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平成２８年４月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２８年４月２６日（火）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 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（鈴木謙治），教育委員会事務局参事（廣田隆延），参事兼教育総務課長（森

川洋行），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（橋

本伸清），参事兼文化財課長（浅野浩），文化財課副参事兼文化財グループリーダー

（宮崎哲郎），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）学校運営協議会委員の任命について             （教育支援課） 

（３）文化財の指定について                    （文化財課） 

 

６ 報告事項 

（１）鈴鹿市運動部活動指針について               （教育指導課） 

（２）平成２８年度鈴鹿市考古博物館催し物案内について       （文化財課） 

 

７ その他 

（１）５月教育委員会定例会の開催について            （教育総務課） 

 

８ 傍聴人 １名 

 

（教育長）それでは，定刻となりましたので，ただ今から平成２８年４月教育委員会定 

  例会を開催します。新年度に入って 初の定例会開催でございますが，委員の皆様， 

  今年度もよろしくお願いいたします。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）それでは，議事に入ります。議案第１７８１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 
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  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。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１７８１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。３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，その他必要な事項を 

  定めておりますが，この度の一部改正は，事務の効率化を図るため使用する電子公 

  印の名称等について定める別表２の中から，私立幼稚園就園奨励費の項目を削るも 

  のでございます。削除する箇所は，新旧対照表の改正前の登録番号 

  ２４０２０-１０１の電子公印についての項目です。次に，一部改正する理由でござ 

  いますが，この削除する私立幼稚園に係る事務は，従来，地方自治法第１８０条の 

  ２の規定に基づき，市長から教育委員会へ委任されておりましたが，平成２８年４ 

  月の組織機構改革により，幼稚園に関する事務が市長部局である子ども政策部所管 

  となったことから，教育委員会規則から削除する一部改正を行おうとするものでご 

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

  思います。 

 

（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１７８１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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７８１号を原案のとおり承認いたしま 

  す。 

 

（教育長）次に，議案第１７８２号「学校運営協議会委員の任命について」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，地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

  第４７条の５第２項の規定に基づき学校運営協議会委員の任命を行うについて，鈴 

  鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第１条第１０号の規定により， 

  この議案を提出いたします。なお，詳細につきましては，教育支援課長より説明い 

  たします。 
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（教育支援課長）それでは，私から議案第１７８２号「平成２８年度学校運営協議会委 

  員の任命」につきまして，説明申し上げます。５ページを御覧ください。各小中学 

  校長から推薦された平成２８年度の学校運営協議会委員の名簿でございます。校長 

  を含め，４０１人となっております。委員の内訳といたしましては，地域関係者  

が２４１人，ＰＴＡ関係者が９４人，有識者が２６人，校長が４０人となっており 

  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。 

 

（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）学校運営協議会について，長くやってきていただいているのですけれども， 

  その中で，各学校によって特色・地域性があったりすると思うのですが，全体的に 

  温度差があってはいけないと思うんです。その辺りはどうでしょうか。活発に行っ 

  ていることなどがあれば教えていただいてよろしいでしょうか。 

 

（教育支援課長）市内の小中学校で学校運営協議会の温度差というものはあります。そ

の中で，特に今年度につきましては，コミュニティ・スクール担当者あるいは管理

職の研修を，もう一度基本に戻り，そもそものコミュニティ・スクールが目指すも

のについて，しっかりした研修を行っていきたいと考えております。また，コミュ

ニティ・スクールにつきましては，支援型，連携型，協働型と様々なタイプがござ

いますが，本市におきましては，協働型を目指すということで，それぞれの小中学

校の教育課題を十分に共有した上で，多くの子どもたちにとって何が一番必要であ

るかということを重点的に，十分に合意した上で取組をしていくように進めており

ます。 

 

（福嶋委員）委員会は大体，何回ほど開催されているのでしょうか。 

 

（教育支援課長）年に６回程度でございます。 

 

（下古谷委員）人数についてですが，学校によって少し温度差があるような気がしてい 

  ます。例えば，神戸中学校は７人ですが，学校によって１１人いたり，７人いたり 

  するというのは，何か目安等はございますか。 

 

（教育支援課長）１０人以内という規則がございますが，基本的には各学校の取組の状 

  況に応じまして，例えば国府小学校などでは地域の農業関係者の方々との連携を進 

  めていたりとか，校区の実状に応じまして委員数の増減があるかと思われます。 

 

（下古谷委員）神戸中学校のように少数精鋭でやっていこうというところもあるわけ  

ですね。 

 

（教育長）人数が１１名のところに関しては，定数は原則として１０名以内ですが，校 
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  長先生が加わることで 大人数が１１名になることもあるということですね。 

  それから，先ほど課長も言われたように，やはり地域の実態や実状によって自治会 

  長の数が増えたり，逆に少なかったり，さきほどの少数精鋭という風にお話があり 

  ましたように，人数が少なくてもやっていけるというところもございますね。 

 

（福嶋委員）委員の方々の流動性というか，何人くらいの方が変わられているのでしょ 

  うか。大まかな形でもよいので，教えていただけますでしょうか。 

 

（教育支援課長）申し訳ございませんが，さきほどの御質問につきまして，現時点では 

  把握しておりませんので，詳細等につきましては，次回の教育委員会までに把握し 

  ておきたいと思います。 

 

（教育長）変わるところは，ＰＴＡの役員さんが変わられたり，学校長が変わられてく 

  るという部分になります。それから地域の中で，自治会で選出される方はある程度 

  自治会もされるのですが，任期のこともありますので，そういうところで変わって 

  いかれる方ですね。長いところでは，民生委員さんや児童委員さんは，長い間され 

  てみえる方や，自治会長を長い間やっていただいておりますところとか，そこは地 

  域によって違いがございます。 

 

（福嶋委員）３分の１くらいは変わっているということですか。 

 

（教育長）具体的な数値で表すのは難しいです。 

 

（伊藤委員）偶然，若松小学校と大木中学校に同じ方の名前を見つけさせていただいた 

  のですが，小学校と中学校で同じ方が地区の運営協議会に入っているのは珍しいこ 

  とだと思い，今見せていただいているのですが，それは学校からあえて小中一貫と 

  いう考えでお願いされているのでしょうか。 

 

（教育支援課長）さきほどおっしゃっていただきましたように，校区の実状・実態を把 

  握されている方に学校長が依頼をする関係で，その重複があると思われます。 

 

（教育長）付け加えでの情報になるのですが，主任児童委員さんや，地域で役員をして 

  みえる方は中学校区・小学校区と兼ねてという方がみえます。それから体育・スポ 

  ーツ関係の方は掛け持ちをするというような，そういう事情もあります。スポーツ 

  推進委員等で地域と関わりがあり，更に小中学校に関わりがある方は入っていただ 

  いているという，そういったケースもございます。コーディネーターで小中学校を 

  兼ねていただいている方もみえますし，その方が小中学校での連携も取りやすいと 

  いうこともあります。 

 

（山中委員）小中学校で重複している部分は結構ほかにもあると思います。自分の経験 
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  でも，小中学校での連携というのは教育長のおっしゃられるように重複することが 

  逆にプラスに働くのではないかと思いました。玉垣と千代崎は３人ほど重複してい 

  るのではないかと。それで質問ですが，課長がおっしゃったように，コミュニティ・ 

  スクールの基本に戻る研修では，具体的にこういった方をお招きしているというよ 

  うな，具体的な研修内容等は出ているのでしょうか。あるのであれば教えていただ 

  けますか。 

 

（教育支援課長）先ほど，基本に戻るというような言い方をさせていただきましたが， 

  そもそものコミュニティ・スクールの理念や目指すものをもう一度共有した上で， 

  現時点では平成２３年度から５年間を経過して行ってきていますが，一区切りとし 

  まして６年目に新しいスタートを切るために，コミュニティ・スクールが本来目指 

  すべきものをもう一度確認した上で進めていこうという趣旨で発言をさせていただ 

  きました。５月に講師をお迎えしまして，コミュニティ・スクール担当者の研修会 

  をさせていただきますが，その際に松阪のほうでコミュニティ・スクールを推進さ 

  れております方にお越しいただきまして，研修を進めていこうと思っております。 

 

（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，お諮り 

  します。議案第１７８２号「学校運営協議会委員の任命について」を原案のとおり 

  承認することに御異議はございませんでしょうか。 

 

（委員一同）異議なし 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７８２号を原案のとおり承認いたしま 

  す。 

 

（教育長）次に，議案第１７８３号「文化財の指定について」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，本市の文化財の指定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１条第１３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，文化財課長より説明いたし

ます。 

 

（文化財課長）それでは，私からは議案第１７８３号「文化財指定について」につきま 

  して，説明申し上げます。７ページと８ページを御覧ください。昨年度末，３月４ 

  日開催の第２回鈴鹿市文化財調査会におきまして文化財指定についての意見具申を 

  お願いしたものでございまして，有形文化財 歴史資料｢吉澤桜島碑記について｣で  

  ございます。同碑記は，文化１３（１８１６）年，津藩主でありました藤堂高兌に 

  よる農地開発の一環として，津藩郡奉行吉田重麗が行った玉垣村の灌漑・開墾の経 
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  緯と様子を詳述した碑文でございます。 者でもあります吉田重麗は，漢学や儒学   

  を津坂東陽に学び，藩主の知遇を受け，藩政の改革に幾多の功績を残しております。 

  書は，幕末の三筆の一人でありました市河米庵石刻は，江戸後期の名工，広瀬群鶴 

  です。碑記に記される「桜島」の地名は，開墾により，ため池を改修した際，その池 

  の島に２００株の桜を植樹し，「桜島」と命名したことに由来します。今回，指定文 

  化財候補として，審議いただきましたところ本市における開墾史上の貴重な歴史資 

  料として位置付けられ，指定することが妥当であるとの御意見をいただき，市の文 

  化財に指定するものでございます。説明は，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）新しく文化財になったということで，広報活動のほうはこれからどのよう 

  にされていくのでしょうか。 

 

（文化財課副参事）本日，この指定文化財が決定しますと，明日・明後日に市長の定例 

  記者会見がございますので，その中で記者会見をする予定でございます。 

 

（福嶋委員）読みづらいといいますか，理解しづらい部分があるのですが，そういう面 

  においても説明あるいは補足的なものは用意していただいているのでしょうか。 

 

（文化財課長）本日の資料のほかに，吉田桜島記碑につきまして，これは昔の読み下し 

  のような形になっているのですが，それとともに，内容のポイントだけをもう一度 

  取り出して，噛み砕いた形のものを付けさせていただきます。それから補足として， 

  開墾の歴史や吉田神社の碑の推移等につきましても，資料としてお渡して説明する 

  予定でおります。 

 

（福嶋委員）良い機会ですので，桜島小学校をはじめとした地区の小学校では，こうい 

  うものが新しく文化財として指定され，このような歴史があるというようなことを， 

  社会科の授業等で使っていただくと良いかと思いました。 

 

（下古谷委員）桜島の地名の由来というものを，非常に勉強させていただきました。こ 

のほか鈴鹿市に，石碑ではなくてもよいので，残っているような文化財はあるので 

しょうか。 

 

（文化財課長）今回の石碑と同じような文化財としましては，寺尾家の文書と，庄野宿 

  に残っております古文書の２件が，市の文化財として指定されています。新たにこ 

  の石碑が指定されますと，文化財の歴史資料としては３つ目になります。そもそも 

  歴史資料とは文化財そのもののことではなく，その物の中身を指しております。例 

  えば，この碑は，元々は池を開拓したところにありましたが，その後場所を移して 
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  また元の姿に復元されました。つまりこの石碑は，昔に書かれた文章を形にした歴 

  史資料としての文化財になります。具体的には，庄野宿の経営状況を示した古文書 

  や，型紙問屋であった寺尾家から寄贈された型紙，見本帳といったものが指定され 

  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１７８３号「文化財指定について」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。 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７８３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。「鈴鹿市運動部活動指針について」をお願 

  いいたします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の１番目「鈴鹿市運動部活動指針につい 

  て」につきまして，説明申し上げます。中学校における部活動は，学校教育の一環 

  として，教育課程と関連付けて取り組まれる重要な教育活動でございます。本市に 

  おきましては，中学校の生徒のほとんどが部活動に所属しており，そのうちの約７ 

  割の生徒が運動部に所属し，活動をしているところでございます。生徒たちは，自 

  らが選択した種目の活動に熱心に取り組み，顧問である教職員も，子どもたちの期 

  待に応えようと，教材研究や教科研修，生徒指導の合間を縫うようにして，指導力 

  向上に努めているところでございます。平成２７年度に，県が主催しました「運動 

  部活動指導者研修会」におきましても，本市教職員の参加について，平成２６年度 

  と比較しまして増加傾向にあり，指導力向上の意識が高まっている様子がうかがえ 

  ます。しかしながら，全国的に見てみますと，以前から運動部活動中の生徒の事故 

  やいじめ問題，教職員による体罰などの不祥事が発生しており，早急な対応が求め 

  られておりました。このような中，平成２５年２月に政府の教育再生実行会議から， 

体罰禁止の徹底や，子どもの意欲を引き出し，その自発的行動から成長を促す「部 

活動指導のガイドライン」の策定が提言され，同年５月に「運動部活動での指導の 

ガイドライン」が発行され，各中学校におきましては，そのガイドラインに沿った 

運動部活動の運営が行われておりました。本市におきましては，本年度施行される 

鈴鹿市教育振興基本計画の基本事業「４－１ 体力・運動能力の向上」の中の取組 

内容に，鈴鹿市運動部活動指針に基づいた部活動を位置づけております。本指針は， 

国の「運動部活動の在り方に関する調査研究報告書」をもとに，本市として，運動 

部活動の意義や指導者の在り方，安全上の配慮や体罰の禁止等について示したもの 

でございます。市内公立各中学校におきまして，本指針を踏まえ，創意工夫して指 

導にあたり，本市の運動部活動がより効果的に行われることを期待いたしまして， 

中学校長会とも連携を取りながら，作成に向けて進めてきたものでございます。な 

お，本指針は，先日４月１４日に開催されました校園長会にて，各幼稚園，各小中 
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学校に配付させていただいております。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）鈴鹿市の中では，運動部活動中の事故やいじめ問題というのは何件ほど挙 

  がっているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）運動部活動中の事故については，生活事故として昨年挙がってはいる 

  のですが，件数は今申し上げることはできません。激しいスポーツ活動の練習や試 

  合の中で，けがをすることは顕著でして，その中でも実際に救急車で運ばれるよう 

  な事故も昨年度には発生しております。バスケットやサッカー等の競技におきまし 

  ては，特に試合中の接触によるけがにより，頭を軽く打った，骨折の疑いがある， 

  という理由で救急搬送されたこともございます。ただし，これらに関しましては幸 

  い大きな事故やけがはなく，普通の治療で完治するものでございました。脳震盪の 

  恐れがある，頭を打つということは一番に警戒すべきことで，頭を打ったときはす 

  ぐ救急車を呼ぶという指導もされておりますことから，すぐに病院へ運んでいただ 

  いて診察を受けるように徹底をしております。しかし，こういうスポーツ活動の中 

  で，事故やけがの発生をゼロにするというのは非常に難しいことですので，この指 

  針にも書いておりますように，けがや事故が起こった際の緊急対応の決定と，その

未然防止の指導をさせていただく方針でございます。 

 

（福嶋委員）体罰や暴言のほうはどうなっていますか。 

 

（学校教育課長）部活動にかかわる体罰等についてですが，平成２５年度までは残念な 

  ことに発生しておりましたが，平成２６年度，平成２７年度の２年間においては発 

  生はいたしておりません。また，暴言や厳しい言葉使い等については部活動に限ら 

  ず，校園長会を通じて各学校に注意を喚起しております。 

 

（福嶋委員）事故が起こっていたという話の部分ですが，それはハードの問題で，例え 

  ば人数が多すぎることによる機材の故障や，そもそもの機材に不備があって事故が 

  起こったわけではないということですか。 

 

（教育指導課長）機材が壊れていたり古くなっていたりといったことでの事故は発生し 

  ておりません。 

 

（福嶋委員）あるいは部活動が入り組むことによる生徒同士の衝突があったということ 

  もなく，不可抗力だったわけですね。 

 

（教育指導課長）活動している中で，委員がおっしゃるような心配というのは，やはり 

  ございますが，幸い他のクラブが混在していての接触による事故は聞いておりませ 
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  ん。 

 

（下古谷委員）現在，中学校の先生方では何割程度の方がクラブ活動を担当されている 

  のでしょうか。部活動を担当する中学校の先生も，大もとをたどると学校教育の一 

  環として教育課程と関連付けて取り組まれているということですので，仕事として 

  のウェートはかなり厳しいものとなっている気がします。その非常に忙しい中で， 

  クラブ活動と兼務していこうとすると，中学校の先生方も配分のほうを考えていか 

  なければならないと思います。それで，中学校の先生全員がクラブ活動を担当され 

  ているというわけではないと思いますので，およそ何％くらいの先生がクラブ活動 

  を担当されているのかを教えてください。 

 

（教育指導課長）御存知のとおり，中学校では運動部と文化部というのがございまして， 

  全てといっていいほど，ほとんどの学校が全員クラブ顧問制というものをとってお 

  りまして，先生方は必ずどれかのクラブの顧問をしています。ただし，主顧問，副 

  顧問という分類がございまして，主顧問はクラブの数に応じて先生が担当しまして， 

  副顧問につきましては複数の先生がされる場合が多いです。 

 

（下古谷委員）そうすると，担当される先生方に基本的には活動指針が手元に届くとい 

  うことでよろしいでしょうか。 

 

（教育指導課長）冊子としては一冊ずつ学校のほうに配布をしましたが，学校のほうに 

  はデータで送付いたしますので，学校のほうでは主にそちらを活用していただくと 

  いうことでございます。 

 

（下古谷委員）やはり，情報共有はきちんと末端の先生方までしていただきたいと思い 

  ますので，是非そうしていただきたいです。 

 

（伊藤委員）２０ページの安全点検表等の作成というところで，行うことが望ましいと 

  ありますが，こういった表現を使われるということは，拘束力はないということで 

  しょうか。 

 

（教育指導課長）表現では望ましいとは書いておりますが，定期的にこちらのほうから 

  安全点検は行うように義務付けておりますので，実施の方はしております。 

 

（伊藤委員）今の話を聞いて，教育委員会で用具のチェック表というフォームを作って 

  いただいて場所や用務に分けて生徒たちがチェックできるよう，全校に配布してい 

  ただくと良いと思ました。これは生徒たちの大人になってからの品質管理における 

  話になってしまうのですが，チェック表があって，用具のチェックをするか，しな 

  いかでは，気持ちの面でも変わっていきますし，その心構えは今後社会に出て行く 

  上できっと大切になっていくと思います。また，福嶋委員がおっしゃったような   
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  用具の事故が万が一起こったときにも，この日の時点ではまだ異常はなかった，と 

  いうように確認と再認識ができますし，それもまた大事なことですので，一口に望 

  ましいとまとめるよりはフォームを作成し，統一するという形で進めていただける 

  とありがたいと思います。 

 

（伊藤委員）それから，８ページの下部にある括弧の「社会教育施設や社会教育環境団 

  体等の各種団体の連携等の運営上の工夫」に対してですが，簡潔にまとまっていま 

  すが少し漠然としているような気がします。ひとこと工夫といわれましても，運営 

  上の工夫とはどういうものなのかは伝わりづらいのではないでしょうか。少しでも 

  何か具体的な例を挙げて，一歩踏み込んだ御指導をいただけると，先生方の理解も 

  深まるのではないかと思いました。 

 

（山中委員）部活動の割合の件について，６９％の生徒が運動部に所属しているという 

  ことで，これは結構な数だと思うのですが，実際はどうなのでしょうか。中学校に 

  おいて全てかどうかは定かではないですが，指導者の数も制限がありますし，例え 

  ば，どの学校にもサッカー部が成立するだとかいうのは，それは難しいことだと思 

  います。現状はどのようなものなのか，もし分かっているのであれば，教えていた 

  だけますでしょうか。 

 

（教育指導課長）今年度分はまだ提出されていないので昨年度の例から申し上げますと， 

  市内の中学校の全運動部活動としては，男女は一つとして考えまして，競技は１６ 

  の部活動がございます。その中でも陸上競技，バレーボール，バスケットボール， 

  サッカー，軟式野球，卓球，ソフトテニスにつきましては比較的，７割から１０割 

  の部活動が存在しております。それら以外の部分につきましてはバドミントン，柔 

  道，水泳等のクラブとなります。大体今申し上げましたような競技の運動部活動が 

  存在しておりまして， 初に言わせていただいたような，ほとんどの学校にあるク 

  ラブというふうに位置付けられておりまして，顧問も必ずいるという形になってお 

  ります。 

 

（下古谷委員）いろいろなクラブ活動が存在する中で，やはり中学校の先生だけではな 

  く，その地域の方が応援に来ていただくような，外部の講師という方も何名か，も 

  しくは，たくさんいらっしゃるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）外部指導者というふうに位置付けてはいるのですが，非常に県・国か 

  らの補助も少なく，だんだんと外部指導者に対する予算が少なくなってきておりま 

  して，現状ボランティアとして来ていただいていたり，学校の実状に合わせて校長 

  先生が頼んで来ていただいているという学校もございます。現状では市内１０の中 

  学校のうち５つの学校が，計１２名の外部指導者の方にお世話になっております。 

  外部指導者の中身としましては剣道，バドミントン，バレーボール，バスケットボ 

  ール，ソフトテニス，ハンドボール，サッカーの競技で，少し人数にばらつきはあ 



11 

るものの，１２名の方に協力をいただいております。 

 

（下古谷委員）是非予算を確保して，もう少し増やせる形が良いかと思います。 

 

（福嶋委員）若手ではやはりコーチの先生の指導力が良いというのが，一つの大きなポ 

  イントだと思います。もう一つはここにも書かれている「生徒の自主性」をうまく 

  出していけるという工夫というのも大きな作業だと思いますが，こういう良い例を 

  双方で情報交換ができるような，そういう機会はあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）市内の運動部活動の顧問が年間に何度か集まる機会がございます。例 

  えば，大きな市の大会がある場合，そういうときには顧問が集まる顧問会というも 

  のがありますので，そのような機会を持って，情報交換等をしております。回数と 

  しては大体年に２回か３回行っております。それから，年間を通じて様々な大会や 

  練習試合もございますので，そのときに顧問同士が話をしたり情報交換をしたりす 

  るという形です。 

 

（福嶋委員）良い顧問の先生がいらっしゃって，その先生がほかの学校へ転任されます 

  と，そこの学校がまた良くなるのですが，その学校にいらっしゃった先生方が下が 

  ってしまって，その学校の部活動にあった空気が変わってしまうということが往々 

  にしてあるので，そうならないように副顧問を育成する，あるいは変化がすぐに起 

  きないような環境の基盤をつくる指導というものもしていただければ良いと思いま 

  す。 

 

（教育指導課長）おっしゃるとおりです。顧問が変われば中身まで変わってしまうよう 

  では，子どもにしわ寄せがいってしまいますので，そうならないように日頃から副 

  顧問と連携をとりながら，顧問が変わっても体制が変わらないように努めていく必 

  要があります。 

 

（伊藤委員）いつもこれで話題になる，リコーダーの先生についてですが，前にいた学 

  校で賞をとられて，転任されるとその学校がまた賞をとるという形になり，なかな 

  か生徒の力が思い切り伸びないということがあります。そういった部分を，教育委 

  員会のほうで，賞を取られた人たちを継続して活動させていくような取組をしてい 

  ただけるといいかと思うのですが。 

 

（教育指導課長）今おっしゃられた部分は社会教育の部分となりまして，学校の部活動 

  関係とはちょっと離れた活動になりますので，御意見という形で聞かせていただき 

  ます。 

 

（伊藤委員）部活動もそうですが，子どもたちが伸びてきたときにそれを継続していく， 

  ということを一つの考え方として育てていただけると良いかと思います。 
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（教育長）リコーダーの件につきましては，先生が桜島小学校で指導してみえて，次に 

  旭が丘小学校でも指導してみえて，その児童たちが白子中学校へ行き，小中での連 

  携となっている形が現状です。今後は，その生徒たちが高校に入り，上へ上がって 

  いくと，指導者として出てくるのではないかとも考えられますので，やはり連携し 

  ながらやっていかなければならないと思っています。 

 

（山中委員）感想になりますが，外部指導者の補助が国・県ともに減っている状況を初 

  めて知って驚きました。やはり教職員の勤務時間の縮減や，それを関連させて外部 

  指導者を増やしていくという流れも非常に重要だと思います。感想でしか述べるこ 

  とができませんが，今の流れは非常に残念だと思いました。 

 

（下古谷委員）伊藤委員がおっしゃるように，継続的に長期間良い成績を残しているよ 

  うなところは，特に外部講師の方がある程度長い期間担当していただければ，ず  

っと続いていくような気がしますので，外部講師の方が重要じゃないかなと個人的 

  には思っていますので是非，予算の確保をお願いします。 

 

（福嶋委員）運動のことで聞きたいことがあって，組み立て体操のことが 近よく話題

になり，いろいろと指導のほうでも言われているのですが，鈴鹿市はその部分はど

ういう風になっているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）国が昨年度中にある程度方向性を示し，それを受けた県が考え方をま

とめまして，３月の末にその報告・通知がございました。校園長会ではすでにお伝

えしましたが，鈴鹿市につきましては，県の意向をそのまま受け入れる形になりま

した。県が示した内容は，具体的には，例えばピラミッドでは何段以上はしてはい

けないということや，そもそもピラミッドは禁止ということではなく，ピラミッド

の５段を越える高さはやめましょうというものでした。ピラミッドではない別のも

のに関しては，例えば組み体操の飛行機等の２，３人でやるものですと，それは３

段程度の高さを越えるものはやめましょうというふうに，ある程度のラインを出し

てきておりますので，そのことも各小中学校に先日の校園長会で伝えてございます。

また，体育の担当者も先月末には県等が集めて研修会を行っておりますので，これ

からも新しく，もう少し具体的な指示がございましたらすぐに伝える予定でござい

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，２番目 

  の「平成２８年度 鈴鹿市考古博物館催し物案内について」をお願いします。 

 

（文化財課長）報告事項の２番目「平成２８年度鈴鹿市考古博物館催し物案内」につき 

  まして，説明申し上げます。２４ページと２５ページを御覧ください。現在開催中 

  の速報展「発掘された鈴鹿２０１５」は，昨年度から年度をまたいで開催している 
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  ものです。５月２１日，土曜日には午後２時から発掘担当者が，伊奈冨神社七島池 

  及び十宮古里遺跡のスライド説明会を実施いたします。なお，平成２８年中に行う 

  発掘調査の結果につきましては，平成２９年３月から開催予定の速報展「発掘され 

  た鈴鹿２０１６」で紹介させていただきます。企画展につきましては，夏季の展示 

  が，「鈴鹿の古墳Ⅰ-ちいさなちいさな古墳たち-」，冬季には，「どか～んとえんと 

  つ」の２回，秋の展示は，特別展として「伊勢の瓦 大和の瓦」を計画しています。 

  また，企画展等に関連した講演会や寺院官衙シリーズの講演会，博物館入門講座を 

  開催するほか，年間を通して行っています勾玉・土笛作り，好評のつるカゴ作りや 

  とんぼ玉作りなどの体験講座も行ってまいります。また，今年初めて別添チラシの 

  とおりゴールデンウィークに日替わり体験講座を企画いたしました。そのほか，恒 

  例の「夏休み子ども体験博物館」，「お月見ミュージアムコンサート」や「春まつり」 

  も計画しており，多くの方が来館していただけるような魅力ある内容で実施してい 

  く予定でございます。以上で報告とさせていただきます。 

 

（教育長）ただ今の報告に御質問，御意見等ございましたらお伺いしたいと思います。 

 

（福嶋委員）ゴールデンウィークの土鈴づくりとハンカチ染めは定員が各１０名で，魅 

  力がある割には少ないと思うのですが，これはやはり財政的な理由によるものなの 

  でしょうか。 

 

（文化財課長）これは今年初めての試みで，材料のこと等を含め，見込みとして９時半 

  からと１１時半からの，２回行うということが理由となります。それから，来る方 

  全員がそれをするというわけではありませんので，少し控えめとは思いますが， 

  １０人程度にさせてもらうということでございます。 

 

（福嶋委員）様子見も兼ねてということですね。 

 

（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）「５月教育委員会定例会の開催について」をお願いします。 

 

（教育総務課長）次回の教育委員会定例会を平成２８年５月２４日火曜日，午後２時か

ら，教育委員会室で開催したいと思います。 

 

（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，５月教育委員会定例会を５月２４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。 
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（教育長）それでは，これをもちまして平成２８年４月教育委員会定例会を終了いたし 

  ます。ありがとうございました。 

 

４月教育委員会定例会終了 午後４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 


