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平成２８年５月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２８年５月２４日（火）午後２時００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），参事兼文化振興課長（澤井環），図書館長（北川清

美），地域協働課協働推進ＧＬ（髙﨑知奈美） 

 

５ 議事 

（１）学校運営協議会委員の任命について          （教育支援課） 

（２）平成２８年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱について（地域協働課） 

（３）平成２８年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について    （文化振興課） 

（４）平成２８年度鈴鹿市立図書館協議会委員の委嘱について （図書館） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２８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 

 

（教育長）皆様，こんにちは。定刻となりましたので，ただ今から平成２８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，福嶋委員にお

願いいたします。それでは，議事に入ります。議案第１７８４号「学校運営

協議会委員の任命について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（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。 

 

（教育支援課長）私から議案第１７８４号「学校運営協議会委員の任命について」

を，説明申し上げさせていただく前に，前回の教育委員会でお答えできなか

った学校運営協議会委員の変更の割合につきまして，報告させていただき

ます。学校運営協議会の委員に任命されている方々は，自治会長，町民会議，

主任児童委員などの「地域の代表者」，「ＰＴＡ代表者」，「学識経験者等で校

長が必要であると認める者」と校長から構成されております。これらの方々

で，校長を除いて新規に任命された委員は，１１３人であり，その割合は，

３１．３％でございます。以上でございます。 

 

（教育支援課長）引き続き，「学校運営協議会委員の任命について」５ページを

御覧ください。４月２６日の４月教育委員会定例会にて，４０１名の学校運

営協議会委員の任命をいただいたところですが，その後，８つの小学校長か

ら委員の変更及び推薦の申請がございました。１校目の深伊沢小学校から

は，ＰＴＡ副会長の交代により，１名の変更がございました。２校目の旭が

丘小学校からは，自治会長と町民会議会長の交代により，２名の変更がござ

いました。３校目の白子小学校からは，一身上の理由から辞任された方１名

があり，町民会議副委員長を務めてみえる方１名の推薦がございました。４

校目の井田川小学校からは，一身上の理由から辞任された方１名があり，Ｐ

ＴＡ副会長に就任された方１名の推薦がございました。５校目の明生小学

校からは，一身上の理由から辞任された方１名があり，地域コーディネータ

ーや学習ボランティアを務めている方１名の推薦がございました。６校目

の桜島小学校からは，主任児童委員の方１名の推薦がございました。７校目

の牧田小学校からは，学習支援ボランティアを務めていただいている方１

名の推薦がございました。８校目の栄小学校からは，子どもや家庭の支援に

豊富な知見のある方１名の推薦がございました。承認いただきますと，市内

の学校運営協議会委員は４０４名となります。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。 

 

（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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（下古谷委員）桜島小学校を含めて数校に関しては，委員さんが追加されている

のですが,増加した理由として，これまでの各学校それぞれの委員さんだけ

では何か問題があって，新たに人数の追加をしなければならない状態だっ

たということでしょうか。 

 

（教育支援課長）これまでの委員さんで問題が起きたこということではなく，学

校長の本年度の学校運営の基本方針，つまり学校のビジョンがございます

ので，そのビジョン等に沿う人材に御参加いただいたという趣旨で増員を

行いました。 

 

（福嶋委員）取組をしていただいている４０４名の中で，学識経験者の方は何割

程いらっしゃいますか。 

 

（教育支援課長）学識経験者は，大学教授又は学校の元管理職，あるいは小中学

校の教員である委員の方々２６名に参加いただいております。 

 

（伊藤委員）学校運営協議会の方々は，各校１０名程お見えになりますが，その

活動の形態とはどのようなものなのでしょうか。例えば委員さんの中で責

任者となる方等が存在し，その方々を中心に組織的に行動するのか，それと

も，運営協議会として皆さんで自由に意見を交換し合うのか，教えていただ

けますでしょうか。 

 

（教育支援課長）鈴鹿市の学校運営協議会につきましては，鈴鹿市立学校に設置

する学校運営協議会の組織及び運営に関する規則というものがございます。

この規則に則り，学校運営協議会を運営させていただくのですが,この規則

の中に「委員長及び副委員長をおく」とございまして，委員長を中心に進め

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，

お諮りします。議案第１７８４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１７８４号を原案のとおり承認い
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たします。 

 

（教育長）次に，議案第１７８５号「平成２８年度鈴鹿市公民館運営審議会委員

の委嘱について」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，鈴鹿市公民館運営審議会委員の任期

満了に伴い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

たします。なお，詳細につきましては，担当グループリーダーより説明いた

します。 

 

（協働推進ＧＬ）それでは，私からは議案第１７８５号「平成２８年度鈴鹿市公

民館運営審議会委員の委嘱について」説明申し上げます。５ページを御覧く

ださい。御覧いただいているのは，平成２８年度鈴鹿市公民館運営審議会委

員名簿でございます。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，委嘱の基準につきましては，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２８年６月１日から平成２９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， 

鈴鹿市立井田川小学校長の髙藤富子様， 

鈴鹿市立創徳中学校長の小川正芳様でございます。 

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水野典子様， 

鈴鹿市ＰＴＡ連合会長の北野誕水様， 

鈴鹿市生活学校会長の渥美恭子様， 

鈴鹿市立図書館協議会委員の林佳代子様の４名でございます。 

最後に，学識経験者として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，元鈴鹿市立旭が丘公民館長の大井康裕 

様を充てることとし，御覧のとおり，８名の方を選考させていただきました。 

以上，よろしく御審議の上，承認いただきますようお願い申し上げます。 
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（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）運営審議会は年に何回開かれているのでしょうか。また，最近では

どのような課題があるのでしょうか。 

 

（協働推進ＧＬ）これは公民館長の諮問を受けて開催させていただく会でござ

いますので, 残念ながら近年ではまだ開催されたことがございません。し

たがって，本来の公民館の運営といったことにつきまして，館長から諮問が

あったときに，開催して審議いただくということになっております。 

 

（福嶋委員）そうすると，公民館活動がスムーズに運営されていて，審議会が開

催される必要がないほど，順調に行われているということですね。 

 

（協働推進ＧＬ）公民館は地域づくりも含めて，より地域に密着した公民館であ

ることを求められていくこともあると考えられますので，その点において，

館長とも相談することもあると思います。また，諮問等あれば会議を開くこ

ともあるかと思います。 

 

（福嶋委員）地域にとって中心となるべき存在ですので，なるべく従来からの慣

例に束縛されず，積極的に会議を開いていただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）公民館長さんは，ほかの地区の公民館長さんとの会議にも参加され

るんでしょうか。 

 

（協働推進ＧＬ）館長会議ですが，通常は年に３回程開催させていただいており

まして，公民館は地区市民センターと併設で設置されているところ，あるい

は単独で設置されているところの館長さんを含めた任意の館長会議を年に

３回ほど行っております。また，単独館といいまして，併設されていない，

単独の館長さんだけの情報交換会がありまして，これも年に３回程開催さ

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，

お諮りします。議案第１７８５号「平成２８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
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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１７８５号を原案のとおり承認い

たします。 

 

（教育長）次に，議案第１７８６号「平成２８年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱に

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，鈴鹿市社会教育委員の任期満了に伴

い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す。

なお，詳細につきましては，文化振興課長より説明いたします。 

 

（文化振興課長）それでは，私からは議案第１７８６号「平成２８年度鈴鹿市社

会教育委員の委嘱」につきまして，説明申し上げます。７ページを御覧くだ

さい。御覧いただいているのは，平成２８年度鈴鹿市社会教育委員名簿でご

ざいます。社会教育委員は社会教育法及び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２８年６月１日から平成２９年５月３

１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， 

鈴鹿市立井田川小学校長の髙藤富子様， 

鈴鹿市立創徳中学校長の小川正芳様でございます。 

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水野典子様， 

鈴鹿市ＰＴＡ連合会顧問の松嶌康弘様， 

鈴鹿市立一ノ宮公民館長の井上哲雄様， 

鈴鹿市生活学校会長の渥美恭子様， 



7 

 

鈴鹿市立図書館協議会委員の林佳代子様の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。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）このような委員会は年に何回開かれているのでしょうか。また，ど

のような議題が挙がっているのでしょうか。 

 

（文化振興課長）社会教育委員会の開催につきましては，年２回開催しておりま

す。１回目は今年度の社会教育に関する事業説明，２回目は来年の１月あた

りになると思いますが，アクションプランに関係する新年度の事業に対す

る審議をいただく予定でございます。 

 

（福嶋委員）さきほどおっしゃった，年に２回の委員会の中で特に，話題に挙が

るようなことは何かございますか。 

 

（文化振興課長）今のところは特になかったと思います。 

 

（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１７８６号「平成２８年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱

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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７８６号を原案のとおり承認い

たします。 

 

（教育長）次に，議案第１７８７号「平成２８年度鈴鹿市立図書館協議会委員の

委嘱について」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，鈴鹿市立図書館協議会委員の任期満
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了に伴い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

します。なお，詳細につきましては，図書館長より説明いたします。 

 

（図書館長）それでは，私からは議案第１７８７号「平成２８年度鈴鹿市立図書

館協議会委員の委嘱」につきまして，説明申し上げます。９ページを御覧く

ださい。鈴鹿市立図書館協議会委員は，鈴鹿市立図書館条例及び規則に基づ

き，委嘱するものでございます。平成２８年度の協議会委員につきましては，

６月１日から来年５月３１日までの１年間で９ページの名簿に記載の９名

の方に委員を委嘱したいと存じます。 

  では，名簿順に 

学識経験者から衣斐弘行様， 

家庭教育活動関係者からこどもサポート鈴鹿の林佳代子様， 

社会教育関係者から鈴鹿市青少年育成市民会議事務局長の森川克美様， 

鈴鹿市ＰＴＡ連合会研修部副部長の伊川真樹様， 

鈴鹿市立一ノ宮公民館長の井上哲雄様， 

図書館ボランティアを代表して，おはなし会アリス代表の木村由美子様， 

音訳グループ鈴の音代表の戸田恭様， 

学校関係者から，鈴鹿工業高等専門学校学生課図書係長の藤田時子様， 

三重県学校図書館協議会鈴鹿支部長で白鳥中学校長の中道公子様の９名で 

す。なお，衣斐弘行様，林佳代子様，森川克美様，木村由美子様及び戸田恭 

様の５名は，昨年度から引き続き委員をお願いするものです。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。 

 

（福嶋委員）図書館では様々な努力をしていただいており,我々としてもありが

たいと思うことが多々あるのですが，最近では図書館の活動や，社会的な在

り方が討議されています。そこで，例えばこのような協議会等があったとき

に，委員の方が図書館と意見交換をしたりすることで，協議会委員の方が関

連的にも活動できるような活動や予算はありますでしょうか。 

 

（図書館長）残念ながら，協議会の委員の方につきましては，活動していただく

というところまではまだいたっておりません。図書館の職員が活動したこ

とについての報告，あるいは今後活動することについての審議をしていた
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だくところにとどまっております。 

 

（福嶋委員）協議会ではいろいろな意見が出ると思いますが，最近ではどういっ

たことが話題に挙がっているのですか。 

 

（図書館長）昨年開催しましたときに，委員の方から御質問いただいた中には，

図書館がいろいろと改革をしていることについては，評価をしていただく

という意見がございました。それから，図書館の行事と文化会館の行事が重

なった際に，図書館の駐車場が満杯になってしまうことから，もう少し駐車

場の面積を広げられないかという趣旨の御発言をいただきましたが，図書

館の判断だけでできることではありませんので，すぐに広げるのは難しい，

という回答をさせていただきました。 

 

（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１７８７号「平成２８年度鈴鹿市立図書館協議会委員

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 

 

（教育長）御異議がないようですので，議案第１７８７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年度園児，児童，生徒

数について」をお願いいたします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは報告事項の「平成２８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，説明いたします。１ペ

ージを御覧ください。鈴鹿市立幼稚園の園児数でございますが，４歳児は，

２２７人で９学級，５歳児は，３１５人で１６学級，全体で，５４２人， 

２５学級となっており，昨年度と比較しますと，園児数は６１人の減少，学 

級数は増減なしとなっています。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ので，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ページをご 

覧ください。平成２８年５月１日現在の小学校の児童数・学級数でございま 

すが，市内の総計は，最下段の右２列で，１１,４４３人，４７７学級とな 
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っており，昨年度より，２３９人，５学級の減少となっています。次に，３ 

ページの中学校の生徒数・学級数でございますが，市内の総計は，最下段の 

右から２列目で，５,８１０人，１９５学級となっており，昨年度より， 

１９５人，１０学級減少しています。小中学校をあわせた児童生徒数・学級 

数は，１７,２５３人，６７２学級で，昨年度より，４３４人の減少，１５ 

学級の減少となっています。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，御意見がございましたらお伺いしたいと思い

ます。 

 

（伊藤委員）向こう１０年間の子どもの数は認識されているかと思います。著し

く子どもの数が減っていくこの現状で，新聞にあった文科省が発した案は，

「２０１８年までに学童保育を１２０万人に拡大する」というものでした。

そして，学校で問題になっている空き教室の利用，児童館の活用の推進，さ

らには，塾などの学習支援の場で子どもを預かることを検討するという話

もございました。減少の一途をたどる子どもたちに歯止めをかけようと，文

科省もいろいろなことを考えていますが，以前からも学童保育はいろんな

場所でしていただいて，そこには皆で宿題をするところもあれば，皆で遊ぶ

ところもあり,その形態は多種多様なものとなっています。子どもたちの身

のまわりの危険については保障をしていただけるのですが，これから先，ど

んどん少子化が進み，その度に学童保育も増やしていくということになれ

ば，子どもたちの大半は学童保育で過ごす時間が長くなるようになるので

はないかと思うのです。そして，そのことについて，先生方は，学童保育と

いう存在をどう受け入れればよいのか，また，帰りが遅くなってしまう保護

者の中には，学童保育に依存するようになる人も出てくるのではないかと

いう問題を感じているのではないかと不安になりましたので，質問をさせ

ていただきました。今すぐに答えをいただきたいということではないので

すが，またお時間ございましたときに，今回の質問に関するお話をしていた

だけると良いかと思います。 

 

（教育長）学童の部分は子ども政策部が中心になります。もちろん，学校・幼稚

園の空き教室の問題や放課後の子どもたちの過ごし方の部分については，

関係分野のところで話をしていきたいと思います。 

 

（伊藤委員）これから先，学童保育に通う子どもは確実に増加しますので，その

中で家庭教育の部分や，学童保育に通う子どもたちが学校にくることに対
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して，指導課が行う指導の方向というのは，形として少しずつ変えていくべ

きだと思いますので，またお時間あればその辺りも教えてください。 

 

（教育総務課長）私は今年３月まで，放課後児童クラブを所管する部署に所属し

ておりました。とはいえ，立場が違う教育委員会の部署に来て，私が申し上

げるのも難しいのですが，先ほど委員がおっしゃったとおり,お子さんの数

は年々減っています。それに反して，放課後児童クラブ等の学童保育を利用

されるお子さんは増えていき，まだしばらくその傾向は続くと思われます。

ただし，必ずしもということではないのですが，母子家庭に父子家庭，ある

いは，いわゆる共働きの方にとって，学童保育の需要は高いものになる。そ

の一方で，委員が心配してらっしゃる家庭教育ですが，家庭でも養育の力を

削ぐことのないように，学校現場でも悩んで見えると思うのですが，親御さ

んが，学校に行っている以上は学校に全てを委ねる。児童クラブに行ってい

れば児童クラブの指導員の方に任せる。というように依存が高くなるとど

うしても，お子さんに親御さんの目が向く時間も減ってしまうので，必ず児

童クラブのほうでも，総合的に保育所と同じにならないよう親御さんと指

導員との間でこまめに連絡をしていただいて，その日お子さんが学校を終

えて児童クラブに来て，どんな様子だったのかをできるだけ事細かに連絡

をするということをさせていただいております。しかし，中にはどうしても

忙しい親御さんもいらっしゃいますので，お子さんを迎えに来たらすぐに

車へ行ってしまう方も少なからずお見えになります。そういったことも含

めて，できるだけ親御さんも児童クラブに関わりを持っていただく態勢で

運用していくということを主眼に置いて，鈴鹿市は基本的に公設であって

も民間で，運営していただくことになっております。最近では近隣の保育所

関係の経営者の方にお力をいただいて，社会福祉法人の主体となって運営

しているところもございますので，そういう部分を見れば，良い点もあれば

思い直すべき点もありますので，また子ども政策部とも，お話をさせていた

だけるような場をいただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）おそらく，日本の少子高齢化はこのままずっと加速度的に進むと思

いますので，やはり学校教育の面では，子どもたちをもっと割り切った部分

で決め，預かり所は親の責任度合を高くする等の変化を加えなければなし

崩しになる気がして，それだけは避けなければならないといつも思います。

そして，昔は共働きという言葉がありましたが，今は男性だけでなく女性も

働かなければ，生活が厳しい世の中になりつつありますので，子どもの学童

保育の部分は，これからは本当に大きなウェートを占めていくのではない
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かと思いますので，また御意見等お聞かせください。 

 

（教育長）教育総務課長には以前の所属部署の関係から付け加える形で説明を

していただきましたが,またそのような連携等も伝えていきたいと思いま

す。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市は人数の偏りについては，少人数化したところ，例えば合川

小学校へ特別に英語クラスを設ける等の工夫を凝らしてきました。しかし，

ほかの市では伊賀市のように統合を進んで行うところもございますが，そ

の点を鈴鹿市ではどのように進めていくのでしょうか。また，時期的にはい

つ頃から始めていくのか，あるいは違う選択をしていくのか，この件につい

て，どのような考えをお持ちなのか，教えていただけますでしょうか。 

 

（学校教育課長）将来的に統廃合ということは，どこの自治体でも考えていかな

ければならないと思っています。今年度の本市におきましては，学校規模の

適正化の調査を，学校教育課としては予算もいただきまして，実施していく

予定でございます。そのためにこれから業者等の選定を経て委託をいたし

ます。そして，今後の社会的な増減を含めた住宅の開発動向等が鈴鹿市にと

ってかなり大きな要因を占めたものになりますので，そういったことを踏

まえた児童生徒数推移の調査を委託いたしまして，そこから得た情報を基

に検討していくというふうに考えております。実際，他市において統廃合を

しているところに関しては，複式学級が存在する学校が主になっていると

考えられます。本市の場合は，合川小学校で複式学級が採用される可能性が

あるときに小規模特認校制度が始まりました。そして，幸いなことに我々が

行っている１０年推計では，心配されていた合川小学校も，順調に生徒数が

増加してきていますので，今後また複式学級が出る可能性があるのは，もう

少し先になると思われます。ただし，今年調査をして実際に結果を見ながら，

先を見据えてどのような報告をするか検討していくことを考えております。 

 

（山中委員）先ほどの話に関連するところもありますが，鈴鹿市の場合，小学校

は旭が丘小学校，中学校では白子中学校と，突出して児童生徒数が多い学校

があると思われますが，学校の緩やかな編制等でいろいろと対応されてい

るとはいえ，例えば，現在旭が丘小学校の学級数は３４ありますが，学級数

に対しての教室等は足りているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）旭が丘小学校は学級数が３４ですが，こちらにつきましてはみ
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え少人数学級編制，もしくは過密度と呼ばれていますが，人数が３５人を超

える場合は１学級ごとの人数を少し減らすという方法をとっておりまして，

これは教室数に余裕があるために可能なことでございます。これからも旭

が丘小学校につきましては，現時点では現存の教室で充分にまかなえると

いう見込みでおります。ただし，白子中学校につきましては，実は少人数の

学級編制をしようとした際に，教室数が足りないという状況ができてしま

い，本来，今の１年生はもう１学級プラスができると県の基準では指示をい

ただいてはいるのですが，教室の不足によりできていないという現状でし

て，ひとまずプレハブで対応するというのが現在の考え方でございます。し

かし，そういった環境は良くないと考えていますので，通学区域の弾力化で

一時的に白子中学校の人数を減らすということで，実際昨年度も３１名が，

最終的に校区外，本来の白子中学校の生徒がほかの学校へ行きましたもの

で，１学級は通常学級も減っておりますし，特別支援学級に在籍するお子さ

んも，実はほかの中学校区へ弾力化を利用して行かれましたので，それで特

別支援学級が本来増えるところを押さえられました。そのような形で，教室

が足りないことに対しての効果は出ているというふうに考えております。 

 

（山中委員）弾力化は現在の1年生の人数に反映されているということですね。 

 

（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）｢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２８日火曜日午後２時から開

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,６月教育委員会定例会を６月２８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。それでは，

これをもちまして平成２８年５月教育委員会定例会を終了いたします。 

 

５月教育委員会定例会終了 午後２時４１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 
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