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平成２８年７月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２８年７月２６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），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）鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正について       （子ども育成課） 

                          

６ 報告事項 

（１）小中学校空調設備の整備について            （教育総務課） 

（２）市民学習活性化事業 すずか市民アカデミー「まなベル」について 

（文化振興課) 

（３）平成２９年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項について （子ども育成課） 

（４）皇學館大学との連携協定について        （子ども家庭支援課） 

 

７ その他 

（１）８月教育委員会定例会及び懇談会の開催について     （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７

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，山中委員にお

願いいたします。それでは，議事に入ります。議案第１７９０号「鈴鹿市立

幼稚園条例の一部改正について」をお諮りします。 
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（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２９条の規定に基づき市長から意見を求められた鈴鹿市立幼稚園

条例の一部を改正する条例案について，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１７９０号「鈴鹿市立幼稚園条例

の一部改正」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。

本市におきましては，平成２５年９月に策定いたしました「鈴鹿市立幼稚園

再編整備計画」に基づき，第Ⅰ期から第Ⅲ期再編整備計画を策定し，中学校

区を単位として，計画的に取り組んでいるところでございますが，大木中学

校区における市立幼稚園の統廃合を進めるために，幼稚園条例を改正しよ

うとするものでございます。改正内容でございますが，大木中学校区におき

ましては，長太幼稚園を箕田幼稚園へ統合することが計画されているため，

第２条の表から鈴鹿市立長太幼稚園の項を削ります。この条例を平成２９ 

  年４月１日から施行すべく，本件は９月市議会定例会に提出してまいりま

す。よろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。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。 

 

（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１７９

０号「鈴鹿市立幼稚園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１７９０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。「小中学校空調設備の整備につい

て」をお願いいたします。 
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（教育総務課長）それでは，私からは，報告事項１番目「小中学校空調設備の整

備」につきまして，説明申し上げます。報告事項資料の１ページを御覧くだ

さい。まず，１の「事業の目的」でございますが，近年の地球温暖化の影響

等による夏季の暑さ対策や，冬季の寒さ対策として，小学校及び中学校の普

通教室等へ空調設備（エアコン）を整備し，学校教育環境の向上を図るもの

でございます。そこで，本市の各小中学校における空調設備の整備において

は，２の「これまでの整備の基本的な考え方」に記載のとおり，財政負担の

平準化を念頭に置きまして，ＰＦＩ方式やリース方式を活用した上で，文部

科学省の「学校施設環境改善交付金事業」の採択を受け事業を実施すること

が，現行の制度上，最も効率的に実施することができるものと考え，平成 

 ２９年度からの整備に向け，準備を進めておりました。次に，３の「今後の 

 整備方針について」及び資料３ページの「公共施設等先進的ＣＯ２排出削減 

 対策モデル事業」を御覧ください。この制度は，今年度，環境省において創 

 設された補助事業でございまして，補助率は，３分の２となっております。 

 補助事業の概要につきましては，３ページの資料の右上にも記載してござ 

 いますとおり，公共施設等複数の施設が存在する地区内において再エネ（太 

 陽光発電，水力発電等）を活用し，電気や熱を融通するマイクログリッド， 

 直訳しますと小規模な発電網ということになりますが，このようなマイク 

 ログリッドを構築することによって，エネルギー消費量を減らしながら，再 

 エネ等により，低炭素なエネルギーの供給を最適化するモデルを構築し，コ 

 スト負担を抑制しつつ地域での徹底したＣＯ２排出削減を行うこととされ 

 ております。当該補助事業の概要等を斟酌しますと，新たな電力消費による 

 ＣＯ２の増加を伴う，空調設備等設置事業については，補助の対象外と認識 

 しておりましたことから，本年度当初においては，本市において本事業の導 

 入予定はございませんでした。しかしながら，２ページ（２）「平成２８年 

 度事業着手に至る経緯」に記載してございますが，環境省からのお声がけも 

 あり，５月１９日に開催されました環境省補助事業の説明会に参加すると 

 ともに，環境省にも，いろいろと確認してまいりましたところ，本市の空調 

 整備等においても，補助対象事業となる可能性が出てきたこと，また，当初 

 補助採択を予定しておりました文部科学省の「学校施設環境改善交付金事 

 業」の補助率は，３分の１であることに対し，環境省の同事業の補助率は， 

 ３分の２でございますので，環境省事業を選択した場合，初期投資における 

 市費負担分を大幅に減額することが可能であること，かつ，近年，文部科学 

 省の補助事業は，新規採択の可能性が極めて低い一方で，環境省の補助事業 

 は，新規事業初年度であることから，採択の可能性が高いこと，このような 
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様々な諸条件を勘案した結果，環境省事業の本年度の事業採択に向け，準備を 

進めることといたしました。次に，（３）の「実施事業の概要」でございます 

が，まず，空調の設置箇所につきましては，小学校３０校及び中学校１０校の 

普通教室等約９００教室に空調設備を設置いたしたいと考えております。ま 

た，併せて環境省補助事業の採択には，先ほど説明いたしました再エネを活用 

したマイクログリッドの構築が必要でありますので，空調設備の設置に併せ 

て，空調設備の電力消費に相応する太陽光発電施設や蓄電池設備を整備する 

ことによって，電力を融通しあうエネルギーシステムを構築するとともに，こ 

れらのシステムの構築によって削減される電気料及びＣＯ２の排出量の監視 

を行う制御システムを設置することとしております。総事業費につきまして 

は，概算で約４０億円，そのうち，補助金額を除く市負担分は，約１６億円で 

ございます。また，事業方式につきましては，財政負担の平準化を図るため， 

１０年間のリース方式にて実施したいと考えております。事業期間につきま 

しては，平成２８年度から３０年度までの３年間を予定しておりますが，空調 

設備の設置期間は，平成２８年度，平成２９年度の２か年で，実施したいと考 

えております。なお，現在は，具体的な事業実施のための準備行為といたしま 

して，環境省の補助申請書案の策定を含む，調査業務及び空調整備等の施工業 

務について，公募型プロポーザルの応募期間中でございます。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。 

 

（福嶋委員）お聞きしていると，この事業に手を挙げたという段階ですよね，今。

お聞きしたいのは，ゴーサインが環境省から出るのはいつぐらいなのかと

いうことと，大体，今どのくらいの自治体が手を挙げているのか，可能性は

大きいのかということです。 

 

（教育総務課長）６月に一次公募がございまして，二次公募があるであろうとい

う段階でございます。環境省に事業が該当するかどうかも含めて確認等さ

せていただいた中で，近日中に二次公募があるだろうという認識の下で準

備をさせていただいております。ただし，空調設備を整備するにあたり，各

学校では当然教室も違いますし，それにより室外機等を設置する場所も各

学校によってかなり違いますので，設置にあたっての調査をする必要があ

ります。その調査をすることによって，費用も大きく変わりまして，先ほど

概算で４０億円と申し上げましたが，この金額は，太陽光発電等についても
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そうですが，現状ではまだ事業者が各学校を確認しておりませんので，概算

での費用となります。これにつきましては，各学校を確認した上で，もっと

現実的で精度の高い事業費が算出されてくると考えております。事業者に

よる各学校の調査につきましては，児童生徒に負担のかからないような期

間に行う必要があると思っておりますので，学校の夏休み期間を利用して

行いたいと考えております。当初予算に載ってございませんこういう事業

をさせていただくにあたり，議会には，全員協議会の場で，御協議をいただ

きました。それから，環境省の補助申請も，まだ二次公募があると決まった

わけではないのですが，決定した際に速やかに応募できるような，そういっ

た準備・体制を整えるということでプロポーザルの準備とさせていただき

ました。 

 

（福嶋委員）そうすると,二次公募は大体いつ頃になるというのは，漠然として

いてまだ分からないということですか。 

 

（教育総務課長）およそ９月頃ではないかと思っているのですが，具体的にはま

だ分かっておりません。 

 

（福嶋委員）プロポーザル事業というのは，具体的にどのようなことをしていた

だくための事業なのでしょうか。 

 

（教育総務課長）環境省の公募に応募していただくこともそうなのですが，それ

に加え，先ほど申し上げたような，総事業費に係る経費，総事業に対する内

容，どのようなことを事業者の方が提案されるか，そういったことも含めて

提案をしていただきます。一つ決まっていることにつきましては，単独の企

業さんのほうでこういったことをしていただくのは非常に難しいことです

が，本市は先ほども申し上げましたとおり，１０年のリース契約で以て，事

業の実施を考えておりますので，リース会社と電気機器会社，そしてメンテ

ナンスも含めた企業体の構築をしていただいた中で，より良い提案をして

いただけるところにお願いをしたいと考えております。 

 

（福嶋委員）そうすると，そのプロポーザルにより選定した事業者に調査と実施

をしていただくということですか。 

 

（教育総務課長）プロポーザルをしていただくにあたり，事前に学校等で調査を

していただくことで，プロポーザルでもより良い提案をしていただけるの
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ではと考えておりますので，プロポーザルの準備のために学校の調査をし

ていただくこととしております。 

 

（福嶋委員）そうすると，もしも採択されない場合でも，プロポーザルに使用し

た資金も，大半はまた何かに使えるということですね。 

 

（教育総務課長）プロポーザルの要領の中でも,その点はお願い申し上げており

まして，プロポーザルに応募していただくための費用については，事業者さ

んの自己負担でお願いしますと通知してあります。それから，もう一つお願

いしていることがございまして，それは９月補正において，議会の承認を得

られるかどうかということでございます。繰り返しになりますが，環境省の

二次公募がきちんと成立され，さらに補助決定が受けられた場合に初めて，

プロポーザルに選定された業者さんにお願いするということとしており，

要領のほうにもそう記載させていただいております。 

 

（福嶋委員）いろいろと条件が厳しいかもしれませんが，頑張ってください。 

 

（伊藤委員）偶然，新聞で先に知りまして，うちの孫は非常に喜んでいるのです

が，実際にお話を聞きますと，まだ少し漠然としています。しかし，最終的

には流れができてくるのと思いますので，万難を排していただき，補助決定

が受けることができるよう，よろしくお願いします。 

 

（下古谷委員）現状ではエアコン等の空調が中心となった整備かと思うのです

が，この事業概要の中ほどに「同時に個々の効率の低い設備を高効率化して，

エネルギー消費量を削減する・低コスト化を図る」ということも書かれてい

るので，例えば空調の整備と同時に電球のＬＥＤ化をするということも考

えられているのでしょうか。 

 

（教育総務課長）本来であれば，当然ＬＥＤ，太陽光発電等を設置した際には，

エアコン以外にも電力を使用することを想定しております。ただし，太陽光

発電につきましては，大まかな設置場所は決まってはいるものの，発電能力

は未だはっきりとは決まっておりません。私どもの考えとしましては，空調

設備を設置することで新たな電力が必要になるので，その電力分を新しい

太陽光発電で補いたいと考えております。さらに，太陽光発電の電力をエア

コン等空調設備で使用するのは大抵は夏場もしくは冬場となりますので，

それ以外の期間に関しまして，使用しない分の電気はその時期に合わせて
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多く使われるものに使用します。休日や夜間の電力については，学校では太

陽光発電の電力を消費しきれませんので，この電力に関しては他の公共施

設へ融通するということで考えております。 

 

（下古谷委員）少し細かいことをお聞きしますが，今ちょうど太陽光発電等の再

エネを使って空調設備の費用を軽減しようという話がありましたが，少し

でも効率を上げていこうとすると，やはり導入される空調は直流型のもの

を考えられているのでしょうか。最近では一般家庭でも太陽光発電を利用

している方もいらっしゃるのですが，ある空調メーカーでは，直流型から交

流型に変えるとどうしても効率が落ちてしまうので，少しでも効率を良く

しようと直流型を出してきているのですが，もし特に考えていないという

のであれば，費用がおよそ５％から１０％ほど違うそうなので，そのあたり

をよく考えてみてはどうかと思い意見させていただきました。 

 

（教育総務課長）貴重な御意見ありがとうございます。そのことにつきましても，

事業者の提案を見て，より効率的な事業の提案を採用させていただこうと

考えております。 

 

（山中委員）二次公募はまだ決定ではないということですが，万が一この二次公

募が不承認となった場合はどうなるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）委員がおっしゃるように，補正が認められない，環境省の二次

公募がない，本市の事業契約が採択されない等の状況となった場合は，残念

ながら今年度及び来年度での実施は厳しいものとなります。ただし，将来的

な実行に関しては全く不可能ということではありません。 

 

（山中委員）子どもたちがより良い環境で学習ができるよう，是非とも前向きな

検討をよろしくお願いします。 

 

（福嶋委員）イメージ図を拝見しますと，地区市民センターも公立学校と電線が

つながっていますが，そういう公共施設とも関連付けてあるのですか。 

 

（教育総務課長）手元の資料はイメージ図でして，鈴鹿市という広域な場所です

と，イメージ図が自営線になっていますが，私どもの考えとしましては，中

部電力の電線をお借りするということになっていますので，具体的にどこ

とどこというものではなくて,図書館等の公共施設でまかなうということ
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になります。 

 

（福嶋委員）そうすると，ある程度は市の独創性が活かせてもらえるということ

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，

２番目の「市民学習活性化事業すずか市民アカデミー「まなベル」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「市民学習活性化事業す

ずか市民アカデミー「まなベル」につきまして，本年度の概要が決まりまし

たので報告いたします。４ページを御覧ください。４年目を迎えます，すず

か市民アカデミー「まなベル」につきましては，市内の高等教育機関，鈴鹿

大学，鈴鹿大学短期大学部，鈴鹿工業高等専門学校，鈴鹿医療科学大学と連

携し，市民の「さらに詳しく知りたい」という専門的分野への学習ニーズに

応えるとともに学ぶことの楽しさを実感していただき生涯学習をさらに深

めていくことが目的でございます。「まなベル」の事業概要ですが，テーマ

を決めて，各教育機関が持っている特徴を活かし，様々な分野の専門性のあ

る教育内容を分かりやすく楽しい講座として提供させていただくというも

のです。本年度は，「見たい聞きたい学び隊～頭と心のアップデート！知識

探求の旅へ～」をテーマに，各教育機関の専門性や独自性を活かした講座を

９月から１２月の４か月間に６回予定しており，高校生以上の方ならどな

たでも受講でき，広報すずか８月５日号や市のホームページ等で申込みの

案内をします。まなベルの内容につきましては，添付の開催案内チラシのと

おりです。私からは，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）今年も非常に興味深い内容で作っていただいているのですが，それ

ぞれのテーマ設定というのは各大学が各自でお決めになっているのでしょ

うか，それとも文化振興課のほうで決められているのでしょうか。それから，

昨年では何名ほどの参加者が集まったのかを教えていただけますでしょう

か。 
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（文化振興課長）テーマにつきましては担当の者が各学校へお伺いさせていた

だきまして，一緒に決めさせていただいております。昨年度の実績ですが，

鈴鹿大学で１５名，鈴鹿大学短期大学部が２０名，鈴鹿医療科学大学は一回

目が３０名，二回目は３１名，鈴鹿工業高等専門学校は一回目が２６名，二

回目が４０名の合計１６２名の参加となっています。 

 

（福嶋委員）ありがとうございました。定員が５０名ですので，まだまだ余裕が

あるようですし，せっかく良いテーマで作っていただいていますので，是非

もう少し広報活動を工夫して広めていただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）先ほどの昨年度の実績と関連した話になるのですが，参加される

方の人数が中には４０名と非常に多いものがありますが，それはやはりテ

ーマによって人数も違ってくるということでしょうか。 

 

（文化振興課長）おっしゃるとおりでございます。やはりテーマによる人数の増

減というものはございまして，中でも特に食生活や健康をテーマにしたも

のには多くの方が参加される傾向があります。 

 

（伊藤委員）参加日が土曜日とされているのは応募しやすくていいと思います

が，火曜日や水曜日となると，年齢層というのは高くなるのでしょうか。 

 

（文化振興課長）平日となると，やはりそうなっていきます。参加日を土曜日と

しているのは高校生の方にも参加できるようにということでして，内容も

高校生の方が参加しやすい内容に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，

３番目の「平成２９年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項について」をお願い

します。 

 

（子ども育成課長）それでは，私からは報告事項３番目「平成２９年度鈴鹿市立

幼稚園入園児募集要項」につきまして，説明申し上げます。６ページを御覧

ください。まず，「募集対象」でございますが，鈴鹿市内に在住しているか，

入園までに市内に転入を予定している幼児で，５歳児は，平成２３年４月２

日から平成２４年４月１日生まれの幼児，４歳児は，平成２４年４月２日か

ら平成２５年４月１日生まれの幼児でございます。募集する幼稚園と定員

につきましては，表のとおりでございます。昨年度からの変更点としまして
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は，長太幼稚園を削除したこと，箕田幼稚園に４歳児を加え，４歳・５歳と

もに定員を３５人としたことでございます。なお，募集の結果，定員を超え

たときは，その園で抽選を行います。ただし，２年保育を行う園の５歳児に

つきましては，園内で４歳児から進級する園児を優先し，そのほかの者で抽

選を行います。逆に，入園希望者が１５人に満たないときは，募集対象年度

は休園とします｡ただし，入園希望者が１５人未満であっても，その園の存

する小学校区の対象幼児数が少ない地域にありましては，１０人程度であ

れば開園する予定でございます。続きまして，７ページ，「入園手続き」で

すが，幼稚園に備え付けの「入園願」に必要事項を記入し，入園を希望する

幼稚園へ提出していただきます。併願は認めておりませんので，１園のみへ

提出していただくことになります。なお，牧田幼稚園と河曲幼稚園は今年度

においては休園中のため，受付は，牧田小学校と河曲小学校で行います。そ

の後，各園から指定された日時に，子ども同伴で面談を受けます。この募集

要綱は，８月１日から，各幼稚園等で配布する予定でございます。次に「募

集期間」につきましては，平成２８年９月１日（木）から９月２３日（金）

まで，受付時間は８時３０分から１７時まででございます。ただし，土曜日，

日曜日，祝日は除きます。なお，広報すずか８月５日号にて，幼稚園の園児

募集の記事を掲載し，市民の皆様にお知らせ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。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，４番目の「皇學館大学との連

携協定について」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４番目の「皇學館大学と

の連携協定」につきまして，説明申し上げます。８ページを御覧ください。

本市が取り組んでおります「とぎれのない支援」につきまして，体制の充実

を目的とし，かねてから準備を進めてまいりました皇學館大学との連携協

定を，来月８月１０日に締結することとなりました。８ページの資料が，予

定の協定書でございます。では次に，１０ページの資料に沿って，連携協定

に関する本市事業の関わりについて説明申し上げます。まず，協定の目的で

すが，主に，本市で進めております「誕生から自立まで一貫した支援体制の

構築と，保育・教育等に携わる職員の資質向上」でございます。皇學館大学

におかれましては，本市の支援に関わる中で得られる子どもや保護者のニ
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ーズを把握，研究し，それを，次世代を担う人材育成に生かすことです。資

料，中ほどの「誕生から自立」までの，子どもの成長段階の図を御覧くださ

い。子どもたちが何段階かの成長のプロセスを経て，自立していく過程の中

には，様々な課題があります。時には関係機関からの，特別な支援が必要な

こともあります。本市では，子ども・子育ての支援として，就学前の「りん

りん，ハーモニー」や学齢期における「適応指導教室」等を展開しておりま

すが，小１プロブレムや中１ギャップなど，接続期に課題が多く，成長ステ

ージをつなぐ取組をさらに充実する必要があります。このたびの連携協定

に基づいて，その部分を補強することができればと，計画を進めているとこ

ろです。発達課題のある子どもたちにとって，就学前から数年間にわたって

蓄積された個別支援の資料は，学齢期に的確に活用することができれば，就

学してから起こりうる，小１プロブレム等の集団適応問題に対して効率よ

く対応するための，とても有意義な資源となります。今すでにある資源を確

実につなぎ，教職員等の支援者が，日々の保育・教育実践に生かしていくた

めに力をつける，そのための研究を進めることが必要です。このたびの連携

協定に基づき，皇學館大学からは，教育学部教授であり，臨床心理士でもあ

る渡邉賢二先生に中心になっていただき，教育委員会と子ども政策部が硬

く手を結び，ともに実践に取り組み，子どもたちと教育，保育現場への支援

を充実するため計画を進めてまいります。本年度試行を開始しました集団

適応健診，いわゆる５歳児健診のスーパーバイザー，浜松学院大学短期大学

部の准教授であり，臨床心理士の志村浩二先生とともに，渡邉先生には，発

達支援指導の両輪として本市の取組を支えていただけるようにと考えてお

りますので，御理解，御協力をよろしくお願い申し上げます。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）そのように，連携協力の大きなパイプを作るのは大切なことだと思

いますが，本市はほかにも早稲田大学や鳴門教育大学等の連携があると思

うのですが，どういう棲み分けがあるのか，おさらいをするつもりで教えて

いただけますでしょうか。 

 

（子ども家庭支援課長）早稲田大学や鳴門教育大学との連携協定については教

育委員会でしていただき，当課も支援の輪の中に入れていただいているの

ですが，例えば早稲田大学の場合，外国人のお子さんのためのバンドスケー
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ルの活用を，鳴門教育大学では学力向上に係わるプロジェクト等を進めて

いただいております。当課から先ほども説明させていただきました，皇學館

大学との連携協定におきましては，今あるものを補強するようなかたちで

入っていただければというふうに考えております。一つは，教員や保育に係

わる教職員の資質の向上についてでございます。子どもたち，あるいは保護

者のニーズをアンケート等によって具体的に把握することを一つの手立て

と，渡辺教授からは提案をいただいております。その手立ての中で，アンケ

ートですが，現段階では意識調査と題をつけておりまして，その中身を大ま

かに申し上げますと，適応感に関する質問となっております。そういった調

査を教職員や子どもたちにお願いすることによって得られるデータを基に

して，子どもたちや教職員の意欲の向上につなげることができれば，それが

やがて学力の向上にもつながるのではないか。そういう土台作りの部分を，

本協定を基に進めたいと思っております。土台作りの部分が進めば，先ほど

申し上げました学力の向上等に係わる現在の取組に直接的な教員等の資質

向上の取組が，この土台の上に乗るものとして連携が強化され,福祉と教育

委員会の連携が強化されるものとして考えております。 

 

（福嶋委員）私は以前から県内の大学と協定を結んで連携をし合うというのは，

卒業生が多いということもあって重要だと考えていました。そして本来は

三重大学が一番近いので良いのかとも思っておりました。もちろん皇學館

もたくさんの先生を輩出してらっしゃって，熱心にやっていただいている

ので良いと思っていたのですが，三重大学とはあまりそのようなコンタク

トはしていないのでしょうか。 

 

（子ども家庭支援課長）三重大学との連携についてですが,教育支援課さんのほ

うで既に，三重大学の瀬戸美奈子先生と共同したプロジェクトを進めてお

ります。皇學館大学につきましては，連携協定を結ぶ一番大きな意義として，

教育と福祉の強い連携をさらに推進したいというのが，当課の立場でござ

います。就学前にある膨大な支援の資源をそのまま就学後，つまり教育委員

会の守備範囲である小中学校に正しくつなぐことに活かせたらと考えてお

ります。さらに，皇學館大学との連携では福祉と教育を連携するということ，

これは，県下で唯一，教育学部と保育に関する学部の両方を持っておられる，

皇學館大学が非常に大きな期待が持てると考え，皇學館大学を協定の対象

として選ばせていただきました。 

 

（下古谷委員）今御説明いただいた中で，特に小１プロブレムや中１ギャップを
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中心に御説明いただいたのですが，前回の総合教育会議の時に不登校の生

徒が小学校から中学校にかけて急激に増えてくるという話を聞きましたが，

渡辺教授との連携による中１ギャップ等の取組で，何か特徴的な施策はあ

りますか。 

 

（子ども家庭支援課長）特徴的な取組というのは，適応感に係わる意識調査だと

考えております。適応感というのは，集団への帰属性を見るためのアンケー

トであり，そのアンケートで小学校のうちから各個人の適応への感覚，ある

いは集団としての適応性等を見極めまして，正しく中学校で受け入れてい

ただくためには，例えば，個別の支援はどうか，あるいは集団として中学校

側から考えていただくことは何か，といったことを今，既に研究はあるとこ

ろですが，一歩踏み込んでさらに進めてもらうことができればと考えてお

ります。また，就学前から小学校への進学の部分では，集団適応健診のスー

パーバイズを受けております志村先生に就学前から小学校へのつながりを

お願いしまして，そこから先の部分を渡辺先生に託していければというふ

うに計画しております。 

 

（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，

その他事項に移ります。 

 

（教育長）｢８月教育委員会定例会及び懇談会の開催について｣をお願いします。 

 

（教育総務課長）次回の開催日でございますが，平成２８年８月１２日（金）午

後２時から定例会を，定例会終了後に，平成２７年度教育委員会活動点検・

評価についての懇談会を，いずれも，教育委員会室にて開催したいと存じま

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,８月１２日金曜日午後２時から，８月教育

委員会定例会を，定例会終了後，教育委員会懇談会を，いずれの会議も教育

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７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。 
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７月教育委員会定例会終了 午後２時４５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 

 


