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平成２８年１０月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２８年１０月２５日（火）午後２時４５分から 

 

２ 場所 桜島小学校 多目的教室 

 

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），子ども育成課長（植田 

依子）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）鈴鹿市立小学校等の公印に関する規則の一部改正について 

(子ども育成課） 

 

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２８年度佐佐木信綱記念館特別展等の開催について （文化財課） 

（３） 平成２９年度幼稚園児募集結果について      （子ども育成課） 

 

７ その他 

（１）１１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 ３名 

 

（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 

  １０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。なお，本日は小学校での出張開催でございます。桜 

 島小学校の校長先生を始め，教職員の方々におかれては，御協力ありがと

うございます。また，学校関係者の方々におかれましては，お忙しいとこ

ろ，傍聴いただき，ありがとうございます。それでは，議事に入ります。
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議案第１７９２号「鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正について」と，議案第

１７９３号「鈴鹿市立学校等の公印に関する規則の一部改正について」の

２つの議案は，鈴鹿市立幼稚園に関連する規則改正でございますので，一

括してお諮りします。 

 

（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及び鈴鹿市立学

校等の公印に関する規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１７９２号「鈴鹿市立幼稚園園則

の一部改正」及び議案第１７９３号「鈴鹿市立学校等の公印に関する規則の

一部改正」につきまして，説明申し上げます。「鈴鹿市立幼稚園再編整備計

画」第Ⅲ期再編整備計画に基づく長太幼稚園を廃園するための鈴鹿市立幼

稚園条例の一部を改正する条例について，本年７月２６日に開催されまし

た７月教育委員会で，御審議いただきましたが，その後，鈴鹿市議会９月定

例会に提案したところ本条例が可決成立いたしました。これを受けまして，

鈴鹿市立幼稚園園則及び鈴鹿市立学校等の公印に関する規則からそれぞれ

長太幼稚園の項を削る改正をしようとするものでございます。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。 

 

（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 

 １７９２号「鈴鹿市立幼稚園園則の一部改正について」と，議案第１７９３ 

  号「鈴鹿市立学校等の公印に関する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１７９２号及び議案第１７９３号

を原案のとおり承認いたします。 
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（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，１ページを御覧ください。８月に開催をさせていた

だきました，教育委員会懇談会にて，委員の皆様から，いただきました御意

見を３点修正させていただきました一覧表でございます。まず１点目，点検

評価の３ページでございますが，「教育委員会委員自らが」というところを，

「教育委員会委員と教育長自らが」と，教育委員会構成員全体を表すため，

「教育長」を加えております。次に２点目，点検評価の４ページから５ペー

ジでございますが，施策の内容の数，７５項目は誤っておりましたので， 

  ６７項目に修正しております。最後に点検評価の７ページでございますが，

教育委員会委員の評価を二次評価と表してございましたが，こちらも教育

委員会委員と教育長によるものと修正をしてございます。以上が修正箇所

の説明となります。次に，学識経験者の知見の活用についてでございます。

学識経験者につきましては，昨年度開催いたしました鈴鹿市教育振興基本

計画審議会の会長，副会長，また三重大学の教授であります須曽野，瀬戸両

氏からいただきました御意見となっております。両氏の主な御意見を紹介

いたしますと，須曽野氏の御意見では，７ページの「１２．いじめをなくす

取組を進めます」において，昨年度実施しました「いじめ防止フォーラム」

の活動を高く評価いただき，今後も児童生徒が主体的にいじめ根絶の活動

に積極的に取り組んでほしいとの御意見を頂戴しました。また，８ページの

「１３．不登校をなくす取組を進めます」では，不登校対策について，心理

的な面で学識経験者と連携するとともに，不登校対策担当者の資質向上が

重要であるとの御意見をいただきました。続きまして，１３ページからの瀬

戸氏の御意見でございますが，「②体力向上」の目標値達成度が３１.２％で

あったことにつきまして，児童全体の体力・運動能力が低下する傾向にある

のか，それとも児童による格差が大きくなっているのかによって，今後の対

応が異なってくると思われるため，より詳細な分析が必要であるとの御意

見を頂戴いたしました。また，体力向上につきましては，家庭での生活習慣

や食生活との関連はないのだろうかという点について，クロス集計を行う

など，背景要因を含めた分析と対策が必要である。運動に触れる機会を増や

すだけでは解決しにくく，子どもの就寝時間の問題や室内でのゲーム依存

など遊びの変化にアプローチしていくことも念頭におき，家庭との連携も

より推進されるべきであるとの御意見もいただきました。次に，教育委員会

活動の点検・評価の今後の予定について説明申し上げます。１１月の教育委

員会定例会に議案として提出し，御承認いただけましたら，市議会に提出し
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た後，市ホームページへの掲載や，教育総務課窓口などで冊子を配置するこ

とにより，市民の皆様方へ公表してまいります。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。 

 

（山中委員）先ほどの学識経験者の知見の活用についてというところで説明の 

  ありました，７ページの「いじめをなくす取組を進めます」の部分ですが， 

  これは感想になりますが，今日も授業参観をさせていただきまして，６年 

  生の学級を２組ほど見させていただきました。人権フォーラムに向けて子 

  どもたちの人間関係にどう対応していくかという非常に興味深い内容で， 

  この定例会に出席する時間が惜しいとさえ思えるほどでした。まさしくこ 

  こに書いていただいてある部分は，このままの形でさらに進めていただき 

  たいと自分も感じております。それから，１３ページの「体力向上」の部 

  分で瀬戸先生の分析の中にあるように，現状よりもさらにクロス集計等を 

  しながら子どもたちの生活習慣や食生活といった部分の関連を探っていく 

  必要はないのかということについても大賛成です。先日の学力調査のこと 

  も鑑みると，やはりそういったことが影響しているのではないかと思うの 

  で，この部分をもっと深く分析していくことで，鈴鹿市の子どもたちも大 

  きな課題や改善していく点が見えてくるのではないかと思います。そうい 

  った部分が提言されておりますので，是非とも進めていただきたいと思い 

  ます。 

 

（伊藤委員）これまでの有識者の方からの意見は，分析等の数値的なものでした 

  が，須曽野先生の意見には「おわりに」というものが書いていただいてあり， 

  そこでは御自身が教員として在職されていた当時の話が書かれており，私 

  としてはこのようなコメントは珍しいことだと思っております。そして，や 

  はりここに書いてあるように，少子化，情報化，グローバル化に対応するた 

 め取り組むべき教育課題は非常に多くなっており，現場の先生の負担は  

どこでも多くなっているようです。ただし，今日授業を見せていただきまし 

  たが，なるべく子どもたちから意見を引き出して，一方的な授業にならない 

 よう努力をされていることが見受けられましたので，良かったと思いました。

さらに，１２ページでは児童生徒の基礎学力，基本的生活習慣，体力，自ら

学ぶ力など，数値では測れない能力というものが，生徒と先生の人間関係の

中で見比べていける日々が大事であるということが述べられていて，このこ

とについて非常に共感しました。現場の先生には本当に課題が多く，様々な
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研修会がたくさんあって日々お疲れになられていますが，やはり子どもたち

が授業に一生懸命取り組んでいるというのは，日々の先生方の努力の結果だ

ということは今日の授業で見せていただきましたので，難しいとは思います

が，力は入れつつもお疲れになることのないよう頑張っていただきたいと思

います。 

 

（下古谷委員）点検・評価については，何度も修正を重ねて，そして今回２名の 

  先生から御意見をいただきました。前者の須曽野先生には各項目について 

  御意見をいただき，また，後者の瀬戸先生におきましても全体的にある程 

  度まとめられた形で評価をしていただいており，最終的な点検・評価は非 

  常にまとまったものができたと感じております。また，永井さんを始め， 

  このことに取り組んでくださった方々も非常に大変だったと思います。本 

  当に御苦労様でした。ただし，須曽野先生の御意見の中で，例えば，「カリ 

  キュラム・マネジメント」というところでは，そのまま「マネジメント」と 

  いう表記が使われていて，「リスク・マネジメント」のところでは「マネー 

  ジメント」と表記されています。もし先生のおっしゃる言葉なのでそのま 

  ま意見として表記するということであればそれで良いとは思うのですが， 

  こういった部分は言葉の統一を計っていただければと思っております。 

 

（福嶋委員）これでようやく教育委員会の指針というものが明確になってきた 

  と思うのですが，それを実際に始動させるためには現場の先生方と心を一 

  つにして前に進むことが大事だと思います。絶えず現場の先生方の意見を 

  聞き入れ，私たちも現場に足を運び，推進力を強化していかなければならな 

  いと実感しました。 

 

（教育長）皆さんそれぞれ御意見をいただきありがとうございます。それでは，

御意見もないようですので，２番目の「平成２８年度佐佐木信綱記念館特別

展等の開催について」をお願いします。 

 

（文化財課長）それでは，私からは報告事項の２番目「平成２８年度佐佐木信綱

記念館特別展等の開催について」説明申し上げます。資料の１５ページ， 

  １６ページ，それからチラシのほうを御覧ください。今回の特別展でござい

ますが，「わが上人 ―西行へのあこがれ―」を１１月２日（水）から１２月 

  １８日（日）にかけて４０日間開催いたします。数え年５つの頃より父弘綱

より英才教育をほどこされ，古歌の暗誦をとおして歌道に親しんだ信綱。そ

の出発点のひとつとなりましたのが，中世の歌僧西行の歌集「山家集」でし
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た。西行の作品や伝説に触れることで西行への敬慕の念を募らせていった

信綱は，自身の詠歌の中にも西行を登場させ，中でも「わが上人」として西

行を敬した一首は，「わが上人偲びまつればあまりにもおほけなき此の朝よ

ひなりけり」の中でその思いを体現しております。また，古典籍の発掘・紹

介にも心血を注いでおり，山家集においては都合五度にわたって判字・校訂

を行い，後の西行研究に大きく寄与しております。今回の展示会では弘綱，

信綱親子で編纂しました「日本歌学全書」や，西行の歌語りをまとめた「西

公談抄」に関します信綱の論文の原稿など，遺された原稿や書籍，写真など

を中心に計４３点の資料を展示し，信綱がいかに西行を愛したか，その思い

に迫りたいと思っております。なお，特別期間中の１１月５日（土）には，

佐佐木信綱顕彰会との共同主催で記念館２階の講座室で講演会を行います。

第一部は文化財課学芸員からの特別展の解説，第二部は「信綱と熊澤家」と

題し，信綱と交流のあった実業家の熊澤一衛のご令孫であります，熊澤誠一

郎氏にご講演を賜ります。また，学芸員による展示資料説明会を１１月２６

日(土)１０時３０分からと，１２月１０日(土)１０時３０分からの２回実

施いたします。講演会・展示資料説明会への御参加とともに，特別展に多く

の方に来館していただきますようにポスターやチラシ，ホームページ等で

市内外に広く周知を図って進めていきたいと考えております。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。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，３番目の「平成２９年度幼稚

園児募集結果について」をお願いします。 

 

（子ども育成課長）それでは，私からは，報告事項の３番目「平成２９年度幼稚

園児募集結果」につきまして，説明申し上げます。資料１９ページを御覧く

ださい。まず左半分になりますが，９月１日から２３日までの期間に行いま

した平成２９年度の園児募集の結果でございます。申込み締め切り直後に

集計したところ，平成２９年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項に基づき， 

  １５人を開園基準とする園のうち，牧田幼稚園，河曲幼稚園，一ノ宮幼稚園

の３園が基準に達しませんでした。この３園につきましては，申込者数が基

準を大きく下回ることと，幼稚園再編整備計画で示す中学校区内にそれぞ

れ他の公立幼稚園が存在することを踏まえ，平成２９年度は休園すること

と判断いたしました。ちなみに，牧田幼稚園は創徳中学校区で，飯野幼稚園
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があり，河曲幼稚園は神戸中学校区で，神戸幼稚園があり，一ノ宮幼稚園は

大木中学校区で，箕田幼稚園がございます。休園の判断を保護者に連絡した

ところ，牧田幼稚園の希望者のうち８人が飯野幼稚園を希望，１人は保育所

と幼稚園を検討中，河曲幼稚園の希望者のうち４人が神戸幼稚園を希望，１

人は保育所を継続，一ノ宮幼稚園の希望者のうち，４人が神戸幼稚園を希望，

２人は保育所を継続するとのことでございます。栄幼稚園及び椿幼稚園に

ついては，開園基準が１０人でありますことから，いずれも基準に達してお

ります。なお，４歳児につきましては，各幼稚園とも希望者が定員内におさ

まり，抽せんはありませんでした。利用申込みの再提出や追加申込みがあり

ましたので，改めて平成２９年度入園予定者数を集計したものが，表の右半

分，１０月１７日時点でございます。４歳児の合計は，２１８人，１０学級

であり，昨年度比園児数で８人増，学級数は箕田幼稚園が４歳児を新設しま

すことから１学級増，５歳児は２６７人，１２学級であり，昨年度比園児数

で６５人減，学級数は，長太幼稚園の廃園を含め，４学級の減でございます。

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。 

 

（伊藤委員）休園の幼稚園で，例えば牧田幼稚園のお子さんのうち８人が飯野幼 

  稚園を希望ということですが，これは保護者の方が飯野幼稚園まで送って 

  いくと考えてよろしいのでしょうか。本来は通学団に子どもたちが入って 

  いきますが，この子達に関しては親が飯野幼稚園まで送っていくのでしょ 

  うか。 

 

（子ども育成課長）そういうことでございます。 

 

（伊藤委員）次々と廃園になっていく中で，一学校区につき一園と随分と減って 

  しまいましたが，基本的に幼稚園児もあまり多くはないと思いますので， 

  中長期的に大きな統合の計画も考えられているのでしょうか。 

   

（子ども育成課長）牧田幼稚園と河曲幼稚園については，これで２年連続休園と 

  いうことになります。２年間休園が続くと園舎も使われないままになって 

  きますので，開園するときにはまた施設整備に手を入れなければならない 

  ことを考えますと，一応，再編整備計画としてはここで終わっているのです 
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 が，休園の続いているところは，何年以上休園すれば廃園にするのかも視野

に入れ，再度，幼稚園再編整備計画として更なる検討をしていかなければな

らないということを，子ども政策課とも話し合っているところです。それか

らもう一点，休園していないところで，栄幼稚園だけが５歳児だけを対象に

しておりまして，５歳児だけでいいのかどうかも含めて，改めて幼稚園再編

整備計画の見直しをかけていきたいと考えております。 

 

（福嶋委員）休園になったところで，例えば牧田の９人や河曲の５人は，ほかの 

  幼稚園などに行くという結果は，スムーズにいったのでしょうか。 

 

（子ども育成課長）もともと飯野幼稚園の４歳児を対象としている利用者が，最 

  後の一年は自分の学校区で，ということで牧田幼稚園に希望を出したもの 

  の，休園だったということなので，比較的スムーズにほかの幼稚園に決定さ 

  れたと聞いております。 

 

（下古谷委員）休園になったという幼稚園ですが，もともと先生の配属も予定さ 

  れていたとは思うのですが，その先生方の配属先を良ければですが教えて 

  いただけますでしょうか。 

 

（子ども育成課長）牧田と河曲については今年度も休園の園でございますので， 

  逆に来年開園になると，配置をもう一度改めて広げるということになりま 

  すので，特にここに当てる人が困るということはありませんでした。なお， 

  一ノ宮幼稚園が休園になりますが，箕田幼稚園が２年保育になることから 

  専任の園長先生を設けたいということもあり，今後また人事配置されてい 

  る先生方の中で検討をしていきますが，人数が増えることはありません。 

 

（伊藤委員）幼稚園の再編成計画により，この際，今よりも少し地区を大きく分 

  け，ゆくゆくはそこにスクールバス等を設置するということは，お考えにあ 

  りますか。 

 

（子ども育成課長）いずれ，案も出てくると思いますが，今のところ平成２５年 

  度に策定している幼稚園再編整備計画の中で，概ね中学校区に一つという 

  話をしておりますので，その中で１３園を残しているのですが，牧田と河曲 

  と一ノ宮の３園の休園が続くようであれば，概ね中学校区に一つという話 

  から，中学校区に一つとすることを考えていかなければならないと思って 

  おります。その中で，栄幼稚園を４歳児保育にすると，今残っている４歳， 
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  ５歳保育の園については，人数は多くはないですが安定して園児が入って 

  いる園となります。ただし，早急に園をまとめるということについては，ま 

  た別の議論が必要になってきますので，もう少し将来的な話になると思い 

  ます。 

 

（山中委員）休園もしくは廃園になっている幼稚園の施設については，例えば牧 

  田幼稚園には隣に学童保育が並んでおり，横を通る度に，学童の子どもに園 

  庭を使わせてあげればよいのにと思うのですが，牧田小学校とも隣接して 

  いますので，そういった有効な利用方法の課題はないのでしょうか。 

 

（子ども育成課長）牧田幼稚園については，今現在は幼稚園の園舎となっている 

  ものの，学童があふれる夏休みには，夏休みの期間だけ開放する等の利用は 

  去年もさせていただいておりました。いざ完全に廃園となれば，その施設を 

  どう利用するかという話は出ると思いますが，今はあくまでも幼稚園の施 

  設ですので，その範囲でできる有効利用のみで検討しております。 

 

（子ども育成課長）ここで訂正がございます。先ほど中学校区の話をさせていた 

  だいた際，一ノ宮幼稚園については大木中学校区と申し上げましたが，神戸 

  中学校区の誤りで，ほかに幼稚園があるというところを誤って申し上げて 

  おりました。申し訳ございませんでした。 

 

（教育長）それでは，他に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）｢１１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１１月１５日（火）

午後１時３０分から定例会を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,１１月１５日火曜日午後１時３０分から，

１１月教育委員会定例会を，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）本日は授業参観をしていただきましたので，委員の皆様から一人一，

二分ほどで結構でございますので，今日の授業を御覧になった感想等をお

聞かせ願いたいと思います。また，ご質問等もあればお願いいたします。 

 

（伊藤委員）事前に校長先生からいただいた資料で，桜島小学校の外国人児童の

教育や特別支援教育では，外国人や特別支援の子どもさんたちをマンツー

マンに近い形で授業をして見えることを知り，実際に教員の資格を持った

方が子どもさんたちの近くで丁寧に授業をされている姿を見せていただき

まして，言葉を教えるのはやはり大変だと実感するとともに，非常に参考に

なりました。 

 

（福嶋委員）やはり１年生と６年生では身長の差があり，６年生は私たちが子ど

もの頃よりも随分と大きくなったと思いました。それから，いろんな障がい

を抱えた子どもさん達に対して，先生方がそれぞれの子どもさんの気持ち

を引き出しながら心配りをして授業をされていると実感しました。それか

ら，子どもたちから，元気に挨拶をしてもらって,私たちも心を和やかにし

ながら授業を参観することができました。それと，山中委員がおっしゃった

ように，子どもたちがより良い人間関係を構築するにはどうすればよいの

かを，授業として行うということの重要さとともに，気軽に話ができるとい

うことも大事だと思いました。 

 

（下古谷委員）今日少し授業を拝見させていただいて，元気よく明るくというク

ラスもあれば，上級生になると落ち着いた雰囲気で授業をしており，福嶋委

員がおっしゃったように１年生から６年生の年齢の差や，授業風景の違い

が見受けられました。その中には特別支援が必要な子どもたちも少し見え

て，そこには専門の先生が一人付いておりました。私も個人的に教員をして

いるのですが，おそらくこれからは鈴鹿市に限らず社会全体でそういった

子どもたちが増えてきて，アシストすることが必要になるのだろうと考え

てみれば，やはり我々教員の視点から見ていきますと，そういった専門分野，

例えばスクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカーといった方に

もっとたくさん支援をいただく必要があると思います。そうなると予算の

面でもそれなりの予算配分を，予算の確保等も含めて，これから長期的に教

育全体を見ていかなければならないと感じました。本日はありがとうござ

いました。 
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（山中委員）今日は授業参観で研修授業ではない普段の授業を見せていただい

て，すごく新鮮に思います。初めに１年生の担任をなさる新卒２年目の先生

の授業を見せていただいたのですが，非常に授業規律のところで上手に教

えており，本当に２年目なのかと校長先生に聞きなおしたほどでした。先生

も一人で育つわけではありませんので，やはりそこには学校内の先輩の先

生方などが必死にその先生をフォローしながら育てることで，あれほどの

先生になるのではないかと思いました。そういった部分でも桜島小学校の

安定したところを見せていただき，嬉しいと思いました。それから，久しぶ

りに学校現場に入れていただくことで，客観的に学校を見ることができ，以

前は渦中に居たために見えていなかった日本の丁寧な学校教育の姿を，改

めて感じました。このことは本当に，予算が許す限り大切にしていただきた

いと思います。子どもを大事にしている場面を見ることができてよかった

なと思いました。ありがとうございました。 

 

（教育長）委員の皆様からの感想もいただき，本当に今日はお忙しい中こういう

かたちで教育現場を見ることができ，私も良かったと思っております。私た

ちはこれを教育行政の中で反映していかなければならないという使命を持

っておりますので，私の感想としましては，やはり落ち着いた環境の中で子

どもたちが集中して勉強をしている姿というのが，中学校でも続いてほし

いと思いますし，昨今はいじめ問題などもありますので，子どもたちは命を

思いやる心も大切にしていきながら，これからの社会を作っていってほし

いと思います。本当にありがとうございました。 

 

（教育長）それでは，これをもちまして平成２８年１０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。 

 

 

１０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 伊藤 久仁子 


