を招待し，発掘担当者による

展示解説を行う予定でございます。自分たちが発掘したものが，その後どのように整

理され文化財として保存されているのかというのを知っていただくことで，より考古

学への興味や理解を深めていただけるのではと考えております。関連事業といたしま

しては，発掘担当者による展示解説を４月１８日（土）に，スライド説明会を５月９

日（土）に行います。以上で報告とさせていただきます。 

 

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

御意見もないようですので，その他事項に移ります。「３月教育委員会臨時会の開催

について」をお願いします。 

 

（教育総務課長）３月教育委員会臨時会を３月２５日水曜日午前１０時から開催したい

と思いますが，いかがでしょうか。 
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（委員長）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，３月教育委員会臨時会を，３月２５日水曜日午前

１０時から開催することにいたします。それでは，これをもちまして３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。 

 

３月教育委員会定例会終了 午後５時１９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 


