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平成２８年３月教育委員会臨時会議事録 

 

１ 日時 平成２８年３月３１日（木）午前１１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 

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），書記（永

井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

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

（２）鈴鹿市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る決裁規程の制定について 

                    （教育総務課） 

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

執行に関する規則の一部改正について            （教育総務課） 

 

６ 報告事項 

（１）鈴鹿市教育振興基本計画平成２８年度実行計画について     (教育総務課） 

（２）鈴鹿市立幼稚園の今後の在り方について（意見取りまとめ）   (学校教育課） 

 

７ その他 

（１）４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 

 

（教育長）皆様，こんにちは。本日は，年度末のお忙しい中の臨時会にお集まりいただ 

き，誠にありがとうございます。ただ今から平成２８年３月教育委員会臨時会を開催 

します。本日の議事録署名委員は，山中委員にお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１７７８号｢鈴鹿市教育振興基本計画につ

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，鈴鹿市教育振興基本計画を定めるについて，
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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１号の規定により，

この議案を提出いたします。それでは続いて，鈴鹿市教育振興基本計画について，

策定経緯などを説明いたします。 

 

（教育総務課長）この度策定いたしました鈴鹿市教育振興基本計画は，市長と教育長，

そして教育委員会委員の皆様による総合教育会議の場において協議・調整を重ねま

した「鈴鹿市教育大綱」を，計画の基本理念や基本目標などの施策の根本的な方針

とする，平成２８年度から平成３１年度までの本市の教育に関する基本的な計画で

ございます。平成２７年１２月の第３回鈴鹿市総合教育会議にて仮確定いたしまし

た「鈴鹿市教育大綱」に，施策の取組などを加えました本計画につきましては，ま

ず，平成２８年１月の教育委員会定例会において，その素案を報告し，委員の皆様

から様々な御意見を頂戴いたしました。その後，校園長会の役員の皆様や三重県教

職員組合鈴鹿支部の役員の皆様との協議を経て，１月の定例会でいただきました委

員の皆様からの御意見を合わせまして修正しました素案を，平成２８年２月の教育

委員会定例会において報告しております。また，２月１６日に市議会全員協議会で

協議を行ない，その翌日から市民の皆様へのパブリックコメントを実施いたしまし

た。そして，２日前の３月２９日には，パブリックコメントの意見への対応を踏ま

えました，本計画素案について，庁内の行政経営会議において承認されたところで

ございます。なお，本計画の資料といたしまして，７４ページ以降，鈴鹿市教育振

興基本計画審議会からの教育施策に係る大綱についての答申や，本計画策定のため

に，教育委員会事務局が行った，アンケート調査結果報告を追加いたしました。今

後の予定としましては，本臨時会後，市議会へ公表し，明日以降になりますが，市

ホームページにて，市民の皆様に公表してまいりたいと考えております。説明は，

以上でございます。 

 

（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）表紙の写真ですが，指しているのは，鈴鹿市役所ですか。 

 

（書 記）鈴鹿市全体を指しております。 

 

（福嶋委員）この冊子は，学校長への閲覧などの時期はいつごろになりますか。 

 

（書 記）４月中頃の校園長会にて配布予定です。 

 

（福嶋委員）学校運営協議会委員の方が，見られるのはホームページのみですか。 

 

（書 記）冊子での配布は予定してございません。 

 

（福嶋委員）冊子で配布して，ご活用していただければと思います。 
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（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１７７８号「鈴鹿市教育振興基本計画について」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１７７８号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 
（教育長）続きまして，議案第１７７９号｢鈴鹿市教育委員会の権限に属する事務の補助

執行に係る決裁規程の制定について｣と，議案第１７８０号「地方自治法第１８０条

の７の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部

改正について」は，それぞれ関連する例規でございますので，一括してお諮りいた

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，議案第１７７９号，議案第１７８０号とも  

  に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。それでは続いて，それぞれの議案について一括し

て説明いたします。 

 

（教育総務課長）まず，議案第１７７９号｢鈴鹿市教育委員会の権限に属する事務の補助

執行に係る決裁規程の制定について｣でございますが，３ページからの別表を御覧く

ださい。この別表に規定しております補助執行事務の事項等につきましては，現在

「鈴鹿市事務決裁規程」において規定しておりますが，これらの事務は，教育委員

会の権限に属する事務でございますので，本来，鈴鹿市の規程とは別に定める必要

がありますことと，この度の平成２８年度組織機構改革により，補助執行に係る部

課が増えますことから，教育委員会の訓令として，新たに規程を制定するものでご

ざいます。次に，議案第１７８０号「地方自治法第１８０条の７の規定に基づく教

育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正について」でござ

いますが，先程の｢鈴鹿市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る決裁規程」

を制定することにより，「鈴鹿市事務決裁規程」の例によることなく所管に係る事項

を専決処理することができることから，第３条を規定する必要がなくなり，また，

第４条の規定についても，新制定する規程において合議等が整理されることから， 

第３条及び第４条を削除するものでございます。説明は，以上でございます。 

 

（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）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１７７９号｢鈴鹿市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る決裁規

程の制定について｣と，議案第１７８０号「地方自治法第１８０条の７の規定に基づ

く教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正について」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１７７９号及び議案第１７８０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。「鈴鹿市教育振興基本計画平成２８年度実

行計画について」をお願いいたします。 

 

（教育総務課長）それでは，報告事項の１番目「平成２８年度鈴鹿市教育振興基本計画 

実行計画」につきまして説明申し上げます。資料の１ページをご覧ください。まず 

始めに，本実行計画の策定の趣旨について，説明いたします。これは，先ほど議案第

１７７８号にて議決をいただきました，鈴鹿市教育振興基本計画に基づき策定する

ものでございまして，「鈴鹿市教育大綱」に掲げる施策の基本的方向別の基本事業の 

具体的な取組の中で，教育委員会が１年度間に，特に力を入れて重点的に取り組む項

目について，まとめたものでございます。計画の進行管理につきましては，毎年度実

施しております，地方教育行政の組織及び運営に関する法第２６条に基づく教育に

関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価の対象となるものでございまして， 

単年度のＰＤＣＡサイクル計画，実行，評価，改善のＰ（プラン・計画）になるもの

でございます。なお，点検・評価につきましては，一次評価を所属担当課が，実施し， 

また，二次評価を，教育委員会が実施し，さらに，学識経験者による評価を経まし 

て，鈴鹿市議会への報告後に，市ホームページにて公表してまいります。次に，２ペ

ージをご覧ください。本実行計画では，教育振興基本計画において掲げる重点取組 

２７項目について，単年度の行動計画を示しておりますが，具体例としまして，基 

本事業１－１英語教育を例に，説明いたします。現状値の１０．２パーセントを平成

３１年度の目標値２０．０パーセントに向けて，まずは，平成２８年度の目標値を 

１０．８パーセントと設定しております。その，目標達成のために，目標値の上の部

分に，「各小中学校において外国語指導助手の効果的な活用を図るとともに，教員の

指導力・英語力向上をねらい，小学校教員を対象に，外国語指導助手を活用した出前

研修講座を実施します。」「中学校においては，新しく採択された教科書に添った年間

指導計画を作成します。」という，具体的な活動内容を記載しています。なお，この

実行計画につきましては，４月校園長会において小中学校長及び園長に示し，学校運

営に生かしていただく予定でございます。報告は，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。 
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（伊藤委員）国の方針により，加速度的に，英語教育を例にとっても，指針などが変化

してきているわけですが，鈴鹿市は適宜，情報等を受け止めているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）めまぐるしく，計画などが報告されますと，三重県を経由して，各市

町に報告があります。これにつきましては，タイムリーに情報を把握しております。

しかし，具体的な施策については，国からの具体的な提示がございませんことから，

三重県教育委員会とも連携しながら，出来るだけ早く学校現場へ届けてまいりたい

と考えております。 

 

（福嶋委員）例えばですね，４ページの道徳の授業では，３１年度の目標値っていうの

が，基本計画で言うと，３５ページのところで，１００％という大きな目標値があ

るんですけど，今回はまあ７８％。現状値から２％ということで，この２％を上げ

るのが目標ということはよくわかるんですけど，３１年度までの割り振り，この年

度くらいでは，このくらいに上げたいという３１年度までの予測についてはどうい

うものがあるんでしょうか。 

 

（教育指導課長）例えば道徳教育のことにつきましてはですね，３１年度までの年間の

計画を考えております。例えば，２８年度では８０％，２９年度には８５％，３０

年度には９２．５％，それで３１年度には１００％という風に，数値を決めており

ます。データを通じて計画的・継続的な道徳教育を推進することで，私たちの道徳

を一回以上活用する学校，割合というものを考えまして，前年度比約７ポイント増

という目標を設定いたしまして，平成３１年度には１００％という目標を持たせて

いただいてます。以上です。 

 

（福嶋委員）今，たまたま道徳のことだったんですけど，そのことに関して，年次的に

平均上げていく，あるいはこの年はここでグッとそこだけ重点的に上げましょうと，

そういうようなこともお考えのところ，資料としてはあるんでしょうか。 

 

（参 事）全体の計画は，今から４年後にここだけというのは，するんですけれども，

一年更新したときに，この％はやっぱり伸びなかった，あるいは悪い数字であった

いうことであれば，次年度もう少し力を入れしていかなければなりません。一応目

標は定めていますが，一年ごとにチェックをして，教育委員の皆様に，前回はこう

いう数字でしたが，この数字にセットさせていただきたいという形で，話をさせて

いただく予定です。毎年見直していくという考えです。 

 

（下古谷委員）先ほど言われた関係なんですけども，所属担当課が行う一次評価，その

あと，教育委員会による二次評価，そして最後，学識経験者による評価を経てと，

言うことになってて，前回のアクションプランの時は教育委員会のところが教育委

員となっていたと思うんですけど，私は教育委員会で良いと思うんですけど，何か
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変えられた理由とかありますか。 

 

（書 記）教育委員会の委員ということで，以前は教育長も教育委員会の委員という事

で一括りでした。この度の法改正により，教育長は教育委員会を構成するメンバー

であることに変わりはありませんが，教育委員という名前はもう付かないので，教

育委員会の全体の表現でですね，今回は使わせていただいております。 

 

（山中委員）学校給食実施の部分でちょっと答えていただきたいんですけど，２７年度

の現状値３６．８％，２８年度の５７．９％ということで，２９，３０年度と２年で

１００％まで持っていくわけなんですけども，中々，改修事業という文言があると

いうことで結構お金がかかるものだと思うんです。ですから，その３１年度までに

１００％まで持っていこうと思えば，相当そこには事業としての予算配当がなされ

ているというふうに考えるんですけれども，特別にそういった枠など，盛られてい

るわけですか。 

 

（参 事）単独給食室については，１９校ありまして，当初の中学校給食をする前につ

いてはですね，統合という話も出てましたので，中々手を付けてこなかったという

実績があります。昨年度から５年間で１９校を順次改築していこうということで，

修繕費の中ではありますけども，計画的な整備を進めさせていただこうと思ってい

ます。以上です。 

 

（山中委員）追加で。そうしますとその単独校１９校からもう，具体的な改修用案等は

出ていて，それに基づいての執行というか，流れになるわけですよね。 

 

（参 事）改修事業としては２６年度から３０年度までの５か年で１９校というので，

大体年間で３校ないし４校ですね，整備する予定です。これについては，中々改修

工事っていうのは，夏休み期間中しかできないという制約があるんですけれども，

夏休み中期間を中心に照明器具とか，換気設備とか，壁や天井面は適宜早く，順次

改築していく予定でおります。 

 

（山中委員）安全面とかアレルギーとか，最近，学校現場の方では結構神経を使ってい

る部分ではありますし，以前ですと学校の配当予算の中では「その分は何とかして

くれ」っていうような話もあったりして結構苦労された記憶がありますよね。いつ

までにしてくれないかと，教育委員会とのやりとりもだいぶあるんですが，そのよ

うに中学校給食も終わり，スタートして嬉しいなぁと思いますので，ぜひともクリ

ーンな給食室ができあがるよう，お願いします。 

 

（伊藤委員）こういうものをきちっといろいろ皆さんで時間をかけてきちんと作っても

らってて本当に先生方の危機意識も随分と高まってもらって，ありがたいんですけ

れども，最終的にやっぱり基本は親，家庭ですよね。そこらへんをもうちょっとキ
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チッと共有していただくようなチャンスがあれば良いかなって。まあ，校長会とか

そういうのでお話はしていただくんですが，それを各学校の先生っていうのは，管

理職の人が基本計画の方針に従っていただいて今後の協議会の中でも取り込んでい

ただくというのが望ましいと思います。最終的には母体であるところの家庭ですね。

そこがやっぱりもうちょっと危機感を持っていただいて，連絡・共有するっていう

ので初めて，この計画が活きていくような気がしますので，私はまだ親にどうやっ

て落とし込んだら良いのか，分かっているわけではないですが，ちょっと時間をか

けて，指導課の中でもうちょっと揉んでいただけると，より計画が計画として動い

ていくんじゃないかなって。一番難しいことと思うんですけど，そこらへんの周知

徹底とあわせてお願いしたいと思います。 

 

（教育次長）伊藤委員から御指摘のあったところですが，鈴鹿市教育振興基本計画の７

ページに基本目標の３つの目標が出ており，２つ目の目標として，家庭と地域と共

にある学校づくりを推進しますと掲げております。具体的な内容が８ページのとこ

ろで説明していくわけですけども，この３つ目の段のめざす学校像はという議題で

すけども，教育大綱の内容であったり，それからこの教育振興基本計画の内容を受

けてですね，各学校の運営協議会で協議を重ねて，そして，これを元に皆で子ども

たちを育てていこうといった流れを示しておりますので，各学校でそれが具体化さ

れていくように訴えていくことが必要になってくると思います。そういった取組で

進めたいと思います。 

 

（下古谷委員）教育基本計画でそれぞれ施策とか目標値を定められている。それは素晴

らしいことなんですが，この目標値が定まっているということを，小中学校のそれ

ぞれの個人の先生方というところまで情報は伝わるんでしょうか。 

 

（参 事）これを元にですね，各学校で学校の経営計画を作っていただきますので，そ

れは当然，見ていただくことになります。 

 

（下古谷委員）ありがとうございます。なかなか自分の経験からして，末端まで情報が

こないものですから。 

 

（伊藤委員）すいません，これとちょっと関係ないんですが，若松小学校の子はすごく

挨拶をして帰ってくれますので，近所の人たちも，この子たちえらいねって声は聞

きます。やっぱり学校での指導の賜物かなと。近所の人も，おはようございます，

さよなら，と大人が言う前に子どもが声をかけてくれるので，やっぱりそういう細

かなことで近所の人が認めてくれると，子どもたちが帰ってくるから気を付けてあ

げないといけないな，という，そんな些細なことからの積み重ねで，地域の人って

いうのも関われると感じました。近所の人が教育委員会で言ってきてほしいと頼ま

れましたので，ご報告させていただきます。 

 



8 

（福嶋委員）最近，いじめとか，今回女子中学校 2 年生女子の監禁問題になったんです

けど，いつも挙げられるのが，学校が，教育委員会とかが問題があるよってよく言

われていて，そこの家庭の問題っていうのがタブー視されてるってところが，結構

マスコミなんかではあるんです。ではなくて，家庭の問題も大きな要素を占めてい

るっていうことなので，自身を持っていただきたいと思っております。 

 

（教育支援課長）挨拶については，これは今まで，どの学校においても，地域の方やＰ

ＴＡの方等含めて，子供たちも主体的な取組の一つとしてですね，取り組んでいた

だいております。今年，子供会の中で，挨拶に向かっての取組もありましたが，結

構，本当に身近なところから取り組めて，そこでこう人と人との繋がりが作ってい

ける一つのきっかけになるということで，非常にそういう気分も上昇してきたんで

はないかなぁというふうに思っておりますので，この形で進めていかせていただけ

ると良いかなというふうに思っております。それから，いじめの問題については，

やっぱり，学校だけで解決しようと思うと絶対に難しいところがあると思いますし，

学校がどんなにいじめをなくそうとしているのかっていうことを，やっぱり地域や

保護者に提示をしながらですね，保護者や地域の方にも，未然防止の協力を得なけ

ればいけないし，また地域の方が，ボランティアとかで関わっていただいたりとか

ですね，街頭で立っていただいてる様子を見てですね，届けてくれるっていう方も

みえますので，できるだけ学校運営協議会での話題にしていったりとか，こんな取

り組みをしてるよ，ということをですね，また地域の回覧や，学校だよりとか，ホ

ームページとか，できるだけですね，発信をさせていただきながら皆で見守ってい

くという形を作っていきたいなというふうに思っております。どうも，御意見あり

がとうございました。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の２番目「鈴鹿市立幼稚園

の今後の在り方について（意見取りまとめ）」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２番目，「鈴鹿市立幼稚園の今後の在り方

について（意見取りまとめ）」につきまして説明申し上げます。資料は１０ページか

ら１６ページでございます。平成２７年度から，子ども子育て支援制度が始まり，

幼稚園につきましては，公私の区別なく１号認定として一本化する方向が示された

ことにより，公私の幼稚園の保育料や保育サービス内容の違い等の課題が出てまい

りました。そこで，本市の就学前教育の今後の方向性を決める際の参考とするため，

学識経験者を始め，幼児教育に携わる関係団体や市民の代表の方々等，１２名で構

成する，鈴鹿市立幼稚園の今後の在り方検討会議を，平成２７年１０月に立ち上げ

まして，公立幼稚園の役割や，今後の保育料等について，６回の会議の中で広く御

意見をいただきました。それらの意見を取りまとめたものが，本日，お示しした資

料でございます。大きく分けますと，１鈴鹿市の就学全教育・保育の在り方，２公

立幼稚園の役割，３保育料の設定，４公立幼稚園での預かり保育・三年保育，５公

立の認定こども園という，五つの柱となっております。この意見取りまとめは，検
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討会議の総意として一つの方法を示すものではなく，様々な立場からの意見を掲載

したものになっております。これらにつきましては，４月から幼稚園を所管する子

ども政策部に引継ぎ，先ほども申し上げましたとおり，市として，就学前教育の今

後の方向性を決める際の参考とさせていただきます。以上でございます。 

 

（教育長）ただいまの報告に御質問・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）鈴鹿市の場合，就学前教育で私立に入学する場合が多いなと思っているん

ですけど，今では対象人数の中でどのくらいの方が私立に行ってらっしゃって，公

立の方はどのくらいということなんでしょうか。それは，他市とか他県と比べてど

ういう差があるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）他市・他県の比率はデータとしてはございませんが，公立幼稚園・私

立幼稚園の割合でございますが，平成２７年度の数で申し上げますと，公立幼稚園

は６０３名，これ５月１日現在の数でございますけれども，私立幼稚園が 

１，６８７名となっております。比率につきましては，若干，最近公立の方が減少の

傾向が大きくですね，年々幼稚園だけで言いますと私立の方の比率が高くなってお

ります。そういった傾向がございます。以上でございます。 

 

（福嶋委員）結構，他市に比べると私立に行ってらっしゃる方が多いようには感じがす

るんですけども，そういうのはどうでしょうか。 

 

（学校教育課長）市，町にもよりますが，例えば私立の幼稚園が数が非常に少ないとこ

ろとか，小さい町ですと，幼稚園がなくて保育所だけでやってますとか，そういっ

た数も入ります。今まで鈴鹿市はですね，幼稚園の方で三歳保育も含めてですね，

引き受けていただいたりという，これまでの共存・共営をしてございますもので，

一概にその比率だけでは言えないところもあるかと思うんですが，私どもとしまし

ては，今幼稚園希望する方々もですね，私立幼稚園の鈴鹿公立幼稚園数内に収まっ

ていることから，公立幼稚園が減っているという問題はあるんでございますけれど

も，幼児教育に対するニーズについては，お答えできていると考えております。 

 

（福嶋委員）サービス面でも保育所でも一定化していくということになると，なかなか

鈴鹿市は私立の人数が多いもので，結構ハードル高いな，いろいろ問題生じるなっ

ていう気がするんですけど，その辺りはどうでしょうか。 

 

（学校教育課長）一番ですね，私ども心配しておりますのは，現在公立幼稚園の保育料

がかなり安くなっております。私ども，今年度から応能負担という若干変わってき

たところもあるんですけれども，ベースとして月額６，２００円というのがベース

になっておりまして，私立幼稚園は２万数千円というふうに，今のところなってお
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ります。これが新制度で全て１号認定でという形になりまして，保育所を統一する

方向というふうな形になってきましてですね，近隣の市町のお話を伺いますと，１

万円台後半～２万円弱のところで，公私とも統一したという近隣市町もございます。

そういった形で公立の幼稚園の保育料が上がった場合に，継続して，ただでさえ公

立人数が減っているところに，また継続してきていただけるかということも課題と

してありますもので，この在り方検討会議でもあります条件整理，三歳保育でござ

いますとか，預かり保育といったところも考えてもらってはどうですか，という意

見をいただいております。そういった意見も踏まえながら，２８年度以降どういっ

た形にするか考えていこうと，検討していくということでございますので，確かに

危機感としては持っております。 

 

（福嶋委員）では，私立幼稚園の先生方・園長先生方はこれに対してどういうふうな御

意見を持ってらっしゃるんでしょうか。もう少し保育料下がるということになって

くるんですよね。 

 

（学校教育課長）先ほどの，今後の在り方検討会議の中でも，各幼稚園の代表の方にも

入っていただいてもらってます。それで，国としては，１号認定という形で公私の

区別なくやっておるということで，保育所については，額はお話はしていただいて

おりませんけれども，将来的に一本化する方向になるということをおっしゃってい

ただいております。ただこれも，私立幼稚園は新制度に移行する，しないという選

択がございますので，今まだ全て市内においては移行せずに今までの制度でやって

おります。ただ新制度に移行しますと，市が決めた額に私立幼稚園全て乗ってくる

という形になり，他市町では保育料がかなり下がる形，今の私立の幼稚園も下がる

形で設定しているところもございますし，また来年度から認定こども園が私立の方

で始まるということで，それに向けて当然関連してくる私立幼稚園の１号認定の保

育料の額も，今は９人以上，２７，５００円と鈴鹿は決めており,たまたま移行して

も認定こども園がないので，影響はないですけれども,今後移行することを考えると，

これはもっと下がるべきだろう，という意見もございます。 

 

（下古谷委員）今の保育所の件に関連してなんですけれども，基本的に６，２００円だ

ったのが少し高くなって１万数千円くらいまで上がっていく感じになる。昨今は，

小学校に入学する時でも，ランドセルが平均で４，５万かかるんですかね，結構出

費が大きいと。育てている方々が，経済的にランドセルを買うのもちょっと，と言

われるような方がみえるので，ランドセルをリュックにするような自治体もあると

聞きます。保育料が上がっていきますと，幼稚園に行かせてあげたいんだけど,ちょ

っと難しいかなっと言われるんでなかなか行かせてあげられない。そういう家庭が

増えてくるのかなって感じがします。その場合は，収入に応じて保育料の免除とい

う制度も準備はされてるんでしょうか。 

 

（学校教育課長）現在は応能負担ということで，収入に応じて何段階かに分けておりま
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して，当然,それも引き継ぐ形でございます。さらに言いますと，保育所の方もっと

細かく細分化を収入に応じてされておりますので，そういった形も取り入れてほし

いという意見も検討会議からいただいておりますので，それらも含めまして新しい

子ども政策部に引き継ぎ，こういったことがありましたということで，それも含め

て検討していくような方向で考えております。 

 

（下古谷委員）是非そうしていただいくとありがたいですね。ありがとうございます。 

 

（伊藤委員）この間ちょっと耳にしたお話で,私立の三年制で年中まであったクラスで，

年長になったら一クラスになるっていう。で，どうして子供が減るのかって話の中

で，そこには地域性があって，公立幼稚園に行ったほうが良い，っていう地域の人

の考え方があって，年少・年中までは私立行ってて，年長さんの分だけ，もう小学

校に張り付いている幼稚園に行って，その間に教えすぎず，教えなさすぎずみたい

な，小学校に続いてる幼稚園という認識，一昔前はそういうのすごくあったと思う

んですね。保育園とかそういうところでいっぱい遊ばせてもらって，幼稚園の時期

に，きちっと学校に続くっていう考え方の中で幼稚園に預けたいっていう,私たちの

親世代の時代があって，今もそういう地区があるっていうので，やっぱり，幼稚園

の信頼度とか，そこらへん非常に高いのかなっていうのがあるのかなと感じていま

す。幼稚園の研究発表の時も見せていただいたんですけれども，一生懸命やってみ

えるので,やっぱり随分とさっきの６０３名と６８７名っていうのがあったんです

けど，これくらい幼稚園として私立を引っ張っていただけるような，そういうふう

な立ち位置で，構えてほしいなって思います。人数に関わらず，随分と細かいこと

はしていただいたんですけど，公立幼稚園の本来の意味っていうのを考えていただ

いて，地域のお母さん達で「やっぱり幼稚園は公立」って方もまだ十分みえますの

で,そこらへんはちょっと頭に入れていただきたいと思ってますので，よろしくお願

いします。 

 

（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。 

 

（教育長）｢４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）次回開催日を平成２８年４月２６日（火）午後３時３０分から教育委

員会室で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,４月教育委員会定例会を４月２６日火曜日午後３時 

３０分から教育委員会室において開催することにいたします。 
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（教育長）それでは，これをもちまして平成２８年３月教育委員会臨時会を終了いたし 

ます。ありがとうございました。 

 

３月教育委員会臨時会終了 午前１１時５０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 山中 秀志 

 


