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平成２７年５月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２７年５月１８日（月）午後３時３０分から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席委員 下古谷博司，福嶋礼子，岡井敬治，伊藤久仁子，長谷川正人 

 

４ 議場に出席した職員 

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

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），参事兼生涯学習課長（浅野浩），参

事兼スポーツ課長（石坂健），図書館長（北川清美），参事兼考古博物館長（澤井環），

書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１）専決（鈴鹿市教育委員会書記の任免）の承認について           （教育総務課） 

 （２）平成２７年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案について         （関係各課） 

 （３）工事請負契約について（鈴鹿市立稲生小学校校舎棟増築工事） （教育総務課） 

 （４）工事請負契約について（鈴鹿市立栄小学校屋内運動場増改築工事）（教育総務課） 

 （５）鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例の制定について         （教育総務課） 

 （６）鈴鹿市立図書館条例の一部改正について                     （図書館） 

 （７）鈴鹿市通学路集落間防犯灯管理費補助金交付要綱の廃止について（教育支援課） 

（８）平成２７年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について              （生涯学習課） 

 （９）平成２７年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱について      （生涯学習課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２７年度園児，児童，生徒数について           （学校教育課） 

 

７ その他 

 （１）６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 なし 

 

 

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

文化振興部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。お願いします。 
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（生涯学習課長）本日付けで産業政策課から生涯学習課に異動してまいりました浅野と

申します。よろしくお願いいたします。 

 

（スポーツ課長）本日付けで農林水産課の方からスポーツ課の方に異動になりました石

坂と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（図書館長）本日付けで図書館長を拝命いたしました北川と申します。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５月教育委員会定

例会を開催します。本日の議事録署名委員は，岡井委員にお願いいたします。 

 

（委員長）それでは，議事の方に入ります。１番目の議案第１７０６号「専決（鈴鹿市教

育委員会書記の任免）の承認について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案理由ですが，鈴鹿市教育委員会会議規則第７条の規定に基づき書記の任

免を行うについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第３条

第１項の規定により専決をしましたので，同条第２項の規定により，この議案を提

出いたしました。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１７０６号，専決処分（鈴鹿市教育委員会書記の任

免）の承認について，説明いたします。本議案は，平成２７年５月１８日付け人事

異動に伴い，それまで鈴鹿市教育委員会書記を兼務しておりました，教育総務課総

務グループの岡憲利副主幹が異動し，新たに，教育総務課総務グループに佐野方彦

副主幹が着任しましたので，二人の，鈴鹿市教育委員会書記の任免を行うため，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第３条第１項の規定により，

岡副主幹の兼務を解く発令を平成２７年５月１７日付けで，佐野副主幹の兼務発令

を平成２７年５月１８日付けで専決処分いたしましたので，同条第２項の規定によ

り教育委員会へ報告し，その承認を求めるものでございます。 

  それでは議案の朗読をもって説明に代えさせていただきます。まず，解く発令です

が，「事務職員 岡 憲利 鈴鹿市教育委員会書記の兼務を解く 平成２７年５月１

７日 鈴鹿市教育委員会」次に，兼務発令ですが，「事務職員 佐野 方彦 鈴鹿市

教育委員会書記に兼ねて任命する 平成２７年５月１８日 鈴鹿市教育委員会」 

以上でございます。 

 

（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。 
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（委員長）特に御意見もないようですので，それでは議案第１７０６号「専決（鈴鹿市

教育委員会書記の任免）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１７０６号を原案のとおり承認したいと

思います。佐野様，よろしくお願いいたします。 

 

（委員長）続きまして，２番目の議案第１７０７号「平成２７年度鈴鹿市教育費第１号

補正予算案について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案理由ですが，平成２７年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案を６月市議会

定例会に提出するについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規

則第１条第３号の規定により，この議案を提出いたしました。詳細につきましては

教育委員会事務局に係るものは教育総務課長の方から，それから文化振興部に係る

方は担当のそれぞれの課長の方から説明をさせていただきます。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１７０７号「平成２７年度鈴鹿市教育費第１号補正

予算案について」まず，私から，教育委員会所管の予算案について一括して説明申

し上げ，その後，文化振興部所管分について，文化振興部から説明申し上げます。 

議案書の４ページを御覧ください。 

まず，１番の教育費補正額でございますが，補正前の額は，５４億２，９７８万 

６千円でございます。今回の補正額は，１億７９３万円の増額補正をお願いする 

ものでございまして，補正後の額は，５５億３，７７１万６千円となります。 

  次に，補正額１億７９３万円の財源内訳でございますが，国県支出金が８３５万 

５千円の増額，地方債が２，９８０万円の増額，その他が４，６７９万７千円の 

増額，一般財源が２，２９７万８千円の増額でございます。 

  次に，２番の教育費補正額内訳について，説明いたします。 

  まず，教育総務費教育振興費の「子どものための教育・保育給付事業費」２６１ 

万６千円でございますが，これは，鈴鹿市在住の４人の幼児が，子ども子育て支 

援新制度により新制度へ移行した四日市市内の私立幼稚園に就園することが昨年 

度末に判明しました。そこで，新制度へ移行した当該幼稚園に対する施設型給付 

費の支給が必要となりましたので増額補正をお願いするものでございます。 

なお，本事業の財源の一部として，国及び県からの負担金や補助金を充当して事 

業を実施いたします。 
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  次に，「土曜授業推進事業費」１００万円でございますが，これは，土曜日の教育活

動を通じて，地域と連携した体験活動や社会人等の外部人材の協力を得た取組を実

施する等土曜日に教育活動を行う利点を活かしたキャリア教育に関する実践的な研

究を行い，指導方法やカリキュラム開発等を行うものでございます。 

  実践校は，平田野中学校，国府小学校，庄野小学校，及び明生小学校でございまし

て，平田野中学校区小中学校の一貫したキャリア教育推進の観点から研究を進めて

まいります。なお，財源は全て県からの委託金でございます。 

  次に，幼稚園費の「幼稚園運営検討事業費」７０万４千円でございますが，これは，

公立幼稚園の教育内容や運営方法等の今後の在り方や，平成２８年度の保育料につ

いて検討を行うため，有識者等の外部人材を交えて，意見交換等を行うための費用

でございます。 

以上が，教育委員会所管の予算案でございます。 

 

（生涯学習課長）続きまして社会教育費でございますが，２，４８０万６千円を計上さ

せていただきました。公民館費として使われるものでございまして，環境省関連の

「防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業」の補助を受けまして，現在，

移転建替のための建設中の鈴鹿市立栄公民館におきまして，太陽光発電パネルと蓄

電池を設置するもので，補正予算額は２，４８０万６千円でございます。 

設備の能力としては，太陽光発電が約１０キロワットの発電能力。蓄電池は５キ 

ロワットの電池を４基設置。計２０キロワットの蓄電能力を予定しております。 

公民館に太陽光発電と蓄電池を備えることで，災害時の防災拠点としての設備の 

充実が図られるとともに，今回の設置を機に，今後は栄公民館におきまして，防 

災教育や再生可能エネルギー等の環境学習講座を実施するなど，地域のシンボル 

となるようなソフト事業についても取組んでまいりたいと考えています。 

なお，対象経費は１００パーセント環境省の国庫補助金でまかなわれまして，市 

の一般財源の支出は無い予定でございます。 

以上でございます。 

 

（スポーツ課長）それでは，私からは，スポーツ課所管分について，説明申し上げます。

２の教育費補正額内訳にあります保健体育費の体育施設費に計上しております 

市立体育館の維持修繕費３，１３０万４千円につきましては，市立テニスコート 

の改修費でございます。市立テニスコートは，全部で１２面ございまして，その 

うち劣化が著しい西側のコートの６面を全面改修し，人工芝を張り替えるもので 

ございます。なお，特定財源といたしまして，１の教育費補正額 財源内訳 そ 

の他のうち２，１９９万１千円をスポーツ振興くじ助成金として予定をしており 

ます。次に，西部体育館の施設耐震整備費４，５００万円につきましては，西部 

体育館のつり天井改修工事費でございます。本事業につきましては，本年度の当 

初予算で，実施設計費を計上しており,現在，設計中でございます。なお，特定財 

源といたしまして，１の教育費補正額 財源内訳 国・県支出金のうち，５６１ 

万３千円の社会資本整備 総合交付金と,地方債の２，９８０万円を予定しており 
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ます。次に，野球場の施設管理委託料２５０万円につきましては，桜の森公園野 

球場の維持管理費でございます。桜の森公園野球場につきましては，現在，外野 

天然芝の養生中でございまして，平成２８年４月の供用開始までの芝の管理や， 

内野グラウンドの整地及び除草等を行う費用でございます。続いて，３の債務負 

担行為補正（追加）でございます。桜の森公園野球場につきましては，平成２８ 

年４月から指定管理制度の導入を予定しており，平成２８・２９年度分の２年間 

にわたる指定管理料を設定しております。スポーツ課所管分は，以上でございます。 

御審議のほど，よろしくお願い申し上げます。 

 

（委員長）ただ今の議案に対しまして御質問，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）今年の補正額の内訳はわかりましたが，こういう傾向がある，又は例年に

比べて増減がどうか，など，もう少し教えていただきたいのですが。 

 

（文化振興部長）文化振興部関係ですと，今年は市長選の影響で，当初予算が骨格予算

ということで，どちらかというと投資的な工事関係の予算は，この補正へ見送られ

ました。本来６月補正というのは歳入がない関係でほとんど行われないのですが，

今回については市長選の影響があってこういった予算を計上させていただいており

ます。 

 

（福嶋委員）土曜授業の推進事業費で，今回は平田野中学校区を指定されているのです

が，そこが指定校になった理由というものをお聞かせいただければと思います。 

  

（教育指導課長）平田野中学校はキャリア教育の先進校として色々な取組をされていま

して，その取組を市内の小中学校へ発信をしてきました。また，平田野中学校区の

各小学校それぞれのキャリア教育を進めておりまして，平田野中学校の生徒が，職

場体験学習を通じて得てきたものを，明生小学校などへ出向きまして，働くことの

意義とか，夢や希望を持つことなどを小学校の子どもたちに語るといった小中連携

の取組を進めています。そのような取組をしております平田野中学校区をモデル校

として市内に広めたいと考え，平田野中学校区を指定させていただいております。 

 

（岡井委員）３番の債務負担行為補正のところで教えていただきたいのですが，右に限

度額とありますよね。この，限度額２，１８０万というのは指定管理者が決まって

いて， 大の範囲であり，これより安くなるという意味合いの限度額なのでしょう

か。 

 

（文化振興部長）指定管理者につきましては，まずこの債務負担で予算の歳出，負担行

為をしていかなければならないので，まずこれをお認めいただいた上で，今度は管

理者の選定作業に今から入っていきます。ですから，まず予算を先につけるという



6 

ことで，債務負担を上げさせていただいて，当然年度がまたぐことから単年度予算

ではいけませんので，債務負担行為を組ませていただいております。限度額という

のは先ほどおっしゃられたように，これ以内で収めるということでございますので，

いろいろ指定管理者の方からの提案とかやって，これ以上には増えていかないよと

いう 大の限度額を示させていただいております 

 

（委員長）関連しまして，僕もひとつ教えて下さい。３番のところで２，１８０万，そし

てその上の２番のところの保健体育費の中で同じく野球場にて２５０万ですか。こ

れは２，１８０万に含まれる分ではなくて，全く別予算というかたちで考えてよろ

しいでしょうか。 

 

（文化振興部長）債務負担行為の場合はですね，現年の予算を当該歳出予算として組み

なさいというものがありまして，２７年度はもう当該歳出予算で組ませていただい

てあります。ですからこの２，１８０万につきましては，２８，２９年度の，２か年

分が債務負担として，組ませていただいております。ですから，この中には含んで

おりません。 

（伊藤委員）幼稚園運営検討事業費，この７０万４千円について，運営検討というのは

今どんどん廃園を行っている状況ですが，廃園について予算を組んでいるのですか。

このお金は何に使われますか。 

 

（学校教育課長）このことにつきましては，先ほど伊藤委員がおっしゃっていただいた

のは再編整備計画の方のお話であると思います。こちらの予算につきましては本年

度から子ども子育て支援新制度が始まりましたことから，それに伴いまして今後の

幼稚園，保育所等の在り方についていろいろ検討していく必要があり，その中で，

公立幼稚園の保育料等の問題も，私立幼稚園とのバランスでございますとか，保育

所とのバランス，それから世代間のバランスといろいろ問題がございますので，公

立幼稚園の在り方を保育料も含めてどうしていくかということを検討するための，

委員会の委員謝礼という形で計上しております。 

 

（福嶋委員）保健体育費のところに設備の維持修繕等が上がっているのですが，これか

ら国体に向けて各施設の修繕等に拍車がかかるというか，目標にするということが

後ろにあるのでしょうか。その辺りはいかがですか。 

 

（文化振興部長）当然体育館やテニスコートの修繕につきましても高校総体，それから

国体を見据えた中でのテニスコートの修繕等を組んでおりますし，西部体育館につ

きましては耐震上の問題があるということで，これは早急に取組まねばならないと

いうことで，つり天井の撤去を考えております。ですから今から順次国体等につい

ては，どれだけ，どういう規模でやっていくかを今後の総合計画の中でも示しなが

ら考えていかなければいけないと考えておりますので，まだ今具体的に何をどれだ

けということは，具体的にお金出ておりません。 
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（委員長） 後に私も，もう一点だけ教えてください。今の１個上になりますが，社会

教育費の中の栄公民館関係ですね。御説明いただいた再生エネルギーの関連で，２，

４８０万６千円という予算が計上されていますが，これは基本的には太陽光発電の

お金のみでしょうか。それとも風力等も付いたりするのでしょうか。 

 

（生涯学習課長）太陽光発電の部分と蓄電池４基のみでございます。太陽光発電につき

ましては東側の屋根の部分に１５８ｃｍ×８１.２ｃｍの太陽光パネルを４２枚設

置するというように今のところ計画を進めております。 

 

（委員長）ありがとうございます。結構な予算がかかるのですね。 

 

（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１７０７号「平成２７年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案について」を原 

案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１７０７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１７０８号「工事請負契約について（鈴鹿市立

稲生小学校校舎棟増築工事）」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案理由ですが，鈴鹿市立稲生小学校校舎棟増築工事について，施工業者と

工事請負契約を締結するに当たり６月市議会定例会に提出するため，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第１条第３号の規定により，この議案を

提出いたしました。詳細につきましては教育総務課長の方から説明をさせていただ

きます。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１７０８号，工事請負契約について，説明いたしま

す。５ページを御覧ください。 

鈴鹿市立稲生小学校校舎棟増築工事の請負契約につきましては，契約金額 

２億５０４５万２千円で，有限会社浜村工務店と工事請負契約を締結しようとす 

るものでございます。６ページの資料は，小学校の位置図，そして７ページの資 

料は，校舎棟増築工事の配置図でございます。今回の工事は，この配置図にお示 

しいたしました位置に平成２８年３月２２日限りの工期をもって，校舎棟の増築 
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を行おうとするものでございます。工事概要等といたしましては，鉄筋コンクリ 

ート造２階建て，延べ床面積約７９７平方メートルでございまして，普通教室を 

そなえた校舎棟を新たに増築するものでございます。なお，８ページ以降には， 

資料といたしまして，建物の平面図，立面図等を添付しております。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）契約業者が鈴鹿市内の工務店になっていて，地元だから良いなと思ってい

るのですが，その選定方法とか，選定の経過はどのようにされてきたのでしょうか。 

 

（参事）このぐらいの建物になりますと建築業者のＡクラスといいまして市内でトップ

クラスの業者さんが指名入札になります。条件付の一般競争入札という形で入札を

していただいたというかたちになります。 

 

（福嶋委員）この場合は市内業者，と始めから縛りがあったのでしょうか。市内の中の

Ａクラスから選ぶというような。 

 

（参事）この工事につきましては市内業者で十分できますので，市内の業者の中でＡク

ラスでというようなかたちになります。 

 

（福嶋委員）たくさん応募があったのですか。 

 

（参事）これにつきましては４社の応募がありまして，１社が落札されたということで

ございます。 

 

（伊藤委員） 近少し大きな建物については不調になることが多いのですが，このお値

段というのはそこそこ人件費高騰などを考えられた予算になるのでしょうか。 

 

（参事）建築物件についてはかなり値上げの方をしています。前回も教育委員会でお諮

りさせていただいた話ですが，平田野中学校についても一緒で，増額をさせていた

だきました。これにつきましても，入札する前に前年度の設計の中で物価上昇分は

見させていただいて出させていただいております。ですので，幸いにも応札があり

まして契約することができたというような状況でございます。 

 

（岡井委員）今のこの契約金額２億５千万というのは，資材が高騰しているなど諸般の

事情で５パーセントくらいとかそういう値上げも含みとしてあるのですか。 

それともう一つ，これは税抜きなのか消費税込みなのかどちらですか。 

 

（参事）今この金額でできるというようなかたちで応募していただいておりますので，
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これで特に，例えば掘削した結果都合が悪くなったとか，途中でまた物価が上がっ

たということであれば変更はあります。またこの金額は税込みの契約金額というか

たちになります。 

 

（岡井委員）普通教室を１階に３つと２階に４つ，計７つ増築されますけど，これは大

体稲生小学校の今から１０年くらい先を見通して，この位で十分対応できるという

ことでしょうか。 

 

（参事）児童数については今後１０年間で約１５０人増加が予想されておりまして，そ

れを見越して７教室としております。実際に今の学校で，既にほかの教室を普通教

室に転用しているものがあります。それを戻すということもありますので，７教室

というかたちで取らせていただいております。 

 

（委員長）私の方から関連してお聞きします。平田野中学校を作るときは特徴あるよう

な校舎をというかたちだったのですが，今回の場合はこれまでのような一般的な校

舎になるのでしょうか。 

 

（参事）通常の旗竿形式といいますか，廊下があってそれぞれ教室が張り付いておると

いうかたちになりますが，そうは言いながらも今後のことも考えまして，小規模な

校舎にしては初めて２階でエレベーターを付けております。障がいの方が入ってみ

えても対応できるようにということで，今までは３階とかそのくらいでしかエレベ

ーターをつけてこなかったのですが，平田野も神戸も付けたということで，稲生に

ついてはエレベーターを付けておりますし，入ったところの，１階の平面図８ペー

ジを見ていただきますと，多目的便所も用意いたしまして，そのあたりを前へ進め

たかたちになります。 

 

（委員長）ありがとうございます。だから女子・男子というように多目的便所が２箇所

ついているということなのですね。 

 

（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１７０８号「工事請負契約について（鈴鹿市立稲生小学校校舎棟増築工事） 

」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１７０８号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，４番目の議案第１７０９号「工事請負契約について（鈴鹿市立
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栄小学校屋内運動場増改築工事）」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案理由ですが，鈴鹿市立栄小学校屋内運動場増改築工事について，施工業

者と工事請負契約を締結するに当たり６月市議会定例会に提出するため，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第１条第３号の規定により，この議

案を提出いたしました。詳細につきましては教育総務課長の方から説明をさせてい

ただきます。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１７０９号，工事請負契約について，説明いたしま

す。１２ページを御覧ください。 

鈴鹿市立栄小学校屋内運動場増改築工事の請負契約につきましては，契約金額 

３億５，２０８万円で，株式会社大野工務店と工事請負契約を締結しようとするも 

のでございます。１３ページの資料は，小学校の位置図，そして，１４ページの 

資料は，屋内運動場増改築工事の配置図でございます。今回の工事は，この配置 

図にお示ししました位置に平成２８年２月２９日限りの工期をもって，屋内運動 

場の増改築を行おうとするものでございます。工事概要等といたしましては，鉄 

筋コンクリート造及び一部鉄骨造平屋建て，延べ床面積約８９４平方メートルで 

ございまして，既存の屋内運動場を新たに建て替え，増改築するものでございます。 

なお，１５ページ以降には，資料といたしまして，建物の平面図，立面図等を添 

付しております。 

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）こちらの方もやはり市内のＡクラスから入札をされて，選定が決まったの

でしょうか。 

 

（参事）こちらの方も金額が高いものになりますので，同じくＡクラスです。これにつ

いては５社から応札があり，落札があったということになります。 

 

（福嶋委員）工期が，前回もありましたが，かなり短いのではと思うのですが，それは

大丈夫なのですね。 

 

（参事）特に屋内運動場というものは割と構造が簡単なので，どちらかというと大きい

割には早く仕上がります。ですから平成２８年２月には十分できて，３月の卒業式

は新しいところでできるかなと考えております。 

 

（委員長）単純なことですが，教えてください。屋内運動場という表現をするのですが，
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体育館という表現はしないのでしょうか。 

 

（参事）私どもも体育館と言うのですが，国の補助メニューですと屋内運動場というよ

うに，正式名称は屋内運動場という名称だそうです。 

 

（伊藤委員）前もお尋ねして， 終的に統廃合対象の学校になる可能性があるというこ

とと，校区見直しなど後ろのほうの資料の人数など見せていただいても単学級の学

校かなというのがあるのですが，以前言われましたように地域の運動場や何かに使

われるということを見越しての工事ということで理解してよろしいでしょうか。 

 

（参事）確かに生徒数は減っておるとは言いながらも８９４平方メートルという，学級

数が１から１０の学級で， 大の分の面積を確保させていただきました。これは社

会体育ができるように，子どもたちだけではなしに，夜や土曜，日曜にママさんバ

レーみたいなものができるよう，そういうことも考えて作らせていただいておりま

す。大体前の施設の１.６倍くらいの大きさになっております。 

 

（福嶋委員）体育館を作る時に大きさというのは，人数でどうのというような基準があ

るのですか。 

 

（参事）文部科学省の補助基準というものがありまして，１１から１５学級ですとまた

大きいものができます。もっと上，１６学級以上ですともっと大きいのができる基

準があります。補助基準より大きいものになりますとその分は市の持ち出しになり

ますので，なるべく補助基準内で補助がたくさんもらえて，皆さんに御理解いただ

ける大きさをということで設定しております。 

 

（委員長）ある意味，増築ができているということで非常に羨ましいと言いましょうか，

私などの職場では，改築となると基本面積は変えられないというところがございま

すので，非常に使う側からしてみれば広くなってサービスもより広げられるという

ことでは非常に良いことだと思います。 

 

（岡井委員）体育館などができると，時計や緞帳，そういう舞台の小道具ありますよね，

ああいうのは補助がないので昔はよく町の人の負担だとか，あるいはパイプ椅子ひ

とつにしてもですね，そういうのはどうなのでしょう。できたら，みな，新しくし

ていただいて，市の持ち出しでされるのでしょうか。附帯設備的な物は。 

 

（参事）放送設備等は新しくするのですが，パイプ椅子はおそらく旧のまま使うと思い

ます。なかなか新しいものまで手が回らないのかなと思っています。 

 

（委員長）私も先々週だったか，栄公民館の起工式に行かせていただいて，体育館見せ

ていただいたのですが，非常にもうそろそろという感じがしましたので，是非きれ
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いな形に変わって３月には卒業式を迎えられればと思います。 

 

（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１７０９号「工事請負契約について（鈴鹿市立栄小学校屋内運動場増改築工 

事）」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１７０９号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，５番目の議案第１７１０号「鈴鹿市附属機関の設置等に関する

条例の制定について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案理由ですが，鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例を６月市議会定例会

に提出するについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１

条第３号の規定により，この議案を提出いたしました。詳細につきましては教育総

務課長の方から説明をさせていただきます。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１７１０号「鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例

の制定について」説明申し上げます。議案書の２０ページからを御覧ください。 

  地方公共団体は，地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき，市長や教育委

員会等の執行機関の附属機関として，審査会，審議会，調査会といった審査，諮問

又は調査するための機関を置くことができるとされております。附属機関は，特定

分野の学識を有する方や専門的知識を有する方，あるいは，関係団体の代表や市民

の皆様などの職員以外の方々で組織するものや，職員と職員以外の方々がともに組

織するもので，執行機関の行政事務のうち，専門的な分野に関する調査を行ったり，

将来のあり方や方向性に関する審議を行い答申したりといったように，その附属機

関としての意思を執行機関に対し表明する合議制の機関と解されているところでご

ざいます。教育委員会所管の附属機関としては，「文化財調査会」や昨年度設置いた

しました「鈴鹿市いじめ問題解決支援委員会」などがこれにあたります。これら附

属機関の設置につきましては，地方自治法の規定により，法律又は条例の根拠が必

要とされておりますが，本市の規則等により設置しております委員会などの中には，

附属機関として設置することが妥当であると判断したものがございましたことから，

本市の設置しております全ての委員会などの位置付けを見直した結果，附属機関と

して設置する必要があるものについて，一部を除き，一括してこの条例により設置

するとともに，必要な事項を定めようとするものでございます。なお，「一部を除き」
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と言いますのは，この後の議案の鈴鹿市立図書館条例の一部改正において設置する

「鈴鹿市立図書館協議会」や先ほど例として挙げさせていただきました，「鈴鹿市い

じめ問題解決支援委員会」のように，個別の条例において設置根拠を規定するもの

もあるからでございます。この条例の内容についてでございますが，附属機関の設

置や担任する事務，組織，委員の任期，会議に関すること等，附属機関について必

要な事項を定めるものでございます。また，この条例により設置する教育委員会の

附属機関としては，２５ページの表に記載のとおり，鈴鹿市スポーツ推進計画やス

ポーツの推進についての重要事項の調査審議を担任事務とする「鈴鹿市スポーツ推

進審議会」及び支援を要する児童生徒の就学に係る審議を担任事務とする「鈴鹿市

就学支援委員会」でございまして，委員の定数，任期についても，記載のとおり，規

定することとしております。なお，２３ページでございますが，市長の附属機関と

して，今年度策定を予定している，教育に関する施策の大綱の審議等を行う附属機

関である「鈴鹿市教育振興基本計画審議会」についても，本条例で規定することと

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。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の役所関係で他にも審議会とか委員会とか名前がつく会がたくさん

あるように思うのですが，なかなかそういう面で素人から見ると附属機関に当ては

まるのか当てはまらないのかわかりにくいところがあると思うのですが，その辺り

はこれからまた少しずつ変わっていくのでしょうか。それともこういうふうに決め

たものが附属機関というように解釈してよいのでしょうか。 

 

（参事）この条例の一番始めにもありますように，自治法に取り決めがございまして，

地方公共団体の執行機関に附属して調停や審査，審議，調査を行う機関というのは

自治法上，附属機関と定めなければいけないということでしたので，先ほど教育総

務課長が言いましたように，個別でちゃんと条例に定めてあるもの以外で，今回き

ちっと条例になっていないものを整理してここに置いたというかたちになります。

ですので，審議までいかないのであれば，ここには載ってこないかたちになります。 

 

（委員長）そうすると逆に言うと，この別表に挙がっているもの以外は対象外というこ

とになる，ということでしょうか。 

 

（参事）先ほど言いましたように，いじめ問題のように個別の条例であるものはもう当

然それも附属機関というかたちで整理しておりまして，これ以外に懇談会とか話し

合いだけで答申までしないというものはここには出てきません。 

 

（岡井委員）２０ページの第３条１項ですが，附属機関の委員の定数はそれぞれ欄に定

めてあるとおりとありますが，これは７人以内のものもあれば５人のものも，５０
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人というものもあって，非常にバラバラになっていますが，この定数の数字という

のは何かあらかじめ充て職的なものを想定してお考えになられた上での数字なのか，

どこかにこういう雛形というか参考になるようなものがあって決めたのか。 

  それと，第２項には，執行機関が適当と認める方のうちからとありますが，これも

一般公募というものは例えば１割にするというようなものはあるのでしょうか。 

 

（参事）これはそれぞれの審議会の性格によって人数が多いところもあれば少ないとこ

ろもあります。もう一つは，先ほど公募のお話もありましたが公募委員もこの中で

性格上合うものがあれば公募委員も１人ないし２人中に入っていくという事例もた

くさんあるとは思います。 

 

（文化振興部長）付け加えて，比率の問題ですけれども，男女共同参画の関係で，３０％

以上女性の参画をということを目指しながら市はやっておりますので，なるべく委

員の場合は３０％以上が女性になるようにというのは各課でいろいろ考えながらや

っておりますけれども，どうしても充て職の場合はならない場合もございます。そ

の場合は男女共同参画課と事前に調整をした上で委員さんの比率等を決めておりま

す。 

 

（岡井委員）大体この人数がもし２５人以内ということは大体こういう方たちを来てい

ただくというのがある程度は念頭にあるわけですね。 

 

（文化振興部長）この人数というのは，今までもこの組織はあります。規則で定まって

おったりとか，市民会議規則で決まっておりますので，そこの人数でいろいろ開い

たりしておりますので，それが中心になってこの人数が出てきておるということで

す。 

 

（岡井委員）以内ですからね。 

 

（委員長）ということで，これまで基本的な規則であったものが，条例に組み込まれた

という考え方ですね。 

 

（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１７１０号「鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例の制定について」を原 

案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１７１０号を原案のとおり承認いたしま

す。 
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（委員長）続きまして，６番目の議案第１７１１号「鈴鹿市立図書館条例の一部改正に

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，鈴鹿市立図書館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，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則

第１条第３号の規定により，この議案を提出いたしました。詳細につきましては図

書館長の方から説明をさせていただきます。 

 

（図書館長）それでは，私からは議案第１７１１号「鈴鹿市立図書館条例の一部改正」

につきまして，説明申し上げます。議案書２７ページを御覧ください。先に教育総

務課長から「鈴鹿市附属機関の設置に関する条例の制定について」で説明をいたし

ましたが，その条例とは別に図書館においては，現在規則で設置しております鈴鹿

市立図書館運営委員会につきましても附属機関として設置することが妥当であると

判断し，図書館法第１４条に基づく「鈴鹿市立図書館協議会」として，新たに鈴鹿

市立図書館条例にその設置規定を定めようとするものでございます。なお，６月市

議会定例会への上程に当たりましては，個別の条例において附属機関の設置規定を

おくべきものが，ほかにもありますことから，これらの条例について，附属機関の

整理に伴う関係条例の整理に関する条例の制定としてまとめて提案させていただく

こととなります。 

以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いします。 

 

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

 

（委員長）先ほどの議案ですと，附属する機関というものがいくつか複数ございました。

今回図書館だけが独立して条例というかたちで挙がってきています。何か附属機関

として定めるものと，独立して定めるものという基準というものがあるのでしょう

か。 

 

（図書館長）図書館には現在も鈴鹿市立図書館条例というものがございまして，図書館

法の中でも，附属機関として協議会を置くことができるというように定められてお

り，法規上，個別条例がありますので，そちらの方に別途設置したほうが望ましい

というように我々のほうが判断した次第でございます。 

 

（委員長）そうすると，既にある条例を持っているようなものについては独立した状況

で，これまで規則で書かれていたようなものは中へ埋め込むようなそんなかたちに

変わったと，そんな理解でよろしいでしょうか。 
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（図書館長）今回は，全庁的な整理を行う上で，それまでにどのようにするかという事

を全庁的に調査をしていただきました。別の市庁部局で，その調査結果を踏まえて，

個別条例でいくか，あるいは全体的でいくかという判断をいたしたのでございます。 

 

（委員長）そうすると，これまで独立の条例で定められたものがさっきのように附属機

関というかたちで一緒に合体したようなものもあるということでしょうか。 

 

（文化振興部長）例えば都市計画審議会とか，そういったものは個々の条例で，もう本

来条例の中に審議会等がきちっと規定してあるものがいくつかあります。総合計画

とかそういったものについては，条例上きちっと規定されております。それ以外の

規則等で規定してあったもので，本来条例にあげなければいけない附属機関のもの

については，個別条例を持っているところはなるべく個別条例の中に入れ込んで読

みましょうと，まるっきり条例持っていない市民会議規則という中で羅列になって

いるだけのものは，個々の条例をそれごとに全てつくっていかねばなりません。非

常に煩雑な作業になるということで，一括して附属機関の条例というものをあげて，

表で載せていたということで，それぞれが根拠条例を持っているか持っていないか

で区別しながら盛り込んでいくか盛り込んでいかないかを判断してこのような結果

になっています。 

 

（福嶋委員）そうすると，図書館協議会の諮問する中身の重さというものは変わらない

ということでよろしいのですね。 

 

（図書館長）そうですね。今までの内容としてはそんなに変わらないと私どもも考えて

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１７１１号「鈴鹿市立図書館条例の一部改正について」を原案のとおり承 

認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（委員長）御異議がないようですので，議案第１７１１号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）ここでちょうど一時間弱くらいになりますので，今から後ろの時計で３５分

くらいまで，約１０分間休憩ということにさせていただきたいと思いますので，よ

ろしくお願いいたします。次は議案７番目から始めるということで，よろしくお願

いします。 
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＜＜    休憩    ＞＞ 

 

（委員長）それでは皆さんそろわれたようですので，引き続き始めていきたいと思いま

す。 

 

（委員長）続きまして，７番目の議案第１７１２号「鈴鹿市通学路集落間防犯灯管理費

補助金交付要綱の廃止について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）提案理由ですが，鈴鹿市通学路集落間防犯灯管理費補助金交付要綱を廃止す

るについて，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第１条第２号

の規定により，この議案を提出いたしました。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。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは議案第１７１２号「鈴鹿市通学路集落間防犯灯管

理費補助金交付要綱の廃止」につきまして，説明申し上げます。 

この交付要綱は，鈴鹿市立小学校及び中学校の児童及び生徒の登下校時における通 

学の安全を図る目的で，平成２１年３月２４日に告示されました。集落間の通学 

路に防犯灯を設置する自治会等の自治協力団体に対し，その設置後に要する経費 

，具体的には防犯灯の使用に係る電気料金となりますが，１灯当たり月額２００ 

円を補助金として教育委員会が交付するものです。この通学路集落間防犯灯管理 

費補助事業につきましては，交付要綱の附則で「この告示の施行後５年を経過し 

た場合において，この告示の実施状況，景気動向を勘案し，この告示のあり方に 

ついて見直しを行うものとする」とあり，平成２６年８月１日付けで本補助金の 

交付対象となっていた防犯灯については，全て自治会などの所有者から市へ移管 

をいただき，市で維持管理を行っております。このようなことから，「鈴鹿市通学 

路集落間防犯灯管理費補助金交付要綱」を廃止するものでございます。よろしく 

御審議いただきますようお願いします。 

 

（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）防犯灯の交付要領が変わって市の方へ移管するようになったわけですね。

そのようになったことで実際にどういうメリットが生じたか，そういうことを教え

てください。 

 

（教育支援課長）防犯灯については，自治会が設置するというケースが非常に多いので

特にやはり問題になっていたのが，集落間のこの間の，特に自治会と自治会の境界

のところの防犯灯になります。そういったところでなかなか設置が進んでいかなか

ったという現状があったので，この交付要綱を作らせていただき，鈴鹿市教育委員
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会の方が補助金を出していくことによって，それを促進していこうという目的だっ

たのですが，実際にその集落間の防犯灯については，やはり鈴鹿市が責任をもって

維持管理していくということが大事なこと，それが子どもたちの安全安心を守って

いくためには 適で必要なことだろうという判断もあって，鈴鹿市が今まだ，ここ

には必要だろうというところもまだいくつかあるのですが，そういう所も含めて市

の方が責任をもって進めていくというスタイルに変更になったということが大きな

メリットであるかなと思います。 

 

（伊藤委員）よその市で非常にこの街灯の無い暗い所で事件が起こったこともあって，

市が管理するということは，要は子どもたちの通学路を全て市の方で把握して基本

的に設置忘れが無いようにしていただけると考えてよろしいですか。 

 

（教育支援課長）全ての通学路について全部設置をしていくということが，今この地域

課の方で今所管をしていただいておるかたちになるのですが，どのような計画でど

のように進めていくかというのはまだこちらの方としても把握していない部分もあ

るのですが，実際には危険箇所については小中学校で危険箇所の点検等もしており

ますし，今どこに必要かということについては，随時あげさせていただいておりま

す。昨年度の末の段階で，必要なのにまだついていない場所もいくつかございます

ので，その辺りについては報告をさせていただき，地域課の方で進めていただくと

いうかたちになっております。 

 

（教育長）もう少し補足しますと，今まで自治会の間の集落間ということでしたので，

そのどちらの自治会がどう設置するというのは中々決まらなくて進まなかった部分

があるのですが，市がやるということですので市の予算があればすぐにでも対応で

き，必要なところであれば対応できるということですので，今までよりは設置が進

んでいくのではないかと考えております。当面は環境省のＬＥＤを広げていくとい

う，そちらの方のお金を使ってやっていく予定で今環境政策課が中心になって動い

ておると思います。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の通学路の中で防犯灯がまだ未整備のところもあるということなの

ですが，大体今現状でどのぐらい，何パーセントほど整備されてきたと考えたらよ

ろしいでしょうか。あとどのぐらいが足りないとか。 

 

（教育支援課長）平成１６年度の段階で調査した時期が一回あったのですが，その時に

１１７８必要だと調査結果が一応出ております。それが平成２６年５月の段階で不

足している数が，７９５まで減少しております。まだ必要とされるという箇所につ

いては昨年度の段階で，まだ７９５残っているという結果になっております。 

 

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

します。 
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議案第１７１２号「鈴鹿市通学路集落間防犯灯管理費補助金交付要綱の廃止につ 

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１７１２号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（委員長）続きまして，８番目の議案第１７１３号「平成２７年度鈴鹿市社会教育委員

の委嘱について」と９番目の議案第１７１４号「平成２７年度鈴鹿市公民館運営審

議会委員の委嘱について」は，一括してお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育長）いずれの議案につきましても，次期委員を委嘱するについて，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第１条第１０号の規定により，この議案

を提出いたしました。詳細につきましては生涯学習課長の方から説明をさせていた

だきます。 

 

（生涯学習課長）３２ページをご覧ください。まず，予定しております平成２７年度鈴

鹿市社会教育委員の名簿でございます。社会教育委員会につきましては社会教育法，

それから鈴鹿市社会教育委員条例に定められた委員でございまして，学校教育若し

くは社会教育の関係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者，又は学識経験のあ

る者の中から，教育委員会が委嘱することとなっております。 

任期につきましては，条例の定めるところにより１年でございまして，平成２７年 

６月１日から平成２８年５月３１日まででございます。 

まず，学校教育関係者といたしまして， 

鈴鹿市立白子幼稚園長の田中育子様， 

鈴鹿市立明生小学校長の浅野瑞代様， 

鈴鹿市立天栄中学校長の木村元彦様でございます。 

この３名は，幼小中の校園長会において御推薦いただいた方々でございます。 

  次に，社会教育関係者でございます。 

鈴鹿市青少年育成市民会議会長の山中秀志様， 

鈴鹿市ＰＴＡ連合会長の松嶌康弘様， 

鈴鹿市立郡山公民館長の羽田規夫様， 

鈴鹿市スポーツ少年団副本部長の佐々木三喜様， 

鈴鹿市生活学校会長の渥美恭子様の５名でございます。 

以上，８名の方を選考させていただきました。 

  続きまして３４ページを御覧ください。 

御覧いただいているのは，平成２７年度鈴鹿市公民館運営審議会委員名簿でござい 



20 

ます。公民館運営審議会委員は社会教育法及び鈴鹿市公民館条例に定められた委員 

でございまして，委嘱の基準及び任期につきましては，先に説明をさせていただ 

きました社会教育委員と同じでございます。 

委員の構成につきましても，社会教育委員と同様に，学校教育若しくは社会教育 

の関係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者，又は学識経験のある者の中から 

，教育委員会が委嘱することになっております。メンバー構成につきましても， 

社会教育委員とほぼ同様ですが，公民館の運営を審議するといった，委員の職務 

内容から現役の公民館長ではなく，学識経験者として元公民館長を充てることとし 

，御覧のとおりの８名の方を選考させていただきました。 

なお，選考にあたりましては，「審議会等の設置及び見直しに関する要綱」に基づき 

，全体の構成員に対して，女性委員の構成比率が４０％以上となるよう努めるこ 

とになっていることから，両委員とも８名中４名の方を女性委員として選考させ 

ていただいております。 

以上，よろしくご審議の上，承認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）拝見しますと社会教育委員と公民館運営審議会委員の氏名がほとんど同じ

方が占めているわけですが，これは同じ方であるべきだというように社会教育法で

決まっているのか，あるいは同じ方のほうがメリットがあるということなのでしょ

うか。その辺りを教えて下さい。 

 

（文化振興部長）社会教育委員の方が大きいです，考え方は。社会教育の方針で，教育

のいろいろな方針を社会教育委員がまず諮っていく。その中に公民館のいろいろな

分野があるわけなのですが，やはり非常に社会教育と公民館は一番密接に関連して

おるところでございますので，両委員さんはなるべく一緒の方のほうが物事が進み

やすいかなということでさせていただいております。ただお一人，現役の方が公民

館運営審議会には入れませんので，ＯＢの方をお入れする中で運営させていただい

ております。 

 

（福嶋委員）結構公民館活動というものが 近活発になってきて，これから生涯学習の

面でも非常に重要な場所になるのですが，こういった公民館運営審議会でも結構活

発な意見が出てきているのでしょうか 

 

（文化振興部長）様々な意見を特に社会教育関係者の方からいただく場合が多いですし，

今後は公民館のあり方も今後地域づくりと関連性をいろいろもたせていく必要があ

ると思いますので，今後ますます重要になってくるかな，と考えております。 

 

（福嶋委員）とりわけ， 近こういう議論がよく議題にあがっている等あれば教えてい

ただければ。 
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（文化振興課長）社会教育委員会の方は出させていただいておるのですが，公民館委員

会の方はちょっと。 

 

（福嶋委員）では社会教育委員会の方を少し教えていただけたら。 

 

（文化振興部長）社会教育委員会は，一般的にはですね，今やらせていただいておるの

は，教育委員会の方にも諮らせていただいております社会教育の方針ですよね。そ

れをお諮りして御意見をいただくという場所としてやらせていただいております。

どちらかというと質問に対してお答えする事が多くて，新たな提言をいろいろいた

だいてということは若干少ないなというところでございます。 

 

（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１７１３号「平成２７年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について」及び議案第 

１７１４号「平成２７年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱について」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１７１３号及び議案第１７１４号を原案

のとおり承認いたします。 

 

（委員長）続きまして，報告事項に移らせていただきます。「平成２７年度園児，児童，

生徒数について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは報告事項の「平成２７年度の幼稚園及び小中学校

における園児・児童・生徒数」につきまして，説明申し上げます。１ページを御覧く

ださい。平成２７年５月１日現在の鈴鹿市立幼稚園の園児数でございますが，一番

下の段，黒く色がついている欄でございます。見ていただくと分かりますとおり， 

４歳児は，合計２６３人で，８園９学級，５歳児は，３４０人で，１５園１６学級 

全体といたしまして，６０３人，２５学級となっており，昨年度より，５９人，４ 

学級の減少となっています。なお，椿幼稚園につきましては，４歳児・５歳児の 

複式学級ですが，学級数は５歳児の１学級として計上しております。また，本年 

度の休園は２園でございます。 

続きまして２ページでございますが，小学校の児童数・学級数でございます。細 

かくて申し訳ございませんがこれも一番下の段の右の２列でございまして，市内 

の総計は，１１,６８２人，４８２学級となっており，昨年度より，児童数は９０ 

人減少したものの，学級数は４学級の増加となっています。 

続きまして中学校でございます。１ページめくっていただきまして３ページでご 
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ざいます。中学校の生徒数・学級数でございますが，先ほどと同じように一番右 

端の２列を見ていただきますと市内の総計は，６,００５人，２０５学級となって 

おり，昨年度より，４６人，１学級の減少となっています。 

小中学校を合わせた児童生徒数・学級数でございますが，１７,６８７人，６８７ 

学級でございまして，昨年度より，１３６人の減少，３学級の増加となっています。 

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。 

 

（伊藤委員）小中もそうなのですが，特別支援学級数は，例えば国府小学校８名で学級

数３とか，それで飯野小学校１５名で３学級，その上が１０名で２学級，これはや

っぱり障害特性で割ってみえるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）こちらはスペースの関係で省略といいますか，合計でさせていただい

ておりますが，今伊藤委員がおっしゃっていただきましたように実際には知的の学

級であるとか，自閉症情緒障害学級でございますとか，肢体不自由学級でございま

すとか，障害の種別に応じた学級が大体学校に設置されておりまして，例えば国府

小学校でございますと，今申し上げました知的の学級，それから自閉症情緒障害の

学級，肢体の学級，３学級で８名おるということでございますし，例えば人数でい

きますともう少し多い，上から６段目の白子小なんかは９人で２学級になっていま

すが，こちらにつきましては知的学級と自閉症情緒障害学級の２クラスで９名在籍

ということになっております。 

 

（伊藤委員）この「遥か」いただいて一緒に見ていたのですが，インクルーシブル教育

ということで，この子たちはそういう学級を持ちながら一般の同じ学年の教室にも

通うみたいな，授業に応じていろいろ教室を使い分けていると考えたらよろしいで

すか。 

 

（学校教育課長）今伊藤委員おっしゃっていただいたとおりでございまして，基本は，

特別な支援が必要なお子さんということで特別支援学級に在籍ということになって

おります。ただ，インクルーシブル教育ということもございますし，あるいは障害

の程度にもよりまして，通常の学級の子どもたちと一緒に授業できるというものに

ついては，同じ学級で授業を受けるということもございますので，そういったかた

ちで，学校と子どもたちの障害の状況に応じていろいろ両方併用しておるというか

たちです。 

 

（福嶋委員）中学生の減と小学生の減というと，小学生の方の減の数が多いので，これ

はやはり少子化が進んでいる傾向が強いということで解釈できると思うのですが，

幼稚園の場合は減少になっているのですが，この中で，幼稚園の場合は私立の幼稚

園の方に行っている数があったりするので，全体の少子化を反映していると考えて
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はいけないかなと思うのですが，そういう面で，私立に行っている幼稚園のパーセ

ンテージというのは鈴鹿市の場合はどのくらいが私立の方に行っていらっしゃるの

ですか。 

 

（学校教育課長）実は４歳児，５歳児の対象の幼児数というかたちでは把握しておるの

ですが，例えば在宅の方もございますし，保育所に行っておるというかたちもござ

いますもので，なかなか何％というのは出しにくくございます。今年度でいきます

と４歳児，５歳児とも，１，８００数十人が一学年の人数と考えておりますもので，

大体今小学校でも２，０００人弱がひとつの目安になっておりますもので，大体各

学年の人数は変わらないというように思っております。ただ若干全体的に少子化に

よりまして，全体的に各学年の人数が減っておるという傾向は少しずつですが増え

ておると感じております。 

 

（委員長）今のものに少し関連してですが，全国平均で少子化が進んでいて生徒数が減

少していくという割合と，今回小学校中学校にしても９０人とか減っているという

のは大体ほぼ同じ，同率くらいで減ってきているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）そうですね，ただ本当に過疎の地域といいますか，人口が減るところ

と，校区によりましては児童生徒数が増えている白子中，旭が丘小校区等はまだ今

集まっているところもございますもので，そういったかたちからいくと，三重県と

か全国に比べて，かなり減るというようなことよりは若干鈴鹿の方が減りは少ない

ような感じではきておるとは思います。ただ，将来的な推計でいきますとやはりこ

の後は徐々に減っていくという傾向は総務省によって出ておりますので，はっきり

何パーセントとはお答え出来ませんけれども，減る傾向はあるということでござい

ます。 

 

（委員長）今現在，僕の記憶が定かではないのですが，日本国民というか男女比でいう

と多分女性の方が比率的に多かったと思うのですが，子どもたちはむしろ男性，男

の子の方が多くなってきているという傾向が出てきているのですね。ちょっと全体

との平均との逆転現象が起こってきているなというかたちを，今見ていて気がつい

たところです。 

 

（岡井委員）この前の伊勢新聞でしたかの，合川小さんが１７人でしたよね，増えたと

いうことが非常に良い取組というか，試みだったと思うのですが，小学校でもこれ

見ますと，１００人台のところと，１００人至らないところが６校ですか，ありま

す。中学校の方で逆に，例えば白子中学のように２校分くらい抱えていて，学校の

御苦労も大変だろうと思うのですが，小規模のところと大規模のところ，やはり引

き続き校区の，振り分けに取組んでいただいて少しでも緩和ですね。一番良いのは

白子中なんかを２つに分離するのが良いと思うのですが，なかなかすぐできなけれ

ば，なるべく緩和していただくようなことをね。小規模化と大規模化については，
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是非進めていただきたいなと思いました。意見です。 

 

（学校教育課長）今岡井委員おっしゃっていただいたことですけれども，白子中の大規

模化の解消につきましては教育委員会といたしましても大きな課題と考えておりま

して，来年度４月に向けて，通学区域の見直し方針というものを進めまして弾力化

という方向で今要綱等の策定を進めておるところでございまして，また近々こちら

の教育委員会でも出させていただくと思います。今そのように進んでいるというこ

とを御報告させていただきます。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市の人口予想という数値なのですが，三重県下の中でも減少が少なく

てむしろ増えるというような予想を出している統計のところも結構あったりするの

ですね。それは，これから後ちょっと，子どもの数が明らかに減少しているのを見

ると，どうなのかなって，そっちの数字は本当なのかなとか思ったりするので，実

際に子どもの数はこれからどういうふうになるのか，しばらく鈴鹿市の人口少しは

増えるというように予想しているところが結構あってですね。都市計画課と午前中

少し話をしていたらそういう統計もあるというので，これとは全然数字が合わない

ので，やはりこちらの方が現実的なのかな，少子化が進むと考えた方がいいのかな

と思うのですがそのあたりはどうなのでしょうね。 

 

（参事）企画課の方が出しております将来推計ですと，鈴鹿市の将来人口が緩やかに減

っていくという数字が出ております。私ども小中学校につきましても，小学校です

と平成２１年，２００９年の１３，０００人がピークで，これからずっと減り始め

ています。中学校の生徒数につきましても平成２５年，２０１３年の６，２００人

がピークでこれからもう，それまでは中学校の生徒数は徐々に増えていたのですが，

２５年からは下り坂になっています。 

 

（委員長）大体２０３０年くらいまで減り続けますかね。そのあたりで大体横ばいくら

いというか。そんな統計を昔見たような気がいたしますけれども。 

 

（伊藤委員）この児童数一覧表とはかけ離れるのですが，この合川小学校を英語特区に

するというので，２６名ということで２年生とか上の学年に比べると非常に１年生

が多くて，別にスクールバスも通っていませんし，親の送り迎えで，そう条件は良

くないと思うのですが英語に特化するということで，それなりに通学の意向も考え

て，これは非常に画期的な話だと思いますので，椿小学校なんかも，山の方の何か

を生かしてとか，案外そういう何か特色を作ると親が真剣に考えるようなパターン

になるのかなとふと思ったのですが，統廃合も良いと思うのですけど何か特別な学

校の特色を考えるのも一つかなという気がしましたので，今後検討課題としていた

だけるとありがたいと。あの，山村留学とかありますよね。このようなかたちで。

そういうことも含めて椿とかというのも，自然を生かしたような感じで何か考えて

いただけると案外当たるのではないかと今ふと思いましたので，参考までに。よろ
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しくお願いします。 

 

（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，その他

の事項に移ります。｢６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）６月の教育委員会定例会を６月２２日月曜日午後３時から開催したい

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,６月の教育委員会定例会を６月２２日月曜日午後３

時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５月教育委員会定例会を終了いたします。 

どうもありがとうございました。 

 

 

５月教育委員会定例会終了 午後５時７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 


