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平成２８年１１月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２８年１１月１５日（火）午後１時３０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（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）， 

参事兼文化振興課長（澤井環），図書館長（北川清美），子ども育成課長（植 

田依子），教育支援課副参事兼学校支援グループリーダー（神原由明），文化 

振興課副参事兼生涯学習グループリーダー（豊田正人），文化振興課主幹（田 

中聖子），地域協働課副主幹（田之上勉），書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事  

（１）平成２８年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案について  （教育総務課） 

（２）平成２７年度教育委員会活動の点検・評価報告書について （教育総務課） 

（３）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２９年鈴鹿市成人式について          （文化振興課） 

（２） 第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画素案について  （文化振興課） 

（３） 本市の幼稚園及び小学校の給食について       （学校教育課） 

 

７ その他 

（１）１２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。この度，

幼稚園及び小学校の給食中止の報道につきまして，子どもたちや保護者の

皆様方に心配や不安を与えたことを深くお詫び申し上げます。そして，その

後の給食中止の見直しに係る対応につきましては，この定例会の報告事項



 

2 

 

におきまして，説明いたしますので，御理解くださいますようお願い申し上

げます。それでは，ただ今から平成２８年１１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１７９４号「平成２８年度鈴鹿市教育費第２号補正

予算案について」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２９条の規定に基づき，市長から意見を求められた平成２８年度

鈴鹿市教育費第２号補正予算案について，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。続いて，詳細につきまして，説明申し上げます。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１７９４号「平成２８年度鈴鹿市教育費第２

号補正予算案について」説明申し上げます。議案書の２ページを御覧くださ

い。まず，１番の教育費補正額でございますが，補正前の額は，４５億 

  ５，６９９万７千円でございます。今回の補正額は，９００万円の減額補正

をしようとするものでございまして，補正後の額は，４５億４，７９９万 

７千円となります。減額補正額９００万円の財源内訳につきましては，全額，

一般財源でございます。次に，２番の教育費補正額内訳について，説明いた

します。小学校費学校建設費の「教育施設環境整備費／普通教室等空調設備

整備費／単独事業分」６７５万円と，中学校費学校建設費の「教育施設環境

整備費／普通教室等空調設備整備費／単独事業分」２２５万円でございま

すが，小中学校の空調設備整備に関しましては，平成２８年９月市議会にて

可決いたしました第１号補正のとおり，環境省の補助事業を活用して実施

することになりましたことから，当初，予定しておりました導入調査費 

  ９００万円が必要なくなりましたことによる減額でございます。以上で，第

２号補正予算案の説明を終わります。 

 

（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）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１７９４号「平成２８年度鈴鹿市教育費第２号補正予算案に

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。 
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（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１７９４号を原案のとおり承認い

たします。それでは次に，議案第１７９５号「平成２７年度教育委員会活動

の点検・評価報告書について」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２６条第１項の規定に基づく平成２７年度教育委員会活動の点

検・評価報告書について，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。続いて，詳細につきまして，説明申し上げます。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１７９５号「平成２７年度 教育委員会活動

の点検・評価報告書」について，説明申し上げます。別冊の「平成２７年度

教育委員会活動の点検・評価報告書（案）」を御覧ください。教育委員会活

動の点検・評価につきましては，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２６条第１項の規定に基づき，教育委員会の活動状況について自らが点

検及び評価を行い，その報告書を作成するとともに，これを市議会に提出し，

併せて，市民へ公表することが義務付けられております。この点検・評価報

告書（案）につきましては，これまで，７月教育委員会定例会において，担

当課の評価である一次評価の報告とそれに伴う，教育委員の皆様と教育長

の御意見を聴取させていただき，また，８月１２日には，本点検評価の協議

のため，第１回教育委員会懇談会を開催し，委員の皆様と教育長の評価とし

ての二次評価に関する協議を行っていただきました。さらに，９月教育委員

会定例会におきましても，二次評価について協議をいただきました。その後，

外部の学識経験者の評価を三重大学教育学部の須曽野教授と，瀬戸教授か

ら頂戴し，１０月の教育委員会定例会にて報告いたしました。その内容につ

いては，８２ページ以降に掲載しております。そしてこの度，これらの過程

を踏まえまして，最終案を報告書としてまとめましたので，議案として提出

させていただいたものでございます。なお，この報告書の内容については，

議案をもって説明に代えさせていただきたいと思います。次に，今後の予定

でございますが，本日，本議案について御承認をいただきましたら，法の趣

旨に基づき，１２月市議会定例会の開会日に，本点検・評価報告書の冊子を

市議会へ提出いたします。また，市民への公表については，市議会への提出

後，総務課の「情報コーナー」や教育総務課窓口で閲覧できるように冊子を
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設置するとともに，教育委員会のホームページに掲載する予定でございま

す。加えて，点検評価報告書を公表した旨を，「広報すずか」の１２月５日

号に掲載するなどして周知を図ってまいります。よろしく御審議賜ります

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。 

 

（下古谷委員）非常に立派な点検・評価報告書を作成していただきまして，作成

を担当された方，本当にご苦労様でした。この報告書が作成された日付です

が，平成２８年１１月となっていますが，最終的な作成日としてはいつにな

るのでしょうか。 

 

（書 記）この度，御審議をいただきまして，承認をいただきましたら，本日付

ということになります。冊子につきましては，（案）がなくなり，日にちま

では記載せず，平成２８年１１月といたします。 

 

（福嶋委員）先ほど市民の方への公表の話がありましたが，この点検・評価報告

書は，校長先生を始めとした実際の学校現場などではどのように周知して

いくのでしょうか。 

 

（書 記）市民の方につきましてはホームページ等で周知させていただく予定

でございます。各学校の校長先生等の方々については，教育委員会内の掲示

板で周知いたします。 

 

（福嶋委員）教育委員会の点検ということで，かなり重みのあることですので，

できれば校長先生には目を通していただけると良いかと思います。 

 

（教育総務課長）是非そのようにさせていただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）最近はコンパクトにまとめていただけるようになりまして，以前は

あれもこれもという感じがして，全てを網羅しているような内容で，本当に

完遂できているのかという不安が少しだけありましたが，今回は以前と比

べてもより検証可能な範囲に収まっていると思います。今回も作成を担当

された方，ご苦労様でした。 
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（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１７９５号「平成２７年度教育委員会活動の点検・評

価報告書について」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１７９５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１７９６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，教育支援課より説明いたします。 

 

（教育支援課副参事）私からは議案第１７９６号「学校運営協議会委員の任命に

ついて」を，御説明申し上げます。５ページを御覧ください。中学校１校，

小学校１校から委員の変更の申請がございました。１校目の天栄中学校か

らは，一身上の都合により，１名の変更がございました。２校目の椿小学校

からは，民生委員の交代により，１名の変更がございました。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。 

 

（教育支援課副参事）お手元の資料の５ページですが，椿小学校の前の番号が３

になっておりますが，正しくは２という間違いがございました。申し訳ござ

いませんでした。 

 

（福嶋委員）今年になってから，運営委員の改選が目立つようになっていると思

います。単に転勤であるなどの理由であればよろしいのですが，例えば，あ
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まりに負担が多いという理由である場合は，相応の手立てが必要かと思い

ますが，そういった傾向ではございませんでしょうか。 

 

（教育支援課副参事）この度の小学校と中学校につきましては，中学校はお仕事

の関係でどうしても出席が難しいという理由で，小学校は民生委員さんに

ついては小学校区の中での約束がございまして，前任者の方のご意向を尊

重して変更になったと聞いております。 

 

（福嶋委員）最近，行政のお仕事というものが自治会の方にウェートがシフトし

てきているところがあり，自治会長を始めとした自治会の方々に対する負

担が膨大になってきているところがあります。そういう面で少し憂慮して

いるところがあって，なるべく地元との協力関係は太いパイプで繋がるこ

とが大切ですが，あまり過度にならないように配慮する必要もあるのでは

ないかと思います。 

 

（教育支援課副参事）これまでも学校運営協議会の課題の一つとして，充て職で

ある方，いくつも役職を抱えてみえる方の負担については，その時々に応じ

て学校運営協議会でお話をしていただくようにしておりますし，今後もそ

のように学校長へ働きかけたいと思っております。 

 

（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１７９６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１７９６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２９年鈴鹿市成人式につい

て」をお願いいたします。 

 

（文化振興課長）それでは，私からは報告事項の１番目「平成２９年成人式につ

いて」につきまして，説明申し上げます。１ページを御覧ください。まず開

催日時でございますが，平成２９年１月８日日曜日，午前９時開場，１０時

に式典を開始し，１１時に終了予定でございます。場所は昨年同様，鈴鹿市
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民会館ホールを会場として，開催させていただきます。次に対象者でござい

ますが，１０月３１日現在で男性１，１３１人・女性１，０５７人の合計 

  ２，１８８人となっております。なお，例年の参加者数は，対象者の約６割

弱程度で，今回も約１，２００名程度の参加者を見込んでおりますが，市民

会館ホールの固定席は１，２８５人で，当日の状況によって，万一収容でき

ない場合に備え，市民会館２階の展示室（１５０人）及び市役所１階市民ロ

ビー（３２５人）をサブ会場として，用意をいたしております。内容につき

ましては記載のとおりでございますが，中学校時代の恩師からのビデオレ

ターは，成人式実行委員のメンバーが学校へ足を運び，撮影してきたものに

なります。なお，新成人への周知につきましては，例年とおり，個人への案

内通知は行っておりませんが，既に広報すずかや鈴鹿市ホームページで，日

時・場所等の概要を周知させていただいており，今後も公共施設や鉄道駅な

どでのポスター掲示，１２月には再度，広報すずか・市ホームページなどで

詳細を周知させていただく予定でございます。続いて裏面を御覧ください。

出席の御案内をさせていただく来賓の方々は以上でございます。また，平成

２９年成人式の特色といたしまして，成人式実行委員１２名で決めたテー

マは，「開花～虹色の未来～」でございます。これは，自分たちの成人式が

思い出に残る素晴らしい式典になりますよう，このテーマに思いを込め，５

月から今月まで９回の実行委員会を開催しておりまして，今後は詳細につ

いて，最後の詰めの段階まで来ております。文化振興課としましても，彼ら

彼女らの思いが実現できるよう，連携をとって，本番当日まで支援してまい

ります。なお，教育委員の皆様には改めて御案内をさせていただきますので，

是非，御臨席賜り，新成人の門出をお祝いいただきますようお願いを申しあ

げます。報告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）毎年オープニングとエンディングには様々な趣向を凝らしていた

だいているのですが，これは実行委員の方が選んでいただいているのでし

ょうか。 

 

（文化振興課長）実行委員会の方が意見を出していただきまして，こちらから助

言等もさせていただいて，決定しております。 
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（下古谷委員）さきほどの説明の中にもございましたが，今年のポスターはまだ

できていないのでしょうか。 

 

（文化振興課長）ポスターは既にできておりまして，これから実行委員会の者が

それぞれの場所へ掲示に行く予定でございます。 

 

（下古谷委員）特徴のある絵柄になったそうですね。楽しみにしております。 

 

（文化振興課長）今年は虹の絵になっております。 

 

（教育長）それでは，ほかに御意見もないようですので，２番目の「第３次鈴鹿

市子ども読書活動推進計画素案について」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「第３次鈴鹿市子ども読

書活動推進計画素案」につきまして，説明申し上げます。まず，３ページの

資料１を御覧ください。子ども読書活動推進計画は，子ども読書活動の推進

に関する法律により子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画

を策定するよう努力義務として定められています。国におきましては，「第

三次子ども読書活動の推進に関する基本的な計画」が，平成２５年５月に，

また，三重県の第三次子ども読書活動推進計画が，平成２７年４月にそれぞ

れ策定されました。本市におきましては，平成２３年４月に策定しました，

第二次子ども読書活動推進計画が，平成２７年度で終了したことから，その

検証を踏まえ，また，本年度からスタートした鈴鹿市総合計画２０２３との

整合を図り，第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画を策定するものです。本

日は，その素案ができましたことから，これまでの経過及び今後のスケジュ

ール並びに本計画の素案につきまして報告いたします。計画素案の作成の

経緯といたしまして，庁内ワーキンググループにおいて作成した原案を公

募の市民や高校生も含めた市民委員会に諮り，計画の枠組み，目指す方向性，

具体的な方策について委員会の意見を聴取しました。ワーキング会議は，４

回，市民委員会は３回開催し，できあがった計画素案を，各関係課長で構成

する策定委員会にて，検討し修正しましたものが，本日配付の計画素案とな

ります。今後のスケジュールですが，１２月鈴鹿市議会全員協議会に諮った

後，パブリックコメントを１月から２月にかけ実施する予定でございます。

それでは，お手元の素案を御覧ください。計画は，第１章から第５章までで

構成しております。まず，本計画の基本的な考えとしまして，第 1章前段で

は，読書や読書活動は，人生をよりよく生きる力につながり，子ども時代の
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読書が生涯にわたる読書生活の礎になるという読書活動の意義をまとめて

おります。また，２ページ，３ページでは，第２次推進計画策定以降の，教

育の動向や読書スタイルの多様化といった子どもたちの読書環境の変化を

踏まえた上で，今後求められる読書活動とその意義について記載していま

す。４ページ，５ページでは，「子ども読書活動の推進に関する法律」に，

「市町村は，国の基本計画及び県の推進計画を基本とし，当該市町村の読書

活動推進の状況を踏まえ計画を策定するよう努める」とありますことから，

国や県の子ども読書活動の推進に関する動きを記載し，それを踏まえた上

で，６ページ，７ページで，鈴鹿市のこれまでの計画策定の流れと計画の位

置づけ，今後の予定，そして，第３次推進計画が目指すものを記載しており

ます。また，第３次推進計画では，本年３月策定の「鈴鹿市総合計画 

  ２０２３」との整合性を図り，計画期間についても，平成３５年度までの７

年間とし，平成３１年度の「鈴鹿市総合計画２０２３」の前期基本計画終了

時に，取組の検証を行い，必要に応じて，改訂を加えるものとします。次に，

８ページからの第２章では，第二次推進計画期間における，取組と問題点，

昨年度末に実施しました「鈴鹿市子ども読書活動に関するアンケート」の結

果を踏まえた今後の課題をまとめております。本市における子どもの読書

に関わる大きな課題としましては，全国的な傾向と同様に，年齢が上がると

読書量が減る，学校図書館，市立図書館の利用が減少するということです。

それには，様々な要因が考えられますが，今後の課題としましては，乳幼児

期からの家庭での読書の啓発，習慣化，児童期においては，絵本から読み物

への橋渡しとなる読書活動の充実，青年期では，計画的に学校図書館の利活

用を進めることが挙げられ，それらを推進するための人的環境の整備や人

材育成などが，今後の課題であると捉えております。よりよい選書や場所作

りといった工夫と関係機関の連携による図書資料の有効活用が課題と捉え

ております。第２章に示しました課題を受けて，１５ページから第３章とし

て，第３次推進計画の基本方針を示しております。『自分を知る人を知る世

界を知る読書で広がるすずかっ子の未来』をテーマに第二次計画では，「家

庭･地域」「幼稚園・保育所」「学校」といった各主体で取組を進めてきまし

たが，子どもの発達段階に応じて，課題や読書傾向等が異なることから第３

次計画では，子どもの発達段階に応じて，組織横断的かつ継続的に読書活動

を推進していくこととしております。その全体像を示しました１８ページ

の図を御覧ください。本計画では，子どもの発達段階を，「乳幼児期」「児童

期」「青年期」の３つに分け，それぞれの発達段階に応じた読書活動を，家

庭・地域・学校等が，連携，協働し社会全体で進めていくこととしておりま

す。第４章では，子どもの発達段階に応じた読書活動推進のための方策とし
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まして，三重県の第３次推進計画の基本方針である「読書環境の整備」「読

書機会の提供」「読書活動の啓発」を基本に，「環境づくり」「出合いづくり」

「人づくり」という３つの基本目標を設定いたしました。具体的な方策につ

いては，１９ページに一覧にしております。それぞれの発達段階の３つの基

本目標ごとに３つずつ施策を挙げております。２０ページから３７ページ

までがそれぞれの施策の具体的な取組になります。また，取組を進めます担

当課の一覧を３８ページから４３ページに示しております。最後の４４ペ

ージの第５章では，子どもの読書活動が効果的に推進されているかを客観

的に測るために，めざす成果とそれを測る成果指標と成果目標を設定して

おります。４５ページ以降は，資料としまして，用語解説と「子どもの読書

活動の推進に関する法律」等を掲載しております。なお，本計画においては，

学校教育，社会教育分野に加え，市長部局と施策の連携を必要とすることか

ら第３次鈴鹿市子ども読書活動推進計画は，市の計画として位置づけるこ

とといたします。以上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。 

 

（山中委員）１０ページの児童期における読書活動推進の取組と課題の，学校図

書館の図書標準を達成している小学校の割合のところで，全国平均が平成

２７年度末で６６．４％，鈴鹿市が４０％ということで大きな差が開いてい

るのですが，平成２５年度末と平成２７年度末は同じ４０％で，特に変化は

ありません。平成２３年から平成２５年までは大きく変化しているのです

が，平成２５年と平成２７年には変化がないことが気になるのですが，原因

は何にあるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）平成２３年度から平成２５年度は数値が非常に上がっている

のですが，これは図書の寄附等がありまして，学校現場に図書がたくさん寄

附され，それによって冊数が増えたことによります。それ以降，ご存知のと

おり学校図書館はスペースが限られており，そこに新しいものを入れてい

けばいくほど環境的にも悪くなってしまうので，それに伴い配架もしてい

くということで，バランスの取れた状態であるとは思いますが，今いただい

た御意見も課題としては考えておりますので，今後その辺りが解消できる

ように進めていきたいと思います。 
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（山中委員）この全国平均との２０％の差というのはすごく大きな問題だと思

います。やはりここを最重要課題とするくらいに捉えていただいて，そこに

ピンポイントで予算を配置するといったことも考えていただかないと，こ

こと学力・学習状況調査の結果とリンクしているとこもあるのではないか

と思いますし，図書館の充実度によって子どもたちの読書活動は相当左右

され，目にみえて大きな変化があるということは自分の経験からしても言

えることですので，是非ともこれは大きな問題として捉えていただきたい

と思います。それからもう一点ございます。１１ページの課題の一番下，公

民館を利用する児童が少ないのが現状ということで，市立図書館は社会見

学等で結構子どもたちが行ったりして，身近な存在ではあるものの，利用者

はまだまだ少ないと思うのですが，公民館はなかなか子どもが足を運びに

くいところですので，そこを学校と連携させながら，もっと子どもたちが足

を運びやすいように雰囲気作りをしていただけたらと思います。 

 

（教育指導課長）読書活動につきましては，非常に重要な課題であると捉えてお

りまして，本年度からスタートしている教育振興基本計画の基本事業の中

にも読書活動は入っておりますので，それを基にしながら進めていきたい

と思います。 

 

（地域協働課副主幹）公民館についてですが，委員のおっしゃるとおり学校に通

われている児童の利用が少ないのが現状でございます。今後は夏休み等の

期間に児童向けのいろいろな活動をしていきます。そういった取組の中で

なるべく公民館を知っていただくように，学校と連携しながら読書活動を

含めた活動を行っていこうと考えています。 

 

（福嶋委員）図書費にかけている予算の割合は，先ほどの説明では３～４０に伸

びた時は寄附があったということですが，予算的には実際どのような伸び

をしているのでしょうか。 

 

（書 記）図書の購入費につきましては各学校のクラス数や生徒数を勘案しな

がら，学校へ配当予算として毎年度予算の振り分けをしております。ただし，

最近では現状維持が精一杯というところで，図書に関する配当予算を増や

して配当しているというわけではございません。 

 

（福嶋委員）それは由々しき問題かと思います。子どもは結構敏感で，新刊がそ

ろっている，あるいは大人が気を配っているところを見て，楽しいとか，新
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しいものがあるということを感じるので，古いものが並んであまり変化が

ないと，やはりそういう意欲がなかなか湧かないというところもあると思

います。もちろん先生方には努力をしていただているのですが，そういう中

でも新刊がそろっていたりすれば大きな魅力になるので，寄附を集めるの

も大事だと思いますし，是非とも予算の獲得を頑張っていただければと思

います。 

 

（書 記）ありがとうございます。それから学校配当予算については，平成２７

年度から学校がある程度配当される予算を決めることができる裁量制度も

実施しておりますので，学校にもその旨を周知させていただいて，総枠は決

まっているので図書だけに予算をかけることは難しいとは思いますが，周

知していきたいと思います。 

 

（福嶋委員）図書館専門職員と書いてありますが，そういう専門職員というのは

鈴鹿市では何人程度いらっしゃって，どのように動いていただいているの

でしょうか。 

 

（教育指導課長）学校図書館におきましては，まず鈴鹿市内の全小中学校に司書

教諭という教諭が配置されております。その方を中心に学校図書館の活性

化の取組をしております。それから御存知のように巡回の指導員が，各小学

校に年間６回，各中学校に年間５回と巡回をして指導をしておりますので，

このお二人が専門職になると思います。 

 

（福嶋委員）先ほどの話では，司書教諭の方は各校に一人いらっしゃるというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

（教育指導課長）司書教諭は各校に１名から２名配置されております。 

 

（福嶋委員）その教諭の方と先生方は年間に一度は集まって相談会等をしてい

ただいているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）研修講座や担当者会等を年間に数回持っておりますので，その

時に情報交換やいろいろな取組を発表，交流していただいております。 
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（福嶋委員）以前学校へ行った時もかなり工夫していただいてあって，畳の敷か

れた部屋などもあって，努力をされていて，ありがたいことだと思い，同時

にそれでもやはり予算がないと，なかなか難しいのかとも思いました。 

 

（伊藤委員）昨日の夕方，人工知能ロボットが東大の入試はできるのかというニ

ュースを見まして，結局は数学や物理等は非常に高い偏差値で，逆に国語や

英語は５０点程度であり，最終的には東大入試は不可能であるという結果

だったのですが，そのあとで担当の方が，実験に使用したロボットの現在の

知能では，結局，人との会話のやり取りとか，会話の裏にある心情を読み取

ることができないという話をされていました。そして，やはりそういった感

情を豊かにするためには本を読んで，しっかりといろいろなことを理解で

き，深く考えることができる子どもを育てることが一番の課題であると。ロ

ボットの登場でおそらく１０年後の将来には今ある職業が減るであろうと

いう世間の考え方も間違いではありませんが，それはロボットとしてやれ

ることであり，一方で人間としてしっかりとやっていくには，幼少時期から

絵本を読み，他人とコミュニケーションを活発に行い，そこで優しい気持ち

や嫌な気持ちも全て含めていろいろなところで経験を積んでいくことが大

切であり，読書はそのために必要であるということをテレビで見て，この三

次計画は非常にタイムリーな計画策定だと思いました。それで，以前にお聞

きした際，鈴鹿市の図書館に本を借りに来る子どもたちで，例えば平成２８

年度年間でたくさんの本を借りた子を１０人ほど表彰する，というような

ことはしていないとおっしゃいましたが，やはりそういったことをする機

会は今後もないのでしょうか。 

 

（図書館長）以前にも御質問をいただきましたが，図書館では誰がどの本を読ん

だかということはシステム上に残すことができないようになっています。

これは鈴鹿市の図書館だけに限らず，人が読んだ本というのはプライバシ

ーと同様であるため，履歴は残さないということがシステムの根本となっ

ています。そのため図書館側には来館者がどんな本を読んでいるのかとい

うことはわかりませんが，現在ボランティアの皆様に御協力をいただいて，

読書ノートというものを夏休みや冬休みに配っています。そこには本のタ

イトルや自分がその本を読んだ感想等を１０冊分書いてもらって，それを

私ども職員に見せていただくと，しおりを渡したりするということはやっ

ておりまして，それを励みにしていただいている方もたくさんいらっしゃ

いますので，それを１０冊からもう少し冊数を増やすということであれば

できないことはないのですが，現状１０冊でも読書ノートをもっていって
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はくれるものの，なかなか１０冊読んだというものを持って来てくださる

ことがなく,配布したノートに比べて２割程度となっているのが現状です

ので，どれだけ自分が読んだということを記録していくかということが課

題かと思います。今現在，どなたにもレシートをお渡しして，そこに本のタ

イトルと返却日が書いてあるので，それを個人的に残していただくという

ことになれば自分が読んだ冊数はわかりますし，現在レシートを張る読書

通帳のようなものを作ってお渡しするということは考えておりますので，

このことは来年の課題として承っておきたいと思います。 

 

（伊藤委員）予算はいつもよく出るということですが，来年も多くの予算が出る

かといえばなかなか難しいところもございますので，図書館主催の読書感

想文や，先ほどのお話にもありましたレシートをノートに張るなどの比較

的実現可能なものをたくさん増やしていただいて，なにか賞のようなもの

を貰えると子どもたちも喜ぶと思います。それと今学校では読書感想文の

コンクールのようなことは行っていないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）全校ではありませんが，中にはそのようなイベントをしている

学校もございます。ただし，読書感想文というのは大体長期休業中に宿題と

して与えられるものでして，そこから応募するということでのコンクール

であれば行われております。それぞれの学校の中でとなると，それが児童会

や生徒会の図書委員会の中での取組や学校独自の取組であれば，あること

はあるのですが基本的に えてやっているというわけではございませんが，

よく似た取組は行っております。 

 

（伊藤委員）何か一生懸命本を読んで，例えば，４年生全員である本について簡

単な短い感想文でも何か一斉に書いてみるなど，少し目先の変わったこと

を行って，子どもの反応を見るのも一つの方法だと思います。やはり学校単

位で行えば，４年生で皆が同じ本を読んでも違う感想を出してくると思う

ので，その辺りを先生方に参考にしていただくなど切り口を変えていただ

いて，いかに子どもがそれを深く読んでもらえるか，そのために国語の時間

等で並行読書をするのも良いかと思いますし，そういう中で，子どもたちが

どのように考えるのかということを少しでも掘り下げていただいて，今あ

るものを使ってみるという工夫もしていただけると良いかと思いますので，

また機会があればお願いします。 
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（下古谷委員）１４ページのところで鈴鹿市の子どもの読書状況をまとめてい

ただいている中での上から２つ目に，読み聞かせを全くしない家庭もあり，

５歳になると自分で読み始めるため，読み聞かせをやめていく保護者もい

るとあります。おそらく私の家もそのうちの一件だったと思います。それで，

中には５歳での読み聞かせが結構大事であると受け取れる表現がたくさん

ありまして，特に最後のほうの，４４ページ第５章の成果指標とか目標の中

で，その一番上のところに５歳の子どもがいる家庭で週一回は読み聞かせ

が行われていると実績と指標が上がっているのですが，これは５歳児のい

る家庭で読み聞かせを実施するというのが大事だから挙げているのでしょ

うか。私としては一人で読み始めて，自分で読んでいくようになったらどん

どん読んでいってほしいと考えているので，むしろ読み聞かせはやめて読

ませていく方向へと考えてしまうのですが，そこを少し教えてください。 

 

（文化振興課副参事）読み聞かせにつきましては，今は胎児あるいは０歳児の時

から多くの家庭でたくさん行われています。それで，自我が発達して子ども

が自分で読みたがるという年代が４歳，５歳というのがアンケートの結果

で，自分で読みたがるので読み聞かせが少なくなってくることもあります

ので，やはり幼少期の読み聞かせが大きくなってから本が好きである，読書

が好きであるということに結びついてくることがわかっておりますので，

できる限り５歳の時でも読み聞かせを増やしていくようお願いして，そこ

で挙げさせていただいております。 

 

（下古谷委員）１４ページのところで状況をまとめていただいている中でふと

思ったことがありまして，市立図書館にほとんど，または全く行かない児童

生徒が小学生で約４０％，中学生で５０％，高校生で約７０％いるというこ

とですが，次に４４ページの成果指標のところを見たときに，中学生のとこ

ろを見ると，図書館に全く行かない生徒の割合が平成２８年度は７０％と

増えています。最初の見出しで５０％と表記されていたのに，後ろでは 

  ７０％に増えていると思いまして，この１４ページの数値はやはり年度が

違っているのでしょうか。 

 

（文化振興課副参事）そもそもデータを取っているものが違いまして，１４ペー

ジの部分につきましては，市内の５歳児の家庭で保護者向けにアンケート

を取り，あとは幼稚園，小学生２，４，６年生，中学校２年生の児童にダイ

レクトにアンケートを取った結果がこちらになります。４４ページにつき

ましては，全国・学力学習状況調査の結果ということになっておりまして，
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その辺りで少し情報を取る媒体が違っておりますことから，数値に開きが

あると理解しております。 

 

（下古谷委員）あくまでも意見としてですが，ある程度は最初に調査結果がまと

まっているので，それと今後，さらには成果目標とするものの基準がずれて

くると解釈が変わってしまいますので， えたほうが良い気がします。 

 

（教育長）それでは，ほかに御意見もないようですので，３番目の「本市の幼稚

園及び小学校の給食について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）冒頭は立ってお話をさせていただきます。それでは，私からは，

報告事項の３番目本市の幼稚園及び小学校の給食について，説明いたしま

す。まず，資料配付が当日になり，申し訳ございませんでした。今回の小学

校及び幼稚園における給食回数の削減に関しましては，教育委員の皆様や

保護者の方々に事前に相談や説明をせずに，拙速な判断を行い，大きな混乱

を招いたことにつきまして心よりお詫び申し上げます。本当に申し訳ござ

いませんでした。今後は，今回のような重要事項につきましては，教育委員

の皆様はもちろんのこと，市長や市議会議員の皆様への相談や報告，保護者

や市民の皆様など，関係者への情報提供を怠ることのないよう心を引き締

め取り組んでまいります。では，ここで座らせていただきます。続いて，こ

のようなことに至った経緯と今後につきまして，説明いたします。まず，本

市の給食に関する状況でございますが，現在，給食費として，月額 

  ４，１００円を保護者から集金しております。この金額は，近隣市と比較し

て低く設定してあり，今年度に限らず，近年の給食会計は，どうにかやりく

りしている状態が続いております。小学校の給食会計は，自校調理場１９か

所と学校給食センター１か所の合計２０か所で独立して管理しております。

食材の購入につきまして，米飯，パン，牛乳，乾物，冷食は市で一括して共

同購入をしますが，肉・野菜・調味料等は学校ごとに納入業者と契約してお

り，納入価格が学校により異なりますので，学期ごとに，各調理場の収支報

告を教育委員会事務局が集約しております。配付資料②にございますよう

に，今年度の１学期末の収支報告では，赤字の調理場数が半数以上もあり，

赤字金額が例年より大きい状況でしたので，赤字金額が大きい学校に対し

て，今後の食材の調整等でできる限り回復を図るよう，学校教育課から当該

校長に８月末から９月初めに依頼をしました。例年，予算的に厳しいところ

は，例えば，鶏の「もも肉」を「むね肉」に変更したり，価格の高い野菜の

量を若干減らし，その分，安価な野菜の量を増やしたりするなど，経費削減
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の工夫をしております。１０月中旬頃，給食センターに９月末現在の収支を

確認したところ，野菜価格の急騰等により，黒字から赤字に転じたというこ

とでありました。スケール・メリットのある給食センターがそのような状況

では他の単独調理校はもっと厳しい状況であると考え,何らかの対応が必

要と考えました。学校教育課内で可能性を探る中で,不足分を臨時徴収する

ことや年度途中での給食費の値上げ等の案も出ましたが，いずれも保護者

に経済的な負担を強いることになることから，実施いたしませんでした。ほ

かにも，使用する食材を大幅に減らしたり，安価な外国産の食材に変更する

ことも考えられますが，学校給食の栄養摂取基準や，食育の観点，これまで

に本市が進めてきた安全で安心な美味しい給食の提供という考えから好ま

しくないと判断しました。最終的に，授業時数等への影響が少ない２学期最

後の給食予定日の１２月２０日と３学期最初の給食予定日の１月１２日の

給食を削減する通知を，１０月２５日付けで各小学校長，幼稚園長に送付し

ました。それを受け，各校園では保護者へ通知をしており，その配付文書が

きっかけとなり，１１月２日に新聞報道されました。同日，市長に経緯を説

明した際に，給食というかたち以外も含め，保護者に負担をかけずに，何ら

かの方法で昼食を提供できるよう給食回数の削減を見直してほしいと強い

要請を受け，教育委員会で対応を検討してきました。そして，教育委員会と

して考えました見直し案が配付資料①でございます。「１ 概要」にございま

すように，２回削減した給食のうち，１回分は実施することとし，もう１回

は，災害時の訓練を兼ねた炊き出しを行い，備蓄食と合わせて，給食の代わ

りとして提供します。「２ 実施内容」にございますように，３学期の献立は，

１学期の状況を踏まえ既に単価を抑えて作成しておりました。しかし，今回

これに加え，献立自体の変更や主食の変更を行い，食材費を極力抑えて作成

し直すことにより，削減予定であった１回分の給食費を捻出いたします。ま

た，災害時を想定した給食の提供としまして，給食センターを含めた調理室

で炊き出しを行うことを想定し，調理室の回転釜を使って炊飯を行い，備蓄

食のヒートレスカレーと併せて提供いたします。このことは，給食調理員の

訓練と併せて子どもたちの防災教育の機会とも捉えております。必要経費

として，約１８５万円を想定しておりますが，給食調理員の訓練が主目的で

あるため，その費用は公費で負担いたします。「３ 実施日」ですが，削減す

る予定であった１２月２０日と１月１２日は通常の給食を実施し，その代

わりに，３月１０日の給食を取りやめ，災害時訓練の炊き出しを行う予定で

ございます。この見直し案につきましては，本日，午前中に，市議会全員協

議会において協議をしていただきました。そこでいただいた意見やこの後，

教育委員の皆様からいただく意見を踏まえ，事務局で対応策を決定する予
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定でございます。今回，給食回数の削減に至ったのは， 野菜等の食材価格

が高騰し，赤字になった学校や赤字額が多かったことが原因ですが，そうな

った背景としまして，１年間を見通した給食会計運用の甘さと柔軟な対応

ができなかったことが挙げられます。献立につきましては，昨年度と同様で

はあるものの，１学期の１食あたりの予定単価の平均が１食の給食単価よ

り高く，今回のように年度途中に食材価格が急騰した場合に対応できる余

裕をもった献立の作成をしていませんでした。また，今年度から給食用の高

付加価値牛乳に対する国の補助金が１本あたり４円から２円に下がるとい

う通知が１月に届きましたが，その際に，そのことを踏まえた献立の見直し

や食材の削減等を行わなかったことも要因になっています。それ以外に，食

材の量を一部減らしたものの，食材の変更や献立の見直しを行うなどの柔

軟な対応ができませんでした。最後に，今後の対応策についてでございます

が，先ほど申し上げました点を改善するとともに，市議会議員の方々や教育

委員の皆様，保護者や食材納入業者の方々からご意見をいただく機会を設

定し，それらの意見を踏まえ，検討してまいりたいと考えておりますので，

もう少しお時間をいただきますようお願いします。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）新聞にいろいろと掲載されまして，最初は驚きもありましたが，こ

うして事情も聞かせていただいて，非常に今回給食の材料の高騰を先読み

するということは難しかったと思います。意見としましては，鈴鹿市は地方

都市ですが，都市部ではおそらくさらに赤字ではないかということが一つ

と，来年はもう少し野菜の値段も下がるかといえばあまり期待しないほう

がいいと思うので，事情を聞かせていただいて本当に公費が使えないとい

うことも教えていただきましたし，おそらく新聞を読まれる方はそういっ

た情報が不明瞭で，安易な捉え方しかしていただけなかったことはとても

残念ですが，やはりお話を聞かせていただいて，難しい中で安い金額でやり

くりしていただいたということを考えると，割り切って給食費を上げてい

ただくことも必要かと思います。それから防災食も，いつまでも材料的に飽

食の時代が続くとも言えないので，１学期に１回程度で定期的にプログラ

ムとして導入していただくとか，そのように今回のことを良い機会と捉え

ていただいて，いつもこうして給食が出るとは限らないということを子ど

もたちが勉強するのも一つだと思うので，自分が食べられる量だけのおに

ぎりを作ってくるという日があるのも良いと思いますし，このように防災
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食というかたちで，もしも東南海地震等の災害が発生した際に学校で皆が

炊き出しをするという訓練を兼ねるとか，大きく見直しをされれば良いだ

けかと思いますので，今回本当に市長もいろいろと考えていただいて，皆さ

んが一生懸命対応していただいて，そういう意味では鈴鹿市の教育委員会

が一歩前進できたのではと考えています。本当にご苦労様でした。 

 

（山中委員）現状では給食費が近隣の市よりも低いということですが，他市町で

はどういった状況になっているのでしょうか。わかる範囲で結構ですので

教えていただけますでしょうか。 

 

（学校教育課長）例えば亀山市では平成２７年度に値上げをしたと伺いまして，

現在小学校一律４，４００円でございます。津市では今年に値上げをしたと

いうことで，４，３００円，四日市市は鈴鹿市と同様で改定していませんが，

こちら低学年は４，１００円，高学年は４，３００円でございますので間を

取ると４，２００円でございます。桑名市は地区によって違いはありますが，

一番安い低学年が４，１５０円，一番高い高学年が 

  ４，５００円となっております。 

 

（山中委員）数字から見ましても鈴鹿市が非常に低い給食費で頑張っていただ

いていることがわかりますし，来年度のことも検討していただきながら，給

食費の値上げも必要だと思いますので，そういったことも視野に入れてい

ただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）給食費の設定の仕方というのはどういうところで決まっているの

か教えていただきたいのと，それから献立作成はいつ頃にどういうメンバ

ーで作っていらっしゃるのかについても教えてください。 

 

（学校教育課長）給食費についてでございますが，基本的には今までの金額を基

にさせていただいておりまして，おそらく最初にある程度必要な食材の量

について検討しているものと思います。それと給食費検討委員会というも

のが学校給食会の中にございますので，献立が厳しいという話があればそ

ちらでも検討していただくことになっております。私どもも事務局として

入っておりますので，近隣の様子も見ながら，税金の増税分や，なかなかや

りくりが厳しくなってきた時につきましてはいろいろと御意見も聞きなが

ら，そういう場でも諮って時間をかけて，場合によっては値上げするという

ことになっております。それから献立決定の時期でございますが，概ね５か
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月から８か月前に担当栄養教諭が給食の献立の原案を立てまして，およそ

半年前には栄養教諭の方が集まっていただきまして，そこでもう一度献立

検討委員会というものを開催いたします。それで，その１か月か２か月後に

学校長や調理員，保護者の方に入っていただきまして，事務局も入っての献

立検討委員会を経て，献立を決定してまいります。ちなみに，この１月，２

月，３月の献立が決定しましたのは９月中旬でございます。本来ですとこの

時期に４月，５月分が決定するのですが，今回このようなことがございまし

たので少し決定の時期が延びている状況でございます。 

 

（福嶋委員）以前から食育に対する新聞等を配っていただいていて，そこにはこ

まめにいろいろと書いてあって，学校に対するアピールを非常に丁寧にや

っていただいていると感じておりました。今回の場合は野菜の高騰という

ことで食材費が根本に当たると思うのですが，これからは，納入業者との綿

密な連絡を取り，もう少しこまめに情報収集していただければと思います。

今回センターのほうにはそう影響がなくて，各担当の学校では割と赤字が

多かったということですが，これは納入業者にはどういうところが多くて，

センターよりも幅が大きくなったのでしょうか。 

 

（学校教育課長）まず食材の納入については，基本的には調理場ごとに契約をす

るということになっておりまして，センターについてはセンターでひとつ

の契約をしているのですが，センターは今５，０００食弱を作っており，ス

ケール・メリットがあり，食材は安く入る傾向があると考えております。ほ

かの学校については以前からお世話になっている地元の業者の方等が入っ

ておりまして，どうしても価格は統一ではございませんので，価格の変動等

もあるかとは思いますが，先ほど福嶋委員がおっしゃいましたように関係

性によってはその日安く入る食材もあるという話も，今後はできればやっ

ていこうと考えております。これまでは献立が決まれば変更はしないとい

うことでやっておりましたので，それが今回このような状況になった時に

うまく切り抜けられない原因になったかと思いますので，そういったこと

も今後，先ほども申しましたように食材業者の方からもお話を聞ける機会

を設けて，いろいろな提案もいただいた中で来年度以降は改善をしていき

たいと考えております。 

 

（福嶋委員）センターのほうは農協を通じて納入をしていただいているのです

か。 
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（学校教育課長）中学校給食のほうは基本的に新しいＪＡでさせていただいて

いるのですが，小学校はＪＡと北勢青果商連合とで，一週間交代で仕入れて

いただくような形になっております。 

 

（教育委員会事務局参事）今，課長からスケール・メリットについてお話があり

ましたが，場合によっては個人の業者のほうが安いこともございます。例え

ば仕入れにくい野菜をたくさん仕入れる場合等は高くなるという状況もご

ざいますので，一概に個人の業者が高いということではございません。 

 

（福嶋委員）それこそ地産地消で地元のお店から買うことも大事かと思うので，

その辺りも尊重しつつ，なるべく価格に変動のないようお互いに配慮し合

ってやっていただきたくお願いします。 

 

（山中委員）逆に各単独校の場合は地元の業者を大事にするということで，どこ

の学校もやってみえるとは思うのですが，変えたいのに変えられない業者

も中にはあると思います。その時に各単独校の学校長や給食担当の先生方

が前面に立って苦慮をされるのですが，その時に是非とも教育委員会も相

談に乗っていただいて支援をしていただけるとありがたいと思います。や

はり断りたいのに断りにくいという事例もあるかと思いますので，是非と

もその辺りに耳を傾けていただきたいと思います。 

 

（福嶋委員）単独校の場合は納入業者で競争原理が働いていないのでしょうか。

決まったところで例年やっているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）基本的には継続的にお世話になることが多くございます。ただ

し，お店をたたむ等の事情がある場合は変更もあったと思いますが，最近の

変更はなく，基本的に以前からの業者に引き続きお世話になっています。 

 

（下古谷委員）この件について前回，緊急に集まったときにも，私から災害時を

想定しての意見を出させていただいて，それがこちらにも書かれていて非

常に良いことだと思います。ただ先ほど山中委員と福嶋委員がお金のこと

に関しては言っていただいたのですが，やはり一番赤字が多いところとそ

うでないところ，同じ単独調理校であってもかなりの差が出ています。これ

は点検評価の立場から見ると，やはり自分のところだけではなく第三者が

目を通すという体制が一つでも入っていれば，おそらくだいぶ変わってく

る気がします。その立場が教育委員会なのか，どこが適任かということはま
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た議論をしていただければ良いと思うのですが，何かそのような体制作り

も含めて，来年に向けて考えていただければと思います。 

 

（教育長）今回，危機管理の部分につきましても，現在も検討している中ではご

ざいますけれども，始めに伊藤委員もおっしゃられましたが，やはりこれか

ら先でどうなるかわかりませんし，野菜がどうなるかもわかりませんので，

引き続き，その辺りも含め今後のことについては私どものほうでも検討し

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，

その他事項に移ります。 

 

（教育長）｢１２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１２月２６日（月）

午後３時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,１２月教育委員会定例会を１２月２６日月

曜日，午後３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１１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。 

 

１１月教育委員会定例会終了 午後２時４６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 


