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平成２８年１月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２８年１月２１日（木）午前１０時から 

 

２ 場所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

 

３ 出席 教育長（玉川登美男） 

教育委員会委員（福嶋礼子，伊藤久仁子，下古谷博司，山中秀志） 

 

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），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）鈴鹿市教育委員会公印規則の一部改正について        （教育総務課） 

（２）就学等に関する規則の一部改正について           （学校教育課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２８年度鈴鹿市教育基本方針（社会教育分野）及びアクションプランについ

て                             （関係各課） 

（２）平成２７年度特別展「鹿－『鹿と古代人』その後－」     （考古博物館） 

（３）平成２８年度鈴鹿市立小学校小規模特認校の転入学及び鈴鹿市立学校の通学区域

の弾力化による就学について                （学校教育課） 

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

（５）鈴鹿市教育振興基本計画（素案）について          （教育総務課） 

 

７ その他 

（１）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人 

 

（教育長）皆様，おはようございます。ただ今から平成２８年１月教育委員会定例会を

開催いたします。事務局の皆様につきましては今回，委員さんの年明け初めての顔

合わせでございますので，また本年もよろしくお願いいたします。本日の議事録署

名委員は伊藤委員にお願いいたします。 
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（教育長）次に，議事に入ります前に，本年１月１日付けをもって教育委員会委員に任

命されました山中秀志委員に就任の御挨拶を賜りたいと存じます。山中委員，よろ

しくお願いいたします。 

 

（山中委員）おはようございます。このたび，教育委員を拝命させていただきました。

平成２６年の３月に玉垣小学校を最後に退職いたしまして，去年と今年と約２年間，

ボランティアとしていろいろなところで活動をさせていただいていたのですけれど

も，そのことも含めて，今回の委員の仕事としての何かに役立つのではないかと思

っております。分からないことばかりですので，とんちんかんな質問等もするかも

しれませんが，どうぞお許しください。よろしくお願いいたします。 

 

（教育長）ありがとうございました。これから，どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは議事に入ります。議案第１７４４号「鈴鹿市教育委員会公印規則の一部改

正について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市教育委員会公印規則の一部を改正す

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す。引続き，私から詳細を説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１７４４号「鈴鹿市教育委員会公印規則の一部改正

について」説明申し上げます。２ページの新旧対照表を御覧ください。この規則で

は，鈴鹿市教育委員会で用いる公印の種類，名称，使用区分そのほか必要な事項を

定めております。この度の一部改正については，幼稚園に関する事務の効率化を図

るため，新たに電子公印の印影を，私立幼稚園就園奨励費補助金交付対象外通知及

び入園承諾通知書に印刷して，公印の押印に代えようとするものでございます。そ

のため，改正後の新旧対照表にございますように，別表第２に，それぞれの文書な

どを追加する改正を行うものでございます。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。 

 

（教育長）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。 

 

（教育長）御意見もないようですのでお諮りします。議案第１７４４号「鈴鹿市教育委

員会公印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 
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（教育長）御異議がないようですので，議案第１７４４号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に，議案第１７４５号「就学等に関する規則の一部改正について」をお諮

りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，就学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す。なお，詳細につきましては学校教育課長より

説明いたします。 

 

（学校教育課長）それでは私から，議案第１７４５号「就学等に関する規則」の一部改

正につきまして，説明申し上げます。資料は５ページから７ページでございます。

まず７ページを御覧ください。愛宕小学校の児童は，居住地により進学する中学校

が千代崎中学校と鼓ケ浦中学校に分かれますが，現在の学区一覧表では，千代崎中

学校の通学区域として，愛宕小学区（岸岡町，南若松町，東江島町及び北江島町の

一部），鼓ケ浦中学校の通学区域として，愛宕小学区（岸岡町，南若松町，東江島町

及び北江島町の一部を除く）となっておりまして，保護者から「一部」という表記

では対象がどの地区かわからないという御意見をいただきましたので，一部改正を

行うものでございます。１ページ戻っていただきまして，６ページに示しましたよ

うに，具体的に自治会名を記載することにより，愛宕小学区に居住する保護者や児

童が千代崎中学校，鼓ケ浦中学校のどちらに進学するのか明確にわかるよう変更い

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。 

 

（教育長）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）今回は父兄も分かりやすくなったので良いと思いますが，ほかの学区で，

少し曖昧というか，そのような表記はほかにはあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）実はですね，同じような「一部」という表記が残っているところが１

つ残っておりまして，河曲小学校，神戸小学校の両校にまたがる地域でございます。

ただこれも今回合わせてと思っておったのでございますが，なかなか精査が非常に

難しい地区がですので，共通学区の解消等の検討と合わせて，今後また精査してい

く予定でございます。 

 

（福嶋委員）自治会できちっと精査できるというように今現在もなっているのですか。 
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（学校教育課長）これがですね，自治会単位でありますとか，町単位でありますとか，

いろいろその場所によって今までの経緯があり複雑でございますもので，今の神戸

小とか河曲小のところも，このようにできるのでしたら同時期にさせていただけた

のですが，そのようにできないことがございますもので，御質問のように自治会で

必ず分けられるかというと，そういう地区ばかりではないということでございます。 

 

（下古谷委員）関連してなのですけれども，今まで「一部」という表記をされていて，今

回きちんと自治会で分けられたということで，例えば，去年まではあそこの子はど

こそこに行っていたのに，今年から行けなくなった，そういうクレームというか，

問題は特にございませんか。 

 

（学校教育課長）今までは「一部」という表記なので当然問い合わせがある中で，説明

して御理解いただいていましたので，実はこういう表現が残っていたのでございま

す。今，下古谷委員がおっしゃっていただいたように，「一部」というので変わると

いうことはありませんので，今までも内部ではこのように決めていたのですが，そ

れをより分かりやすく前に出したということでございます。 

 

（教育長）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１７４５号「就学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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７４５号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）続きまして，報告事項に移ります。「平成２８年度鈴鹿市教育基本方針（社

会教育分野）及びアクションプランについて」をお願いいたします。 

 

（生涯学習課長）報告事項の１ページを御覧ください。平成２８年度の鈴鹿市社会教育

方針として，教育委員会が所管いたします社会教育分野の教育基本目標及び社会教

育の目指す姿につきまして説明いたします。平成２８年度の基本目標につきまして

は，鈴鹿市総合計画２０２３基本構想や，この構想に基づく鈴鹿市総合計画基本計

画を現在策定していることから，こうした構想，計画と整合性を保つことを基本に

目標，目指すべき姿を立てています。目標，目指すべき姿につきましては基本構想

の「目指すべき都市の状態」として「人と文化を育み心豊かに過ごしていること」

や自治体経営の柱である「市民力の向上」，市民主体のまちづくりの推進を基本に，

また，基本計画の関係各施策の内容を踏まえて，社会教育分野の基本目標は「人と

文化を育み，心豊かなまちづくりを進める」とし，社会教育の目指す姿につきまし

ては， 
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１ 自ら学び，広げる生涯学習活動がされている 

２ 地域資源を生かした学習環境が充実している 

３ 文化財の保護と活用がされているといたしました。社会教育の目指す姿では，目

標の実現に向けて取り組む姿勢を示すのではなく，目標を目指す結果どのような状

態になっているのかという表現で簡潔にまとめています。なお，前年度は，４として

スポーツ部門を盛り込んでいましたが，平成２８年４月から，文化・スポーツの職務

権限を教育委員会から市長に移譲いたしますのでこの計画から省いております。次

にアクションプランでございますが，目標に向けて， 

１ 自ら学び，広げる生涯学習活動の推進 

２ 地域資源を生かした学習環境の充実 

３ 文化財の保護と活用の推進の３本を柱にして施策を進めてまいります。２つめ

の「地域資源を生かした学習環境の充実」につきましては，前年度は「青少年の健全

育成」と表記していましたが，子どもたちを健やかに育むためには，青少年の健全育

成に関わる団体だけでなく地域や家庭の協力が求められ，地域の人材や活動する場

等を含めた地域資源を生かして子どもたちの学習環境を充実していく必要があるこ

とから，地域資源を生かした学習環境の充実としております。それぞれのアクション

プランで目標値を設定していますが，目標値につきましては総合計画の前期基本計

画の目標値と同様に平成３１年度を目途にした数値としています。以後，アクション

プランにつきましては，それぞれ担当課長から順に説明させていただきます。まず，

１の自ら学び，広げる生涯学習活動の推進の（１）学び，生かす生涯学習の推進では，

市民が自ら学び，活動できるように学習情報や学習機会を提供することとし，①学官

連携を通じて，専門的な学習ニーズに対応する学習情報や学習機会を提供していき

ます。②成人式については，新成人で構成する実行委員会の主体的な運営により，新

成人の門出を祝い励まし，成人の自覚を促す機会とし，平成２７年度は，青少年の健

全育成の中で捉えていましたが，実行委員会が，主体的に成人式の企画，運営を行っ

ていることから学習活動と考えて事業を進めていきます。目標値につきましては，指

標を市民アカデミーの参加者アンケートでの「満足」「概ね満足」を合わせた割合と

し，現在９４％ですが，１００％を目指して取り組みます。次に，（２）公民館事業

の充実と適切な管理運営につきましては，公民館等の学習内容を充実し人材育成に

努め，学習成果が生かされた質の高い地域づくりを推進していくために，①地域にお

ける生涯学習，まちづくりの拠点施設として学習成果が生かされた質の高い地域づ

くりを推進するとともに，②公民館での地域活性化を図る学習活動を推進する中で，

ボランティアやリーダー的人材の育成を図っていきます。また，施設管理につきまし

ては，③公民館等の施設を効率的に運営し，長寿命化を図りながら整備を推進してい

きます。目標値は，まちづくりや人づくりをそれぞれの地域で積極的に進めていく中

で指標を公民館の学習活動への年間参加者延べ数として平成２６年度の 

２９９,７６５人から平成３１年度は３１０,０００人といたします。 

 

（図書館長）私からは「（３）図書館サービスの充実」につきまして，説明申し上げます。

図書館では，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
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情報の拠点」となるように様々なサービスを充実してまいりたいと考えております。

まず①として，多種多様な市民ニーズに応えるために，蔵書を充実いたします。②

として，市内の学校図書館や公民館図書室などへの情報提供や支援を実施すること

で，連携した図書サービスを提供します。③として，図書館ボランティア活動が活

発に行なえるよう支援するとともに，新たなボランティアを育成する事業を実施い

たします。④として，利用者が安心して利用できる図書館環境を保つため，施設・

設備の改修等を計画的に行い，図書館機能の長寿命化を図ります。⑤としては，平

成２７年４月１日から，江島カルチャーセンターを江島分館として位置づけ，図書

館が管理運営しておりますので，分館としての機能強化を図ります。次に「指数」

ですが，前年までの貸出冊数を改め，市民１人あたりの年間貸出冊数にいたしまし

た。「目標値」につきましては，平成２６年度末の現状値３．１冊から平成３１年度

には３．５冊といたします。以上が図書館のアクションプランでございます。 

 

（生涯学習課長）続きまして，２の地域資源を生かした学習環境の充実につきまして説

明いたします。まず（１）といたしまして，社会教育関係団体の活動支援として青

少年育成市民会議等社会教育関係団体と連携して学校・地域・家庭が一体となった

青少年の健全育成活動を図っていくために，①それぞれの社会教育団体の独自性を

生かした活動を支援し，②こうした団体と連携して，鈴鹿市青少年対策本部の活動

を推進していくこととしています。（２）地域の学習環境の充実でございますが，地

域の教育力を生かし，子どもの安全・安心の居場所づくり，人と人との交流を深め

学習環境を充実するために，①公民館・地域・学校が連携して体験活動や奉仕活動

を幅広い世代を通して行い，互いの交流を図っていきます。②地域住民の協力を得

て，公民館などにおいて児童が放課後等を安全・安心に過ごし，多様な体験・活動

を行うことができる居場所づくりと豊かな学習環境づくりを推進していきます。 

（３）家庭教育の充実では，保護者を対象にした研修会，学習会などを開催してい 

くことで家庭教育の充実を図ります。①といたしまして，訪問型ワークショップ形式

で保護者同士の交流の場を提供し，家庭教育を支援していくことにしています。目標

値につきましては，指標を地域のボランティアが主体となって企画，運営する放課後

子ども教室，土曜体験学習の教室数とし，現在，教室数は７教室ですが，目標値につ

いては１１教室とします。 

 

（文化課長）それでは引き続きましてアクションプランの３，文化財の保護と活用の推

進について説明いたします。現在，文化課文化財グループと考古博物館埋蔵文化財

グループが所管する一般文化財と埋蔵文化財を合わせまして，平成２８年度から文

化財課文化財グループとしてひとつのグループで業務を行ってまいります。アクシ

ョンプランとしては，文化財の発掘・調査と保存及び文化財を活用したまちづくり

の推進をかかげました。まず（１）でございますが，文化財の発掘・調査と保存を推

進してまいります。①から⑥まで記載のとおりでございまして，市内に残る歴史的・

文化的遺産の調査を行うとともに，文化財の保護保存を図るため，所有者などに対

し事業支援を行ってまいります。また，国指定天然記念物「金生水沼沢植物群落」
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の保護増殖を推進するための環境調査や，国指定重要無形文化財「伊勢型紙」の技

術保存を図るため，保存会への事業支援も本年同様進めてまいります。次に，国史

跡「伊勢国分寺跡」の歴史公園整備事業を進めるとともに，伊勢国府跡の史跡指定

範囲の拡大を図り，合わせて，住宅建築などに伴う遺跡の発掘調査も行ってまいり

ます。目標の指数は，指定登録文化財の件数としており，目標値は，４年間で４件

の増加を目指し，新たな文化財を発掘してまいりたいと考えております。次に（２）

の文化財を活用したまちづくりの推進でございます。文化財を地域資源として活用

し，地域の貴重な文化財に親しみ，生かし，魅力あるまちづくりにつなげようとす

るものでございます。考古博物館や記念館及び資料館の展示や講座の充実を図り，

金生水沼沢植物群落の保護啓発のため季節ごとの自然観察会も行い，多くの方々に

訪れていただくことで文化財に触れる機会を作ってまいります。目標の指数は，博

物館等の来館者数とし，年間約２００人の増加を目指して，平成３１年度には 

３２，０００人を目標といたしました。説明は以上でございます。 

 

（教育長）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）まず，「学び，生かす生涯学習の推進」のところの目標値が，先ほどお聞き

しておりましたら市民アカデミーに参加された方の満足度ということになっている

のですけれども，現在９４％とかなり満足度は高くて，それを１００％にしようと

いうのが目標値にあがっているのですけれども，全体に市民がもっとたくさん，そ

ういうものに参加されるということが，結構今の満足度が高いので，ふさわしいの

ではないのかなと思ったりするのですが，この目標値となった理由や過程を教えて

いただけたらと思います。 

 

（生涯学習課長）目標値でございますけれども，現在，平成２６年度の数値なのですが

まなベル参加者は１６４人でございまして，回答された数は１４０人です。この 

１６０人という数字については，確かにこれもまた増やしていきたいというところ

はあるのですが，増やすにいたしましても，回数にいたしましても限度がございます

し，それについてはどちらかといえば活動指標というようなことに考えられまして，

その結果としてアンケートをとっております。そのアンケートの数値の方がむしろ，

満足度としてどのくらいあるのですかという部分でございましたので，満足度は高

いのですけれども，満足度の中で半分が，９４％のうちの４７％，これが満足。残り

の４７％が概ね満足というような回答を得ておるのですけれども，まずはやはり， 

９４％と高いのですけれども，まだまだ１００％にしていくような余地はございま

すし，市民の皆様，参加された方からも意見もいただいております。そういった意見

を十分踏まえながら満足度を高めるというようなことが指標としてはふさわしいの

ではないかということで，この満足度でさせていただいております。 
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（福嶋委員）市民アカデミーというのを指標にあげられたのですが，ほかにも確かに

「学び，生かす生涯学習」をやっている講座等があるかと思うのです。それを，今

回市民アカデミーに限定していらっしゃるというのは，何か理由がございますか。 

 

（生涯学習課長）この市民アカデミーなのですけれども，平成２７年度，今年度で３回

目でございます。市民を対象にした，こうした若干専門的な内容を市民に対して分

かりやすく，鈴鹿市内の教育機関ですね，高専，医療科学大学，鈴鹿大学，その辺

りのところと連携してやっていくというのが今年で３年目で，比較的新しい試みで

すし，この事業につきましてはしばらくの間力を入れていきたい。そのために，そ

の中身を満足してもらって，さらに来てもらえるようにというようなことで，これ

に限って指数にさせていただきました。 

 

（福嶋委員）家庭教育の充実のところでですね，これからは放課後こども教室とかそう

いったものがたくさん作られるということが望ましいし，そういう社会になってい

くだろうなというように思っているのですが，今回，現在７教室で，目標値は 

１１教室ということになっているのですが，もう少し目標値が高くても良いのかな

と思ったりはしているのですが，１１教室の根拠というか，どういうことなのでし

ょうか。 

 

（生涯学習課長）放課後こども教室，これにつきましては現在６つの地域・学校区の公

民館で実施させていただいております。放課後こども教室を実施していくためには

どうしても地域の人のボランティア，コーディネーター，そういった協力が必要な

のですけれども，この６教室につきましては子ども行動計画，別途，子どもの放課

後等の計画があるのですけれども，その中で平成３１年度を目途に市内の３割につ

いてはこれをやっていきたいと。こちらから進めるのではなく，地域の人々の依頼

があってできるというようなところがございますし，子ども教室だけではなく放課

後児童クラブ等いろいろなところがございますので，まずはこの６教室を充実する

ようにします。もう１つの学校区では，土曜日の体験学習をやっておるのですけれ

ども，これが１つございます。現在，６と１合わせて７つ。体験教室につきまして

は放課後子ども教室を増やしていく中でもう１つこれも増やしていきたいなという

ようなことで，現在は７つを１１にしていきたい。それで，増やしていく根拠につ

きましてはやはりその地域の協力を得ながらやっていくのはなかなか難しいところ

もございますし，そういった意味で１１教室とさせていただいております。 

 

（山中委員）図書館の部分で教えていただきたいのですが，現状値３．１冊，目標値 

３．５冊の目標をあげられておりますが，これ，多いのか少ないのかよくわかりませ

ん。現状，三重県内のほかの市町等ですと，何か資料等あるのですかね。貸出冊数等。 

 

（図書館長）統計に基づきまして，各館がこういった，１人当たりの年間貸出冊数とい

うのは出しております。県内でも鈴鹿市につきましては低い方ということで，全国



9 

的に同等の２０万都市くらいのところですと，５冊に近い数字が並んでいるところ

が多いのですけれども，私どもは一足飛びに５冊というのはなかなか難しいという

ことで，３１年度は３．５冊というところを目指して頑張っていきたいなというよ

うに考えるところです。 

 

（山中委員）全国的に低い方ということで，同規模の市町ですと５冊くらいということ

で，結構２冊ほどの差があるわけなのですが，この差はどこから生じてくるのか，

自分の感覚からいくと，やはり大きな拠点，図書館があり，それを補助していくよ

うな支援ですよね，そういった機能ですか。その１つとして江島地区のところに設

けられていくわけで，１つ突破口が見出せるのかなというようには思うのですけれ

ども，今後そのようなかたちで，例えば各地域によって利用度が低いとか高いとか，

いろいろ出てきていると思うのです。自分もいろいろ学校経験の中でですね，やは

り図書館から遠く離れた学校の子どもたちは，どうしても図書館の利用度が低くな

ってしまったりとか，そういった部分の分析のもとに，重点的にどこかの地域に支

援をもっていく，そういった発想もあっても良いのではないのかなというように思

うのですが，施設も伴うことですので大変な発想ではありますが，方向的にはそう

いった部分も求めていっても良いのではないのかなという気はするのですが，いか

がでしょうか。 

 

（図書館長）２冊の差というところですけれども，鈴鹿市は合併を伴わなかったという

ところがたいへん大きいところかなというように感じております。例えば津市など

ですと，たくさんの市町の合併によってそれぞれの町が持っていた図書館も全て津

市の図書館というようになりましたので，利用者の方からすれば，近いところに図

書館があると，利用しやすいというようになっているのも大きいのではないかなと

いうように思います。それともう１つ，開館日がほかの市町と比べて若干少ないと

いうところも大きいかなというように考えているところですので，そこにつきまし

ては今，改善をするように取り組んでいるところです。それから地域差があるとい

うことですけれども，分館化につきましていろいろな御意見もいただいているとこ

ろなのですが，現在はまず江島の分館について機能強化をはかり，そこで今年度の

４月から開館しているわけなのですけれども，利用者は前年に比べるとかなり多く

の方が利用していただき，良い評価をいただいているなというように感じておりま

すので，まずは江島でたくさんの方に借りていただくようになった上で，ほかの地

域についてどうするべきかということを検討していきたいというように考えており

ます。 

 

（福嶋委員）図書館のことなのですけれども，図書館が少ない人数で，予算も少ない中

でやっていただいていて本当にありがたいことだと思っているのですけれども，近

年本離れというのが進んできていて，インターネットの本などに皆さんの興味が移

行していって，本を読まない方がだんだん増えてきていると思うのです。その中で

本に親しむ会，本はこんなに楽しいことがあったのだなというようなことを，啓発
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というか，できるようなちょっとした仕掛けというか，何か催し物とか，企画して

いただければありがたいかなと思っております。 

 

（図書館長）去年，２６年度からですね，図書館のボランティアの方々にいろいろご尽

力いただきまして，図書館でのイベント，本を展示したりして，小さいお子さんに

親しんでいただき，その方々が長く図書館を利用していただけるようにということ

で，子どもさんをターゲットにしたイベントというものを２年連続で開催していた

だき，とても好評価をいただきまして，また来年もして欲しいというようなお声も

いただいております。図書館が主体でやるイベントも開催はしますけれども，ボラ

ンティアの方々に御尽力いただきまして，より市民の方に近い立場で計画をしてい

ただくということもありがたいなというように思っておりますので，来年度も，先

ほどの御意見を参考にさせていただきまして，検討してまいりたいと思っておりま

す。 

 

（福嶋委員）是非，若い方も大事ですけれども，シニアというか，私たちの年代のター

ゲットもよろしくお願いしたいと思います。 

 

（図書館長）大きなイベントではないのですけれども，図書館の閲覧室の中に掲示板み

たいなものを３つほど用意しまして，今は，シニアの方へのおすすめ本，それから

最近，作家の水木さんと野坂さんが亡くなられましたので，その追悼コーナーとい

うようなことで御二方の本を集めたコーナー，それから来館者の方に書いていただ

くおすすめ本のコーナー，書いていただいた本をそのまま展示して貸出するような

コーナーと，それからティーンズの方に一言カードみたいなものを書いていただい

て貼り出すというような，そういったコーナーをそれぞれ設けておりまして，シニ

アの方も手にとっていただきやすい本を並べてございますので，また皆様も御利用

ください。よろしくお願いいたします。 

 

（伊藤委員）図書館で，福嶋委員とよく似たことになると思うのですけれども，やはり

子どものときから，子どもたちが図書館に通う習慣をつけるというのが一番大事だ

と私は思っております。前にも少しお話したのですけれども，年間を通して貸出冊

数が一番多かった人を図書館で表彰するとか，図書館独自で感想文コンクール等を

してもらったりして，それでジュニアとかシニアとか，いろいろ含めて，コンクー

ルをして最優秀の人を市報に載せるとか，特に貸出冊数が多いところなどの，そう

いった表彰等をいろいろやっていただくと，子どもたちも，本好きの子がさらに拍

車がかかるのかなというのがあるのですが，その辺りもまたしていただきたい。加

えて，公民館事業なのですけれども，やはりこれから核になるのはきっとそれぞれ

の公民館だと思うのですね。少子高齢化の中で，今から高齢になっていく人が何が

一番気になるかなというところにターゲットをあてて，例えば，今救急車がよく，

特に冬になるのかな，外に出ると救急車のサイレンが鳴っているというのが非常に

ありますので，やはりそういう救急救命士の人等をお願いして，本当に救急車を呼
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ばなければいけないときとか，いやこれは少し診てほしいとか，そういうような，

もう少し生活に密着したようなことを身近にもっと公民館でいろいろ紹介していた

だけると，公民館の出入りが増えるのではないかなという気がしております。例え

ば２８年度，高齢化にターゲットをあててとか，もっと，総合的に書いてもらって

あってとてもよく分かるのですけれども，じゃあ実際，もう少しこう，絞り込んで，

冬の高齢者の健康管理とか，ここで救急救命士を呼んで，本当にこういうときには

こういうような救急対応をして欲しいとか，もう少し皆さんが納得するようなこう

いう講座を作っていただけたらと思いますので，また，何か機会があったらよろし

くお願いいたします。 

 

（図書館長）現在の図書館システムでは利用者の方が，借りていただいた本の履歴とい

うのが残らないようになっています。それはプライバシー保護の関係で，誰がどん

な本に傾倒しているかということが分からない，我々でも分からないようになって

おりまして，ちょっと年間の貸出が多い方というのが，システム上調べるのは厳し

いかなというように思います。 

 

（伊藤委員）子どもでもそうなのですか。 

 

（図書館長）はい。最終貸出者は誰かというところまでしか分からないのです。それは

少し本に傷がついていたとか，そういったことをお尋ねしたりするようなことがあ

りますので，それは分かるのですけれども，誰がどの本をというのは全くシステム

上では分からないようになっております。 

 

（伊藤委員）この本について何人の人が，年間読んだかというような統計は出てくるの

ですよね。 

 

（図書館長）本については，私も不勉強で申し訳ないのですが，出てくるかとは思いま

すが。 

 

（伊藤委員）個人での冊数というのは難しいのですね。 

 

（図書館長）そうなのです。御本人さんにお出しするレシートのようなものがございま

すので，あれを残しておいていただければ分かります。ほかの図書館ですと通帳の

ような，読書通帳というものを作っているところがありまして，それで管理してい

ってもらえれば自分が以前どんな本を読んだかというのが分かるようにはなってお

ります。本館では子どもさんを対象にして，夏休みと，この冬休みに，読書ノート

というものをお配りしまして，そこに自分が読んだ本の名前と感想をひと言コメン

トとして書いて，１０冊読んでいただければ景品をお渡しするという，励みのよう

なもので，お配りはしておりますので，それを利用していただけると御家族も，自

分のお子さんがどんなことを本で感じられたかということが分かるかなというよう
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に思っております。読書ノートについては，次の夏休みも継続していただこうかと

思っておりますが，これもボランティアさん方の御尽力でしていただいているもの

でして，まず本を読むことを楽しんでもらおうというか，定着させようという狙い

でしていただいていることですので，図書館も一緒に活動しておるところです。 

 

（生涯学習課長）高齢者教室，高齢者の対策なのですけれども，もちろん多くの公民館

でそういった高齢者を対象にした講座は開いておりまして，積極的にやっていると

思っています。こちらの中で，当然それは今進めておることですのでこれからやは

り地域づくりもしていかなければならない，またボランティアの育成も人材育成も

大事だというようなところから進めていくところについて，この計画の中では書か

せていただいています。高齢者の教室がないとかそういうことではないのですけれ

ども，活動は活動として充実はしていると思いますので，その点につきましてはよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

（下古谷委員）すみません，聞き間違いでなければと思うのですが，図書館のところで，

指標が年間貸出冊数から，１人あたりの年間貸出冊数に変えたというようにたしか

言われたと思うのですが，何か変更した理由というのがあったら教えていただきた

いと思います。 

 

（図書館長）貸出冊数の積み上げですと，市民の人口が減ることも今後予想されますの

で，人口で割るということで，１人あたりというように改めさせていただきました。 

 

（下古谷委員）２の（３）のところの①で，訪問型ワークショップ形式というかたちで

というように書いて特定されていますけれども，これは何かこの形式でということ

にこだわっているメリットといいましょうか，何かあったら教えてください。 

 

（生涯学習課長）これにつきまして訪問型ワークショップ，親ナビワーク，コーディネ

ーターの方がいて，そこに保護者がいて，いろいろなことを，１つのテーマを課題

にして話し合う場，これが訪問型のワークショップなのですが，親ナビワーク，パ

パママワークといって，それが年間大体１０回程度を目指して開いています。具体

的には家庭教育を支援していく中でそれぞれの学校の家庭教育学級であるとか，そ

ういった方を対象にしまして，こちらから働きかけて，こんなのはどうですという

かたちで進めているものなのですが，これもまた結構評判でございまして，家庭教

育の中心としてやっていきたいというようなことであげさせていただいております。 

 

（教育長）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

「平成２７年度特別展「鹿－『鹿と古代人』その後－」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２番目，平成２７年度特別展「鹿-『鹿

と古代人』その後-」につきまして，説明申し上げます。２ページ，３ページを御覧
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ください。本特別展につきましては，１月２３日（土）から３月６日（日）まで開催

いたします。昨年度，鈴鹿の「鈴」をテーマに展示を行ったこともあり，関連して

「鹿」を取り上げました。「鹿」については，平成１０年に考古博物館が開館した際

に，記念特別展として「鹿と古代人」の展示を行っておりまして，今回はその後新

たに発掘された資料を中心に，前回展示できなかった資料を加え，古代人の「鹿」

と人との関わりについて紹介させていただく内容となっています。また，今回は重

要文化財を展示いたしますことから特別展としております。重要文化財につきまし

ては，主なものとして資料の３ページ中ほどに写真がございますが，八日市地方遺

跡と朝日遺跡出土の絵画土器２点と，平城宮跡出土の木簡など全部で９点ございま

す。なお，展示関連講演会といたしまして，今回は「シカとヒト」をテーマに３回の

連続講座にしており第１回目が，１月３１日(日)に愛知県埋蔵文化財センターから

川添和暁さんをお招きして「遺跡出土の骨角器から考える」と題して御講演をいた

だきます。以上で報告とさせていただきます。 

 

（教育長）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）考古博物館の講演会は，たくさんの方が来ていただいているように思うの

ですけれども，県内の中では松阪と鈴鹿が考古に関してはトップクラスということ

なのですが，いつも講師の方がたくさん来ていただいていて，苦労されているので

はないでしょうか。その辺り，人気とか教えていただきたいです。 

 

（考古博物館長）この講師の人選なのですが，考古の，いろいろやっている方たちのネ

ットワークみたいなものがありまして，埋蔵文化財センターとか，そういうところ

で，うちの学芸員の方が声をかけて人選してもらっていますし，今年度につきまし

ては，うちの職員の中にもほかのところへ行って講演する，講師になるような学芸

員もおりますので，今回，今年度につきましては，入門講座等のときに職員の学芸

員が講師をつとめたりしております。 

 

（福嶋委員）かなり高度な講座になっているなということで，かえって一般市民の方が

よくわからなくて，行ってみたらよかったなというものが多くあるような感じなの

で，他市に行っても，鈴鹿市の催し物はいつもすごいねと言っていただいているの

で，ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

（考古博物館長）講演会のあと，いつも御参加いただいた方にアンケートを毎回とって

いるのですけれども，講師さんによってはかなり分かりやすく説明していただける

方もおみえですので，そういうことが分かりやすかったわということが書かれてい

ることもあります。 
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（下古谷委員）今回は鈴鹿の鹿というかたちで鹿に注目されていたと思うのですが，こ

れまでに鹿以外に何か動物等とコラボレーションというものは展示等されたことは

ありましたか。 

 

（考古博物館長）やはり鹿というのは古代から関わりがあるということで鹿に関する土

器が出てくるというのは多いのですが，あとは馬が出てくるものがあるので，鈴鹿

の石薬師の方から出たほおかぶりをした埴輪馬があるのですが，今県の方にありま

すが，そういうのをたまに一緒に展示はしたことがございます。特に馬だけでテー

マにしたことはないかと思いますけれども。 

 

（教育長）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２８年度鈴鹿市立小学校小規模特認校の転入学及び鈴鹿市立学校の通学区

域の弾力化による就学について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，私から報告事項の３番目「平成２８年度鈴鹿市立小学校小

規模特認校の転入学及び鈴鹿市立学校の通学区域の弾力化による就学」につきまし

て説明申し上げます。４ページを御覧ください。まず，合川小学校への小規模特認

校制度による転入学でございますが，今年度１４名を受け入れました新２年生以外

の学年で，各学年１０人程度を募集しましたところ，１月８日現在で，新１年生 

７人，新３年生１人，新４年生１人の合計９人の転入学を許可いたしました。続き

まして，鈴鹿市立学校の通学区域の弾力化による就学でございます。旭が丘小学校

区における通学区域の弾力化につきましては表に示しましたとおり，３校で合計 

３５人程度の受入人数を設定しましたが，１月８日現在，白子小学校に１人という結

果でございました。白子中学校区における通学区域の弾力化につきましては，こちら

も表に示しましたとおり，４校で合計８０人程度の受入人数を設定しましたが， 

１月８日現在で鼓ヶ浦中学校に１人，天栄中学校に２７人，創徳中学校に７人，千代

崎中学校に２人の合計３７人という結果となっております。以上でございます。 

 

（教育長）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）弾力化のプランそのものは，きちっと数値目標を持ってみえるのか，今の

ところ去年以来から，こういう弾力化をしてどの程度子どもたちが動いてくれたと

いうのを様子見してみえるのかがちょっと分からなくて，最終的にここまでは地域

の人に働きかけたり，小学校の保護者会でも，ある程度このくらいの目標で動いて

欲しいという説明をするのか等，その辺りをお聞かせいただいてもよろしいでしょ

うか。 

 

（学校教育課長）弾力化につきまして，数値目標というのは，こちら今のところ設定は

しておりません。今年度から導入ということでございますし，あくまで子どもたち

が本来指定される学校以外に行っていただくということでございますもので，友達
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関係でございますとか，あるいは通学の対応がどうなっておるのだという御心配も

あるかと思いますもので，取りあえず今年度はこちらも様子を見ながらどのくらい

の数が出るのかなというところでやっておったところでございますもので，今年度，

ここにお示しさせていただいたとおり今のところ３７人というかたちで結果が出ま

した。おそらくですけれども，これをベースにだんだん浸透していくと徐々に増え

る可能性はあるのかなというように見込んではおりますが，数値目標というかたち

で設定するということはございません。 

 

（下古谷委員）白子中学校区のところを見ますと，天栄中学校へ２７人ということでか

なり多くの生徒さんが移られているとなっておりますけれども，これは単純に稲生

から近いからという理由でしょうか，それとも何か天栄のいろいろな取組が評価さ

れたと言いましょうか，市民に伝わってということなのか，もし何か原因として考

えられることがあったら教えていただけたらと思います。 

 

（学校教育課長）それぞれの保護者でありますとか，６年生の子どもたちに聞いたわけ

ではございませんもので，あくまでもこちらの予想，推測になりますけれども，ま

ずやはり地理的なものが大きいかなというように考えております。当初やはりサー

キット道路より南につきましては白子中学校，天栄中学校，距離的に負担が変わら

ないというようなことが１つ大きいと思います。あとそれと当然，中学校をわざわ

ざ指定校を変えるということでございますもので，例えばその学校の評判があまり

良くないと，やはりそういうことがありましても，わざわざ変えてまでということ

はないと思いますので，そういったことも含めてあると思います。ほかの学校につ

きましては，例えば鼓ヶ浦中学校なども募集枠は多いのですが，やはり地理的に少

し遠くなるとかそういった条件が多いのかなということ，それから創徳，千代崎に

つきましては募集枠もそれほど多くございませんもので，初年度で，保護者の方も

様子見というか，何らかのかたちで受入枠を超えた場合に，行けなくなるのではな

いか，友達とわかれるのではないかとか，そういう不安も数人ではありますが聞い

たこともございますもので，そういったものも関係してくるのかなというように考

えております。 

 

（福嶋委員）そうしますと合川小学校は，新１年生は全部で何人になるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）当初，これは入学予定でありますけれども，地元の子たちは９人とい

う予定でございましたので，今のところ１６名になる予定でございます。 

 

（福嶋委員）小規模特認校なので，理想的な人数というのは多分あると思うのです。そ

れは何人くらいを考えていらっしゃるのか。あと，３年生と４年生でお１人増えた

のですけれども，これは兄弟がいるとか何か理由があったのか，ここに是非来たい

ということだったのか，その辺りを教えてください。 
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（学校教育課長）まずその人数でございますけれども，私ども，小規模特認校というこ

とでやはり保護者の方々は少人数でやっていただくというようなかたちに魅力を感

じてみえますので，やはり人数が，１年生ですと１クラス３５人，２年生以上です

と１クラス４０人というのが国の基準でございまして，それに近い数になるという

のはやはり小規模であるという良さが無くなるというように考えておりますもので，

ただまあ一桁，今回の１年生のように９名ということですと，それが続きますと複

式学級になる可能性もあるということで，私どもも当初の導入が複式学級を避ける

というのが一番の目的でございましたもので，人数としては２０名からそれより少

し多いくらいが良いかなというように考えておりますが，実際にそうなるかどうか

は，あくまで保護者の希望もありますものでなかなか難しい，そのように考えてお

ります。あと新３年生，新４年生でございますけれども，お１人は兄弟関係でとい

うように，新１年生で下の子が入るものでというかたちで入っておりますし，もう

１人は兄弟関係は関係なく，やはりこちらの学校の，１年様子を見ていろいろ話も

聞いて魅力を感じたので，途中から転入したいという申出でございます。 

 

（福嶋委員）そうするとこの新入学の，新１年生が７人というのはどのように考えたら

良いのでしょうか。かなりの人数と考えると魅力的に感じていただけているのか，

７人というのはどのように評価したらよろしいでしょうか。 

 

（学校教育課長）実は，昨年度は初年度ということもありまして，昨年度も１０名程度

でやっておったのですが最終的には１４名を受入というかたちでさせていただきま

した。それで地元の子が去年は１２人おりまして，１２と１４で２６人というかた

ちでした。今年度は９人と７人でございますもので，私どもとしましては先ほど申

しましたように２０人前後であれば良いかなということと，地元の子より校区外か

ら来る子の方が多くなるとやはり難しいことも起こる可能性もあるということで，

まあ大体，できれば，これはわかりませんけれども，同じぐらいであれば良いかな

というように考えておりますもので，９人７人というのは人数としては良いかなと

いうように考えております。 

 

（福嶋委員）ちょっと少なくなったような気がするのですけれども，それは別にあまり

気にしていないということですね。 

 

（学校教育課長）これはやはりいろいろ条件があると思います。新１年生でございます

もので基本的には保護者の方が送迎，中学校ですと自転車で行くということになり

ますけれども保護者の方の送迎等もございますもので，そういった条件，保護者の

方が送迎できる条件であるかということとかそういったかたちもございますもので，

なかなか私どもも，少なかったから駄目とか，多かったから良いということだけで

はないかなというように思っておりますもので，１０名募集した中で７名ですので

若干余裕はあるのですけれども，それに近い数が来ていただいたということで，う
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ちとしては複式学級の解消には繋がっているので，これだけ来ていただければ十分

成果はあがっているというように考えております。 

 

（伊藤委員）先ほどの交通手段なのですが，今やはりどなたかの送り迎えということが

現状だということですが，今後例えばバスを朝夕だけとか，そういう計画はお持ち

ではないですか。 

 

（学校教育課長）今のところ実際に，今年行っていただいている保護者の方でも，Ｃバ

スを保護者の方が利用しているという状況がございます。ただ送迎につきましては

保護者の方の責任でということで，その方は車の免許をお持ちでないということで，

お父さんが送れない，お父さんが送られる場合もあるのですが，いつもお母さんが

送っていただくのでというように聞いております。Ｃバスの時間につきましても，

そういった保護者の方も含めて利用できるようにということで担当課の方も考えて

いただきまして時間の調整とかも，当然これはうちだけではできませんもので，外

部のところとの調整をしておるところでございまして，始業時間，それから終業時

間，あるいは学童の終わる時間等も含めてですね，ただほかの方の交通の利用とし

ての時間帯もありますもので，Ｃバスの時間帯はうちだけでは考えられないのです

が，そういったことも含めて若干変更は次のダイヤ改正に向けてしていただくとい

うことでございます。 

 

（伊藤委員）複式学級を避けるというのは一番の目標だと思うのですが，英語の特区を

今一生懸命やってみえて，研究発表も見せていただきましたけれども本当に先生と

子どもが鈴鹿市の小学校の中の模範となるような取組をなさってみえるので，是非

ともやはり，バスさえ通ればもっと子どもさんはみえると思うのです。特にこの英

語教育というので特化してみえますので，どこかに働きかけていただいてスクール

バスを１台出すくらいの勢いで頑張っていただけたらと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，１時間経過しましたので，いったん

ここで休憩をはさみたいと思います。再開は１１時１５分再開ということにいたし

ます。 

 

＜＜   休憩   ＞＞ 

 

（教育長）それでは再開をさせていただきます。再開にあたりまして先ほどの学校教育

課長の報告事項の中で訂正がございましたのでお知らせいたします。 

 

（学校教育課長）大変申し訳ございません，手元に資料ございませんでしたもので，私

の記憶で答えさせていただいた中に誤りがございましたもので訂正をさせていただ

きます。先ほど来年度の小規模特認校制度の合川小学校の入学生の地元のお子さん
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は何人ですかというお話で，昨年度の調査か何かで９人というように覚えていた記

憶があったのですが，確認させていただきましたところ，今年度正確に今入るとい

うのが７人になったということでございますもので，当初地元から７人，それから

特認校制度で入る方が７人の合計１４人ということになります。これが１つ目の訂

正でございます。あともう１つでございますが，兄弟関係で１年生，新４年生で，

私新３年生の方が兄弟で，新４年生は新しく入られると言わせていただいたかと思

うのですが，逆でございまして，新４年生の方が兄弟関係で入られる方で，新３年

生が新しく入っていただくということでございましたので，申し訳ございません，

訂正をさせていただきます。 

 

（教育長）それでは報告事項の４番目の「鈴鹿市の子どもの体力の現状について」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４番目「鈴鹿市の子どもの体力の現状

について」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。「平成２７年

度全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果について」でございます。まず，５ペ

ージ，６ページの表につきましては，市全体の調査結果になります。５ページに本

年度，６ページに昨年度の調査結果がまとめられております。５ページを御覧くだ

さい。本年度は，３２種目中，小学校５年生男子の握力と反復横とび，小学校５年

生女子の反復横とび，中学校２年生男子の持久走，中学校２年生女子の反復横とび

の計５種目におきまして全国平均を上回りました。上回った種目数は，種目は異な

りますが，昨年度と同じ５種目でございました。それでは，各学年における調査結

果につきまして，現時点での分析をもとに報告させていただきます。７ページの小

学５年生男子を御覧ください。握力と反復横とびで全国平均を上回っております。

そして，一番右側の矢印が上向きになっている種目４種目が昨年度の市の平均を上

回っております。また，２０ｍシャトルラン，立ち幅とびが県平均を上回っており

ます。一方，下向きの矢印４種目におきましては，昨年度の平均を下回る結果とな

りました。また，ソフトボール投げでは，初めて向上いたしましたが，県や国の平

均を上回ることはできませんでした。次に，８ページの小学５年生女子を御覧くだ

さい。反復横とびで全国平均を上回り，握力，上体おこし，２０ｍシャトルラン，立

ち幅とびの４種目が昨年度の平均を上回っております。反復横とびにつきましては，

２年連続で全国平均を上回っていることから，敏捷性については強みと言えます。

また，２０ｍシャトルランにつきましては，記録が大幅に伸びております。一方，

反復横とび以外の種目につきましては，全て全国平均を下回っており，長座体前屈，

反復横とび，５０ｍ走，ソフトボール投げにつきましては，昨年度の平均を下回っ

ていることから，走力，持久力，瞬発力，投力については弱みと言えます。特に５０

ｍ走につきましては，ここ３年，年々平均値が下降しております。次に９ページの

中学校２年生男子を御覧ください。持久走で全国平均を上回り，立ち幅とびにつき

ましては，昨年度の平均を上回っております。一方，持久走と立ち幅とび以外の種

目につきましては，昨年度の平均を下回っており，特に，ハンドボール投げにつき
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ましては，年々下降しており，投力については，継続的な弱みとなっております。

次に，１０ページの中学校２年生女子を御覧ください。反復横とびが全国平均を上

回り，３年ぶりに中学２年生女子で全国平均を上回っております。また，立ち幅と

びでは，県平均を上回りました。長座体前屈につきましては，６年間で４回県平均

を上回っていることから，柔軟性と瞬発力については，やや強みと言えます。一方，

握力，持久走，５０ｍ走，ハンドボール投げが，昨年度の平均を下回っております。

ハンドボール投げにつきましては，男子と同様に，年々下降しており，投力につい

ては，継続的な弱みとなっております。次に，各種目における，６年間の記録の推

移について１１ページを御覧ください。実線が市の推移，太い破線が全国の推移，

細かい破線が県の推移になります。国と県の推移につきましては，小学校,中学校い

ずれにおきましても，ほぼ同じような動きとなっております。ところが，小学校の

場合，そこへ市の推移と重ねますと，少し違った変化が見られています。たとえば，

１１ページの男子上体おこし，市の推移ですけれども，国や県とは違った動きをし

ている項目です。長座体前屈，１２ページの反復横とび，５０ｍ走，１５ページの

女子反復横とび，５０ｍ走，中学校の場合，１７ページの男子長座体前屈，１８ペ

ージの反復横とびなどがそれにあたります。また，国や県と同じような推移をして

いても，その幅が大きかったり，下がり方や上がり方が急であったりする場合もあ

ることが，これらのグラフでわかります。これらの推移からわかることは，小学校

では１６ページの下の方にまとめてございます。２段落目にもありますように，反

復横とび，長座体前屈，５０ｍ走については，男女ともに年ごとの上昇や下降が激

しい傾向が見られます。これは，敏捷性や柔軟性，走力に関係する取組や指導の軽

重が，年によって変わってしまっているからなのではないかと考えられます。中学

校につきましては，１７ページを御覧ください。一番上の中学校男子の握力につい

てですが，国や県の推移と同じように，市も推移しておりますが毎年，握力だけが

国や県との差が非常に大きくなっており，さらなる分析が必要と考えております。

２２ページの下のまとめを御覧ください。最後の段落にございますように，男子に

おける握力とハンドボール投げ，女子におけるハンドボール投げについては，６年

間で上昇の傾向が見られておりません。握力や投力について，課題ととらえ，日常

の取組や保健体育科授業の展開，部活動の練習等について，具体的な工夫を進めて

いく時期が来ていると考えられます。今年度４月に各学校に向けては体育担当者会

を開き，調査に向けて大切にしてほしいことや，正しい計測の仕方や，取組や子ど

もたちへの指導について周知いたしました。その成果も出ているのではないかと考

えておりますが，徹底できていない部分もあり，来年度も，調査に向けて市全体で

取組が進められるよう，子どもたちの体力が向上するように，来年度４月の担当者

会議の開催を考えております。次に，質問紙に関してですが，２３ページを御覧く

ださい。小学校５年生男子で，「運動が好き」「やや好き」と回答した児童は，国や県

と同じように昨年度に比べ，減少しています。一方，女子については，逆に増加傾

向にあります。２４ページを御覧ください。中学校２年生男子では，昨年度よりも

減少しています。女子につきましては，国や県は，昨年度からほぼ横ばいであるの

に対し，本市は減少傾向にあるのが分かると思います。２５ページを御覧ください。
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小学校５年生で「体育の授業は楽しい」と肯定的に感じている児童の割合が，国や

県に比べて高くなっております。しかし，中段の学校質問紙「学校全体で，向上の

目標設定をしている」割合は，国，県，市ともに減少しております。下段のまとめに

もありますように，スポーツ庁発行の「平成２７年度全国体力・運動能力，運動習

慣等調査報告書」には，全国的な調査結果の概要，分析結果と取組事例等，詳しく

まとめられております。それらを参考にいたしますと，鈴鹿市において小学校の指

導者は，体育科の授業や学校全体での取組の中で，体力・運動能力向上の目標設定

はあまりしていないものの，子どもたちは体育の授業を楽しいと感じている様子が

うかがえます。子どもたちには意欲があると考えられますので，指導者による授業

改善が行われ，子どもたちに意図が伝わる指導を行うことが，さらなる体力の向上

につながると考えます。最後に，２６ページを御覧ください。中学校２年生で「体

育の授業は楽しい」と肯定的に感じている生徒の割合が，昨年度に比べて減少して

おり，国や県に比べて，減少幅が大きくなっております。中段の学校質問紙「学校

全体で，向上の目標設定をしている」割合についても，国や県に比べて下降の勢い

が大きくなっております。下段のまとめにもありますように，鈴鹿市において中学

校の指導者は，保健体育科の授業や学校全体での取組の中で，体力・運動能力向上

の目標設定はあまりしておらず，生徒の体育の授業に対する意欲が低下しているこ

とがうかがえます。指導者の授業改善が行われ，子どもたちに意図が伝わる指導を

行えば，保健体育科の授業に対する意欲が高まり，体力が向上するのではないかと

考えられます。以上，平成２７年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査の結果の

報告とさせていただきますが，幼稚園現場におきましても，体力向上に向けて日常

的に取組を進めていただいているところです。１１月の飯野幼稚園の研究発表会で

は，委員の皆様にも来ていただいてその取組を見ていただいたと思うのですが，そ

の一部を公開いたしました。幼稚園での取組を，小学校にどう繋ぎ，小学校，中学

校の全学年で，体力向上に向けての取組を行うこと，そして，先ほどのスポーツ庁

発行の調査報告書も参考にしながら，分析を進めることを先日の校園長会で周知い

たしました。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，運動の日常化

や体育科等の授業改善等に向けて取り組むよう周知いたしました。以上で報告とさ

せていただきます。 

 

（教育長）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）いつも非常にきちっとした資料を出していただいて，本当にありがとうご

ざいます。大体子どもって小さい時というのは過動気味くらいよく動きますし，そ

れで段々と小学校，中学校になってくると動かなくなってくるというのが顕著にな

ってくると思うのですが，特にこの中で握力とか背筋とかというものについては，

先日の福井県への視察では，取りあえず，朝みんなグッパー運動をしてそれで握力

をつける。福井県もおそらく，今週などはずっと雪だと思うのですけれども，寒い

国なので，皆が座布団１枚くらい持ってきて２人１組になって背筋と腹筋を業間に
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やるとか，長い時間は縄跳びをするとか。やはり日々のこつこつとした積み重ねで

きっと体力ができあがり，それで反復とびとかいろいろなものの数値が上がれば子

どもはすごく楽しくなってくると思うので，そんなにお金もいらないと思うので，

少し考え方だけ変えていただいたらと思います。せっかくあのような優秀な，勉強

も体力も優れている学校を見せていただきましたので，是非とも今年は先進校の取

組を実践に移し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。 

 

（教育指導課長）ありがとうございます。市内でも，もう何年か前から全国で効果のあ

る取組等についてはいろいろな学校で実践をしていただいたり，それを紹介して

日々の取組にしていただいたりもしております。委員の言われるように，例えばグ

ッパー運動，これもいくつかの学校で取り組まれてはいますが，他の学校にも広げ

ていきたいと思います。 

 

（教育長）指導者の意識の高まりも必要だと思いますので，それも含めてやっていただ

きたいと思います。 

 

（伊藤委員）これはお金がかからないので，何かと事業というと予算がついて回るので

すけれども，これについては費用対効果というのは一番大きいものなので是非とも

よろしくお願いいたします。 

 

（福嶋委員）先ほど体育担当者会議というものがあったのですけれども，中学校などは

体操の先生がいらっしゃると思うのですけれども，小学校の場合はどういう先生が

来ていただいているのですか。 

 

（教育指導課長）小学校につきましても体育科の担当者がおりまして，運動会の行事を

計画したり，体育科の授業の年間計画をたてたりする先生が位置づけられておりま

すので，そういう先生を中心に参加をしていただいております。 

 

（福嶋委員）是非その担当者会議というものを強力に進めていただければと思います。 

 

（下古谷委員）非常にたくさんのデータをまとめられて大変だったかと思うのですが，

これをぱっと見せていただいて，私も時間がなかったので詳細には検討できなかっ

たのですけれども，１点，鈴鹿市にこだわらず全国的に見たときにですね，ソフト

ボール投げとハンドボール投げというのが，減少傾向が顕著に出ているかなという

気がしました。これというのは何か子どもたちに何か変わったこと，体に異変とか

が何か起こっているのでしょうか。腕というか，投げる力というのは。 

 

（教育指導課長）全国的に同じような傾向であるということで，特に何が原因というこ

とはないと思うのですけれども，学校現場におきましても野球をする子，ソフトボ

ールをする子とか，ボール投げとか，ドッジボールとか，いろいろな活動が行われ
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る中で，昔と同じようにはやっているのですが，若干その時間が短くなっているの

が原因かもしれません。昔ですと，天気がよければ外で遊ぶ子どもがたくさんいま

した。また今ですと公園などで，ボール投げは禁止とかキャッチボールは禁止とか，

サッカーボールを蹴ってはいけないとか，いろいろな規制がありますが，昔ですと

空き地があればそこでいろいろなことをやっていたと思います。体力の向上につい

ては，ボールを使った運動だけでなく，日頃から様々な運動や動きの取組が重要で

あると考えておりますので，ボール投げに必要なこの瞬発力や調整力，体の使い方

などの，総合的に力をつけるには学校生活にあたりどんな場面で，どうやって力を

つけるのかを考えていかないと，ボール投げだけ練習をするだけでは体力向上には

繋がらないかなと思います。実際こういう理由だから数値が下がってきたというも

のはつかんでおりませんが，学校からの報告を聞いている限りではその辺りが要因

になるのではと思っております。 

 

（下古谷委員）ボール投げというのは多分，ソフトボールなどは特に握力なども絡んで

くるのだろうなという気がするのですけれども，それで今，そうやって言われると

非常に鈴鹿の握力の差が非常に大きく出ているということなのですけれども，これ

って，単純に僕なんかの経験からいきますと，握力を測る時というのは，この幅を

合わせるとき，これで大分変わってしまいますね。ですので，なんとなく測りかた

をもう少し丁寧にされたら若干上がるのではないかなという気がするのですが，き

ちんと測られていたら別なのですが，その辺りいかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）この６年間の数値を見ましても，握力だけが幅があるというようなと

ころから，委員のおっしゃられるように測り方に問題があるのではないかと考え，

本年度の４月に体育担当者会で，握力の測りかたについて指導しております。です

から，その指導があって数値が上がっている学校もあるのですけれども，まだまだ

徹底ができていない部分もあります。握力測定は，機械を持って，順番にどんどん

やっていきます。本来，１人ひとりの指の長さとか，それに合わせて測定するもの

なのですけれども，そこが少し雑になっているところがあるかもしれません。 

 

（山中委員）感想というか自分の思いなのですが，やはり小学校の場合はここにもあり

ますように，体力・運動能力向上の目標設定をあまりしていないものの，体育の授

業を楽しいと感じている。これが小学校の子どもの実態だと思うのです。その中で

ドッジボールとか投力，それから握力の低下を感じると，やはりその，休み時間に

どれだけ子どもたちが遊べているのか，それからそれを補助・保障していく遊具で

すね，危険だから登り棒はもう排除していこうというか，ジャングルジムも，自分

も経験者ですが，首が抜けなくなってレスキュー呼んだことがあったのですが，危

険だから全部排除していく，管理上が難しいから。そういった部分をもう１度目を

向けて考えていく必要があるのではと思うのです。やはり小学校の子どもって，休

み時間にどれだけ外に出てボール投げして遊んでいるのか，登り棒で遊んでいるの

か，それがやはり体育の授業を支えている，本当に根幹だと思いますし，それから
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もう１点，鈴鹿市内も若い教員がたくさん増えているわけなのですけれども，どれ

だけ若い教員が外で休み時間に遊べるか，それも大きな部分で指標になるのではな

いかと思うのです。やはり校長，管理職が「もっと外へ出て遊んでこいよ」と言う

くらいの，それから遊んでいることを地域の人たちに「うちの自慢なんです」とい

うくらいの視点で学校を捉えていく，これがすごく大事じゃないかなというように

思うのです。その辺りも視野に入れながら，体育の授業だけを見ていて，一定の時

間の中でいろいろな体操をしようとか，過去にも様々な取組がなされてきたわけな

のですけれども，それを支えるベースとなる日常生活，つまり遊びですよね。小学

校の場合は。それがどれだけ保障されているかということは，絶対外してはいけな

い点ではないのかなというように毎年子どもを見ますと感じます。年々こうして握

力が低下しているな，ボール投げが低下しているなというのは，まさしくその遊び

の時間が保障されてきていないのではないかなということをすごく感じるのですけ

れども，いかがでしょうか。 

 

（教育指導課長）委員のおっしゃられるとおりだと思います。学校現場で，体育の時間

だけではなく，学校生活全体の中で，学力と同じでございまして，朝学校に来てか

ら帰るまでの間にそのような取組がどのように位置付けられるかというところにか

かってくるかと思います。また，家庭との連携も大切だと思います。家でできるこ

とも必ずあるはずで，その辺りも保護者の方に協力の要請をしていかなければと感

じております。 

 

（教育長）それでは，ほかに御意見もないようですので，報告の５番目の「鈴鹿市教育

振興基本計画（素案）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５番目，鈴鹿市教育振興基本計画（素案）につい

て，報告させていただきます。現在の鈴鹿市教育振興基本計画は，平成１８年の 

１２月に，改正されました教育基本法におきまして，「地方公共団体は，教育の振興

のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない」と規定さ

れましたことを受け，平成２２年度に策定したものでございます。このたび策定いた

します，鈴鹿市教育振興基本計画では，基本理念や基本目標などの施策の根本的な方

針として，鈴鹿市教育大綱をおいております。この教育大綱は，地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の改正により首長が定めることとなりましたことから，本市

では，市長，教育長及び教育委員会委員の皆様からなる総合教育会議の場で協議を行

ってまいりました。さらに，教育の各分野の有識者と市民公募委員から構成された鈴

鹿市教育振興基本計画審議会からの意見を参考に，鈴鹿市教育大綱を市長が策定い

たしました。教育大綱に掲げる施策の基本的方向は，鈴鹿市総合計画２０２３の前期

基本計画との整合と連動を図っており，それぞれの基本的方向に成果指標を設定し，

施策を効果的かつ着実に実施するための，検証改善サイクルの実現を目指します。ま

た，目標を達成するための具体的な取組に関しましては，施策の基本的方向ごとに基

本事業をおき，その中で，めざす姿を示すとともに，現状と課題の分析，主な取組内
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容，指標を記載しています。加えて，今後の４年間において，重点的に推進する取組

を示しております。このたびの，教育委員会定例会におきまして，委員の皆様から，

御意見を頂戴し，計画策定に活かしてまいりたいと考えております。それでは，教育

振興基本計画（素案）につきまして御説明申し上げます。まず，素案の 1ページから

２ぺージを御覧ください。第１章計画策定にあたってでございますが，こちらは，計

画策定の趣旨，位置付け，期間，内容につきまして記載してございます。次に第２章

としまして教育を取り巻く社会の現状と本市の主要な課題について４ページから 

５ページに記載してございます。次に第３章教育大綱については６ページから 

１５ページでございます。６ページの「めざす子どもの姿」につきましては，「自己

実現と人との協働により，豊かな未来を創る力を備えた鈴鹿の子ども」として，社会

の価値観が多様化する中，子どもたちが自分に自信を持ち，心から人とつながること

ができるよう，子どもたちが未来への希望を持ち，仲間とともに生き生きとたくまし

く育つ教育を進めてまいります。７ページから８ページの【基本理念】につきまして

は，ふるさと鈴鹿の未来を担う子どもたちの育成のため，市民の総力を結集し，教育

を推進するという趣旨から，「鈴鹿を愛し，子どもの学びと安全安心を支え，絆で育

む鈴鹿の教育」としております。また，めざす子どもの姿を実現させるため，基本理

念のもと，３つの基本目標を設定しました。①番目に「知識基盤社会を生き抜く力を

育む教育内容を創造します。」，②番目に「家庭や地域と共にある学校づくりを推進し

ます。」，③番目に「社会の変化や技術革新に対応した教育環境を整備します。」の 

３点を設定しました。これら基本目標を具現化していくために，子どもと地域のある

べき姿として，７つの基本的方向を設定しました。９ページを御覧ください。 

１点目は，「グローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子ども」 

２点目は，「基礎・基本を身に付け，自ら表現する子ども」 

３点目は，「豊かな感性をもち，自律した子ども」 

４点目は，「健康への意識を高め，健やかな体をもつ子ども」 

５点目は，「命を尊重し，人の多様性を認め合える子ども」 

６点目は，「学校，家庭と共に子どもを育む地域」 

７点目は，「子どもが楽しく安心して学べる環境」と７点設定しました。次に， 

１５ページ第４章を御覧ください。ここでは，７つの基本的方向別の基本事業名を

掲載しております。そして，１９ページから２４ページまでの施策の基本的方向，

基本事業，主な取組の体系におきましては，今後４年間で特に重点をおく取組内容

には，【重点】と記載しております。次に２５ページから５８ページまでは，各基

本事業と，その主な取組内容などを記載しています。次に，５９ページから 

６０ページ，第５章計画の効果的な推進のためにでは，本計画の進行管理などにつ

いて，記載しております。最後に巻末には，用語解説を記載しております。以上，

鈴鹿市教育振興基本計画（素案）の説明とさせていただきます。 

 

（教育長）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。 
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（福嶋委員）数値目標値のことなのですけれども，例えば１５ページの方で，一番の目

標値が現在は９４.１％で，目標値は９６％というようになっていてですね，その

個々の項目の目標値が，またページが変わって書いていただいてありますね，英語

教育が何％とか。個々の現状値と目標値があるのですけれども，この全体の目標値，

１５ページの目標値の数値と個々の数値，低い数値もあったりもするのですが，こ

れはどのように連携しているのかということを教えていただきたいです。 

 

（書 記）それぞれの指標なのですけれども，こちら１５ページの指標については基本

的方向の「（１）グローバルな視点で主体的に学び，社会に発信する子ども」に関す

る成果指標の部分を書いてございます。そして，この（１）の成果指標を実現する

ために，（１）に関する基本事業というのが２６ページから３１ページにあるのです

けれども，それぞれの基本事業の中の主な取組，ここのシートでは一番下に活動指

標が記載されているのですけれども，これらを活動することによってですね，この

活動指標の目標を達成することによって成果をあげるというような繋がり，成果指

標と活動指標の繋がりでございます。ただ基本事業の中には一部活動指標がどうし

ても馴染まない事業もございますことから，一部成果指標に代えさせていただくこ

ともあるのですが，ほぼ９割以上活動指標ということで，この活動を通じて成果を

あげるというような繋がりで考えております。 

 

（福嶋委員）個々の現状値と目標値の数値がわりと低くて，全体のこの大きな９６％と

いう目標値と乖離しているような気がするのですけれども，それは別に個々の問題

だからということでよろしいのですか。 

 

（書 記）指標についても，統一した指標ではございません。活動自体もより達成に向

けて現実的なものを，活動指標として設定しております。成果指標の方はアンケー

トの回答結果になっておるのですけれども，つなげてこの数値になっていくのでは

ないかというようなところで考えております。アンケートの資料自体も，実は現状

値，今９４.１と高かったりするのですけれども，この活動を通じてあと２％は上げ

ていこうというところでございます。 

 

（下古谷委員）非常に上手にというか，まとめられているというように感じております。

１点，簡単なところなのですが，一番最後のところに語句の説明をつけていただい

て，非常にありがたいなと思っていたのですけれども，コミュニティ・スクールと

いう言葉に対しては協働型とか，鈴鹿型とかあるのですが，それぞれ全てが独立し

て３つとも全部載せてあるかたちになっているのですけれども，パッと見たときコ

ミュニティ・スクールというものが１つあって，その中に協働型とか鈴鹿型という

説明を入れてあるほうが良いのかなと思いましたので，若干その鈴鹿型の説明と協

働型の説明がコミュニティ・スクールの説明を読みますと，少し違ったかたちにな

っておりますので，違和感を感じたのがまず１点です。あともう１点，第５章の一

番最初のところでＰＤＣＡサイクルで，こういうかたちでやっていきますよという
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ことでよくわかるのですけれども，何となくそのプランをするところ，ＤＯをする

ところ，確認をするところ，そしてＡＣＴの改善をするところというのが，これは

基本的には各部署でやっていくことなのでしょうか，それとも教育委員会全体とし

てやっていくということなのか，それとも，各部署でもやり，教育委員会でも全体

的でやっていくのか，その辺りを少し教えていただきたいです。 

 

（書 記）常日頃の業務の一環としまして，各所属でやっていただくのはもちろんのこ

となのですが，いつも教育委員会でも取り上げて委員の皆様方に評価等でお世話に

なっております点検評価で最終的にはチエックをかけておりますので，全体として

は点検評価でチェック等を行っていきたいと考えております。 

 

（教育支援課長）コミュニティ・スクールの注釈の関連につきましては，今いただいた

意見を参考にさせていただきながら，もう少し市民の皆様にわかりやすいかたちに

できるように変更させていただきたいというように思います。御意見ありがとうご

ざいました。 

 

（伊藤委員）３８ページのすずか夢工房のことなのですけれども，ここに書いてありま

すのは「すずか夢工房」などの取組を通じて本物の文化・芸術に触れる機会を設け

るという部分で，今までのすずか夢工房ですと人権のこととかいろいろなジャンル

の講師の方をお招きしていたと思うのですが，この書き方から言いますと，文化と

か芸術に関して今後そういう匠の方たちをお招きするというというのが夢工房とい

うように読めるのですが，ここのところの考え方だけ教えていただいてよろしいで

しょうか。 

 

（教育指導課長）ここの３８ページの部分は文化・芸術活動というところでございまし

て，その中ですずか夢工房という事業がございます。現在登録されている方はたく

さんおり，そういう人達を活用しながら取組を進めたいと思っております。３２ペ

ージのところに，キャリア教育の中の現状と課題の３つ目の点で，この「達人」を

招いて出前講座を開催する「すずか夢工房」の取組についても書かせていただいて

おりますので，ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

（伊藤委員）それで，前年度いろいろ私も載せさせていただいたのですが，当初夢工房

のプロジェクトができてからかなり年数が経っていて，やはりどこかで仕切りなお

しをしていただいて，子どもの教育の現状も変わってきていますので，この辺り本

当に，学級担任の先生たちが，この方に来ていただいて子どもに話しをして欲しい

とか，もう少し精査していただいて，やはり先生たちも本当に来て欲しいという講

師をお招きするような方向で少し形を変えられた方が良いと思います。今後，アク

ションプランを作っていかれると思いますが，その辺りについては去年から不評と

いうこともありましたので，頭に入れていただきたいと思いますのでお願いいたし

ます。 
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（福嶋委員）今回これ，重点目標というものを作られて書かれていて，とても良いなと

思うのですけれども，それに関連して指標もいつもこうリンクして，今回の指標は

こうしましょうというようになっているというように考えて良いのですよね。そう

すると例えば，４３ページの学校給食の実施のところで，地場産を今回指標には，

あげていただいてあるのですけれども，これはやはり，地場産の指標が分かりやす

いという理由からなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）もちろん安全安心な給食の提供というのが一番大事と思っております

ので私どもも重点と考えておるのでございますが，それについての指標というもの

を考えましたときに，なかなかそこでは設定しにくいという，普段から１００％を

求めて，それに近づけてということで安全安心ということでやっておりますので，

そういうかたちでこの場合は，その中でも地産地消というのもやはり大切なところ

であるというように考えておりますもので，ここにつきましては重点から外れての

設定ということにさせていただいております。 

 

（福嶋委員）そのようにいろいろ拝見しておりますと，よく考えられてきているなとい

うか，努力されたなということを感じておりました。 

 

（教育長）ほかよろしいですか。それでは，御意見もないようですので，その他事項に

移ります。 

 

（教育長）｢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）次回，２月教育委員会定例会を平成２８年２月９日，火曜日，午後 

２時から開催いたしたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（教育長）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 

 

（教育長）御異議ないようですので,２月教育委員会定例会を２月９日，火曜日，午後

２時から教育委員会室において開催することにいたします。 

 

（教育長）それでは，これをもちまして平成２８年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 午前１１時５９分 
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以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

教育長 玉川 登美男 

 

委 員 伊藤 久仁子 


