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平成２７年４月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２７年４月２１日（火）午後２時から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所本館１１階教育委員会室 

 

３ 出席委員 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），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（山田純生），教育支援課長（薗田雅司），参事兼

文化課長（井上陽子），参事兼スポーツ課長（藤井康彰），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）鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

                                                    （スポーツ課） 

（２）鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則の一部改正について 

（教育総務課） 

（３）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）平成２７年度アクションプランの具現化に向けた「各課の取組」について 

（関係各課） 

（２）鈴鹿市立幼稚園の保育料について                      （学校教育課） 

（３）第７６回国民体育大会会場地市町第四次選定について    （スポーツ課） 

（４）平成２７年度鈴鹿市考古博物館催し物案内について      （考古博物館） 

 

７ その他 

（１）５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 

 

（教育総務課長）委員長，議事に入ります前に，４月１日付けの人事異動におきまして

教育委員会事務局の課長の異動がございましたので，御挨拶をさせていただきたいと

思いますが，よろしいでしょうか。 

 

（委員長）はい。お願いいたします。 

 

（教育指導課長）前髙藤課長の後を引き継ぎ，この４月よりお世話になっております教
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育指導課長の山田です。よろくお願いいたします。 

 

（教育支援課長）前木村課長の後任をさせていただいております教育支援課長の薗田と

いいます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）それでは，定刻となりましたので，ただ今から平成２７年４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，岡井委員にお願いいたします。 

 

（委員長）それでは，議事に入ります。１番目の議案第１７０２号「鈴鹿市運動施設の

設置及び管理に関する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）提案理由ですが，鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例を６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号の規定においてこの議案を提出いたします。詳細につきましては，

スポーツ課長の方から説明をさせていただきます。 

 

（スポーツ課長）それでは，議案第１７０２号の「鈴鹿市運動施設の設置及び管理に関

する条例の一部改正」について説明いたします。議案書の２ページから７ページでご

ざいます。５ページ以降は新旧対照表となっております。今回の改正につきましては，

去る２月の２５日に開園をいたしました桜の森公園内に整備中でございます野球場

を平成２８年４月から供用開始することに伴い，所要の規定の整備を行うものでござ

います。主な改正点としましては，施設の名称を「桜の森公園野球場」とし，施設の

使用時間，そして休業日および利用料金について定めるものでございます。施設の使

用時間につきましては，照明設備が設置されておりませんので，昼間のみの使用とな

ります。休業日と利用条件につきましては，近隣の石垣池公園野球場と同様の内容と

なっております。施設の規格としましては，石垣池公園野球場と同規模のグラウンド

で，軟式野球あるいはソフトボールが楽しめる球場となっております。簡単でござい

ますが，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）ただ今の議案に対して何か御質問，御意見等ございましたらお伺いしたいと

思います。いかがでしょうか。 

 

（委員長）基本的には桜の森公園が増えたということ，野球場が増えたということです

か。 

 

（スポーツ課長）はい，そのとおりでございます。 

 

（委員長）それが増えた分，追加されているということですね。 
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（スポーツ課長）そのとおりでございます。 

 

（委員長）特にございませんか。いかがでしょう。 

 

（岡井委員）５ページの中ほど，第２条の４の使用時間のところですけど，４月１日か

ら９月３０日までは午前７時から日没までで，１０月１日からは午後５時までと書い

てありますが，９月までは日も長いのでそういうこともあると思いますが，これは時

間での表記でなく日没までの方が適切なのですか。 

 

（スポーツ課長）現在のところ，従来のこの条例に規定をしております他の施設が先ほ

ど委員のおっしゃいました日没までという制限になっております。したがいまして，

今回それとあわせたような格好といたしまして考えております。時間設定となります

と，どうしても途中で暗くなってしまう。そのことがございますので，現状の区分と

しましては，従来と同じような表記の仕方，区分の仕方をさせていただいております。 

 

（福嶋委員）この桜の森公園の野球場は，先ほど照明設備がないとのことだったのです

が，これは将来的にも，ここはもう照明設備を設けない野球場なのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）この球場は，旧ＮＴＴ鈴鹿研修センターの跡地を利用した球場でござ

いまして，規格としては全く同様の規格でございます。旧ＮＴＴ野球場の時も，照明

器具はついておりませんでした。と申しますのは，近隣に民家が張り付いておりまし

て，環境を変えてしまうというのは非常に難しいだろうということで，今回もそのよ

うな格好で，公園と一体化ということで，昼間のみ使用ができる球場とさせていただ

いております。将来的にも，今の公園の設備等見ますと，桜の木が近くまで来ており

ますので，なかなか難しいのではないかなと考えております。 

 

（文化振興部長）追加でもう一点だけ。これは防災公園の事業でやらせていただいてお

りまして，球場自体がヘリポートになります。ヘリポートの場合，ヘリが着陸するの

に３メートルの高さ制限がありまして，フェンスも３メートルの高さに制限させてい

ただいております。当然照明施設はそれよりはるかに高いものになりますので，防災

機能を優先した機能になっている以上，ヘリポートとしての機能が使えないというこ

とでは困りますので，防災公園である以上３メートル以上のものは設置できないとい

う事情がございます。 

 

（委員長）よろしかったでしょうか。ほかに御意見等ございましたら。よろしいでしょ

うか。 

 

（委員長）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１７０２号「鈴

鹿市運動施設の設置及び管理に関する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。 
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（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１７０２号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，２番目の議案第１７０３号「鈴鹿市教育委員会の教育長への事

務委任等に関する規則の一部改正について」をお諮りします。 

 

（書記）議案を朗読 

 

（教育長）提案理由ですが，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則の

一部を改正するについて，鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則第１条第２号の規

定により，この議案を提出いたします。詳細につきましては，教育総務課長の方から

説明させていただきます。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１７０３号「鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委

任等に関する規則の一部改正」について説明申し上げます。１０ページの新旧対照表

を御覧ください。このたびの規則の一部改正は，新旧対照表にありますとおり教育長

に委任する事務の除外事項として，「法第２７条に規定する幼保連携型認定こども園

に関する意見の申出に関すること。」を第１５号として新たに規定しようとするもの

でございます。ここで言う法とは，地方教育行政の組織及び運営に関する法律のこと

を言います。改正理由でございますが，子ども・子育て新制度に関連して，平成２４

年に法整備が行われました「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育，

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律」によって，各種の法律改正が行われておりまして，その

中で，教育委員会の所管法令である「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の

一部改正が行われ，平成２７年４月１日に施行されたことによるものでございます。

その法律の一部改正の内容としましては，市長が幼保連携型認定こども園を設置し，

その運営を行う際に幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項

を策定するとき等のほか教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有する事項

を実施するとき，並びにこれらの事務に関して市長が規則を制定するとき，及びその

規則を改正又は廃止するときには，市長は教育委員会の意見を聴かなければならない

ことが義務付けられました。これは，幼保連携型認定こども園は，学校教育と保育と

を一体的に提供する施設であり，その事務の管理や執行に当たっては，一元的な体制

が求められることから，学校教育と保育の双方を総括することができる市長の職務権

限とされたこと。また，幼保連携型認定こども園は，幼稚園と同様に，小学校以降の

生活や学習の基礎を培う教育を提供する機関であり，その教育課程の実施に当たって

は，教育委員会が所管する幼稚園における教育との整合や小学校における教育との接

続を図る必要があり，市長と教育委員会との緊密な連携・調整が必要となることから，

このような規定が設けられたものでございます。そして，この規定に基づいて市長か
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ら意見を求められた際には，教育委員会は，当該意見の申出を教育長に委任すること

はできず，合議制の執行機関である教育委員会の意思決定のもと，市長に回答しなけ

ればならないことも同時に規定されました。よって，これらの法律の規定に基づきま

して，このたびの規則改正をお願いするものでございますので，よろしく御審議くだ

さいますようお願い申し上げます。以上でございます。 

 

（委員長）ただ今の議案に御質問，御意見等ございましたらよろしくお願いいたします。 

 

（委員長）よろしいでしょうか。 

 

（委員長）鈴鹿市の場合はこれから幼保が始まるかと思うのですが，だいたい予定とし

ましては，いつ頃から始まる予定ございますか。 

 

（学校教育課長）ただ今の御質問についてでございますけれども，現在のところ私ども

は再編整備を進めておるところでございまして，その中で幼保の一体化ということ

を計画しております。現時点でお話できるところはそこまででございまして，認定

こども園についてとなりますと，新しい法令でもあり，今後の課題であると考えて

おりまして，現時点でいつからの予定となるかは，なかなかお話できない次第でご

ざいます。 

 

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

します。議案第１７０３号「鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則

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１７０３号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，３番目の議案第１７０４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）提案理由ですが，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，鈴鹿市教育委員会の

教育長への事務委任等規則第１条第１０号の規定により，この議案を提出いたします。

詳細につきましては，教育支援課長の方から説明をさせていただきます。 

 



6 

（教育支援課長）それでは，私からは議案第１７０４号の「平成２７年度学校運営協議

会委員の任命」につきまして，説明申し上げます。１２ページを御覧ください。学校

運営協議会委員の任命に当たりましては，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１項で「校長は，該当学校の協議会の委員とする。」

また，第２項で「校長以外の協議会の委員は１０人以内とし，自治会などの地域の代

表者，ＰＴＡ代表者，学識経験者などで校長が必要であると認める者のうちから，校

長の推薦により教育委員会が任命する。」と規定されております。また，任期につき

ましては，同規則第５条で「委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。」と規定され

ております。この規定に基づき，平成２７年度は一覧表にございますように，小中学

校長を除き，３６６人の委員の推薦をいただいております。委員の構成といたしまし

ては，主にＰＴＡの関係者が９２人，主に地域の関係者が２４５人，主に学識経験者

が２９人でございます。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

します。 

 

（委員長）ただ今の議案に御質問，御意見等ございましたらよろしくお願いいたします。 

 

（伊藤委員）ＰＴＡ関係者については，会長とか，副会長とか，そういう役を持った方

を入れて構成していただいているのでしょうか。 

 

（教育支援課長）その内訳につきましては，ＰＴＡの関係者が全ての学校の運営協議会

の委員に入ってございます。規則には，ＰＴＡの代表者というように書いてあります

ので，必ず含まれているというように御理解ください。 

 

（岡井委員）アクションプランの中にも，学校運営協議会での特色ある学校づくりの推

進という項目がありますが，学校運営協議会を通じて，学校組織運営あるいは教育活

動，それから，学校運営協議会があって助かったとか，顕著な例があれば紹介してい

ただきたいと思います。 

 

（教育支援課長）この学校運営協議会を基にしたコミュニティ・スクールの推進を進め

ることによって，非常に学校に足を運んでくれる地域の方，保護者の方が増えたとい

う声が多いと思います。ほかにも，実際にいろいろな行事に顔を出していただくこと

で，子どもたちも地域の方や保護者の方と接する機会が非常に多くなり，声をかけて

いただいて，非常に嬉しかったとか，逆に子どもたちが地域の方へ出かけることによ

って，地域の方から「ありがとう，いろいろなことをやってくれて」というような事

で声をかけていただいたりすることで，非常に子どもたちも地域活動に向けての意欲

が高まっていると，そういう声をいただいております。 

 

（福嶋委員）学校運営協議会活動の中で，こういうところは直していったらいいのでは

等，課題があれば教えてください。 
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（教育支援課長）一つ課題となっているのは，この学校運営協議会の取組というものが

まだまだ地域の方，保護者の方にしっかり伝わっているというところまではいってい

ないのではないかと。ですから，もっと情報発信を強めて，理解を得ながら協力の体

制を作っていく必要があるということ。そして，まちづくりに関して様々な地域づく

りの協議会がありますが，その協議会との連携についてどのように進めていくのかと

いう当たりのことが今重要な課題として出てきております。 

 

（委員長）保護者の方等にあまり伝わっていないのではないかという話で，これから伝

える仕組みというものを考えていこうという形になるのですが，是非その先の伝わる

仕組みについても考えていっていただければと思います。伝えると伝わるとでは違っ

てくると思いますので。あともう一点，この表を見せていただきますと，先ほど基準

規定といいましょうか，規則で１０人以内という中で，７人のところもあれば，８，

９，１０人のところもあります。少ないところはやはり，委員さんを少なめにして機

動力を活かして進めるというような意図がある学校の考えなのでしょうか。 

 

（教育支援課長）人数については，そこにあげさせていただいているとおりなのですが，

少数のところについては，今おっしゃっていただいたような理由のところもあります。

また，学校運営協議会委員の中には地域の代表の方に入っていただいておりまして，

人材が高齢化しているという問題があり，新しい人材を確保していくということが一

つの課題となっております。そのような中で若干人数が減ったというような学校運営

協議会もございますので，特に若い世代というか保護者世代の方々の参加というとこ

ろが課題になっております。 

 

（委員長）なかなか人材については，どこも大変なところだと思います。ほかよろしい

でしょうか。 

 

（岡井委員）これは意見なのですが，学校運営協議会の組織は，まず学校がいろいろと

抱える課題について，例えば学力とか体力とかありますよね。その課題の中で一番重

要なものはこれとこれなんですよとはっきりさせて，学校運営協議会に対しては，そ

の課題について力添えとか支援をしていただけないかとしてはいかがでしょうか。そ

れぞれの学校が課題を明確にすることにより学校運営協議会の構成メンバーも異な

ってくると思います。課題や必要な支援によって，プラスアルファで来ていただく人

も必要かと思います。 

 

（福嶋委員）学校運営協議会は，本当に率直な意見を出し合う，各委員が対等な立場で

率直な意見を出し合うというような，そのような組織になればといいなと思っており

ますので，よろしくお願いしたいと思います。 

 

（伊藤委員）これは難しい話ではないのですけれど，コミュニティ・スクールで通学の

時にいろいろな方に協力していただいて，そのときの挨拶がきっとできていると思う
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のですが，普段の時でも学校帰りの子どもが「おはようございます。」「さようなら。」

など，すごく声をかけてくれるので，その御近所の人が「最近の子はえらいな。」と

言ってみえたので，「学校へ電話して言ってあげてください。」とお願いしたのですけ

れど，やはりそれは皆が協力して立ってもらっていて，言葉かけしていただいている

お蔭なのかなと思うのですが，徐々にではあっても少しずつ皆の気持ちの中で子ども

は育ってきている一つの良い例かなと思います。必ずそれは学校の先生に良かった例

として電話してくださいと，そのような声を聞くとお願いしておりますので，この場

をお借りして申し上げます。やはり皆さんの気持ちが形にはなりつつあると思います。 

 

（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１７０４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１７０４号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，報告事項の方に移らせていただきます。「平成２７年度アクショ

ンプランの具現化に向けた「各課の取組」について」をお願いします。 

 

（教育総務課長）それでは，「平成２７年度アクションプラン」とその具現化に向けた 

各課の取組に関する資料について説明いたします。報告事項資料の１ページ，Ａ３版

でカラー刷りしてありますアクションプランでございますが，これにつきましては，

１月及び３月の教育委員会定例会において，報告させていただいておりますが，昨年

度末をもって，各指標の平成２６年度現状値が確定しましたので，完成版のアクショ

ンプランとして，改めて報告するものでございます。各施策の方向に位置付けました

取組内容及び各指標の目標値については，前回３月の報告段階と変更はありませんの

で，報告資料をもって，説明に代えさせていただきます。次に，２ページからは，ア

クションプランの具現化に向けた各課の取組に関する資料を付けさせていただいて

おります。まず，教育総務課ですが，２ページ，左上に教育総務課学校教育課と両方

書いてございますが，そのうちの教育総務課についての説明ですが，主に施設環境の

整備について，具体策を記載させていただきました。右下のエリアの（３）時代に即

応した施設環境の整備を図りますの項目において，平成２７年度に実施する施設整備

において主なものを記載しております。①のつり天井改修については，千代崎中学校

の屋内運動場及び白鳥中学校の武道場のつり天井改修を行います。また併せて，こち

らには記載しておりませんが，千代崎中学校においては，つり天井改修と同時に，屋

内運動場アリーナの床面改修も実施いたします。②の栄小学校屋内運動場等の施設整

備事業については，屋内運動場の増改築を行うとともに，昨年度からの繰越事業とな

っておりますプール築造工事も実施してまいります。③の稲生小学校校舎増改築事業
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については，教室不足に対応するための校舎棟の建設工事に着手いたします。④の小

学校単独給食調理室の改修事業は，昨年度に引続き４校の改修を実施する予定でござ

います。また，左側のエリアの（１）開かれた学校づくりを推進しますの項目の①に

おいては，引続き，ホームページ及びフェイスブックによる情報発信を推進していき

ます。教育総務課からは，以上でございます。引き続いて各課から，所管する取組内

容について，説明させていただきます。 

 

（学校教育課長）続きまして，私からは「アクションプランの学校教育課関係部分」に

つきまして，簡単に御説明申し上げます。２ページの資料でございます。まず，下段

中央のⅠの「子どもたちの生きる力の育成」につきましてでございますが，（１）少

人数教育の充実といたしまして，県の少人数教育加配を活用し積極的に少人数学級編

制を実施するとともに，市の「学びサポート環境づくり事業」等により非常勤講師を

効果的に配置し，きめ細かい指導の充実に努めてまいります。（２）食育の推進と学

校給食の充実につきましては，学校給食の献立に地元産食材を積極的に使用すること

により地産地消の一層の推進を図るとともに，５月から中学校給食を開始することも

踏まえ,中学校における食育や給食指導の時間の充実を図りたいと考えております。

（３）健康教育につきましては，インフルエンザ等の感染予防対策の実施と，学校医

の先生と連携した保健教育の充実を目指してまいります。（４）特別支援教育につき

ましては，「学びサポート環境づくり事業」等により特別支援学級の介助員や通常学

級の支援員，特別支援コーディネーターを支援する非常勤講師の効果的な配置に努め

てまいります。（５）幼小中の連携等に関しまして，これまでに引続き，公立幼稚園

の再編整備を進めるとともに，天栄中学校区におきまして，英語教育を中心に小中連

携について研究を進めてまいります。右側に移っていただきまして，Ⅲの教育に関わ

る環境や条件の整備につきましては，（１）就園就学が困難な子どもの家庭を支援す

るため，就学援助等の充実や奨学金の給付等に努めます。（２）安全安心な学校づく

りにつきまして，「学校給食における手引き」に基づく給食の安全の確保や，アレル

ギー対応のための研修会の実施，学校の適正規模化を目指して通学区域の見直しに取

り組みます。以上で説明とさせていただきます。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは「教育指導課におけるアクションプランの具現化

に向けた取組」につきまして，御説明申し上げます。３ページを御覧ください。教育

指導課は，鈴鹿の教育の質の向上を支える研究を行う研究グループと，本市の教育課

題を把握し教育現場に対し課題に対応した適切な指導を行う指導グループから成り

立っております。それでは教育指導課における本年度のアクションプランの具体策

について説明させていただきます。教育指導課におきましては，今年度も学習指導要

領の徹底を図っていきます。ここに示しております「生きる力」というものは，「確

かな学力」・「豊かな心」・「健やかな体」という３つの要素から成り立っております。

本市におきましては，この３つの力を，特に「特色ある学校づくり」を推進すること

により，これらの力を育んでいきます。本年度から，学校長の裁量により，より柔軟

な取組が可能となりますことから，地域や学校の特性を活かしてカリキュラムマネ
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ジメントを行い，特色ある教育課程を編成し学校の教育活動を進めていく「特色ある

学校づくり」を推進してまいります。３つの要素につきましては，それぞれ主な点に

ついて説明をさせていただきます。中央の「確かな学力」でございますが，まず１番

目として，学力向上ということで，授業改善，組織力向上，教員の資質向上という点

に力を入れていきます。そのために，各学校に担当指導主事を決め，指導主事訪問を

より充実させ，教育施策の浸透や教育現場における教育課題の対応等の強化及び迅

速化を図っていきます。２番目のキャリア教育については，幼小中における系統的な

キャリア教育推進計画のモデルを作成し，発信していきます。３番目の読書活動の推

進につきましては，本を読む力や本を選ぶ力をつけるために，各教科において読書指

導を行い，また，学校図書館を活用して，子どもたちに課題を設定し，必要な情報を

自分で見つけ，取捨選択し，まとめ，伝えることができる能力を育成するための読書

活動を推進していきます。４番目の情報教育の充実につきましては，昨年度１２月に

小中学校の ICT 機器更新を完了いたしましたことから，本年度は，推進モデル校を

中心に現在の環境のもとで，小学校でのタブレット端末を活用した ICT 教育の推進

を図ってまいります。５番目の理科教育の充実につきましては，小学校理科教育充実

支援事業を実施していきます。昨年度に引続き，退職校長の嘱託職員と理科支援員と

ともに，理科の授業改善の充実を図っていきます。また，鈴鹿工業高等専門学校にお

世話になり，中学校を中心に出前授業等により連携強化に努めてまいります。６番目

の外国語活動の充実につきましては，昨年度に引続き，合川小学校における英語教育

を核とした特色ある学校づくりの調査研究の実施及び天栄中学校区英語教育におけ

る小中連携の調査研究を行います。また，市内小学校に英語アシスタントを，市内中

学校に外国語指導助手の派遣を引続き行ってまいります。７番目の特別支援教育の

充実につきましては，すずかっ子支援ファイルを活用した支援体制を整備し，特別支

援教育コーディネーターを中心とした校内体制の整備を図ってまいります。８番目

の幼児教育の充実につきましては，幼稚園における研修体制の整備や，個別の指導計

画を作成するためのツールであるＣＬＭの観点を取り入れた幼児教育の推進を引続

き支援してまいります。次に左側の「豊かな心」を御覧ください。「道徳教育・人権

教育の充実」につきましては，カリキュラムマネジメントを生かした学校独自の道徳

教育・人権教育の全体計画を作成します。３番目の「郷土教育の推進」につきまして

は，昨年度は６年社会及び中学校公民の「地方自治」に関連する単元の鈴鹿市版とし

て，鈴鹿市における有権者教育資料を作成いたしました。本年度も３，４年生の社会

科の副読本である「のびゆく鈴鹿市」のデータ等の改訂と，地域教材の開発を進めて

まいります。「環境教育の推進」，「作品展の実施」，「文化・芸術活動の推進」，「体験

活動の充実」という観点からも取り組んでまいります。続いて，右側の「健やかな体」

を御覧ください。体力の向上として，体力テストの結果を踏まえた授業改善の支援を

したり，部活動の振興に当たり，部活動の補助，大会参加補助をしたりしてまいりま

す。また，幼稚園における鈴鹿市版体力向上実践プログラムの実施を引続き全園で行

ってまいります。２番目の食育の推進につきましては，本年度，中学校給食が始まる

ことから，学校給食を踏まえた食育の推進を図ってまいります。「安全教育」，「健康

教育」につきましては，鈴鹿市消防本部や市内の産婦人科の医師と連携し，中学校に
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おいて，救急救命講習会や性に関する出前授業を実施いたします。次に，左上の「教

職員の資質向上」に関する事につきましては，大きく４つの項目に分かれます。まず

１つ目，「計画的・体系的な研修講座の実施」につきましては，ライフステージに応

じた授業力向上研修，専門研修，管理職研修の実施や教育講演会の開催を行ってまい

ります。２つ目の「経験年数５年以下教員の指導・助言の充実」につきましては，経

験豊かな退職校長を嘱託職員として，本年度１名増員しまして，授業参観と事後指導

を中心に，学校長や対象教員の要請を受けた訪問指導を行ってまいります。３つ目の

「教育課題に対応した調査研究の実施」につきましては，鈴鹿市の教育課題の実態把

握・分析として，全国学力・学習状況調査の結果分析や体力テストの結果分析を行い，

課題解決に向けての対策を検討してまいります。４つ目の教育実践に役立つ教育資

料の作成・収集として，教育委員会だより「遥か」を通した教育における情報の提供

や，教育資料の作成・収集・保存，教育図書の貸し出し，教材や指導方法について相

談等を行ってまいります。このように，教育指導課は，子どもたちの学力向上，体力

向上を強化し，生きる力をはぐくむために，アクションプランの具現化を図ってまい

りたいと考えております。以上でございます。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは，アクションプランの具現化に向けました教育支

援課関連事項につきまして，御説明申し上げます。４ページを御覧ください。まず，

図の中央の下の部分に記載されております，Ⅰ「子どもたちの『生きる力』の育成」

につきまして，「９人権教育の充実」では，各中学校区において作成していただいた

人権教育カリキュラムに基づき，平成２６年度はその実践に取り組んでいただきまし

た。本年度は，その実践をもとに教育課題を再確認するとともに，その課題解決に向

けた授業実践の充実のための支援を行ってまいります。また，その一環として各中学

校区で開催している「人権フォーラム」の取組の情報発信に努め，各学校において子

どもたちが主体となったいじめや差別の解消に向けた取組につないでいけるよう支

援を行ってまいります。次に，「１０多文化共生教育の推進」では，昨年度より「特別

の教育課程」に対応した日本語指導体制づくりに取り組んできました。本年度は個別

の指導計画に基づく実践と学習評価，指導改善という一連の流れが各学校において適

切に実施されていくよう支援を行ってまいります。「１１いじめをなくす取り組み」

については，昨年９月に「鈴鹿市いじめ防止基本方針」が策定し，各学校において「学

校いじめ防止基本方針」を作成していただきました。本年度は，各学校において適宜

点検と見直しを図りながら，より実効性の高いものにしていけるよう支援をしていき

たいと考えています。また，子どもたちが主体となっていじめのない学級・学校づく

りに取り組んでいけるよう中学校区の人権フォーラムや生徒会による「いじめ防止フ

ォーラム」を実施してまいります。「１２不登校をなくす取り組み」につきましては，

昨年度より小学校にスクールライフサポーターを派遣し，登校支援による不登校の未

然防止，早期発見，早期対応に取り組んでまいりました。本年度は中学校を対象とし

た有識者の協力を得た学校支援を実施してまいります。「１３基本的生活習慣の定着」

につきましては，基本的な生活習慣は，生きる力の土台であることを児童生徒及び保

護者に周知・啓発するとともに，各学校で取り組まれている「あいさつ運動」が児童
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会・生徒会等子どもたち主体の取り組みになるよう支援を行ってまいります。続きま

して，図の左側の部分の記載になります，「Ⅱ学校（園）・家庭・地域との連携の促進」

でございますが，まず，「１子どもの健全育成の環境づくり」といたしましては，平

成２７年３月に「第３次子どもの健全育成推進基本計画」が策定されました。これは，

平成２７年から２９年の３年間の鈴鹿市としての青少年対策の基本的な方向を示す

ものです。本年度は，この基本計画に基づいた事業の推進を図り，主要行事となる「子

ども会議」，「コミュニティ・スクール推進フォーラム」の開催に取り組んでまいりま

す。次に，「２学校を支えるネットワークづくり」についてでございますが，引続き

「鈴鹿型コミュニティ・スクール」の推進に力を入れ，学校や地域の実態に応じた教

育活動の充実と学校運営協議会委員の主体的な学校運営の参加による特色ある学校

づくりに取り組んでまいります。また，本年度は鈴鹿市がコミュニティ・スクールに

取り組み５年目となり，これまでの取組の振り返りと今後の展望について考える「コ

ミュニティ・スクール推進フォーラム」の開催に取り組んでまいります。最後に，図

の右側になります「Ⅲ教育に関わる環境や条件の整備」につきましては，「就学が困

難な子どもの家庭への支援」といたしまして，外国人児童生徒の就学支援に努めてま

いります。本年度は，最近増加傾向にあるフィリピンの子どもや保護者への対応とし

てタガログ語・英語のできる外国人児童生徒支援員１名を新たに配置し，就学・進路

に関する保護者相談や情報提供を充実させてまいります。「２安全安心な学校園づく

り」といたしましては，昨年度に引続き，「自分の命は自分で守る」力の育成につな

がる防犯・防災・交通安全等に関する安全教育の推進に努めてまいります。また，学

校をはじめ道路管理者，鈴鹿警察署と連携した通学路整備の推進に努めてまいります。

以上でございます。 

 

（子ども家庭支援課長）それでは，私からは「子ども家庭支援課」のアクションプラン

につきまして説明申し上げます。５ページを御覧ください。昨年は「子ども家庭支援

室」から「子ども家庭支援課」になりました。発達相談，子育て相談に加え，就学や

教育相談，また，市町の虐待通告を受ける部署ということもあり，子どものことなら

何でも相談できるように総合的な窓口としてさらに強化した組織となりました。当課

は保健福祉部の課ではありますが，教員，教員ＯＢが現在５名配置され，教育委員会

各課との連携を密にすることも欠かせません。中でも教育支援課とは，同じ西館とい

うことで，日々の情報共有も行いやすいということもあり，お互いがフットワークよ

く関わり合い一緒の方向性に向かって支援に携われるように進めていきたいと考え

ております。また，教育指導課とは特別支援教育に関わることで，学校教育とは就学

相談に関することでしっかり情報共有していけるように取り組んでいきたいと思い

ます。昨今，子どもの発達の問題，虐待や養護問題，また生活困窮，さらにＤＶ，保

護者のメンタルの問題など課題が複雑化しているケースが増えているのが現状です。

子ども支援と家庭支援の両輪で進めないと改善に向かわないケースが一段と増えて

いると痛感しております。保護者の相談窓口である「子ども家庭支援課」が教育委員

会と連携することで，子ども支援，家庭支援をさらにスムーズに行えるように協力さ

せていただきたいと思います。以上で報告とさせていただきます。 
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（委員長）ただ今の報告に対して何か御質問，御意見等ございましたらお願いいたしま

す。 

 

（委員長）すみません，特に大きな問題ではないのですが，このアクションプランの一覧

表の中で,特別推進項目のところが，現状値のところに平成２６年度と入っていない

のですが，これは単なる入れ忘れでしょうか。 

 

（書記）すみません。現状値につきましては平成２６年度の現状値なのですが， 

「平成２６年度」と入れ忘れておりました。申し訳ございません。 

 

（委員長）そうすると，今回が最後の原稿がまとまった形だと思いますが，全ての現状 

値が平成２６年度になるという形でよろしかったでしょうか。 

 

（書記）そのとおりでございます。 

 

（委員長）何かこう，左下の方に［学］・・全国学力となっているように，［現状値］・・

平成２６年度と一個書いておけば良いような気もしますので，また少し考えていただ

ければと思います。 

 

（福嶋委員）質問なのですが，２ページのところの「特別支援学級の充実・支援」の項目

のなのですが，現在，介助員はだいたい何人ぐらいいらっしゃるかと，「効果的な」

というところでは，どういうように進めていかれようと思っているのか教えていただ

ければと思います。 

 

（学校教育課長）ただ今の御質問でございますけれども，４月１日に各校に配置した介

助員・支援員の数でございますが，介助員につきましては，小中学校合わせまして 

５２名，年度当初に配置しております。支援員につきましては，小中学校合わせて 

４名，幼稚園１４名を配置しております。それから効果的な配置についてでございま

すけれども，配置については各校から希望がたくさん出てくるわけでございますけれ

ども，重度な障がいをお持ちであるお子さんであるとか，あるいは付き添い，危険が

あるので付き添いが必要であると判断したお子さんから優先的に配置していくとい

う考え方で効果的な配置というように表現させていただいております。 

 

（岡井委員）中学校の給食について５月１日から始まるわけですが，これは本当に画期

的な出来事で，鈴鹿市の教育史に長く残ることであると思うのですけれど，今，教育

指導課長から，中学校給食が始まることから，学校給食を踏まえた食育を推進すると

いうように言っていただきましたけれども，そのことを２ページのⅠ-（２）の食育

の推進のところに書いていただいたらどうでしょう。やはり積年の課題が解決したわ

けですから，新規項目として何かしらの工夫を，来年度からでもよいので加えていた

だいたらいかがでしょうか。 
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（教育指導課長）今，御指摘いただいた点なのですが，学校教育課の方では，２ページ

の方ではそのような疑問が出るような表記の仕方なのですが，３ページでいきますと，

右の「健やかな体」の所の（２）そこで食育関係は進めていきたいと思っております

ので，こちらの方で表記をさせていただいております。以上です。 

 

（岡井委員）中学校給食という文言がないので，加えていただければどうでしょうか。 

 

（教育長）課の役割が違いますので，学校教育のところでの記載はできません。 

 

（岡井委員）課は，またがってもよいのですが，中学校給食を意識した記述であればよ

いと思いました。 

 

（伊藤委員）５ページの子ども家庭支援課なのですが，最近やはり発達障がいの人がと

ても多いようで，早期発見，早期治療というのはなかなか難しいようなのですが，こ

の家庭支援の福祉サービスの紹介について，もう少し具体的にどういう方向で福祉サ

ービスというものを紹介しておられるのか教えていただけますか。 

 

（子ども家庭支援課長）例えば，家庭にどういう弱い部分があるかということで，生活

環境ということであれば，生活保護に向けて流れを説明してあげるとか，あるいは保

護者にメンタル面の問題がある等そういうリスクがある場合には，手帳取得に向けて

流れを説明するとか，あるいは，教育面で緊急に支援が必要な御家庭であれば，ショ

ートステイを紹介して，親御さんに休暇を取っていただき精神的に落ち着いていただ

くということで，福祉サービスの紹介をさせていただいております。 

 

（伊藤委員）すみません。そのショートステイというのは，子どもさんのショートステ

イですか。 

 

（子ども家庭支援課長）そうです。いろいろな使い方があるのですが，親御さんが病気

であるとか，冠婚葬祭であるとか，そういった時に使われますが，親御さんがしんど

い時や御夫婦の関係が悪く家庭が脆弱な状態になっている時にも子どもの居場所と

してショートステイを活用していただいておりますので，そちらのサービスを紹介さ

せていただいております。 

 

（伊藤委員）この鈴鹿市内にも何箇所かそういう施設があるわけですか。 

 

（子ども家庭支援課長）鈴鹿市内にも何箇所かございます。鈴鹿市内でまかないきれな

い時には，近隣の市町の施設も使わせていただいております。 

 

（委員長）ほかは，いかがでしょうか。 
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（委員長）４ページのところの左の２番のところの「学校を支えるネットワークづくり」

の中の①鈴鹿型コミュニティ・スクールの鈴鹿型とはどういう特色だったでしょうか。

教えてください。 

 

（教育支援課長）鈴鹿型コミュニティ・スクールにつきましては，人事権を伴わないコ

ミュニティ・スクールの推進の仕組みでございます。そういう説明でよろしかったで

しょうか。 

 

（委員長）できれば分かりやすくお願いします。 

 

（教育支援課長）教職員の人事に関して，法的には学校運営協議会の委員が意見を言い，

そのことを反映させていく仕組みがありますが，鈴鹿市ではそこまではやっていない

という意味です。 

 

（委員長）逆に言うと，普通のコミュニティ・スクールというのはそういう人事権の方

までも入っているところがあるということでしょうか。 

 

（教育支援課長）そのとおりでございます。 

 

（委員長）ありがとうございます。ほか，よろしいでしょうか。それでは１時間近く経

ちましたので，後ろの時計で１５時５分まで休憩ということでよろしいでしょうか。

続きは報告事項の２番目，「鈴鹿市立幼稚園の保育料について」から始めたいと思い

ます。では，それまで休憩ということでよろしくお願いします。 

 

≪休憩≫ 

 

（書記）議案書に一部訂正がございましたので，報告させていただくとともに訂正をお

願いいたします。議案書の１ページと８ページ，１１ページ，それぞれ議案書の下段

にあたる部分ですが，提案理由の規則名「鈴鹿市教育委員会教育長事務委任等規則」

となっておりますが，この度の地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部改正に

伴う関連例規則の整備によりまして，この規則名が変更となっております。正しくは

「鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則」という規則名で，４月１

日から施行されております。議案書に記載しております規則は旧の規則名でございま

すので，訂正させていただくとともにお詫び申し上げます。 

 

（委員長）ありがとうございました。修正ということになりましたので，よろしくお願

いいたします。 

 

（委員長）それでは，報告事項の２番目「鈴鹿市立幼稚園の保育料について」をお願い

いたします。 
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（学校教育課長）それでは，私から，鈴鹿市立幼稚園の保育料について，説明申し上げ

ます。資料は６ページでございます。平成２７年度の鈴鹿市立幼稚園の保育料につき

ましては，２月の教育委員会定例会において保育料（案）を報告しておりますが， 

３月３１日付けの子ども・子育て支援法施行令と施行規則の改正を受け，鈴鹿市立幼

稚園の保育料に関する規則を制定し，保育料を決定いたしました。基本的には２月に

御報告したとおりでございますが，変更部分といたしましては，中央の表の階層区分

Ｂ１，Ｂ２の対象者に養育里親等を加えたことと，前回，別途軽減措置を実施予定と

していました一人親世帯等の保育料Ｂ１，Ｃ１を定めたことでございます。一人親世

帯等とは，本ページ下段（３）に示しておりますが，①のような一人親世帯，及び②

のような在宅障がい児のいる世帯でございます。実際の保育料でございますが，中央

の表に戻っていただきまして，階層区分Ｂ１，生活保護世帯を除く市町村民税所得割

非課税世帯及び養育里親等であり，かつ，一人親世帯等は０円，階層区分Ｃ１，市町

村民税所得割額７万７,１０１円未満の一人親世帯等は５,９００円といたしました。

これらの額は，いずれも鈴鹿市立幼稚園の保育料に国基準の軽減率を乗じて決定して

おります。以上でございます。 

 

（委員長）ただ今の報告に御質問，御意見がございましたらお願いいたします。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の幼稚園の保育料は，全国的な面から見ると，どのくらいのレベル

になるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）鈴鹿市立幼稚園の保育料でございますけれども，全国的なデータは私

ども持ち合わせておりませんので申し上げられないのですが，県内の市町の額を見せ

ていただきますとだいたい平均的ではないかと。もう少し高い市町もございますし，

安い市町もございますので，大体平均的ではないかと考えております。 

 

（教育長）基本的に従来，市の保育料を設定するについては，交付税で決められている

単価を採用してきております。そういったことから大体平均的で，今の交付税の単価

が昨年ですと６，３００円くらい。それよりちょっと１００円くらい安い単価で，国

が示したものに大体沿っているということです。 

 

（委員長）ほかによろしいでしょうか。それでは，３番目の方に移らせていただきます。

「第７６回国民体育大会会場地市町第四次選定について」をお願いします。 

 

（スポーツ課長）それでは，私からは報告事項の３番目にございます「第７６回国民体

育大会会場地市町第四次選定」につきまして説明申し上げます。報告事項の８ページ

から１０ページに記載をいたしております。平成３３年に三重県で開催されます 

第７６回国民体育大会の会場地につきましては，去る，３月１８日に開催されました

三重県準備委員会の常任委員会におきまして第四次選定の会場地が内定をいたして
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おります。報告事項の８ページを御覧ください。会場地を市町別に示した資料でござ

います。鈴鹿市におきまして今回内定した競技としましては，資料の５番目に記載の

軟式野球競技の成年男子でございます。開催予定施設は，石垣池公園野球場でござい

ます。次に，９ページを御覧ください。こちらは会場地を競技別に示した資料でござ

います。最後に，１０ページを御覧ください。こちらの方は会場地を三重県地図に示

した資料でございます。これまでに内定しております競技も併せて記載をされており，

鈴鹿市におきましては，現在，７競技が開催される予定となっております。資料の下

段の点線の枠内に記載されております競技につきましては，現在まだ会場地が決まっ

ていない競技でございます。この競技につきましては第五次選定以降で会場地が内定

をしてくる予定でございます。また，会場地が内定されたこれらの競技につきまして

は，今年度から，中央競技団体の正規視察を受ける予定でございます。現在，三重県

及び関係競技団体と調整連携を図りながら，準備を進めているところでございます。

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。 

 

（岡井委員）１０ページの左上に正式競技，特別競技，公開競技とありますが，これは

具体的にどのような違いがあるのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）正式競技については現在３７競技を予定しておりまして，これは得点

競技になります。天皇杯，皇后杯の対象となる得点競技です。次に特別競技と申しま

すのは黒四角で示してありますが，高等学校の硬式・軟式野球が特別競技となってお

り，これは得点競技ではありません。夏の大会のベスト８のチームや地元のチームが

参加するもので，得点競技ではございませんので，雨天時には順延されることなく，

決勝まで行なわれないこともあります。次に公開競技でございますが，これはレクリ

エーション的要素が強い競技が主で，県民を対象とした競技です。公開競技につきま

しても得点競技にはなっておりません。以上でございます。 

 

（福嶋委員）会場の選定方法ですが，各市町が立候補するのか，選定委員が決定するの

かどのようになっているのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）会場選定につきましては，競技団体と市町，それぞれが希望する競技

を県にあげていきまして，その中で県が調整を行なうという方法です。例えば競技団

体が鈴鹿市を会場地としたいと希望しても，鈴鹿市が希望しない場合がございますし，

その逆もあります。県のスポーツ推進局が会場の施設的な基準などを勘案し調整を図

っております。 

 

（福嶋委員）１０ページの破線で囲ってある競技は，今後第五次，第六次選定で決まっ

てくる競技なんですよね。 
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（スポーツ課長）どうしても３７競技は開催する必要がございますので，その中で決ま

っていない競技です。ホッケーや馬術とありますが，第五次選定ですと今年の７月頃

には内定となる予定です。 

 

（福嶋委員）馬術は，鈴鹿市開催がよいと思いますが。 

 

（スポーツ課長）現在検討中でございます。 

 

（委員長）今の破線のところですが，軟式野球の一部はまだ決まっていないとあります

が，これは会場が２か所，３か所と分かれるということでしょうか。 

 

（スポーツ課長）はい，軟式野球は６会場必要でございまして，そのうちの１会場が決

まっていないという状況です。 

 

（福嶋委員）国体競技が行なわれますと，スポーツ意識も高まりますので良いなと思い

ますが，予算的な面で負担が増えるなどの問題はあるのでしょうか。 

 

（スポーツ課長）予算的なことでは，開催競技が多ければ多いほど市の負担は増えます。

施設整備費や，開催運営費としまして負担することとなります。現在，県の補助制度

の策定中でございまして，施設整備の一部については策定されましたが，運営費補助

については，開催３年前ぐらいになる見込みです。ただ，補助率については，県の財

政状況によりますので，どれぐらいの率かというのは今からです。 

 

（福嶋委員）補助制度をうまく利用して，施設を整備するというような良い面もあるの

ですね。 

 

（スポーツ課長）県の補助制度についてはかなり少額でありますし，上限額も設定され

ると思われ，また正式会場の施設でなければならないとか，中央競技団体の視察にお

いて整備の必要性があると認定を受けなければならないとか，いろいろな制約があり

まして，市が思うような補助額とはなりません。 

 

（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，４番目

の「平成２７年度鈴鹿市考古博物館催し物案内について」をお願いします。 

 

（考古博物館長）それでは，私からは報告事項の４番目，「平成２７年度鈴鹿市考古博物

館催し物案内」につきまして，説明申し上げます。１１ページのパンフレットを御覧

ください。現在開催中の速報展「発掘された鈴鹿２０１４」は，昨年度から年度をま

たいで開催しているもので，平成２７年中に行う発掘調査の結果につきましては，速

報展「発掘された鈴鹿２０１５」において平成２８年３月２６日から展示開催いたし

ます。企画展につきましては年３回計画しており，夏の展示が「道の下にあったもの
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-道路建設に伴う発掘調査から-」，秋の展示が「黄金に輝く-信長・秀吉の瓦-」そし

て，冬の展示が「鹿-『鹿と古代人』その後-」でございまして，詳細につきましては，

後日定例会で順次御報告させていただく予定でございます。また，企画展に関連した

講演会や入門講座，寺院官衙シリーズ講演会を開催するほか，年間を通じて行ってお

ります勾玉・土笛づくりや毎年好評を得ておりますとんぼ玉やつるカゴづくりなどの

体験講座も行ってまいります。その他，恒例となっております「夏休み子ども体験博

物館」のほか，「お月見ミュージアムコンサート」や「春まつり」も計画しており，今

年度もより多くの方が来館していただけるような魅力ある内容で実施していく予定

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。 

 

（委員長）毎年すばらしい催し物をしていただきまして，参加させていただいておりま

す。ありがとうございます。 

 

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

に移ります。｢５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）５月の教育委員会定例会を５月１８日午後３時３０分から開催したい

と存じますが，いかがでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議ないようですので,５月教育委員会定例会を５月１８日月曜日午後３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４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。 

 

 

４月教育委員会定例会終了 午後３時２４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 岡井 敬治 


