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平成２８年２月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２８年２月９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 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） 

 

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），

児童保育課長（森川洋行），子ども家庭支援課副参事（米川寿美），書記（永井洋一），

書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１）平成２８年度鈴鹿市教育費予算案について           （関係各課） 

（２）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） 

（３）鈴鹿市立公民館条例の一部改正について           （生涯学習課） 

 

６ 報告事項 

（１）専決処分（工事請負契約の変更）の報告について（鈴鹿市立稲生小学校校舎棟増

築工事）                         （教育総務課） 

（２）第９回美し国三重市町対抗駅伝について           （スポーツ課） 

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

 

８ 傍聴人 なし 

 

（教育長）皆様，こんにちは。ただ今から平成２８年２月教育委員会定例会を開催いた

します。本日の議事録署名委員は，下古谷委員にお願いいたします。 

 

（教育長）では 初に，皆様に御報告申し上げます。本日の定例会ですが，所用により

山中委員が欠席されます。御本人から，鈴鹿市教育委員会会議規則第５条に基づく

欠席届を提出していただいておりますので，これを承認したいと存じます。なお本

日は，委員の過半数が出席いただいておりますので，地方教育行政の組織及び運営
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に関する法律第１４条第３項の規定により，会議を開催することといたします。そ

れでは議事に入ります。議案第１７４６号「平成２８年度鈴鹿市教育費予算案につ

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，平成２８年度鈴鹿市教育費予算案を３月市

議会定例会に提出するについて，鈴鹿市教育委員会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す。次に，詳細を説明

いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１７４６号，平成２８年度鈴鹿市教育費予算案の概

要について，説明いたします。なお，私からは教育費予算案の全体に係る部分と，

具体的な事業に関してはそれぞれの所管課から順番に説明いたします。それでは初

めに教育委員会所管分について説明いたします。議案書３ページの「１ 教育費予

算」を御覧ください。平成２８年度の教育費の総額でございますが，４５億 

５，０６７万６千円でございまして，平成２７年度と比べまして８億７，９１１万円

の減額でございます。項別の内訳につきましては教育総務費が１０億 

４，３５９万２千円，小学校費が１２億７，６２０万５千円，中学校費が５億    

２，５８８万円，幼稚園費が３億７，３５１万円，社会教育費が７億７，１３６万１

千円，保健体育費が５億６，０１２万８千円でございます。次に，本年度予算額の財

源内訳につきましては，国県支出金が２億６，６８６万３千円，地方債が２，６２０

万円，その他が１億２，４９６万２千円，一般財源が４１億３，２６５万１千円でご

ざいます。次に議案書には掲載しておりませんが，教育費予算の部局ごとの内訳でご

ざいますが，教育費の総額４５億５，０６７万６千円のうち，教育委員会事務局の所

管分は３６億８，７２３万８千円で，平成２７年度と比べ，６億１，６８１万８千円

の減額でございます。文化振興部の所管分は，６億４，６７０万１千円で，平成２７

年度と比べ，４億６，５５１万８千円の減額でございます。また，保健福祉部の所管

分として，子ども家庭支援課と児童保育課が計上しました教育費分は，２億 

１，６６７万７千円で，平成２７年度と比べ，２億３１６万６千円の増額でございま

す。加えて，企画財務部所管分として，企画課が計上しました教育費分は，６万円で

ございます。これは，総合教育会議におきまして，アドバイザーの出席が必要となっ

た場合に係る報償費としまして，平成２８年度から新規計上するものでございます。

続きまして，４ページの「２ 地方債」を御覧ください。「公民館施設整備事業」 

２，６２０万円は，後ほど，文化振興部から説明申し上げます。次に，議案書５ペー

ジから３３ページまでは，教育費予算案に関する歳入及び歳出の説明書でございま

すが，これにつきましては，議案をもって説明に代えさせていただきます。次に， 

３４ページから３８ページまでには，平成２８年度教育費予算の主な事業を記載し

てございますが，私からは，教育委員会所管分の各種事業を説明させていただきます。

「施設管理費／維持修繕費」（小学校）の１億１，５００万円は，平成２６年度から
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５か年の計画で実施しております単独給食調理室の改修工事を中心に，老朽化した

施設・設備の改善を図るための費用でございます。「施設管理費／維持修繕費」（中学

校）の３，５００万円は，老朽化した高圧受電設備改修工事をはじめ，施設・設備の

改善を図るための費用でございます。「小中学校職員室等緊急時通報システム事業費」

１，８２６万５千円は，小中学校への不審者侵入時の盗難等防犯対策としまして，市

内各校に機械警備の導入を図る費用でございまして，平成２８年度からの新規事業

でございます。「栄小学校施設整備費／屋内運動場」５，３４０万円は，栄小学校の

旧屋内運動場の解体工事と，駐車場整備等の外構工事に係る費用でございます。「教

育施設環境整備費／普通教室等空調設備整備費」９００万円は，小学校及び中学校の

普通教室等への空調設備整備に係る導入の可能性などを調査する業務委託費でござ

います。「神戸中学校 施設整備費／旧校舎」４，５６９万６千円は，旧神戸中学校

用地の処分のための埋蔵文化財発掘調査に係る経費を計上しております。本事業は，

平成２７年度から始まり，平成２８年度がⅡ期目となります。「愛宕幼稚園施設整備

費／旧園舎」７００万円は，廃園となる愛宕幼稚園の園舎の解体に係る費用でござい

ます。「学校規模適正化事業費」１千万円は，小中学校の適正規模，適正配置を行う

ための児童生徒数の中長期的推移の基礎調査を行う費用でございます。「学びサポー

ト環境づくり事業費」（小学校）１億９９９万８千円は，小学校における少人数指導

対応，特別支援教育対応及び土曜授業対応の非常勤講師や特別な支援が必要な子ど

もに対する介助員・支援員，看護師を雇用するための経費を計上しております。次の

「学びサポート環境づくり事業費」（中学校）３，９００万１千円は，中学校におけ

る少人数指導対応，特別支援教育対応，土曜授業対応及び天栄中学校区の英語教育に

係る小中連携対応のための非常勤講師や特別な支援が必要な子どもに対する，介助

員・支援員を雇用するための経費を計上しております。次の「学びサポート環境づく

り事業費」（幼稚園）１，３３４万円は，幼稚園における特別な支援が必要な子ども

に対する，特別支援補助員を雇用するための経費を計上しております。「第二学校給

食センター管理運営費／給食調理等委託料」１億４，２５７万６千円は，第二学校給

食センターの管理運営に係る経費のうち，調理配送業務の委託費，廃棄物の収集運搬

業務委託費を計上しております。「国際化教育推進事業費」３，６５０万８千円は，

これまでに引き続き，国の語学指導等を行なう外国青年招致事業により招致した外

国語指導助手の賃金及び活動旅費，国際化教育指導員の賃金，小学校英語アシスタン

トへの謝礼，教育課程特例校における外国語活動，英語教育の推進等に係る経費を計

上しております。「教育情報化推進費」１，８０４万３千円は，学校ネットワークに

係る機器類の老朽化に伴う更新費用及び各種サーバー等の保守監視管理委託費用な

どの維持管理経費と，教育情報化推進計画策定のための現状調査業務委託に係る費

用でございます。「学力向上支援事業費」９３０万６千円は，授業づくりや授業にお

けるＩＣＴ活用等の学力向上の取組をサポートする嘱託職員の配置と，教育現場に

おける今日的な研修課題に対応する実践的な研修講座や教育講演会を開催する経費

を計上しております。「ＩＣＴ教育推進モデル事業」４８２万８千円は平成２７年度

に引き続き，ＩＣＴを活用した教育推進のためのモデル事業として，合川小学校，稲

生小学校及び平田野中学校をモデル校として，タブレット端末を活用した授業づく
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りの研究を行うための，機器類の賃借に係る経費でございます。「外国人児童生徒サ

ポート事業費」４，８５７万４千円は，外国人児童生徒への適応指導，日本語指導，

学習支援，就学支援等に係る経費を計上しております。「不登校対策推進事業費」７

３３万８千円は，不登校児童生徒の未然防止，早期発見・早期対応及び社会自立に向

けた教育環境整備のための不登校対策支援員・スクールライフサポーター，研修会講

師等の謝金及び適応指導教室を管理運営するための費用を計上しております。「安全

安心ネットワーク推進事業費」３６７万９千円は，青色回転灯パトロールの実施や子

どもの安全教育に係る経費などを計上しております。「コミュニティ・スクール推進

事業費」４１４万２千円は，学校運営協議会の協議を活かした特色ある学校づくりの

推進及び地域コーディネーターを中心とした学校の支援活動に係る経費などを計上

しております。なお，３６ページに記載してございます「コミュニティ・スクール推

進事業費」に係る取組の３つ目に記載誤りがございました。コミュニティ・スクール

推進フォーラムとあるのは，コミュニティ・スクール実践交流会が正しい名称でござ

いますので，訂正をお願い申し上げます。申し訳ございませんでした。教育委員会事

務局所管分については，以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し

上げます。 

 

（文化課長）それでは続きまして，平成２８年度教育費予算案のうち，文化振興部が所

管いたします予算概要について説明いたします。まず初めに，文化振興部における

平成２８年度予算の編成方針について説明させていただきます。経常的経費につい

ては，ゼロベースでの編成を原則として，事業の見直しをはじめ，予算の大小に関

わらず，過去の決算状況も参考にしながら，全ての予算について精査をいたしまし

た。しかし，毎年予算編成の際には見直しをしっかりと行なっており，大きく削減

できるものがなく，事業枠の組み替えを積極的にするなど工夫を凝らして，予算削

減に努めました。また，文化振興部が所管する文化施設は，例外なく老朽化が著し

く，修繕にかかる経費が高額となりますことから，経常的経費をできる限り押さえ

るとともに，財源確保にも努力してまいる方針でございます。以上が予算編成方針

の概要でございます。それでは，各所属の予算概要について説明します。４ページ

の２，地方債を御覧ください。「公民館施設整備事業」２,６２０万円の内訳は，石

薬師公民館の男女別トイレ改修に伴い，多目的トイレ設置や玄関のバリアフリー化

を行なうなどの整備に係るものでございます。議案６ページから３３ページまでの

教育費予算案に関する説明書につきましては，議案をもって説明に代えさせていた

だきます。次に，議案３６ページ，３７ページに平成２８年度教育費予算において，

文化振興部が所管します各種事業のうち，主な事業を掲載させていただいておりま

すので，順番に説明させていただきます。「文化の薫る歴史街道活性化事業」２００

万５千円は，旧東海道の魅力再発見のため，旧東海道沿いの佐佐木信綱記念館にお

いて，特別展を開催したり，歴史的な文化遺産を紹介するホームページの管理運営

を行なうなど，交流人口を図るための経費を計上いたしました。「市民学習活性化事

業費」６８万３千円は，市内の高等教育機関４校と連携し，市民へ専門的分野の学

習機会を提供するための市民アカデミー「まなベル」開催と，子どもの読書活動推
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進のため，「第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画」を策定する経費でございます。

「地域家庭教育支援事業費」３５２万９千円は，地域の皆様と共に，子どもたちが

健やかに育まれる環境づくりを推進する「放課後子ども教室」の実施，土曜日を利

用した，学習づくりの一助として，「土曜体験活動」の実施，保護者を対象に，子育

ての悩みを解消するなど，家庭教育支援のための研修会「親なびワーク」を実施す

る経費を計上いたしております。「施設整備費栄公民館」２,４８０万円は，旧栄公

民館の解体工事と進入路の拡幅工事に係る経費でございます。同じく，「施設整備費

バリアフリー整備」３,５００万円は，石薬師公民館の男女別トイレの整備と多目的

トイレ設置等のための経費です。次の「施設整備費その他」２５０万円は，建て替

えを検討中の，牧田公民館の用地購入に係る土地鑑定の費用でございます。「江島分

館施設改修事業」４０８万円は，今年度から図書館の分館となった江島分館の会議

室を閲覧室に改修して，蔵書を増やすなど，分館としての機能強化と利便性を高め

るための経費でございます。「図書館システム情報化推進費」４７６万円は，図書館

システムの保守管理委託やファイアーオール対応機器更新作業委託，新規購入図書

の情報作業委託の費用でございます。 後は，「史跡伊勢国分寺跡保存整備事業費」

５,５１２万円ですが，掘立柱建物跡立体明示施設兼休憩施設建築及び土系舗装，芝

張り，サイン設置工事に係る経費を計上いたしました。以上で文化振興部所管の予

算概要説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

（子ども家庭支援課副参事）続きまして保健福祉部所管事業の中の教育相談事業につき

まして説明申し上げます。教育相談員等が子どもや保護者に専門性を生かした教育

相談を提供し，また，子どもや保護者への相談及びカウンセリング，教職員へのコ

ンサルテーションを行い心理検査等の補助や事故発生時の緊急派遣に対応するため

の人件費としまして２６５万３千円を計上してございます。 

 

（児童保育課長）それでは，私の方からはその下に記載してございます認定こども園施

設整備費補助，２億２３５万４千円について説明申し上げます。学校法人白百合学

園と学校法人ひかり学園が，平成２９年度から認定こども園に移行するために，施

設の一部改修及び建て替えに伴う施設整備費補助でございます。白百合学園につき

ましては，現在３００人定員の幼稚園部分２１０人，保育園部分３０人の，合計  

２４０人の認定こども園に移行して，就学前児童の教育に応えていこうとするもの

でございます。続きましてひかり学園につきましては，現在１２０人定員の幼稚園

６０人，３０人定員の保育園を９０人の，合計１５０人定員として施設を新しく建

て替えを行って，認定こども園に移行しようとするものでございます。どちらの園

も，補助基準額の概ね２分の１を県補助といたしまして，また４分の１を市補助と

して予算計上をさせていただいております。よろしく御審議賜りますようお願い申

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。 
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（福嶋委員）３４ページのところの教育委員会事務局所管事業なのですけれども，今年

は全てに減額ということで，大きい減額になっているのですけれども，主に，ここ

を大きくしてここを少なくしたというようなことをお話いただければと思います。 

 

（書 記）大きく減額した原因としましては，建物の工事費の減額でございます。平成

２７年度では，稲生小学校，栄小学校，つり天井改修を行っておりましたが，つり

天井改修につきましては今年度で事業が終了し，稲生小学校も平成２７年度で完成

いたします。栄小学校は一部解体工事が残っておりますけれども，概ね体育館の改

修にかかる費用は今年度で終了でございます。こういった建物関係にかかる金額が

非常に大きな減額としての部分でございます。その他の経常的経費につきましては

概ね今年度をベースとして予算要求をしておりますが，特に大きな新規計上といた

しましては，３４ページの３つ目に書いてございます小中学校職員室等緊急時通報

システム事業費としまして約１，８００万円が新規の事業ということになります。 

 

（福嶋委員）市の全体の予算は厳しかったと思うのですけれども，建物関係で減額部分

があって，子どもたちが関わるような事業については，あまり心配することがない

ということでよろしいでしょうか。 

 

（書 記）その他の経費につきましても，例えば学びサポート環境づくり事業費を例に

にとりますと，小・中・幼と非常勤講師等の人件費がございますけれども，こちら

もほぼ今年度ベースで達成できそうですし，その他についても，外国人児童生徒の

関係であったり，不登校の関係，あと国際化教育の方についてもほぼ今年度並みの

予算を確保したいと考えております。 

 

（福嶋委員）ありがとうございます。少しは安心をしつつ，でも頑張っていただきたい

なと思いました。 

 

（伊藤委員）３５ページの，先ほどの学びサポート環境づくりのところの特別支援補助

員と，一番下の不登校のところのスクールライフサポーターの違いというものを御

説明いただきたいのと，そのスクールライフサポーターについて人数を教えていた

だきたいです。 

 

（学校教育課長）まず，この特別支援補助員の方でございますけれども，一番上の学び

サポート環境づくり事業費（中学校）のところに書いてございますように，主に介

助員という，特別支援学級につきまして介助の必要なお子さんの支援を行う担当の

方，それからその後ろに支援員と書いてございますけれども，こちらは通常の学級

に在籍する発達障害等のお子さんに対してサポートするというかたちで私共，介助

員・支援員というように分けて呼称を使わせていただいておりまして，その２人を

合わせて特別支援補助員というような表現にさせていただいております。 
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（教育支援課長）私の方からは，スクールライフサポーターについて説明させていただ

きます。スクールライフサポーターにつきましては，基本的には小学校に配置する

地域人材の方になります。１５名を配置しているということで，特に登校支援とい

うことで，行き渋りのみられる子どもたちに，例えば家庭訪問をして，声をかけて

一緒に登校してくるとか，校門の前で待っていて，教室まで一緒に寄り添って行く

とか，教室で傍にしばらくついているとか，教室に入れないときに別室でお話を聞

いていただくとか，そういうようなかたちで対応していただいております。 

 

（下古谷委員）今の伊藤委員のものと少し関係するのですが，非常勤講師でありますと

か，特別支援補助員でありますとか，英語アシスタント，あるいは外国人の生徒を

お世話するような方とかスクールライフサポーターとかというかたちで，簡単に言

えば非常勤的な人がたくさん必要であるというようなところ。何とかそこを常勤と

いいましょうか，一定定員というものを確保して，今後よりアトラクティブといい

ましょうか，サービスが向上できるような，そんな方向へ持っていけたらなといつ

も思っているのですけれども，定員はやはり難しいのでしょうか。非常勤ではなく

て，常勤というかたちというのは。 

 

（学校教育課長）下古谷委員のおっしゃるように，確かに常勤で入っていただけると学

校や子どもたちにとって非常にプラスになるかなというように考えております。た

だ実際に常勤となりますと当然予算等費用のことでございますとか，あるいは人員

の確保ということもございまして，非常勤ならお仕事手伝いますけれどもというよ

うな方がたくさんみえるというのも事実でございますし，学校でも常勤１人よりも

非常勤２人，３人とすると２校，３校に配置できるという点もございますもので，

本来ですと，確かに数をたくさん確保できればよろしいのですが，その辺りの絡み

もございますもので，今のところは非常勤講師で時間数が必要なところについては，

例えば少人数とかでございましても，２人を配置することで１６時間，あるいは  

２４時間というような使い方もできますもので，そういったかたちで現在対応させ

ていただいておるというところでございます。 

 

（下古谷委員）もう１点よろしいでしょうか。３５ページのところで，例えば教育情報

化推進費，それと３７ページの文化振興部さんの方で，図書館システム情報化推進

費，そういうところで中身的にはファイアーウォールの対応というかたちで同じよ

うな中身が書いてある場合，同じ一括入札で少しでも経費を浮かせるというような

ことはできないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）３５ページの方の教育情報化推進費，機器の保守，監視管理ですけれ

ども，入札時におきまして業者に保守もつけて，一括で入札をしておりますので，

機器が変わることや図書館と学校では納入時期の違いから，別々に行っております。 
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（下古谷委員）やはりこう予算が減ってきておりますので，少しでも削れるといいまし

ょうか，あったら良いなと思いました。 

 

（図書館長）先ほどの答えと重複するかもしれませんが，図書館につきましては，私ど

もの図書館だけではなくて，他の県の図書館と連携したりとか，県内の図書館の情

報も見えたりするというようなこともありまして，少しここの庁内と違う使い方と

いうものがあり，住民基本情報とも連携はしておりませんので，連携するというの

は難しいかなというようには考えておりますが，一緒に入札するというところ，可

能かどうかも含めて今後検討してまいりたいと思います。 

 

（福嶋委員）今度は文化振興部所管事業なのですけれども，４１.９％減額ということに

なっていてですね，人間で言うと骨格ではなく肉の部分が削られたなという感じが

しているのですけれども，いろいろ苦慮していただいたのですけれども，これで大

丈夫なのかお聞きをしたいなと思います。 

 

（文化振興部長）今回の大幅な減額は，まず１億９，０００万くらい栄公民館の建築費，

もう建ちましたので，それがガクンと落ちます。それから２億円を超えるようなス

ポーツ課の予算が毎年ございました。それで，スポーツ課を市長部局の方へ予算を

持っていきましたもので，それを足すと約４億何某になって，うちの部の予算とい

うのは，他の部には申し訳ありませんがほとんど要求額どうりです。投資も含めま

してほとんど財政に認めていただいたというような状況で，予算がきちっとつけら

れておりますので，事務には全く支障がないと考えております。 

 

（福嶋委員）では，なお一層，古文書整理もいろいろあるのでそういう面もいろいろや

っていただきたいと思います。もう１つよろしいでしょうか。３番目の保健福祉部

所管事業なのですけれども，まずよく分からないところがあって教えていただきた

いのですが，認定こども園に移行するというのは，私立幼稚園の方から希望があっ

てということなのでしょうか。どういう手順でこういうことが起こってくるのか教

えていただきたいと思います。 

 

（児童保育課長）委員のおっしゃるとおりでございまして，今回の２園につきましては，

幼稚園さんの方から認定こども園への移行という希望がございまして，２９年度に

移行をされるということに伴いまして，前年の２８年度に施設改修を行いたいとそ

のような申し出で今回の予算となります。 

 

（福嶋委員）そうすると，各私立幼稚園がそういう希望をされたら随時，認定こども園

へいけるということなのでしょうか。 

 

（児童保育課長）希望された園が全てなるというわけではございません。鈴鹿市の保育・

教育需要，それと併せて提供できる状況，いわゆる定員ですね。それと照らし合わ
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せて大きなかい離がなければ今の施策としましては住民ニーズに応える認定こども

園を整備していこうという流れにはなっております。ですから，この２園とも母体

は幼稚園でございますが，低年齢児の保育も併せて機能していこうということで，

今回の運びとなりました。 

 

（福嶋委員）政府の方も認定こども園を推進しようという流れになってきているのです

けれども，市としては，すごく積極的に認定こども園をどんどん増やしていこうと

いう考えなのか，そういう全体方針というのはどのようになっているのでしょうか。 

 

（児童保育課長）本市のスタンスにつきましては，現在の幼稚園の定員枠，それと保育

所の定員枠で当面の保育需要，幼稚園の教育需要にはお応えできる状況であろうか

なとは考えております。ただし，鈴鹿市内においてもですね，幼稚園だけのお子さ

んでは適切な集団教育及び保育所の方でもそうなのですが，集団規模が十分に保て

ない地域も多うございます。それと親御さんの方の就労状況も，必ずしも常勤雇用

の就労状況の方ばかりでもございませんので，年に１度ないしは２度，就業を離れ

られたり，また就かれたりということの実態もございます。そういったお子様につ

きまして，お母さん等の就労状況によって保育所を退園しなくてはいけないとか，

また探して入らなければいけないとか，そういうことのないようにというか，不便

のないように認定こども園であれば，保護者の方が就労していても，就労していな

くても園を変わることなく保育・教育をさせていただくことができると，そういっ

た状況がございます。今保育と言いましたが，保育は基本的には就労していただか

なければいけないのですが，３歳児以上のお子様につきましては就労いかんに関わ

らず，園を変わることなく教育を受けていただく，そういう状況でございます。 

 

（下古谷委員）３４ページのところで，上から３つめの小中学校職員室等緊急時通報シ

ステムですか，これというのは，機械警備の導入を図ると書いてありますけれども，

具体的には防犯ブザーというか，あるいは監視カメラのようなものがつくのでしょ

うか。その辺りを分かる範囲で教えてください。 

 

（教育総務課長）こちらはですね，業者に委託することによって警備をするというもの

ですので，業者にはそのための装置をつけていただく，これからそれについてはま

た入札等していくのですけれども，そういうかたちでの防犯のシステムになるかと

思います。業者委託でやるということです。 

 

（下古谷委員）特にこの，カメラがつくというか， 近ネットに繋がってそれが常時見

られるような状態になっているということが世の中では問題になっていますので，

そういうことの対策等も考えていただかないといけないのかなと思ったもので質問

させていただきました。あともう１点，その２つ下の，空調設備の導入の調査とい

いましょうか，将来展望でも結構なのですが，これは前向きな方向にいくのでしょ

うか。そのあたりをお聞かせいただければと思います。 
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（教育総務課長）２８年度予算はここにもございますように，空調設備の整備に係る導

入の可能性調査というのをさせていただく予定になっております。もちろん導入を

考えているからこそ，このような調査をいたしますので，前向きな方向で進めてい

きたいというようには考えております。 

 

（下古谷委員）是非前向きで，お願いいたします。 

 

（伊藤委員）今これ予算のことですし，何をお尋ねしてもきっと予算がきついという答

えで終わってしまうのはよく分かるのですが，特別支援補助員やスクールライフサ

ポーター等いろいろな役割の方が，それなりの人数は入っていただいて側面からサ

ポートというのですけれども，根本的にこの臨床心理士さんとか，そういう支援の

必要な子どもさんをきちんとピックアップできるようなそういう体制そのものがあ

るのか，その辺りはどういうところに頼ってみえるのかというのを教えていただけ

ますか。 

 

（子ども家庭支援課副参事）今全体で６.５％はいるのではないかと言われているのが発

達障害のお子さんですとか，それから発達障害に関しましては小学校１年生では 

１０％程度あるのではないかという研究がございまして，そういうお子さんにつき

ましては，現場からのお声をいただいて当課の相談に繋いでいただいた上で，臨床心

理士等が発達検査等を行い，あるいは相談員が相談業務等を行う中で適切な支援に

ついて見極めを行い，現場と連携しておるところでございます。また就学に関しまし

て，現在教育委員会から補助執行というかたちで就学の事務局をさせていただいて

おりまして，そういった中で発達検査の結果等を鑑みて，特別支援学級で学ぶことが

相当ではないかというお子さんが出てまいりました場合，保護者や学校等とよく相

談の上で適切な就学支援を行わせていただいております。就学支援委員会は年間４

回，当課が事務局となって，開かせていただいております。 

 

（伊藤委員）鈴鹿市として，どこの課とかいうのではなく，臨床心理のお仕事をなさっ

ている方はおみえになるわけですか。 

 

（子ども家庭支援課副参事）市としてということでございますと，いろいろな課，例え

ば健康づくり課等でも発達検査のお世話になっているかと思うのですが，臨床心理

士は当課には常勤の嘱託職員で現在は１名，実は２名予算はいただいておりました

のですが，臨床心理士の応募がなく欠員１名ということで，当課に１名臨床心理士

が対応しております。御心配いただいておるとおり，過重な勤務状況になっており

ますけれども，教育委員会と保健福祉部の中では，当課に臨床心理士が１名，予算

をいただいております。 

 

（伊藤委員）そうすると，もう１名分は予算があるのですか。 
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（子ども家庭支援課副参事）はい。予算はいただいておりまして，広報等にも募集要項

を載せさせていただいているところなのですが，本年度の場合は欠員のまま３月を

迎えようとしております。 

 

（伊藤委員）でも，予算があるというのは朗報ですね。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それではほかに御意見もないようですので，お

諮りします。議案第１７４６号「平成２８年度鈴鹿市教育費予算案について」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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７４６号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）それでは次に行く前に，４５分経ちましたので，１度ここで休憩を挟みまし

て，再開は後ろの時計で２時５５分，１０分間の休憩をとらせていただきます。そ

れでは休憩といたします。 

 

＜＜   休憩   ＞＞ 

 

（教育長）それではお いですので議事の（２）から再開いたします。議案第１７４７

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」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，鈴鹿市立学校の管理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１７４７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説明申し上げます。資料は４０，４１ページでございます。今

回の一部改正は，三重県教育委員会教育長から，平成２８年４月より，小中学校の

事務職員について一定の経験年数を経て十分な能力のある主事級の事務職員に主任

発令を行うため，市教育委員会において管理規則等の中に事務職員の職として「主

任」を位置づけるようにという依頼を受けて変更するものでございます。主任を位

置づけることに併せまして，主事も明示することといたしました。なお，この規則
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は平成２８年４月１日から施行する予定でございます。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。 

 

（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。 

 

（下古谷委員）それぞれの役職の方の仕事内容について，大体どんなことをされるとい

うのを教えていただけますか。 

 

（学校教育課長）４１ページを御覧いただきますと，改正後，事務職員をもって充てる

職ということで，６つ役職があるかと思います。まず調整監でございますが，これ

は全体の広く調整を行うということでございまして，本市には発令はされておりま

せん。それから総括主幹でございますが，こちらも総括的に事務の共同実施という

ものを今どこの市でもやっておるのでございますけれども，そのグループ，本市で

言いますと４グループございまして，それぞれのグループの統括をするというかた

ちの役職，あるいはそれに準じる業務を行っていただいております。主幹でござい

ますけれども，主幹も場合によりまして総括主幹がみえないところもございますも

ので，そのような業務を行うというかたちでございます。主査，主事，主任につき

ましては事務を行うということでございますもので，とくにこの仕事をやるという

ような明示はございませんけれども，段階的な役職というかたちで設定されており

ます。 

 

（下古谷委員）そうすると，その主査や主任，主事というのはだいたい経験年数といい

ましょうか，ほぼそれに比例したような，そんな感じの役職になってくるのでしょ

うか。 

 

（学校教育課長）実はこの総括主幹や，主幹，主査もそうでございまして，発令をさせ

ていただくのですがある程度の経験年数をもってということで，委員おっしゃって

いただいたようなかたちでございます。ただ，これは何年経ったらという明示は実

は私ども受けておりません。県の方から今年この方はこういう発令をしたいのです

けれどもというのがございますもので，それに応じて行うということになっており

ます。 

 

（福嶋委員）学校には事務職員はだいたい何名いらっしゃって，たいていは主任とか何

かそういう役職の方がいるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）市内小中学校全部で４０校ございまして，基本的には１名の配置なの

でございますが，学校規模に応じて，複数配置と呼んでおります２名配置という学

校もございます。それ以外にも加配といいまして，先ほど申しました事務の共同実

施を行うということで，その研究を行うということで２名の加配もいただいており

ますもので，本市には現在４０校で４６名の定員，定数をいただいております。内
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訳でございますが，総括主幹が６名，主幹が２名，主査が１１名，主事が２２名，

あと期限付きの事務員，事務補助員と呼んでおりますがそちらが４名，再任用で事

務をやっていただいている方が１名，合計４６名という内訳になっております。 

 

（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，お諮り

します。議案第１７４７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」

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１７４７号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に，議案第１７４８号「鈴鹿市立公民館条例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，鈴鹿市立公民館条例の一部を改正する条例

を３月市議会定例会に提出するについて鈴鹿市教育委員会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す。なお，詳細

につきましては，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，私からは議案第１７４８号「鈴鹿市立公民館条例の一部改

正について」につきまして説明申し上げます。４３ページを御覧ください。今回，

条例の一部を改正いたしますのは，施設の老朽化と狭あい化のため，建築移転工事

を進めてまいりました鈴鹿市立栄公民館が本年度完成することに伴い，条例第２条

（設置）の表改正をお願いするものでございます。改正の内容につきましては４４

ページ，議案説明資料の条例改正部分新旧対照表を御覧ください。鈴鹿市立栄公民

館の項中「鈴鹿市五祝町１０５３番地の２」を「鈴鹿市五祝町１０７３番地」に改

めるものでございます。今回の改正につきましては平成２８年４月４日から施行す

る予定でございます。この日を施行日にしましたのは，建設の新設に伴い，警備設

備や防災無線，市政情報システム，電話回線等の既設機器を４月２日・３日の土曜

日・日曜日に移設することでセンター及び公民館事務が支障なくスムーズに行うこ

とができるように万全を期して４月４日にいたしました。よろしく御審議を賜りま

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。 
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（教育長）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１７４８号「鈴

鹿市立公民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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７４８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。「専決処分（工事請負契約の変更）の報告

について（鈴鹿市立稲生小学校校舎棟増築工事）」をお願いいたします。 

 

（教育総務課長）それでは私からは，報告事項の１番目「専決処分（工事請負契約の変

更）の報告について（鈴鹿市立稲生小学校校舎棟増築工事）」について，説明申し上

げます。１ページを御覧ください。平成２７年５月教育委員会定例会におきまして，

御審議いただきました「鈴鹿市立稲生小学校校舎棟増築工事」の工事請負契約にお

きまして，主に空調設備の設置工事費の増額に伴い，契約金額を変更したものでご

ざいまして，変更前の２億５，０４５万２，０００円から，４０万６，０８０円を増

額し，２億５，０８５万８，０８０円に変更させていただいたものでございます。

この契約金額を変更することについては，地方自治法第１８０条第１項の規定に基

づき平成２８年１月２２日付けで専決処分させていただいております。なお，この

専決処分については，平成２８年３月市議会定例会において市議会へ報告いたしま

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。 

 

（教育長）それでは御意見もないようですので，２番目の「第９回美し国三重市町対抗

駅伝について」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２番目「第９回美し国三重市町対抗駅

伝について」説明申し上げます。今回で９回目となる本大会が，２月２１日の日曜

日に三重県庁から伊勢市の三重交通グループ スポーツの杜 伊勢を結ぶ１０区間，  

４１．６９５キロで開催されます。今回は，三重交通グループ スポーツの杜 伊

勢の陸上競技場が，来る平成３３年の三重国体に向けて改修工事中でありますこと

から，ゴール位置及び距離が変更となっております。資料の４ページを御覧くださ

い。本大会に参加いたします鈴鹿市代表選手は，資料に記載の３０名でございます。

本大会には正規チームに加え，オープン参加のチームを編成いたしますことから各

区間に３名の選手を登録しております。資料の２ページと３ページは大会要項，５

ページから６ページは，これまでの大会の歴代記録及び区間賞が記載されておりま

すので御覧ください。なお当日は，レースの模様が三重テレビで放送されます。放
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送予定時間は，生中継が８時３０分から１１時３０分，大会ダイジェストは夜の８

時から１０時４５分でございます。以上で報告とさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 

（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）例年聞いているのですけれども，今年はどんな成績が出そうなのかなとい

うのはいかがでしょうか。 

 

（スポーツ課長）鈴鹿の陸協の方で，ある程度選手を選定していただいてこの大会に臨

むわけでございますけれども，少し今年は選手層としてはそれほど厚くないという

ようには聞いております。しかし，これも年度でこう，ジュニアの子が上に上がっ

ていったりしますので，来年からはある程度下の子も入ってきて，有望な選手も入

ってくるということで，徐々にこれから期待をしていく，まず今年は１つのステッ

プということで位置付けておるようです。ただ，よそのチームとの兼ね合いもあり

ますし，そう言われていても選手が頑張るときというのはよくございますので，私

どももしっかりサポートさせていただきたいというように思っております。 

 

（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，３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３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。なお，本日追加資料としまして鈴鹿市教育振興基本

計画（素案）基本事業の目標設定シートを配布させていただきました。３２の基本

事業につきまして，それぞれの目標値を設定するに当たっての根拠や考え方を記載

して，まとめたものとなっております。それでは，１月教育委員会定例会におきま

して，教育委員の皆様から御意見をいただきましたことを受けまして，修正をさせ

ていただきました点を説明申し上げます。まず４３ページ４－４，学校給食の実施

についてですが，安全・安心な給食の提供が重点取組であるのに対して，指標の「学

校給食における三重県産食材の使用量（重量ベース）」が重点取組と連動していない

のではという御意見をいただきましたので，指標を小学校の単独給食調理室の改修

事業における改修済みの施設の割合とし，現状３６．８％，目標値１００％に変更

させていただきました。次に，用語解説につきまして，コミュニティ・スクールに

関する記載を整理させていただきました。６３ページの「協働型」のコミュニティ・

スクールの説明並びに６７ページの鈴鹿型コミュニティ・スクールの説明にそれぞ

れ，コミュニティ・スクールの説明については６４ページを参照との注釈を加えま

した。さらに，事務局にて修正を何点か加えておりますので説明させていただきま

す。まず３２ページでございますが，主な取組の内容で，前回の時は②の職場体験

学習の実施を【重点】として①に置いておりましたが，職場体験学習の実施の【重

点】を外し，教育活動全般における計画的な取組を【重点】とし，①と②を入れ替え
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ております。次に３８ページ３－３，文化芸術活動における指標でございますが，

今年度の 新の書写展，美術作品展の来場者数が出ましたことから，現状値年度を

平成２７年度に変更するとともに目標値を変更させていただきました。次に３９ペ

ージ３－４，生徒指導における指標でございますが，現状値を９４％，目標値を 

９６％へそれぞれ変更させていただきました。次に４３ページ４－４，学校給食の実

施でございますが，先ほどの説明でもありましたように，指標が改修済の施設割合と

なりましたことから，担当課に教育総務課を加えております。次に，５２ページ，就

学前の保育・教育の体制づくりでございますが，主な取組内容の①保育所と幼稚園の

連携を重点取組に変更いたしました。次に５６ページの７－４，就学が困難な子ども

への支援における指標でございますが，目標値を６回から５回へ修正いたしました。

その他，基本事業全般の修正ですが，必要に応じて，学校の後ろに幼稚園を記載して

おります。以上が１月教育委員会定例会以降に修正をさせて頂きました箇所でござ

います。今後は，２月市議会全員協議会，パブリックコメントによる市民の皆様から

の御意見なども踏まえまして，３月下旬に仮確定をし，３月末の教育委員会定例会に

て議案として， 終的に御審議していただく予定でございます。説明は以上です。 

 

（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）この計画は，鈴鹿市総合計画の２０２３と連動しているというか，整合性

があるというように記載しているのですけれども，例えば数値としては，どういう

ところが連動しているというか，総合計画の中にあがってきているのでしょうか。

目標数値というのは，どういうようになっているのでしょうか。 

 

（参事）ここに出ています教育振興基本計画の，１５ページから，施策の基本的方向別

の成果指標というのが７つあると思いますけれども，これは全て総合計画の単位施

策とピッタリあっております。ですので，ここは総合計画のもとに教育振興基本計

画，市長が定める部分については整理ができているというかたちになっております。 

 

（福嶋委員）それ以下の枠の現状値・目標値というのはあがってきていないわけですね。 

 

（参事）はい。そこから下は教育委員会が定める部分でございますので，そこは総合計

画には記載されておりません。 

 

（伊藤委員）３８ページの文化・芸術活動のところで，私の解釈がおかしいのかなと思

うのですが，来場者数というのは，この目標値設定シートのところもそうなのです

けれども，書写展，美術作品展の来場者数は１１，２７６人で，減少を考慮しつつ

ということで６０人増加ということなのですけれども，来場者数というのは年間の，

子どもさんと大人の人等含めた数を言うのでしょうか，この１１，５００人という

のは。 
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（教育指導課長）委員のおっしゃられたとおり，展示の期間に会場の方に来られた本人

や，保護者とか，また一般の方，その方たちを含めた全ての人数を表しております。 

 

（伊藤委員）たくさん見に来られるということと，その書写展や美術作品展の回数を多

くするということは，少し違うような気がするのです。確かにたくさん見に来られ

るということは関心があるということになると思うのですけれども，例えば２８年

度について，前年度何回だったのをもう１回増やしてこのような書写展をやりたい

とか，それから美術にしてもそうなのですが，そのように個別にみていただいて，

その中で必然的にこういうように関心のある子ども達を育てたいというのは分かる

のですけれども，来場者数が増えることすなわちその辺りが活発なのかというのは

少し違うような気がするのですが。 

 

（教育指導課長）そのあたりの連動についてなのですけれども，やはり作品を作ったり

取り組むのは子どもたちでありまして，子どもたちの作品が作られるその出展の数

については，会場の加減から限られるものがございまして，指標には難しいと考え

ます。また，日数を増やすことも１つの方策としてはありますが，これもまた会場

の加減や，その時の係をする職員のこと等ありますので，そうなりますと，市民の

方が１度見に来ていただいて，今度は，来年はどんな子どもたちの作品ができるの

だろうと関心を持っていただいて，そして子どもたちももっと良い作品を作ろうと，

もっと良い取組をしてみようということに繋がるのではないかというところから，

この入場者数，来場者数というのを１つの指標としてあげております。 

 

 

（伊藤委員）例えばこの書写，美術作品と，あと読書感想文のコンクールとかというも

のも，要はその辺りの間口をもう少し広げていただきたいなというのが私の思いで

す。その辺りから豊かな感性とか，だから感想文のコンクール等でも教育長賞とか，

市長賞のようなかたちでもう少し機会を多くしていただいたら本を読む回数も多く

なるとかというのがあって，どちらかと言えばそういう子どもたちを表彰してあげ

るような事例をたくさん作っていただいた方がお互いの切磋琢磨がみえるのではな

いかなと。来場者数は多いに越したことはないと思うのですけれども，それ以前に

子どもたちを，よく言う自己肯定感を与えながら，よくできましたという，やはり

賞状ってすごく子どもは喜ぶと思いますので，その辺りの企画をもう少し増やして

いただきたいなというのが私の思いです。 

 

（教育指導課長）御意見としていただきまして，少し検討させていただきたいと思いま

す。 

 

（福嶋委員）先ほどのお話で，市民展なんかも是非，子どもさんたちに見に来てもらい

たいというように係の方もおっしゃっておりましたので，そういうところを是非，

大人の方が作った作品もよく見ていただくような機会を，あるいは芸文協の方も今
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年は子どもに向けた音楽会などもしているようですので，いろいろそういうところ

と連携をとっていただいて参加数を増やしたりとか，あるいは自分でやってみよう

というようなことを促すようなことというので，やっていただければと思っており

ます。 

 

（下古谷委員）５０ページのところで，現状と課題のところの２つ目ですか，「コミュニ

ティ・スクールの運営に関して，学校支援ボランティア」の，ボランティアの注釈

の※が，左下に落ちてきているのが右上にあった方がよいだろうなと思いまして，

ちょっとそこの修正だけ。 

 

（教育長）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。｢２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）次回，２月教育委員会臨時会を平成２８年２月２９日，月曜日，午前

１０時から教育委員会室にて開催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月教育委員会臨時会を２月２９日，月曜日，午

前１０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。それでは，ほかに 

何かよろしいでしょうか。 

 

（書 記）本日，委員の皆様に参考資料としまして，「平成２７年度生活実態調査結果の

概要について」を配布させていただきました。本日，この参考資料についての説明

はございませんが，鈴鹿市教育委員会活動を御理解いただくための参考資料という

ことで配布させていただきましたので御理解いただきたいと思います。 

 

（教育長）それでは，これをもちまして平成２８年２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。 

 

２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。 

 

教育長 玉川 登美男 

 

委 員 下古谷 博司 


