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平成２８年９月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２８年９月３０日（金）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（山中秀志，福嶋礼子，伊藤久仁子，下古谷博司） 

 

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），図書館長（北川清美） 

書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 なし 

 

６ 報告事項  

（１） 平成２９年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者選考実施要綱につい

て                                                    (学校教育課) 

（２） 平成２８年度全国学力・学習状況調査について       （教育指導課） 

（３） 平成２８年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表について 

（教育指導課） 

（４） 平成２８年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了証書授与式・卒業証

書授与式について                     （教育指導課） 

（５） 平成２８年度特別展「伊勢の瓦 大和の瓦」について    （文化財課） 

（６） 歴史街道マップ「歩こう！すずかの伊勢街道」について  （文化財課） 

（７） 「不思議の国のアリス × 鈴鹿市立図書館」の開催について（図書館） 

（８） 小中学校空調設備事業に係るプロポーザルの結果及び今後の予定につ

いて                         （教育総務課） 

 

７ その他 

（１）１０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 
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（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

９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，福嶋委員に

お願いいたします。 

 

（教育長）それでは，報告事項の１番目，「平成２９年度鈴鹿市立幼稚園専任園

長任用候補者選考実施要綱について」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１番目「平成２９年度鈴鹿市

立幼稚園専任園長任用候補者選考実施要綱」につきまして，説明申し上げま

す。資料１ページを御覧ください。本要綱の「１ 目的」ですが，平成 

２９年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者の選考に関し，必要な事項を定 

めることとしております。「２ 選考対象者」は，平成２９年３月３１日現 

在において「鈴鹿市職員であること。」，「幼稚園教諭として１０年以上在職 

していること。」，「幼稚園教諭の免許状を有すること。」，「１年以内に懲戒処 

分を受けていないこと。」の要件を全て満たす又は満たす見込みの職員とし 

ております。「３ 選考対象者の推薦」については，「鈴鹿市立幼稚園教諭で 

所属長から推薦のあった者」，「鈴鹿市教育委員会事務局又は鈴鹿市教育委員 

会の所管に属する教育機関の職員で所属長から推薦のあった者」としていま 

す。「４ 選考方法」は，筆記試験，作文，面接試験及び書類審査により行 

います。「５ 選考の結果の取扱い」ですが，選考の結果，任用候補者と認 

定された者は，平成２９年度鈴鹿市立幼稚園専任園長任用候補者名簿に登載 

いたします。名簿の効力は，平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日 

までの５年間としますが，教育委員会事務局勤務期間中は除きます。「６ 特 

例職員」ですが，（２）は，昨年度まで，「教育長が特に認めるものであれば， 

別途任用試験を行い，合格すれば園長として任用できる」となっていました 

が，「別途任用試験を行い，合格すれば」という部分を削除しました。これ 

は，年度によって幼稚園教諭の採用数が少なかったり，専任園長が増加した 

ことに伴い，園長に適齢な年代の教職員が不足するため，当面の間，園長経 

験のある再任用職員や退職した小学校長等を園長として登用する可能性を 

考慮したものでございます。この要綱は，平成２８年９月１日から施行して 

おります。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。 
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（福嶋委員）今年は要綱の一部を削除したということですが，将来園長になる可

能性のある人たちは，もう十分にいらっしゃるというふうにお考えなので

しょうか。 

 

（学校教育課長）ちょうど今の４０代から５０代の方が次の園長候補かと考え

ていたのですが，その年代がちょうど人員的に少ない年代でございます。 

  ３０代後半の方が，今若干お休みに入っている方もいるのですが，またこれ

から人数も増えてまいります。今の園長先生方も５０代前半の方が多いの

で，その方々に定年までやっていただきますと，その数年の間に，３０代後

半の方が４０代前半まで上がってきて，入れ替えがうまくいくのではない

かと考えております。 

 

（下古谷委員）対象となる年齢あるいは対象の見込みの職員の方であっても，自

ら園長になることを希望しない方もいらっしゃるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）現在の年齢構成で申しますと，例えば５０代後半の方で教諭が

何名かいらっしゃるのですが，そういう方は園長になるというよりも，教諭

として子どもたちの中で 後まで子ども達の担任をしたりする，そういっ

た仕事がしたいということで教諭の仕事を選ばれておりまして，実際４０

代前半の方でも，園長任用試験を受けない方もいらっしゃいます。 

 

（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年度全国学力・学習状況調査について」をお願いします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の２番目，「平成２８年度全国学

力・学習状況調査」について，報告申し上げます。別冊１「教科」を御覧く

ださい。まず，鈴鹿市の教科に関する調査結果概要から説明させていただき

ます。１ページを御覧ください。１の「調査の概要」についてですが，調査

の目的は，義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から，全国的な

児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し，教育施策の成果と課題を検証し，

その改善を図るとともに，学校における児童生徒への教育指導の充実や学

習状況の改善等に役立て，その取組を通じて，教育に関する継続的な検証改

善サイクルを確立することとなっております。調査の対象につきましては，

小学校第６学年，中学校第３学年でございます。調査内容でございますが，

教科に関する調査におきましては，国語，算数・数学でございます。主とし

て「知識」に関する問題「Ａ問題」は身に付けておかなければ後の学年等の
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学習内容に影響を及ぼす内容や，実生活において不可欠であり常に活用で

きるようになっていることが望ましい知識・技能などでありまして，一方，

主として「活用」に関する問題「Ｂ問題」は，知識・技能等を実生活の様々

な場面に活用する力や，様々な課題解決のための構想を立て，実践し評価・

改善する力などとなっております。続きまして，質問紙調査は，学習意欲，

学習方法，学習環境，生活の諸側面等に関することを見る児童生徒に対する

質問紙調査と，学校における指導方法に関する取組や学校における人的・物

的な教育条件の整備の状況等に関する学校に対する質問紙調査となってお

ります。調査方式は，今年度も悉皆調査で，平成２８年４月１９日に行われ

ました。参加者人数は小学校３０校で，小学６年生１，９００人から 

  １，９０３人，中学校１０校で，中学３年生１，７９７人から１，８００人

でございます。続きまして，２ページの，２の「調査結果の概要」について

説明いたします。鈴鹿市・三重県（公立）・全国（公立）の平均正答率は表

１，表２のようになっております。これによりますと，小学校・中学校とも

に全ての教科におきまして，国平均，県平均を下回っております。次に，「（２）

平均正答率の経年比較」につきましては，３ページと４ページの図１から図

８でまとめております。平成１９年度から２８年度までの平均正答率の経

年比較をグラフで示してございますが，平均正答率の変動は，国や県の動き

とほぼ似た動きとなっております。５ページの表３を御覧ください。一番右

の部分です。どの教科も国の平均正答率に達することはできておりません

が，国の平均正答率と本市の平均正答率の差を見てみますと，小学校の場合

は，国語Ａを除き，全てにおきまして全国平均との差が昨年度よりも縮まっ

ております。特に，国語Ｂにおきましては，ほぼ全国と同じ値になりました。

中学校の場合は，数学Ｂにおきまして，全国との差を縮めることができまし

たが，他の３教科では，国の平均正答率との差が広がっております。次に６

ページを御覧ください。「（３）鈴鹿市と全国（公立）のＢ問題記述式問題に

おける平均無解答率」についてですが，表４で分かりますように，中学校国

語Ｂ以外は，昨年度に比べて，全国との差が縮まりました。次に，７ページ

の「（４）平均正答率が全国平均・県平均を上回る学校数」でございますが，

表５，表６から，増減を繰り返しており，大きな学校数の変化は見られませ

んが，小学校国語Ｂにおきましては，平成２４年度からの伸びが大きくなっ

ております。また，算数Ｂも今年度は大きく増加いたしました。次に，８ペ

ージを御覧ください。「（５）の正答数分布」についてでございますが，小学

校におきましては，図１３から図１６を見ていただきますと，国語Ａ・算数

Ａにおきまして，正答数の多い児童が少ない傾向にあります。１０ページを

御覧ください。中学校におきましては，図１７から図２０を見ていただきま
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すと，国語Ａと数学Ａにおきまして，中央値が１から２問少ない状況です。

中央値といいますのは，生徒の点数を高い順に並べた時に真ん中に位置す

る値のことです。真ん中に位置する点数が１から２問低いと言うことは，低

い正答数の分布が多いことになります。つまり，学習の定着に課題のある生

徒の割合が多いと言えます。国語Ｂにおきましては，正答数の多い生徒が少

ない傾向にあります。続きまして，１２ページからは，各教科の調査結果に

なります。一番上の四角の囲みには，成果を白丸，課題を黒丸で示してあり

ます。表７をグラフに表したのが図２１でございます。平成２６年度から 

  ２８年度までの３年間の推移を示してあります。学習指導要領の指導事項

に則った「３領域」と「１事項」，そして，３種類の「問題形式」に分けて

あります。３種類の「問題形式」を説明いたします。「選択式」とは，複数

の選択肢から該当するものを選ぶ問題です。「短答式」とは，漢字の読み書

きや計算問題，適切な言葉を書くこと，文章問題を読み，答えを求める問題

です。「記述式」とは，問題を読み，必要な情報を取り出し，筋道を立てて，

根拠を明確にして説明する問題です。それでは，小学校国語についてでござ

います。表７と図２１を御覧ください。ここからは，全国との差が縮まった

教科は成果を，差が広がった教科につきましては課題を中心に説明させて

いただきます。Ａ問題につきましては，国と差が広がりました。課題といた

しましては，「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」において，国

との差が－５．３ポイントと広がりました。この事項の具体的な問題は，「漢

字・ローマ字」の読み書きになります。次にＢ問題ですが，１３ページ，表

８と図２２です。「書くこと」の領域で全国を０．４ポイント上回り，問題

形式別では「記述式」問題で，国より１．１ポイント上回りました。次に 

  １４ページを御覧ください。教科に関する質問紙調査の結果ともリンクさ

せながら分析をしております。表９からの見方について説明いたします。課

題と捉える基準といたしまして，児童・生徒質問紙と学校質問紙において，

「当てはまる」，「どちらかといえば当てはまる」といった肯定的回答の割合

が７０％未満か，７０％以上であっても全国平均より５ポイント以上下回

るものについて課題が大きいとみなしております。課題とみなした質問項

目について，平成２８年度の鈴鹿市の結果を四角で囲み，示してございます。

また一番右の列，全国の結果と比較し，５ポイント以上，上回っている場合

は「二重丸」，同じか５ポイント未満ではあるが，上回っている場合は「一

重丸」，下回っているものの，それが５ポイント以内であれば「白三角」，そ

れ以上下回っているものは「黒三角」の記号で表してございます。また， 

  １４ページの一番上の四角囲みにありますように，児童質問紙調査と学校

質問紙調査に分け，課題を示してあります。質問内容を合わせて記載してい
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る場合もございます。それでは，小学校国語に関する，児童質問紙調査結果

から見える課題といたしましては，昨年度と同じ質問３つが課題でござい

ます。そして，表１１の７０，８２，８３番の解答時間につきましては，無

解答率と併せての考察となるため，参考にとどめております。学校質問紙結

果から見える課題についてでございますが，表１２の５７番「コンピュータ

ー等の情報通信機器」につきましては，環境整備等にも関わってきますので，

今後の検討課題といたします。課題といたしましては，表１２の６７，６８

番の「補充的そして発展的な学習の指導」になります。次に１６ページの小

学校算数についてでございます。Ａ問題につきましては，「量と測定」「図形」

の領域で年々全国との差を縮めております。特に，「図形」については，国

との差は依然あるものの昨年度より１．６ポイント差を縮めております。 

  １７ページ Ｂ問題につきましては，全ての領域において，昨年度よりも国

との差を縮めております。次に，１８ページの質問紙から見える課題でござ

いますが，児童質問紙調査結果から見える課題といたしましては，昨年度と

同じ質問２つが課題でございます。学校質問紙におきましては，３つ課題が

挙げられています。この中で表１８の７５番と児童質問紙の表１６の７６

番はともに「実生活での活用」という点で共通した課題となっております。

次に２０ページの中学校国語についてでございます。Ａ問題では「読むこと」

の領域におきまして，平均正答率の国との差が昨年度の０．７ポイントから

３ポイント差に広がりました。また，「伝統的な言語文化と国語の特質に関

する事項」につきましては，国との差が依然，全国平均を３.２ポイント下

回っております。２１ページのＢ問題におきましては，どの領域も昨年度よ

りも全国平均との差が広がりました。特に，「書くこと」の領域では５ポイ

ント以上下回っております。このことは「記述式」問題の結果にも表れてお

ります。次に，２２ページの質問紙から見える課題でございますが，生徒質

問紙におきましては，５つ全て昨年度と同じ課題となっております。しかし，

昨年度課題であった表２２の６９番「段落や話のまとまりごとに理解して

読む」は改善されております。学校質問紙におきましては，表２４の７１番

「様々な文章を読む習慣を付ける授業」が課題となっております。次に２４

ページの中学校数学についてでございます。Ａ問題では，「図形」「関数」「資

料の活用」の３領域で，昨年度よりも国との差が広がっております。特に「図

形」「資料の活用」につきましては，平均正答率が国より４ポイントも下回

っております。２５ページのＢ問題では，「資料の活用」の領域で全国平均

正答率を６ポイント下回るものの，「関数」領域においては， 
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  ０．１ポイント上回りました。領域によって平均正答率に差があることが課

題でございます。次に，２６ページの質問紙から見える課題でございますが，

生徒質問紙につきましては，３つ全て昨年度と同じ課題となっております。

学校質問紙におきましては，課題は，表３０の７３，７４番の「補充的そし

て発展的な学習の指導」になります。これまでの質問紙調査の結果から，小

学校・中学校ともに共通する課題がいくつか見られました。特に，「国語・

算数・数学の勉強は好き」と回答する児童生徒の割合が少ないことにつきま

しては，真摯に受け止め，具体的な方策を立て，授業改善を進めていきたい

と考えております。以上で，教科に関する調査結果概要の説明を終わります。

引き続き，「鈴鹿市の質問紙調査結果概要」について説明させていただきま

す。別冊２「質問紙」を御覧ください。これは，先ほどの教科に関わる部分

を除いた質問紙調査に関する結果でございます。表紙をめくって目次を御

覧ください。児童・生徒質問紙と学校質問紙を，「学びの質」，「家庭学習」，

「教員の取組・研修」，「学校生活」，「基本的生活習慣・家庭生活」，「家族・

地域・社会とのかかわり」，「自尊意識・将来に関する意識」，「規範意識」と

いった８つのカテゴリーに分け，分析してございます。また，１番目の「学

びの質」につきましては，その質に応じて「学習状況・指導方法」，「言語活

動」，「探究的な学習」，「読書活動」の４つに分類してございます。本稿の見

方は先ほどの，教科に関する質問紙のところでの説明と同じですが，課題と

捉える基準を，教科のところでは７０％としておりましたが，ここでは 

  ８０％としております。そして，児童・生徒質問紙と学校質問紙の両方の結

果を合わせ見て，校種別に課題を記載してございます。ただし，質問によっ

ては，実態を把握するにとどめ，課題として取り上げなかった項目もござい

ます。では，それぞれのカテゴリーにおける，鈴鹿市の課題について概要を

報告させていただきます。１ページを御覧ください。まず，カテゴリー１の

「学びの質」における「（１）学習状況・指導方法」ですが，小学校，中学

校とも共通の課題として，「授業の 後に学習したことを振り返る活動を取

り入れること。」，「授業の 後に学習したことを振り返る活動に対する児

童・生徒と教員の認識の差」に課題があり，またそれらは，教員は行ってい

るつもりでも，子どもたちはそうは感じていないといったような認識の差

が明らかになってきております。また中学校におきましては，「授業で扱う

ノートに，学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書くこと。」といった

ことに課題として挙げられております。これらの課題は昨年度と同様では

ございますが，数値は向上しております。「めあてと振り返り」につきまし

ては，市の重点項目として，昨年度から継続して，校園長会，研修講座，校

内研修会等で，各校には伝えているところではございますが，依然として課
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題となっております。小学校では，３ページの表２の７８番「特別支援教育

の視点に立った指導」，中学校では３ページの表３の３３番「先生が分かる

まで教えてくれること。」に課題がみられます。残りの課題につきましては，

今年度から設けられた新しい質問となっており，質問の横に【新規】と記載

してあります。これらは次期学習指導要領に関連する項目となっておりま

して，具体的には，主体的・協働的な学び方や道徳教育になります。次に，

５ページの「（２）言語活動」を御覧ください。ここでは，小中学校ともに，

「友達の前で自分の考えや意見を発表すること。」，「学級やグループの中で，

課題を立てて，解決に向けて情報を集め，話し合いながら整理して，発表す

るなどの学習活動に取り組むこと。」，「４００字詰め原稿用紙２から３枚の

感想文や説明文を書くこと。」，「自分の考えを他の人に説明したり，文章に

書いたりすること。」，「学級の友だちとの間で話し合う活動を通じて，自分

の考えを深めたり，広げたりすること。」以上は，昨年度と同様の課題とな

ります。一方，昨年度課題となっていた「各教科等の指導のねらいを明確に

した上で，言語活動を適切に位置付けること。」につきましては，小中学校

ともに改善されております。６ページの表５の５１，５２番，８ページ表７

の５１，５２番にありますように，今年度から【新規】の質問である「友だ

ちとの考えの伝え合い」，「考えが伝わるように話の組立てを考えること」に

つきましては，小中学校ともに課題となっております。表６，表８の３９，

４０，４２番では，小中学校ともに１００％という数値からも分かりますよ

うに，話し合い活動に力を入れているものの，表５，表７の４８番，４９番

から児童生徒のほうは，そうは捉えていないことが分かり，話し合い活動の

質の向上が求められます。次に，１０ページを御覧ください。「（３）探究的

な学習」におきましては，小中学校とも，「総合的な学習の時間が好きな児

童生徒の割合」，「地域社会の出来事を学習の題材とすること。」，「総合的な

学習の時間における，課題の設定からまとめ・表現にいたる探求の過程を意

識した指導」，「本やインターネットを使った調べ方の指導」に課題が挙げら

れます。小学校においては，「資料を使った発表の指導」が中学校において

は，「学習したことの有用感」，「図書館資料を活用した授業」に課題が挙げ

られます。次に，１３ページ「（４）読書活動」を御覧ください。ここでは

小中学校とも，「授業時間以外での読書時間と学校図書館や地域の図書館の

利用」に課題が見られます。「学びの質」については以上でございます。続

きまして，１５ページのカテゴリー２の「家庭学習」を御覧ください。家庭

学習におきましては，小中ともに，「休日，中学校は平日もですが，家庭学

習の時間」，「家で，自分で計画を立てて勉強をすることや予習・復習をする

こと。」，新規の「家で自学自習の際に教科書を使うこと。」に課題が挙げら
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れます。表１６の９２番，表１８の９０番から全ての学校で宿題は出されて

おり，表１５，表１７の２２番から，９０％以上の児童生徒がきちんと取り

組んでいることが分かります。これらの結果から，児童生徒が自主的に学習

に取り組む指導が求められます。また中学校においては，「保護者に対する

働きかけ」に課題が見られます。家庭とも連携しながら，さらなる家庭学習

の習慣の定着を図っていくことが求められております。次に，１９ページ，

カテゴリー３の「教員の取組・研修」を御覧ください。ここでは小中学校と

も，【新規】の質問である表１９の２１ページの７９から８３番，表２１の

２３，２４ページの７８から８２番の「近隣の小中学校との連携に関するこ

と」に課題があります。小中学校の具体的な連携といたしましては，教育目

標や教育課程に関する取組の共有，全国学力・学習状況調査の分析結果等の

共有，教職員の研修等の交流などが挙げられます。本市でも，幼小中の連携

は，今後ますます重要となると考え，中学校区単位での連携を推進している

ところでございます。連携のほかには，小中学校ともに「教員が校外の授業

研究に定期的に参加すること。」に課題があります。次に，２５ページ，カ

テゴリー４「学校生活」を御覧ください。小中学校ともに，「学級会などの

時間に友だち同士で話し合って学級のきまりなどを決めること」【新規】の

質問ですが「話し合う場面で自分とは異なる意見や少数の意見のよさを生

かしたり，折り合いを付けたりして意見をまとめること。」に課題が見られ

ます。さらに，小学校では「学級全員で取り組んだり挑戦したりする課題や

テーマに取り組ませること。」，中学校では「好きな授業がある生徒の割合」

に課題があります。次に，２７ページを御覧ください。カテゴリー５の「基

本的生活習慣・家庭生活」におきましては，小中学校とも，昨年同様に，「１

日当たりのテレビやビデオ・ＤＶＤを見たり，聞いたりする時間」や「１日

当たりのテレビゲームをする時間」に課題が見られ，さらに中学校におきま

しては「１日当たりの携帯電話やスマートフォンでの通話やメール，インタ

ーネットをする時間」が１時間より少ないと答えた生徒が少ない現状にあ

ります。次に，２９ページ，６の「家庭・地域・社会とのかかわり」におき

ましては，小中学校ともに，「今住んでいる地域の行事に参加すること。」，

「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心をもつこと。」，「地域社会

でボランティア活動に参加すること。」や「新聞を読むこと。」に，課題が見

られます。次に３３ページ，７の「自尊意識・将来に関する意識」におきま

しては，小中学校ともに，「難しいことでも，失敗を恐れないで挑戦するこ

と。」，「自分には，よいところがあると思うことができること。」に課題があ

ります。さらに，小学校では「将来就きたい仕事や夢について考えさせる指

導」に，中学校では「将来の夢や希望を持つこと。」，「教員からよいところ
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を認められていると感じる生徒の割合」に課題があります。３４ページの表

３４の５３番，表３６の４８番，５３番を見ますと，学校では児童生徒のよ

さを認めたり，将来のことを積極的に考えさせたりしてはいるものの，それ

が児童生徒に必ずしも伝わっていないことにも留意する必要があります。

次に３５ページ，８の「規範意識」につきましては，昨年同様，肯定的回答

がかなり高く，課題となる質問項目はありませんでした。次に，３６ページ

を御覧ください。質問紙の調査結果から明らかになった，小学校の課題の一

覧になります。目次のところでも説明いたしました，カテゴリーごとに課題

をまとめてございます。３８ページからは中学校の課題の一覧になります。

これらから分かりますことは，小学校での課題はほとんど，中学校でも同じ

ように課題になっていることでございます。先ほど，「教員の取組・研修」

でも触れましたが，現在，どの中学校区でも小中連携の取組が進められてお

ります。先ほどの課題が，中学校区内の全ての学校にはあてはまらないかも

しれませんが，多くの項目で重なりがあると考えられますことから，中学校

区内で課題の共有を図り，その解消に向けて，取組を進めていくことが，今

後必要になってくるのではないかと考えます。今回の報告は，結果が届いて

から，期間が少ししかたっておりませんので，十分な分析報告にはなってお

りませんが，今後，各校での分析結果も参考にしながら，さらに細かい分析

をし，今後の取組に生かせるようにしていきたいと考えております。以上で

「平成２８年度全国学力・学習状況調査－調査結果概要－」の報告とさせて

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）資料を拝見させていただきますと，小学校では効果が上がってきて

いて，逆に中学校では伸び悩んでいるという傾向があるように感じている

のですが，中学校では難しいところがあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）今回の数字だけを見ますと，委員がおっしゃるようになるので

すが，例えば，実際に小学校６年生のときにこの調査を受けた子どもたちが，

中学校３年生のときではどうなっていたかといいますと，全ての項目にお

きまして改善が見られますので，数値的に見て全国で比較する場合は少し

差があるように見えますが，徐々にその辺りは改善がされていると考えて

おります。 
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（福嶋委員）こういった結果で，あまり数字ばかりを追うのはふさわしくないの

かもしれませんが，現場の小中学校の先生方は，この結果を見て議論をされ

ることがあるかと思います。そのような場合，どのような時間をもって話を

されているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）まず教育委員会から，校園長会でこの結果について詳しく説明

をさせていただき，その際にこの冊子も同時に配布し，データについても学

校のほうに送ります。そして，市内での課題や，こういう取組をしてほしい

というメッセージを届けます。それを，各校長が学校に持ち帰ります。学校

の中には校内研修という組織があり，各校に研修長という者がいます。その

校内研修で研修長，校長が中心となって，このような結果を受け，自分の学

校の実態と合わせて，自分たちの学校の課題について議論をしまして，そこ

で，学校のこれからの取組について確認をしていくという流れとなってお

ります。 

 

（伊藤委員）この結果概要では，国，三重県，鈴鹿市というふうに，しっかりと

比較して分析してありますが，平成２８年度で鈴鹿市はこれだけは頑張っ

たというもの，各校で何かプラスになった報告はありませんか。 

 

（教育指導課長）その頑張ったものが，今回この結果でどういう部分に表れてい

るのかというのをこれから各校で分析をされまして，その後，研修担当者を

集めまして，各校からの実践の報告や効果があった取組等を交流しながら，

その場で発表する予定です。そして，そのことを私どもがまとめ，また各校

へ発信するという流れを予定しております。 

 

（伊藤委員）調査を受けた子どもたちについては，今年度の評価はこうだったと

いうように，テスト結果をもらうだけではなく，例えば教育委員会や学校の

評価等の資料は，子どもたちにはなにか説明があるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）学校は子どもたちや保護者に対して説明責任がありますので，

その辺りを学校のほうで，どのように子どもたちや保護者に伝えれば良い

のか，又はどういう資料をもってこれからの学習に活かしてもらおうかと

いう部分を話し合っていただきます。流れとしましては，子どもたちには個

別で一人ひとりに個票を渡しながら説明をします。保護者に対しては学校
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通信等の便り又はホームページを使って発信していくという流れになって

います。 

 

（伊藤委員）鈴鹿市はＩＣＴ教育が全国と比べると遅れていますので，評価の部

分にも要改善の黒三角での評価で比較の文章もしっかりと書かれているの

ですが，鈴鹿市のＩＣＴ教育については，ＩＣＴでの教育の評価以前の問題

になると思います。この質問は，ある程度のベースとなるものが各学校等に

あって，その上で行われているのかということであれば非常によく分かる

のですが，鈴鹿市の場合それとは違う話になるので，黒三角で評価をつける

ことも見ていて苦しいものがあると思うのですが，今後改善の余地はある

のでしょうか。 

 

（教育指導課長）委員がおっしゃるとおりの心配はございます。ただし，調査結

果としての課題としてはそこが，三角での評価が付いているとはおります

が，御存知のとおりＩＣＴ環境については，国の定めた目標に近付けるよう

に各地方公共団体が取組を進めており，本市におきましても，現在情報化を

充実させるための計画を策定している 中でして，これが策定されて，国の

設置基準にできるだけ近付けるように，今から設置をしていきますので，そ

のときに過去と現状との改善点を表すことができると考えております。そ

れまでは今ある環境の下で，何ができるのかということをしっかりと整理

して，これから取組の中に入れていくという予定をしております。 

 

（下古谷委員）全国との差が非常に大きい項目を見せていただいて，どういう特

徴があるのかと思って見ていたのですが，例えば，「教科」のほうの１９ペ

ージで見ていきますと，６４番，６５番の項目の，前年度より習熟の遅いグ

ループ，あるいは早いグループに対しての教育の部分と，２７ページの中学

生の部分でも，やはり６４番と６５番の同じ項目になると，かなりの差が出

ているのですが，鈴鹿市では遅れている子，あるいは飛び抜けている子に対

する教育が少しおろそかになっているところがあると見受けられましたが，

そのような解釈でよろしいのでしょうか。 

 

（教育指導課長）委員がおっしゃられたとおりでございますが，端的に申し上げ

ますと，習熟度別のクラスに分けて授業をしていけばこの問題は解消され

ていくと思われます。ただ，これにつきましては昨年度途中から，そして今

年度から取り組む学校も出てきましたので，取組の中で良い成果が出た部

分については，その辺りも参考にしながら紹介もして，広げていきたいと考
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えております。県のほうは進めていこうとする方向でございますので，県と

の連携をしながら進めていきたいと考えております。 

 

（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２８年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表について」を

お願いします。 

 

（教育指導課長）それでは，私から報告事項の３番目，「平成２８年度鈴鹿市教

育研究会研究委託校園の発表について」報告申し上げます。２ページを御覧

ください。平成２８年度鈴鹿市教育研究会研究委託校園の発表につきまし

ては，１０月２１日に国語科の発表を行う旭が丘小学校を皮切りに，１０月

２７日に稲生幼稚園での発表を，１１月１０日に鈴峰中学校の発表を，また，

１２月１日には，飯野小学校の発表がございます。委員の皆様には，各委託

校・園，それぞれの研究発表会の詳細な案内が届き次第，配付させていただ

きます。なお，この研究発表会につきましては，教職員の資質向上というこ

とに重きを置き，全ての発表校・園で事後検討会が設定されておりまして，

先生方の実践研修の交流の場となるよう運営されております。このような

趣旨から，学校からの来賓の御招待につきましては控えさせていただいて

おりますが，委員の皆様方にも，各小中学校・幼稚園の取組を是非とも御参

観いただきたいと考えておりますので，御多用とは存じますが，御都合がつ

く場合には，その旨を事務局にお知らせいただければ，幸いでございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（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）この研究発表会については，教育委員はお知らせいただいているの

ですが，時折，市議会の方を見かけるときがあるのですが，基本的には御案

内はしているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）市議会の中でも，文教環境委員会というものがございますが，

その委員会の議員の方に対しては，先日の議会の時に御案内はさせていた

だいております。また，教育委員会の広報誌であります「遥か」で一学期に

この日程についてはお知らせもしております。ほかにもインターネット等

でも確認ができますので，そういったところでは周知をさせていただいて

おります。 
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（伊藤委員）せっかくのチャンスですので文教環境委員の議員の皆様方には半

ば強引にでも来ていただくほうが良いと思います。多少は無理矢理にでも

見ていただいて，学校の実状を理解していただくほうが良いかと思います

ので，もう少し詳しくお知らせしていただけるとありがたいです。 

 

（教育指導課長）より興味を持っていただけるように，機会があればお話してい

きたいと思います。 

 

（福嶋委員）こういう研究委託というのは，各学校から自発的に研究を請け負う

のか，あるいはある程度の持ち回りをされているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）昨年度と同じく応募をかけます。応募をしまして，手を挙げる

学校，幼稚園が優先されるのですが，こういう発表会というのが途中で途切

れることは良くないですし，学校に対して強制的にさせるわけにもいきま

せんので，過去に発表した経緯を参考にしながら，学校・幼稚園が手を挙げ

ていただくという形になっております。 

 

（福嶋委員）少し偏りというか，多少は積極的な学校とそうでない学校があるの

でしょうか。 

 

（教育指導課長）何年後には，ここの学校が回ってくるということがわかってい

ますので，差はございません。この研究委託は２年間の委託になっておりま

すので，１年間でしっかりと準備をしていただきまして，２年目に発表会を

もつというようになっておりまして，学校が発表をして，一つの提案をして

いただくということでございます。あとは参加者がその提案を受けて，自分

の学校の実践等で交流をするという中身でございます。 

 

（福嶋委員）そうすると，２年間かけて準備されているということですね。それ

で，そのことについて，経済的な援助というのは，いかほどのものかという

こともお伺いしたいのですが。 

 

（教育指導課長）この発表に関して，教育指導課のほうで少し補助はさせていた

だいているのですが，金額的には，１年目で１園に対しては４６,０００円，

小学校に対しては７０，０００円，中学校に対しても７０，０００円。２年

目ですと，研究の冊子の作成等もございますので，幼稚園は２２５，０００
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円，小学校は３０６，０００円，中学校は３０６，０００円と，１年目と２

年目では金額も違いますが，補助をさせていただいております。 

 

（福嶋委員）実際は，その金額で足りているのか，または余っているのか，その

辺りについてはどうでしょうか。 

 

（教育指導課長）十分な金額ではございませんが，自分たちの研究発表会ですの

で，余分な出費がなく，本当に必要な部分でお金を使っていただいておりま

す。 

 

（福嶋委員）ある程度は経済的な裏付けもないと，良い発表ができないかと思う

ところがあるので，安心しました。 

 

（下古谷委員）今の質問の延長線になりますが，国語科や社会の授業であれば，

金銭的にも問題ないのかと思いますが，実験を伴う理科等の分野になると，

もう少し補助がプラスされたりするのでしょうか。 

 

（教育指導課長）もし金額が足りない状態になったとしても，金額には規定があ

りますので，それ以上増えるということはございません。ただし，今までの

研究発表会を見てきますと，ほとんどが国語，算数，数学等が中心になって

おり，または全教科であったりしまして，理科のみに特化したものは記憶し

ておりません。 

 

（下古谷委員）研究を発表する側ではなく，逆に発表会に参加する側から見たと

きに，参加される先生方には偏りはございますでしょうか。 

 

（教育指導課長）学校の方も，例えばその年度の市内や県外など，この発表以外

にもたくさんの研究発表が行われておりますので，学校の校長にマネジメ

ントをしていただいて，どの先生がどこの発表でどういうことを学んでき

てほしいかということで，意識的な派遣もしていただいているので，同じ先

生が来る頻度が高い，又は全く来ない先生がいるというようなことになら

ないようにはマネジメントをしていただいております。 

 

（下古谷委員）そのように校長先生にマネジメントをしていただいている中で，

やはり同じようにまだ先生になりたての若い先生や中堅の方，あるいはか
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なりベテランの方と，そのステージに応じた配分もお考えになられている

のでしょうか。 

 

（教育指導課長）その辺りも校長のほうでマネジメントをしていただいており

ます。ここは経験のある山中委員にもお話をいただけるとよろしいかと思

います。 

 

（山中委員）やはり校長先生のほうから若い先生に声かけをして参加させたり，

あるいは自分のところと研究内容が重なったりする場合ですと，研修長を

派遣するなど，学校によって方法には違いがあります。ただし，私自身の経

験では，若い先生を育てるという側面からも，積極的に参加するようにして

いました。ほとんどがこの流れだとは思います。 

 

（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，

４番目の「平成２８年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了証書授与式・

卒業証書授与式について」をお願いします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは報告事項の４番目，「平成２８年度鈴鹿市

立幼・小・中学校（園）の修了証書授与式・卒業証書授与式」について，報

告申し上げます。３ページを御覧ください。幼稚園につきましては，修了証

書授与式期日は，平成２９年３月２３日（木）午前１０時，会場は，各幼稚

園となっております。小学校につきましては，卒業証書授与式期日は，平成

２９年３月１７日（金）午前１０時，会場は，各小学校となっております。

中学校につきましては，卒業証書授与式期日は，平成２９年３月７日（火）

午前１０時，会場は，各中学校となっております。なお，開式時刻につきま

しては，一部の幼稚園・小中学校で変更となる場合がございます。教育委員

の皆様の参加につきましては，年が変わりましてから，連絡をさせていただ

きます。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，５番目の「平成２８年度特別

展「伊勢の瓦 大和の瓦」について」をお願いします。 
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（文化財課長）それでは，私からは報告事項の５番目，平成２８年度 特別展「伊

勢の瓦 大和の瓦」につきまして，説明申し上げます。資料としては，４ペ

ージから５ページ，６ページから７ページとなります。本特別展につきまし

ては，１０月８日（土）から１２月４日（日）まで考古博物館で開催いたし

ます。飛鳥時代の５９６年に日本初の寺院である飛鳥寺が造営されると天

皇や中央の大豪族によって続々と寺院が建立されました。寺院建築は朝鮮

半島から伝わった当時では 新の技術であるため，地方で寺院を建立する

には，中央による援助が不可欠でした。そうした技術の流れ，伝播の中で中

央と地方豪族の関係を探る一つの鍵となるのが，瓦の製作技術，特に軒瓦の

文様です。今回の特別展では，大和と伊勢の寺々から出土した瓦を展示し，

その文様から当時の中央である大和と地方である伊勢のつながりを探る内

容となっています。なお，関連講演会といたしまして，１０月１５日(土)に，

三重県埋蔵文化センターの竹内英昭さんから「古代瓦で推理大和を支えた

伊勢の豪族たち」と題して御講演をしていただきます。また，１１月１２日

（土）には，奈良文化財研究所名誉研究員の大脇潔さんから「瓦と塼仏から

みた伊勢・伊賀の寺」と題して御講演をいただきます。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）この塼仏とはどういう意味のものですか。 

 

（文化財課長）一言で申し上げますと，レンガのようなもので，それを積み上げ

て壁にし，そこに文様，仏が彫られているものでございます。 

 

（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，

６番目の「歴史街道マップ「歩こう！すずかの伊勢街道」について」をお願

いします。 

 

（文化財課長）それでは，続きまして，報告事項の６番目，歴史街道マップ「歩

こう！すずかの伊勢街道」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。昨年度，文化の薫る歴史街道活性化事業の一環として歴史街道マ

ップ「歩こう！すずかの東海道」を作成し，旧東海道を散策される方々に配

布しましたところ，大変，好評を得ました。今回は，旧伊勢街道版の歴史街
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道マップとして神戸宿から白子宿，さらには磯山にかけての歴史文化遺産

をはじめ，旧街道の面影が感じられるスポットを紹介する「歩こう！すずか

の伊勢街道」を作成いたしました。鈴鹿市観光協会をはじめ資料館・記念館

等の公共施設で配布し，街道ウォーカーはじめ街道を散策される方々に本

市の歴史文化の魅力の一端を紹介することで，来訪者の増加に努めていき

たいと考えております。なお，市内の文化財をはじめ，歴史街道を紹介する

ホームページ『鈴鹿市文化財ガイド』からもＰＤＦ版のマップが印刷可能で

ございます。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。 

 

（下古谷委員）せっかくこのように名所のマップを作っていただいて，よくこう

いうものではスタンプラリー等をすることが多いですが，これは特にスタ

ンプラリーのようなものは行っていないのでしょうか。 

 

（文化財課長）東海道のときもそうでしたが，こういったことをするのが初めて

でございまして，まずは旧街道沿いの歴史的な文化財，史跡等を紹介してい

こうというのが趣旨でございますので，今のところスタンプラリー形式の

ところまでは考えておりません。 

 

（下古谷委員）スタンプラリーか何かにして，例えば伝統会館までそれを持って

行けば伊勢型紙のしおり等がもらえたらありがたいと思いますし，入館者

数の増加にもつながるのではと思ったので，聞かせていただきました。 

 

（文化財課長）１１月になりますと，例年，白子の伝統産業会館と伊勢型紙の資

料館をつないだ「伊勢型紙フェスタ」というイベントが開かれておりまして，

そういった中では，白子の地域を限定してスタンプラリーを行っています。

そのように，地域でやっているところはございます。伊勢街道ですと，北の

方の高岡から磯山まで行くには，大体１４km ほど距離がございます。部分

的にやっているところもございますもので，そういう情報も踏まえて対応

していきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）このマップは手作りの感じがあって良いと思うのですが，実際に持

って歩くとさらに詳しく知りたいという方が増えてくると思います。例え

ば，杉野兵曹長さんにはどんなことがあったのか，冬々斎如林さんはどんな
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方だったのだろうかと思う方も見えると思います。そういう場合，このマッ

プに書いてあるホームページで検索すると，詳細がわかるようになってい

たりするのでしょうか。 

 

（文化財課長）なにぶん，こういうマップにして紹介するというのが新しい試み

ですので，今のところ，それぞれ具体的に詳しい中身については，こちらの

ほうに連絡をいただいた場合は対応させていただいておりますが，見たら

わかるというほど具体的なところまでは，まだいってないかと思っており

ます。ただし，鈴鹿市の文化財は，国，県，市合わせて９７の文化財があり

ますので，その内容について情報発信に努めてまいりたいと思っておりま

す。 

 

（福嶋委員）是非，スマートフォンからでも検索できるようにしていただけると

良いかと思います。 

 

（下古谷委員）私からも一つアイデアとして。よくあるとは思いますが，例えば

鈴鹿市役所であれば鈴鹿市役所の下に， 近だとスマートフォンでバーコ

ードをスキャンすると，ホームページに簡単に飛ぶことができるようにな

っていますので，鈴鹿市役所のバーコードをちょっと印字しておくだけで

そこへ飛べるので，各ホームページのものであればそこへすぐに飛ぶこと

ができるので，これなら簡単にできると思います。 

 

（文化財課長）そういった新たな方法については，検討させていただきまして，

できることから少しずつやっていきたいと思います。 

 

（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，

７番目の「不思議の国のアリス × 鈴鹿市立図書館」の開催についてをお

願いします。 

 

（図書館長）それでは，私からは報告事項の７番目「不思議の国のアリス × 

鈴鹿市立図書館」の開催につきまして，説明申し上げます。１０ページを御

覧ください。このイベントは，図書館としては，はじめて開催するもので，

休館日を利用して若年層を対象にした鈴鹿市立図書館オリジナルの体験型

解きゲームイベントです。開催の主旨としましては，若年層の活字離れを

食い止め，図書館に興味と関心を持ってもらうとともに利用率の向上を目

指すものです。開催日時は，１０月２８日（金）の１８時１５分から２０時
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までですが，休館日のため，イベント参加者だけで利用していただきます。

イベントの内容は， 「不思議の国のアリス」の物語の世界に取り込まれた

という設定で，図書館内に設置した を９０分の制限時間内で全て解き明

かし，ゲームクリアを目指していただきます。参加対象者は，高校生以上で

募集人数は，３０名といたします。申込方法は，１０月１３日木曜日までに

メール又は往復はがきのいずれかで受け付けます。申込み多数の場合は，抽

選を行います。詳細は，１０ページのチラシを御覧ください。なお，ポスタ

ー等のイラスト製作を鈴鹿市にゆかりのある方に依頼し，今までにない，デ

ザインのポスターが完成しましたので，市民の皆様に広く周知してイベン

トへの参加を呼びかける予定です。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）なかなか興味深い内容ですが， 解きは閲覧室の中にあって，その

中を回って解いていくということでしょうか。 

 

（図書館長）図書館全体を使用するのですが，普段一般の利用者の方が使うとこ

ろだけに限定していますので，書庫やバックヤードを除いた一階，それから

二階の学習室といった所も使ってやっていきます。 

 

（福嶋委員）かなりレベルが高そうで，私たちが行っても解けるかどうか心配に

なりますね。 

 

（図書館長）今回これをするのは初めてですので，プレテストとして職員と職員

にゆかりのある若年層の方にしていただいたところ，当初は６０分の予定

で始めたのですが，我々が２時間かかっても解けなかったほど問題自体の

レベルは高くなっています。全問正解することが目的ではなく，参加者の 

  １０％が全問解くことができれば良いというような高度なものになってい

るので，参加者は高校生以上の方に限定させていただいております。鈴鹿市

立図書館に関する問題というよりは，不思議の国のアリスに関する問題に

なるのですが，それが解けるようにヒントもありますので，全く図書館を利

用していただいたことのない方でも参加できるようにはなっていると思い

ます。 
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（福嶋委員）この問題の内容等は図書館内にプロジェクトチームがあって考え

られたのでしょうか。 

 

（図書館長）このイベント担当職員が全て考えておりますので，オリジナルの問

題ばかりでございます。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，８番目の「小中学校空調設備

事業に係るプロポーザルの結果及び今後の予定について」をお願いします。 

 

（教育総務課長）小中学校空調設備設置事業に係るプロポーザルの結果及び今

後の予定でございます。今年度，来年度の２か年にかけて小中学校に空調設

備を導入する計画がございまして，先日９月１６日（金），そのプレゼンテ

ーションが行われました。その結果についての報告でございます。プロポー

ザルの結果でございますが，優先候補者としまして，三菱ＵＦＪリース株式

会社，共同事業者としましてダイキン工業株式会社，以上の業者によりまし

て２か年で空調設備を導入することとなりました。ただし，今回のプロポー

ザルの決定につきましては，優先候補者の決定ということでございまして，

今後，本市と事業者の間で詳細な事項をつめまして，年内には契約を結んで

実施の運びとなります。主な概要でございます２番目のところでございま

すが，市内の小学校３０校，中学校１０校において，８７５教室に空調を設

置するものでございます。市内を大きく二分割をしまして，マイクログリッ

ドを構成して，電力の融通を通して地産地消のエネルギーシステムを構築

するものでございます。空調設備としましては，平成２８年度には稲生小学

校ほか５校，平成２９年度には残る小学校２９校，中学校５校でございます。

太陽光発電設備につきましては，小学校で稲生小学校，庄内小学校，栄小学

校，中学校は神戸中学校では既に１０ｋＷの太陽光発電を設置しておりま

すので，この１０ｋＷを利用させていただきます。それと，国分町と書いて

ございますこれは，リサイクルセンターのほうに少し余裕のある土地がご

ざいますので，そちらの土地を利用させていただく予定でございます。蓄電

池につきましては，稲生小学校と庄内小学校のほうでそれぞれ１５ｋＷ程

度のものを考えております。それから，省エネの設備制御機器ということで，

空調機メーカーのほうで設置を予定しておりますクラウドサーバから複数

の学校施設へのデマンド制御及び省エネ運転制御を可能なものとして，遠

隔監視制御機能を持つ空調システムの導入を行います。それにおきまして，
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ランニングコスト，電力料金の削減に貢献するものと考えております。ただ

し，マイクログリッドと申しましたが一般的には自営線で電力を融通する

というのが本来の構想ではございますが，鈴鹿市も広いことから自営線で

の電力融通というものは限られてきますので，現在の中部電力の設備を利

用させていただいて，ある意味でバーチャル的な融通を考えております。今

後，優先候補者の事業所と詳細等をつめさせていただいて，２か年でもって

空調設備を導入し，教育環境の向上に努めていくということでございます。

簡単ではございますが，以上が空調のプロポーザルの結果と今後の予定で

ございます。 

 

（教育長）報告事項の中で，空調設備設置事業に係るプロポーザルの結果及び今

後の予定につきまして，教育総務課長のほうから報告をいただきました。こ

の件につきまして御質問，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）プロポーザルの参加者は１者だけだったのでしょうか。 

 

（教育総務課長）プロポーザルの応募の業者さんはこの１団体だけでございま

した。 

 

（福嶋委員）こういうものは，１者だけの少ない数でも良いのですね。 

 

（教育総務課長）私どもも，２業者以上あって，本来であれば競争していただく

ことを想定はしておりました。しかし，今回環境省のほうの補助事業による

ためにはかなりタイトな事業計画でございまして，実際出てきたのは１事

業者だけでしたが，選定委員の中で採点の基準を設けて，その採点基準をク

リアすれば優先候補としての権利を与えるというふうに事前に協議をして

おりまして，その採点をクリアしたということで適切な事業者であるとい

う判断をさせていただきました。 

 

（福嶋委員）１２月の落札決定とは，どういう意味でしょうか。 

 

（教育総務課長）現在，環境省の補助事業が公募されておらず，環境省としまし

ては，一次公募，二次公募も既に終わりまして，三次公募を１０月の初旬か

ら行うということでございます。この補助事業というのは，環境省の補助に

採択をされて初めて動くものでございまして，その結果，補助交付決定を経
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て，契約の締結となっていくということでございます。今回の９月補正はそ

の段階の鈴鹿市の予算の確保ということで，計上させていただいておりま

す。 

 

（福嶋委員）そうすると，落札の決定をして契約の締結をするということは，正

式にこの会社とするということになるのですね。 

 

（伊藤委員）環境省からの公募があり次第というのは，すぐにでも手を挙げられ

るくらいに準備をしてみえて，あり次第補助申請を行うということですね。

しかし，駄目になる可能性もゼロではないのではないでしょうか。 

 

（教育総務課長）おっしゃるとおり，駄目になる可能性もないとは言えません。 

 

（伊藤委員）可能性はありつつも，ほぼ確定しているということですね。 

 

（教育総務課長）私どもはそのつもりで，させていただいております。 

 

（伊藤委員）この公募は三次までで終了で，１１月で補助決定となるのですか。 

 

（教育総務課長）環境省から伺っているのは，１０月に三次公募をされるという

ことまででございまして，四次，五次とあるのかどうかは，確認が取れてお

りません。 

 

（伊藤委員）状況によっては四次，五次と続くかもしれないということですね。 

 

（福嶋委員）もしも駄目だった場合には，この会社が使った経費等はどういう処

理をされるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）これにつきましてはプロポーザルをさせていただく前に，この

夏休みにプロポーザルに公募される方は事前に学校へ調査をしに行ってい

ただいており，その要領の中に，もしこの事業が不採択になっても，費用は

全て自己責任で行ってくださいというように要領でお願いをしております

ので，その辺に関しては，事前に調査をされたという計画書をいただくのに

は，当然費用は掛かっておりますが，そこは認識をしていただいた上で応募

していただいております。 
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（福嶋委員）そういったリスクは考慮したうえで，このプロポーザルに参加して

いただいているのですね。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。それでは，その他事項に移る前に，教育

指導課長から訂正等がございますので，お願いします。 

 

（教育指導課長）先ほど私のほうから報告事項の三番目のところで説明をさせ

ていただいたのですが，その中で一部金額の方の修正をさせていただきま

す。先ほどお伝えした金額に間違いがございましたので，訂正させていただ

き，今一度ご確認のほうをよろしくお願いします。研究発表に対しまして，

２年間あるうちの１年次，２年次の予算額ですが，１年次，幼稚園１園に対

しまして２３，０００円，小学校１校に対しまして３５，０００円，中学校

１校に対しまして３５，０００円となります。２年次につきましては，幼稚

園１園に対しまして１１３，０００円，小学校１校に対しまして 

１５３，０００円，中学校１校に対しまして１５３，０００円となります。 

以上のように訂正をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

（教育長） それでは，その他事項に移ります。 

 

（伊藤委員）この前の雨の運動会で，待っている生徒にテントがあるかないか，

というお話がしたかったのですが，先週土曜日は運悪く１０時頃には一度

雨が降りまして，校長先生には随分と団体競技を繰り上げていただいて，午

前と午後のプログラムの入れ替えもしていただいて，非常に努力されてい

たのが良くわかりました。ただ，役員さんや先生方にはテントがあり，見て

いる保護者の方は傘をさしていたのですが，テントの横で待っている子ど

もたちは，一時間ほどすっと雨に濡れていました。後日聞くところによると，

学校によってはテントがあるところもあればないところもあるようで，Ｐ

ＴＡのほうから費用が出て借りてくるという話をされていました。毎年行

っている運動会ですが，一度に３０校全てで実施するわけではないので，学

校間で貸し借りをする，もしくは基本的に少し予算をとって，どこかから借

りる等して，前の土曜日も雨が降ることはほとんどわかっていながらも雨

天決行したということで，待っていた子どもたちが濡れていたことに対す

ることについて，次年度からは少し考えたほうが良いのではないかと思い

ます。さらに，一年生くらいの子どもたちはやはり少々微熱が出たようでし

て，幸い日曜日と月曜日の休日で熱も下がり学校には行くことができたそ

うですが，もしもテントがあれば待っている子どもたちが濡れなくて済み
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ましたので，テントのやりくりについて，この際何か小さなことでも教育委

員会のほうで考えていただけたらと思い，お時間をいただきました。 

 

（教育長）この件は，御意見として考えさせていただきます。 

 

（教育長）ほかによろしいでしょうか。ではその他事項の｢１０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）次回の開催日でございますが，平成２８年１０月２５日火曜日

午後２時４５分から定例会を桜島小学校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,１０月２５日火曜日午後２時４５分から，

桜島小学校において，１０月教育委員会定例会を，開催することにいたしま

す。 

 

（教育長）さて，ここで，昨日開催されました市議会９月定例会におきまして，

下古谷委員再任の任命同意議案が可決されましたことを受けまして，委員

から御挨拶を頂戴したいと思います。下古谷委員，よろしくお願いします。 

 

（下古谷委員）平成２４年１０月からだったかと思いますが，初めて教育委員と

いう形で４年間務めさせていただきました。当初は，教育委員がどういう仕

事をするのかもあまりわかっていない状態で，委員一年生をさせていただ

きまして，非常に大役だと実感しました。その後，いろいろと勉強させてい

ただきまして，また，自分でも調べるという努力をさせていただいて，特に

鈴鹿市の先生方をはじめ，教育委員会の皆様が非常に頑張っているという

ことが本当に理解できました。そういうふうに思っていると，あっというま

に４年が過ぎ去ってしまいました。本当に早い４年間でした。あらためまし

て，また１０月から４年間頑張りたいと思います。昨今は教育環境が非常に

変化してきており，アクティブ・ラーニングという言葉もたくさん聞くよう

になりましたし，グループ学習の推進など，今までの詰め込み型教育から本

当に大きな変化が見られます。 近ですと，僕らの分野でしたらエンジニア

リングデザイン能力であったところが，ソーシャルデザイン能力という形
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となり，教養教育，リベラルアーツ，これはなくてはならないというような，

これは理系の分野でも基本となるところだから充実していかなければなら

ないというように，いろいろなことがどんどん入ってきまして，かと思えば，

生活指導というべき，地域，家庭，そして学校等が連携して頑張っていくと

いうことが，これからは当たり前になってきているかと思います。それから，

先ほど言い忘れていましたが，質問調査を少し見せていただけますと，鈴鹿

市の良い方向，良いところに二重丸が付いているところは，ボランティアの

皆さんと協力をした地域活動が多かったことだと思います。そういう意味

では非常に地域のボランティアの皆さんとの連携が取れたような，他市に

はない，全国よりも優れた特徴的な教育ができているのかと思います。とい

うことで，これから４年間，勉強もしながらいろいろとがんばりたいと思い

ますので，今後ともよろしくお願いいたします。 

 

（教育長）ありがとうございました。また，明日から４年間，どうぞよろしくお

願い申し上げます。それでは，これをもちまして平成２８年９月教育委員会

定例会を終了いたします。おつかれさまでございました。 

 

 

９月教育委員会定例会終了 午後３時３０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 福嶋 礼子 


