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平成２８年６月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２８年６月２８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，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），参事兼文化財課長（浅野浩），子ども育成課長（植田依子），子ども家庭

支援課長（米川寿美），書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１）鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正について       （子ども育成課） 

（２）学校運営協議会委員の任命について          （教育支援課） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２７年度教育委員会活動の点検・評価について    （教育総務課） 

（２）平成２９年成人式について               （文化振興課) 

（３）企画展「鈴鹿の古墳Ⅰ-ちいさなちいさな古墳たち-」について           

（文化財課） 

（４）夏休み子ども体験博物館２０１６について        （文化財課） 

（５）鈴鹿市立図書館における夏休み期間中の行事について    （図書館）      

（６）集団適応健診の試行について          （子ども家庭支援課） 

 

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 １名 

 

（教育長）皆様，こんにちは。開会に当たりまして，一言申し上げます。教育委

員の皆様方には，既に報告させていただいておりますが，元小学校長の逮捕
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事案，また，現職の中学校長が起こした死亡事故につきまして，改めて，お

詫び申し上げます。この度失った信頼は，非常に大きいものであり，これま

での指導が不十分であったと痛感しております。今後は二度とこのような

ことが起きないよう，改めて周知徹底を図ってまいります。また，この場を

お借りしまして，市民の皆様には，大変御迷惑と御心配をおかけしましたこ

とを，深くお詫び申し上げます。それでは，ただ今から平成２８年６月教育

委員会定例会を開催します。本日の会議録署名委員は，伊藤委員にお願いい

たします。それでは，議事に入ります。議案第１７８８号「鈴鹿市立幼稚園

園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，鈴鹿市立幼稚園園則の一部を改正す

るについて，教育委員会の議決を得るため，この議案を提出いたします。な

お，詳細につきましては，子ども育成課長より説明いたします。 

 

（子ども育成課長）それでは，私からは議案第１７８８号「鈴鹿市立幼稚園園則

の一部を改正する規則」につきまして，説明申し上げます。２ページを御覧

ください。今回の改正は，箕田幼稚園の収容定員に，満４歳児を新たに加え，

定員を３５人にすること，及び満５歳児の定員を３５人に減員することで

ございます。この改正は，既に平成２７年６月に公表されております鈴鹿市

立幼稚園再編整備計画第Ⅲ期再編整備計画において，長太幼稚園について

は，平成２７年度に地元協議を行い，平成２８年度に箕田幼稚園に統廃合し，

箕田幼稚園は，統廃合の時期にあわせ２年保育を実施するという，大木中学

校区の再編整備計画に基づくものでございます。地元協議につきましては，

平成２７年７月に長太幼稚園の地元自治会長を対象に，平成２８年３月に

箕田幼稚園の地元自治会長を対象に，それぞれ説明会を開催させていただ

き，市立幼稚園の再編整備計画の全体案を説明するとともに，大木中学校区

の長太幼稚園と箕田幼稚園について，園舎が比較的新しい箕田幼稚園へ統

合し，２年保育を実施する旨の説明を終えております。８月になりますと，

平成２９年度の園児募集の案内を開始いたします。パンフレット等の準備

の都合もありますことから，この時期に幼稚園園則を改正するものでござ

います。よろしく御審議いただきますようお願いします。なお，長太幼稚園

に関しましては，鈴鹿市立幼稚園条例を改正した後に，改めて幼稚園園則の

改正を御審議いただく予定でございます。以上でございます。 
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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）先ほどお話の中で，何回も説明会をしてくださったそうですけど，

その中で特に保護者の方，地区の方々から注文とか質問等はありましたか。 

 

（学校教育課長）この説明会は学校教育課が所管していた昨年度に行ったこと

ですので，私からお答えさせていただきます。まずは長太幼稚園のほうでご

ざいますけども，やはりどこの幼稚園でもそうなんですが，廃園するという

方向になった園に関しましては，なんとか残せないものかという意見をい

ただいております。ただ，こちらにつきましてもかなり，少子化及び保育ニ

ーズの変化に伴いまして，保育所のニーズが増えており，幼稚園の存続自体

が難しいというお話をさせていただいたところ，それならば仕方がないと

いうお話をいただいた上で方針を進めさせていただいているという状態で

ございます。ほかの質問といたしましては，なぜ長太と箕田の２園がある中

で，長太ではなく箕田の方に持っていくのかというお話や，箕田に移る上で

駐車スペースはあるのか，小学校とは友好的な関係を築いていけるのかと

いうお話がございました。駐車スペースにつきましては箕田幼稚園のほう

もあまりスペースは広くないのですが，小学校の敷地に駐車していただい

て送迎していただくという形で考えております。箕田幼稚園を残す理由と

しては，施設の老朽化が一つの要因となっております。長太幼稚園は昭和 

  ４５年に建設しておりまして，箕田幼稚園は平成２年に完成した園舎であ 

  り，新しいということ。さらに，長太地区には保育所がございますが，箕 

  田地区には保育所がなく，保育のための施設が必要であるといった理由に 

  より，箕田幼稚園と統廃合するという形でお話をさせていただいておりま 

  す。箕田からの質問につきましては，園児が増えるということなので特に 

  困るという話はありませんでしたが，送迎等のことについては不安もある 

  ので，しっかりとお願いしますという意見を聞いております。 

 

（福嶋委員）是非，連携ができる幼稚園教育を目指してほしいと思います。 

 

（山中委員）現在の長太幼稚園と箕田幼稚園の園児数は何人ほどいらっしゃる

のでしょうか。 

 

（子ども育成課長）平成２８年４月時点では，５歳児は長太幼稚園では１０人，

箕田幼稚園の方では１３人です。平成２７年の４月では，長太幼稚園では 



4 

 

１０人，箕田幼稚園では１９人でした。 

 

（山中委員）それから改正されることで定員が７０人から４歳児が３５人に， 

５歳児は３５人が定員になるということで，妥当な人数だとは思うのです

が，やはり２年保育になってくると，入園させたいという方も増えてくるの

ではないかと思います。そうなると，４歳，５歳のお子さんを入園させたい

保護者の方が，定員超過により入園させられないということが起こってき

ますよね。今後の課題ともなる話ですが，難しくともそういった事態に対す

る弾力化は進めていくべきだと思います。 

 

（子ども育成課長）確かに弾力化の話は必要であると思いますが，現状では５歳

児だけで７０人の所ですので，まずは３５人ずつ２クラスに分けて様子を

見るしかないと考えております。 

 

（山中委員）これからも検討課題として見つめてほしいと思います。 

 

（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１７８８号「鈴鹿市立幼稚園園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１７８８号を原案のとおり承認い

たします。 

 

（教育長）それでは，次に議案第１７８９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 

 

（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，教育委員会の議決を得るため，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）それでは，私からは議案第１７８９号「学校運営協議会委員の
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任命について」を説明いたします。５ページを御覧ください。４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校目の郡山小学校か

らは，前年度のＰＴＡ会長１名の推薦がありました。２校目の庄内小学校か

らは，一身上の理由から辞任された方１名があり，ＰＴＡ会長代理を務めて

みえる方１名の推薦がございました。３校目の稲生小学校からは，地域団体

の役職を退任されたことで辞任された方３名があり，地域づくり協議会役

員１名，老人クラブ連合会会長１名，青少年育成町民会議会長１名の推薦が

ございました。４校目の栄小学校からは，ＰＴＡ副会長１名の推薦がありま

した。承認いただきますと，市内の学校運営協議会委員は４０６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。 

 

（伊藤委員）先月も異動が報告されたと思うんですけど，４月の時点で運営委員

さんは既に決まっているのかと思ってたんですが，任期の途中でも入れ替

わりというのはあるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）年度当初の４月，５月の段階では，地域の様々な団体の方が入

れ替わる時期と重なっております。地域の事情等によって，何年かに一回の

割合でそういった地域がございます。そういった関係でありますとか，ある

いは学校長の学校運営の基本方針に従いまして，もう少しこういった方々

をお招きしたいといった学校長の方針もございます。あるいは，４月，５月

になりますと，本年度の教育課題がかなり鮮明になってくるという関係で，

この関係のほうへの議論を深めていきたいといったことが，鮮明になって

まいりますので，４月，５月は多い年，少ない年はございますが，こういっ

た状況が生まれております。 

 

（下古谷委員）そうすると，３番目の稲生小学校の場合は役職の交代で替わられ

ているということで，ちょうど役職のチェンジが入ったということでしょ

うか。 

 

（教育支援課長）そのように思います。 

 

（福嶋委員）そうすると，運営協議会の始動時期というのは大体何月ぐらいから

第一回が始まるとか，そういうのは決まっているんですか。学校ごとに違い
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ますけど。 

 

（教育支援課長）学校によって若干の違いがございますが，早いところで４月の

下旬からありますが，ほとんどのところが５月を第１回目として予定して

おります。 

 

（福嶋委員）任命時期を少しずらして，任命をするということは無理なんですね。 

 

（教育支援課長）学校現場の事情から申し上げますと，委員がおっしゃったよう

な形で少しずらしたほうが効率的というふうなこともいえますが，学校長

推薦の手続き，あるいは教育委員会が任命する手続き等ございまして，やは

りこの時期が妥当だと考えております。 

 

（伊藤委員）なかなか，子どもの教育方法も今変わってきますので，運営協議会

そのものの皆さんの御意見と，例えば校長先生の異動があって，校長先生と

の方針の違いって言うようなことは多々起こってくると思うんですよね。

特に行政側は厳しい指導もおありだと思うので，そこらへんで運営委員の

皆さんと学校長の方針って言うのは，ある程度統一見解をもたれるような

話し合いをされるのか，時間的に難しいのはあると思うんですけど，先ほど

おっしゃった任命時期っていうのもございますので，なかなか皆さんで足

並みそろえるというのは難しいと思うんですけど，やはり長い間してくだ

さっている方にとっても今の教育行政の日進月歩の変化というのがなかな

かわかっていただけない部分もあると思うので，役職の交代で任を解かれ

る方もいらっしゃると思いますけど，少々意見のずれを持って，年齢的なも

のもおありになって，お辞めになる方もあるのかと思って，そこらへんの足

並みがそろうといいと思うんですけど，どういう状況になっていますでし

ょうか。 

 

（教育支援課長）委員がおっしゃいますように，確かに新しく校長が赴任した場

合は，今までの学校運営協議会委員の皆さんと意見のずれ等があることも

ございます。しかし，この４月に，学校運営協議会と委員長さんを中心に，

そのようなずれが解消されるような方向で何回か，ともに意見の擦り合わ

せをしておりますので，６月くらいからは同じ方向での議論ができると認

識しております。 

 

（下古谷委員）基本的には学校運営協議会委員の任期ですが，今回の全員の任期
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は平成２９年４月３０日を以て終了としていますが，これは全員が基本的

には４月３０日までということでよろしいのでしょうか。 

 

（教育支援課長）そのとおりでございます。 

 

（下古谷委員）そうすると，基本的には４月３０日までで，再任された場合に今

回のような途中で交代することが出てくるという認識でよろしいでしょう

か。 

 

（教育支援課長）そのような認識で結構でございます。 

 

（教育長）５月１日から翌年の４月３０日までという任期の中で，その後にこう

いうことが起こるということですね。 

 

（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１７８９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１７８９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２７年度教育委員会活動の

点検・評価について」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２７年度教育委員会活動

の点検・評価」につきまして，各所属による一次評価がまとまりましたので，

説明申し上げます。はじめに，この教育委員会活動の点検・評価の趣旨につ

いてでございますが，これは，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

２６条の規定に基づき行うものでございまして，教育委員会が立案した基

本方針に沿って，それぞれの教育行政事務が適切に執行されているかどう

か等について，教育委員自らが点検及び評価を行い，その教育的効果につい

て検証するとともに，地域住民に対する説明責任を果たしていくためのも

のでございます。したがいまして，法律により，この点検・評価につきまし

ては，報告書を作成し，市議会及び市民の皆様へ公表することが義務付けら
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れております。それでは，１ページの目次を御覧ください。本報告書の構成

につきましては，まず１番目としまして，制度の趣旨や評価の実施方法につ

いて等の，はじめにの部分と次に２番目としまして，アクションプランに対

しての担当所属による単年度の一次評価，点検評価の部分から構成されて

おります。なお９ページは,平成２７年度アクションプランを，１０ページ

から１１ページは，平成２７年度点検評価項目一覧表を，達成度や担当課を

加えまして記載してございます。続きまして，「点検・評価結果（一次評価）」

でございますが，１２ページから５７ページまでが，アクションプランに掲

げている２３項目の「施策の方向」及び「特別推進項目」，６９項目の活動

内容について，各担当課が行いました一次評価の内容でございます。なお，

個々の一次評価の詳細な内容につきましては，報告しました資料をもって，

説明に代えさせていただきます。以上が今回の一次評価を中心としました

本報告書の概要でございます。今後は，教育委員の皆様からの御意見を二次

評価として加え，さらには，学識経験者等からの御意見もいただきながら完

成をさせてまいります。次に，今後の予定につきまして，説明申し上げます。

本日，御報告させていただきました，一次評価につきまして，教育委員の皆

様からは，７月１５日金曜日までに御意見等を事務局へいただきたいと存

じます。その後，事務局で二次評価についての原案を作成し，８月１２日金

曜日に予定しております，教育委員会懇談会にて，二次評価（案）について

意見交換を行ってまいりたいと考えております。さて，ここで，教育委員会

懇談会につきまして，説明申し上げます。活発な教育委員会活動の一環とし

まして，鈴鹿市教育委員会では，「教育委員会活動の点検・評価」について

を，集中的に議論する会議の場として，教育委員会懇談会を開催いたしてお

ります。なお，名称が懇談会ではありますが，市民への公開により，公平・

公正な「教育委員会活動の点検・評価」を目指します。議事録につきまして

も，教育委員会定例会及び臨時会と同様の扱いとしております。そのため，

市広報や教育委員会ホームページ等に，傍聴の御案内をさせていただきま

す。この教育委員会懇談会におきまして，委員の皆様よりいただきました意

見を整理しました後に，９月教育委員会定例会において，二次評価（案）の

報告を行い，仮確定をさせていただきます。なお，その後，現時点では未定

でございますが，有識者の方へ御意見を求めてまいりたいと考えておりま

す。さらに，１１月教育委員会定例会におきまして， 終の点検・評価報告

書案を提出させていただき，承認をいただきましたら，市議会１２月定例会

に，報告書を提出したいと考えております。そして，市議会提出後には，市

民へ公表するために，総務課の「情報コーナー」や教育総務課の窓口で閲覧

していただけるように，冊子を設置いたします。また，点検・評価報告書を
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教育委員会のホームページに掲載するとともに，公表した旨を「広報すずか」

に掲載する等して周知を図ってまいります。私からの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）実際に各担当の方が点検・評価をされていて，一番悩ましいところ

とはどのようなところでしょうか。 

 

（書 記）実際に作成している各課の担当者から話を聞く中では，活動の成果が，

教育としては目に見えない範囲や年数のかかる点があるので，そういった

部分をいかに表現するかが非常に難しいという意見があります。 

 

（福嶋委員）実際に目標値を数値化しただけの項目であれば作成しやすいのに

対し，主観的な観点を取り入れた上で考えていくというのは私自身も非常

に難しいと感じております。そういった上でどのように目標値を設定して

いけば 適であるのかということが問題になるのですが，教育というのは

一口に言い表せるほど単純なものではないので，私の意見としましては，た

だ機械的に評価をつけるのではなく，ニュアンスを含めたなるべく自然体

な評価をしていただけるとありがたいと考えております。 

 

（山中委員）初めての経験なので，教えてほしいのですが，この報告書を読んで

自分の意見をまとめるわけなのですが，質問等というのは各課の課長さん

や担当の方に電話をしても良いのでしょうか。今少し読ませていただいた

だけでもお聞きしたいところがたくさんあって，しかしながら今質問をす

る時間はありませんので，これから電話等で随時質問をさせていただいて

もよろしいでしょうか。 

 

（教育総務課長）はい。充分にお答えできる時間があるかは分かりかねますが，

質問していただいても結構です。 

 

（下古谷委員）学識経験者という形で今は未定となっていますが，候補者の方が

いらっしゃるのであれば，差し支えなければで結構ですので，御紹介いただ

けますでしょうか。 
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（書 記）昨年度，教育振興基本計画の新しい計画を作成するに当たりまして，

教育振興基本計画審議会委員の会長をしていただきました，三重大学の須

曽野教授という方がいらっしゃいまして，学識経験者として力添えをお願

いしたいのですが，未定の段階でございます。 

 

（伊藤委員）先ほど福嶋委員がおっしゃったように，目標値を設定するのはとて

も難しいことだと思います。極端な話であれば，全て１００％が 善である

という世界の話になるので。例えば学習状況調査のテストの調査結果であ

っても，以前は達成度よりも極端に高い目標値を設定されており，その際に

なぜこれ程の高い目標値を設定するのかとお尋ねしたところ，これはあく

までも数値的目標なので問題ないという返事をいただいたのですが，こう

いった点に関して，現在の鈴鹿市の子どもたちの状況に応じた目標設定を

良しとするのか，それとも全体的に見て 低限の条件として目標値を設定

するのか，基準となる見解を教えていただけますでしょうか。 

 

（書 記）こちらの点検・評価につきましては平成２７年度の活動ということで，

以前の教育振興基本計画に基づいて策定しております。その中で，第五次総

合計画との関連で１００％という計画も出てきております。また，人によっ

ては必ず１００％を達成しなければならないという方も多々いらっしゃる

ので，整合を合わせていくのは難しいことなのですが，現在の教育振興基本

計画を立案するに当たりましては，鈴鹿市の状態も踏まえて一歩一歩着実

に進めていこうという考えのもとで，目標値を設定しておりますので，来年

度の点検・評価では今年度よりも現実的な数値になると考えております。 

 

（下古谷委員）今の話から考えますと，今までは指標が施策とは若干違った方向

性になっていた部分も見受けられたものの，来年度以降はある程度は現状

値と目標値が一致したものになると理解させていただいてよろしいでしょ

うか。 

 

（書 記）そのように考えていただけるように，昨年度は知恵を絞って計画を策

定いたしました。先ほど委員さんたちの中でお話もありましたとおり，目標

を数値で表すのは非常に難しいことですので，整合性のとれるものにした

いと考えておりますが，また完成したものを見て，御意見を頂戴できればと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，２番目の「平成２９年成人式
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について」をお願いします。 

 

（文化振興課長）それでは，私からは報告事項の２番目「平成２９年成人式」に

つきまして，説明申し上げます。資料の１ページを御覧ください。本年度の

成人式ですが，詳細の内容は現在，実行委員会とともに協議中の段階でござ

いますが，日時場所等の概要が決まりましたので，本日は途中経過報告とい

った形で報告をさせていただきます。さて，本年度の成人式ですが日時は，

国民の祝日成人の日の前日，平成２９年１月８日の日曜日，午前１０時から 

  １１時までの１時間。会場は，昨年度と同じく，鈴鹿市民会館にて開催いた 

  します。運営方式でございますが，本市の成人式は，平成１４年から新成人 

  による実行委員会制をとっており，実行委員会のアイディアを活かした，開 

  催内容としています。今回につきましても，広報すずかやポスターなどで実

行委員の公募をしたところ，男性４名，女性５名の合計９名の若者から応募

があり，これまで既に２回実行委員会を開催し，活動をスタートさせました。

また，会場となる市民会館において，参加いただく成人数によっては，メイ

ン会場の市民会館ホールだけでは，収容できないケースも想定し，安全確保

の観点から，市民会館展示室と本庁舎１階市民ロビーをサブ会場として，式

典の様子を見られるよう，モニター映像と音声の準備をしたいと考えてお

ります。なお，今回の平成２９年の成人式対象者は，平成８年４月２日から

平成９年４月１日生まれの，鈴鹿市に在住もしくは鈴鹿市出身者でござい

まして，５月３1日現在の住民基本台帳数は，２，１９０人となっています。

また，参加見込み数でございますが，過去の参加率（約６割）を基に， 

  約１，３００人程度を見込んでおります。式典・イベント等の内容につきま

しては，これから実行委員会で検討してまいりますので，今後詳細が決定し

ましたら，改めて報告申し上げます。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。 

 

（福嶋委員）今年は９名の応募があったということですが，それは個々に応募さ

れたのでしょうか。それとも友人や知り合いの方からの推薦で応募された

のでしょうか。 

 

（文化振興課長）個々に応募された方も見えますが，大半は学校の先生や友人か

らの推薦で応募されている方でした。 
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（福嶋委員）学校の推薦というと，大学からということでしょうか。 

 

（文化振興課長）大学ではなく，応募された方の中学校の先生からの推薦でした。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，３番目の企画展「鈴鹿の古墳

Ⅰ-ちいさなちいさな古墳たち-」についてと，４番目の「夏休み子ども体験

博物館２０１６について」を，一括してお願いします。 

 

（文化財課長）それでは，私からは報告事項の３番目，企画展「鈴鹿の古墳Ⅰ-

ちいさなちいさな古墳たち-」についてと４番目「夏休み子ども体験博物館

２０１６」につきまして，併せて説明させていただきます。報告資料の２ペ

ージを御覧ください。企画展につきましては，「鈴鹿の古墳Ⅰ－ちいさなち

いさな古墳たち」をテーマに７月１６日（土）から９月１９日（月）まで鈴

鹿市考古博物館で開催いたします。鈴鹿市内には,大きなものから小さなも

のまで約８００基の古墳が存在しています。国の史跡に指定されている国

府町にある全長６３ｍの前方後円墳型の王塚古墳や三重県指定で加佐登神

社の北西にある全長７８ｍの帆立貝式前方後円墳型の白鳥塚古墳など大き

な古墳は有名ですが，私たちの身近に数多く存在している１０ｍから２０

ｍほどの小さな古墳は，あまり注目を浴びることはありません。今回は，そ

うした小さな古墳に着目し，発掘調査の成果を紹介するとともに，なぜ小さ

な古墳が数多く造られたのか古墳時代の社会変化についても考察します。

開催期間中の７月２３日（土）と８月２７日（土）には，担当者による展示

の解説を実施いたします。関連事業といたしまして開催初日の７月１６日

（土）には「新沢千塚古墳群-シルクロードの輝き-」と題し，歴史に憩う橿

原市博物館の石坂泰士さんによる講演会を開催いたします。また,９月１０

日（土）には，博物館入門講座として「ちいさなちいさな四角い古墳」をテ

ーマに本市文化財課の学芸員が講演を行います。企画展につきましては以

上でございます。次に，３ページを御覧ください。「夏休み子ども体験博物

館２０１６」は，７月２１日（木）から８月３１日（水）までの夏休み期間

に，小学生，中学生を対象に毎年開催している事業でございます。定番の勾

玉・土笛作り，火起こし体験のほか，夏休み限定体験講座としまして古墳の

模型作りや縄文たてぐしづくりなど１５講座を予定しており，詳細は，お手

元の資料を御覧いただきたいと思います。夏休みの工作としても利用でき

ることもあって例年，好評でございます。多彩な体験講座の中でも特に人気

なのが，遺跡発掘体験で，本物の遺跡で土器や石器などを実際に発掘しよう

というもので，本年も木田町の磐城山遺跡で実施いたします。なお，夏休み
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期間中は，毎日１００人を超える来館者が見込まれますので，考古博物館サ

ポート会や国分町ボランティア隊の皆さんに講座のお手伝いをしていただ

きながら実施する予定でございます。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，御意見がございましたらお伺いしたいと思い

ます。 

 

（下古谷委員）夏休み子ども体験博物館は，私の子どもも利用させていただきま

して，毎年，非常に中身が充実されてきて本当にありがたいと思っておりま

すので，是非これからも続けていただきたいと思います。それから，一点だ

けお伺いしたいことがあるのですが，ちいさなちいさな古墳たちの，ちいさ

なをひらがなで表記していることには何か特別な意味があるのでしょうか。 

 

（文化財課長）ひらがなで表記しているのは，企画展として人目を引くことがで

きるだろうという意気込みから，あえてひらがなでの表記をしています。更

に，小さな古墳は知らない方が多いので，存在を強調するためにちいさなを

二つ重ねています。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，５番目の「鈴鹿市立図書館に

おける夏休み期間中の行事について」をお願いします。 

 

（図書館長）それでは，私からは報告事項の５番目「鈴鹿市立図書館における夏

休み期間中の行事」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。図書館では，夏休み期間中に「夏休みもやっぱり図書館！」と題して

各種イベントを開催する予定です。一番目の『わくわく本ストリート 

  ２０１６』は，読み聞かせボランティアさんと協働で，７月２３日土曜日か

ら７月２５日月曜日まで本館の玄関ロビーにおいて，参加型の展示を行い

ます。夏休みの読書感想文の一助にしたいと考えています。次の『夏休み子

ども映画会」は，７月２７日水曜日と７月２８日木曜日に本館２階の視聴覚

室において，毎年，恒例のアニメーション映画の上映会を行います。両日と

も，午前の部と午後の部で上映内容が異なりますが，出入り自由のため，参

加料・申込みも不要で，気軽に参加していただけるものです。なお，昨年度

は，これまでになく盛況で，満席となり，入場をお断りする事態となりまし

た。続きまして，「夏休み手作り絵本教室」は，８月３日水曜日と８月４日

木曜日に本館２階の視聴覚室において，毎年，恒例の絵本づくりを行います。

本年度は，「ゆめのある絵本」と題して本格的な絵本を作っていただきます。
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材料費が伴うため，事前申込み制度を採用していますが，申込み日当日は，

早朝から長蛇の列ができる程の人気のある教室です。 後に「三重県の木で

時計を作ろう～夏休みクライマックス企画～」は，８月３０日火曜日と８月

３１日水曜日に本館２階の視聴覚室において，三重県の木材を使ってオリ

ジナルの木工時計づくりを行います。この企画は，みえ森と緑の県民税市町

交付金事業の一環で実施するものですので，当日は，講師に森林の大切さや，

癒し効果なども説明していただき，夏休みの自由工作の一助にしたいと考

えています。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。 

 

（福嶋委員）図書館・博物館ともに言えることですが，子どもたちにとって，夏

休みにどう過ごすかということは非常に大事なことで，その中で貴重な体

験ができる機会をサイドから提供していただいて，そういった教育の面で

も充実させていただいているなというふうに感じておりますので，暑い中

大変だとは思いますが，これからも是非頑張っていただきたいと思います。

近では市内だけでなく市外からも高い評価を受けておりますので，よろ

しくお願いします。 

 

（図書館長）ありがとうございます。今日のことを職員にも伝えまして，来年度

も更に充実したものができるように頑張りたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

（伊藤委員）夏休み子ども映画会は子どもに人気で，この中身も子どもが喜びそ

うなミッフィーとかペネロペとかっていうので，一応これ参加料・申し込み

不要で，それでなおかつ去年見られなかった人がくるっていうので，内容見

せていただくときっと人気があって，おそらく今年もあふれる子が出てく

ると思うんですけど，そこらへんは残念でしたねで終わりますか。 

 

（図書館長）入場制限をしたのは去年が始めてだそうで，想定外の人数だったら

しいのですが，視聴覚室の机を全部取っ払って，絨毯を引きまして，そこに

座ってもらうということですので，大人の方が入られると，二人分のスペー

スをとってしまうものになるので，付き添いの方は待てるような年齢であ

るなら外で待っていただく等の工夫を今年はしていきたいと思っておりま

す。 
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（教育長）それでは，御意見もないようですので，６番目の「集団適応健診の試

行について」をお願いします。 

 

（子ども家庭支援課長）それでは，私からは報告事項の６番目「集団適応健診の

試行について」を説明いたします。６ページを御覧ください。集団適応健診

は，保育所や幼稚園等で集団への適応に困難を抱える児童について早期発

見・早期支援を行い，小学校への円滑な就学につなげるため，４歳児クラス

で実施します。今年２８年度は試行の初年度でございまして，まずはモデル

園として，公立の神戸幼稚園・河曲保育所の２園で７０名程度を対象に前後

期に分けて試行を実施いたします。健診の実施に先立ちましては，医師会の

ご協力の下，医師を含めた，子ども育成課，健康づくり課，そして子ども家

庭支援課の３課の担当者を委員とする「集団適応健診検討委員会」も既に２

回行いました。６月２１日には市内の小児科医の皆様にお集まりいただき，

子ども家庭支援課から集団適応健診について説明をさせていただいた所で

ございます。７月１４日には，神戸幼稚園にて前期分の試行健診を初めて実

施いたします。集団適応に困難を抱えた子どもがスムーズに学校生活に慣

れることができ，将来社会的自立に向かうことができるよう，ご理解とご協

力をお願いいたします。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。 

 

（福嶋委員）集団適応健診って，具体的にどういうことをやるのか，イメージを

ちょっと教えていただきたいのですが。 

 

（子ども家庭支援課長）説明させていただきます。健診に先立ちまして，２種類

の問診をお願いすることにしております。１つは保護者向けでございます。

そしてもう１つは園や保育所等の担任の先生にお願いして，各お子さんに

ついての問診を，具体的な提案はございますが，そういう調査をさせていた

だきます。そのあと，小枝方式という，小児科の先生が提案なさった方法を

用いて，個別の健診，大体５分程度かかりますが，例えば「お名前が言えま

すか」とか，じゃんけんのルールがわかるか，手先の器用さを計るタッピン

グという動作の状況はどうか等のいくつかの個別の健診をしまして，その

あとは健診結果を関係者で相談させていただきます。これはまだ案の段階

ですが，それをもちまして，委員の先生かあるいは小児科の先生の医師の判
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断を仰ぎ，「この子には支援が必要じゃないか」という子ども達を絞り込む

といったような手順を考えております。 

 

（福嶋委員）そうすると，早期支援とはどういうふうになるのでしょう。 

 

（子ども家庭支援課長）早期支援として考えておりますのが，まず一つが，三重

県の小児病センター「あすなろ学園」が開発しました支援プログラム「ＣＬ

Ｍ－チェックリストイン三重－」の手法を使った支援を考えております。簡

単に言いますと，子どもの問題行動等についてカルテのようなものを作っ

てそれを短期的に，集中的に，つまりは先生や学級のお友達の力を借りて，

その行動について是正を促していくというような手法でございます。もう

一つは，これまでも行ってきた園巡回を強化しまして，ＣＬＭの手法をはじ

めとした個別のお子さんに合った支援等の検討を，子ども家庭支援課が中

心となり，現場で行っていくという支援でございます。 

 

（福嶋委員）そうすると，今度はお母さん方からのこういった健診というのはや

ってほしいと思う方は多いと思いますけど，ひょっとしたら差別化とかに

当てはまって嫌だなと思う方も居るかもしれませんが，その辺りはどうで

しょう。 

 

（子ども家庭支援課長）その部分の配慮でございますが，たくさんの意見がござ

いまして，やはり健診自体が園との対立構造を生むのではないかという心

配の声もあれば，支援はありがたいものの，一体何をしてくれるのかという

懐疑的なお気持ちの親御さんもいらっしゃるので，まず準備の段階で考え

たのは，通知に細心の注意を払うことでした。具体的には，今通知の内容を

３種類程度考えているのですが，１つは「健康です。順調に発達しておられ

ます。」という健康ですという通知文，通知文も単語のみで通知するのでは

なく，短いながらも文章でお手紙のような形でお知らせしたいと考えてお

ります。それから，支援が必要という場合は，集団に対してこういった支援

をさせていただいたほうが良いと思いますと，なるべく柔らかい表現で通

知をさせていただこうと考えております。もう１つ，既に行っている園巡回

で個別の支援ファイルという，お子さん別の支援のカルテをお持ちのお子

さんについては，そういったものの継続をさらにお勧めしたり，また新たな

関係機関等が見つかりました場合は，こういった所へ一度どうでしょうか

と，お伝えできるような機会を設けますという内容の通知も考えておりま

す。いずれも今のところは市長名での通知ではどうかというふうに計画を
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立てているところでございます。 

 

（福嶋委員）是非とも保護者の方たちにも円滑な説明等をしていただければと

思います。 

 

（子ども家庭支援課長）それから，支援についてなのですが，やはりそういう，

抵抗感の少ない方向という形で相談・継続というふうに考えております。小

児科のお医者様の会合のときに鈴鹿中央総合病院の中野先生という方から

ご提案のあったことなのですが，発見をするということは，そのあとの支援

も大切ですが，窓口を紹介することが 大の使命ですよと私たちにお示し

くださいまして，私たちもそのように受け止めております。 

 

（伊藤委員）このような話にはよく，臨床心理士という方が入ると思うのですが，

今回は小児科医さんで，お医者様の専門の意見をいただいていくというこ

とですが，今回は臨床心理士さんはいないということでしょうか。 

 

（子ども家庭支援課長）検討委員会には入っておりません。臨床心理士の担う仕

事の中心は，健診の後，支援を要する子ども達を見極める段階からになるだ

ろうと，今は計画しております。リストに上がってきたお子さんの特性等を

見極め，支援が必要であるかどうかの判断をする辺りからが臨床心理士に

関わることになりまして，他の面では支援の方策についてのアドバイス等，

必要に応じて携わることになると思います。 

 

（下古谷委員）実施の背景の部分で，集団適応が困難な児童の増加とありますが，

現在のおおよその割合は何％ほどになるのでしょうか。よろしければ，教え

ていただけますでしょうか。 

 

（子ども家庭支援課長）推計になるのですが，文科省の統計データによると，全

体でおよそ６.５％となっております。さらに，小学校一年生の中では  

  ９.８％，約一割のお子さんが集団に対しての何かしらの難しさを抱えてい 

  るというデータが推計として出ております。 

 

（下古谷委員）そうすると，今回のような集団健診をされる際に，園の先生方に

も健診等に関する勉強や研修を積んでいく必要があると思いますが，その

ような体制というのは整っているのでしょうか。 
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（子ども家庭支援課長）５歳児健診におきましては，浜松学院大学の志村准教授

から，企画の段階からスーパーバイズしていただき，あわせて，各園にも足

を運んでいただき，可能な限り立会いしていただいております。鈴鹿市の実

態をつかんでいただきつつ，今後のスーパーバイズをお願いしているとこ

ろです。また，あすなろ学園のＣＬＭアドバイザー資格の所有者が，現在，

子ども家庭支援課に３名在籍しておりますことから，ＣＬＭの手法を広げ

るために，園巡回をしております。そこで，さらに現場でひろげていただき，

支援の手法のスキルアップという研修につなげていきたいと考えておりま

す。 

 

（下古谷委員）個人的には大変だと思います。参考になりました。ありがとうご

ざいました。 

 

（山中委員）小学校への接続という点では，どのように考えてみえる。 

  

（子ども家庭支援課長）小学校への接続が，大きい課題となります。継続の手段

でございますが，現在，本市では，引継ぎの支援会議というのを実施してお

りまして，平成２７年から平成２８年４月に入学あるいは，進学される子ど

ものうち，２５２件の，引継ぎの支援会議を実施いたしました。支援会議の

中身は，例えば，小学校入学に際しましては，幼稚園の先生と小学校の先生

が，子どもの特性などを伝えるための場に，保護者が入ったり，関係機関が

入ったりという会を開かせていただきました。そういった手法を今後も継

続しながら，次年度は，児童臨床心理の専門の皇學館大学の渡辺教授に，現

場へのアンケートを実施してもらい，現状把握してもらった上で，支援の方

策を，つなぎの部分の強化を図ることを考えております。 

 

（山中委員）支援会議は，非常に有効に機能していると思われます。私立園  

が大きな課題になっているのではと感じますので，検討してください。 

 

（福嶋委員）私立園の先生方は，こういった取組にたいしてどのように考えてま

すか。 

 

（子ども家庭支援課長）私立園については，積極的に考えていただける意見と，

他の方法もあるのではという意見に分かれております。私立園につきまし

ても，何園か参加していただければと考えております。 
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（伊藤委員）ある研修会に参加した時の，医師の話では，生まれつきにハンデを

もつ子については，昔に比べると，医療や薬の発達により，薬の服用時間に

よっては，学校でみんなと，授業を受けられる時代になってきたと。適応健

診については，積極的に進めていただいて，その子に見合った治療法を見つ

けてあげてほしい。 

 

（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）｢７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）７月の教育委員会定例会を７月２６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,７月教育委員会定例会を７月２６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６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。 

 

６月教育委員会定例会終了 午後３時１１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 伊藤 久仁子 

 


