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 平成２９年２月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２９年２月９日（木）午前１０時００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），

教育支援課長（橋本伸清），文化スポーツ部長（古川滋），参事兼文化振興

課長（澤井環），参事兼文化財課長（浅野浩），図書館長（北川清美），子

ども政策部長（渥美和生），参事兼子ども政策課長（古市素朗），子ども育

成課長（植田依子），子ども家庭支援課長（米川寿美），地域協働課副参事

（長尾浩幸），書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１）平成２９年度鈴鹿市教育予算案について         （関係各課） 

 

６ 報告事項 

（１）社会基本計画２０２３について                          (関係各課） 

（２）特定教育・保育施設等重大事故検証委員会の設置等について 

（子ども政策課） 

（３）「学校給食についてのアンケート」の結果について    （学校教育課） 

（４）平成２８年度研修講座のまとめについて        （教育指導課） 

               

７ その他  

（１）３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 

 

（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２９年２

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。 
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（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１８００号「平成２９年度鈴鹿市

教育費予算案について」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２９年度鈴

鹿市教育費予算案について，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。次に，予算案について私を始め，関係各課から説明いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１８００号，平成２９年度鈴鹿市教育費予算

案の概要について，説明いたします。なお，私からは，教育費予算案の全体

に係る部分と具体的な事業に関しては，教育委員会事務局所管分について，

説明いたします。議案書３ページの「１ 教育費予算」を御覧ください。平

成２９年度の教育費の総額でございますが，４０億７，９０８万２千円でご

ざいまして，平成２８年度と比べまして，４億７，１５９万４千円の減額で

ございます。予算科目の項別の内訳につきましては，教育総務費が８億 

  ３，４９９万６千円，小学校費が１１億６，１２０万１千円，中学校費が 

  ４億４，３１７万２千円，幼稚園費が３億６，６７１万１千円，社会教育費

が７億２，４８７万７千円，保健体育費が５億４，８１２万５千円でござい

ます。次に，本年度予算額の財源内訳につきましては，国県支出金が１億 

４，００７万３千円，地方債が２，３００万円，その他が１億５，８１４万 

４千円，一般財源が３７億５，７８６万５千円でございます。次に，議案書 

には掲載しておりませんが，教育費予算の部局ごとの内訳でございますが， 

教育費の総額４０億７，９０８万２千円のうち，教育委員会事務局の所管分 

は，３１億５，４３６万３千円で，平成２８年度と比べ，２億２，２４１万 

１千円の減額でございます。続いて，地域振興部の所管分は，２億 

２，３７３万９千円で，平成２８年度と比べ，１２８万１千円の減額でござ 

います。続いて，文化スポーツ部の所管分は，３億９，４２４万４千円で， 

平成２８年度と比べ，２，６９０万１千円の減額でございます。 後に，子 

ども政策部の所管分の教育費分は，３億６７３万６千円で，平成２８年度と 

比べ，２億２，０９４万１千円の減額でございます。次に，４ページを御覧 

ください。「２ 債務負担行為」でございますが，表中の指定管理者制度に 

基づく管理費につきましては，後ほど，文化スポーツ部から説明させていた 

だきまして，私からは，給食配送業務委託料について，説明いたします。こ 
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の委託料につきましては，学校給食センターから，食器や食缶を市内の小学 

校及び幼稚園に運搬・回収する業務を民間委託するものであり，本債務負担 

行為により，車両の購入費も考慮した５年間の長期契約を行うことで，多く 

の事業者入札の参加を促し，競争性を高めることで，経費削減が期待できる 

ものでございます。そのため，５年契約の平成３０年度から平成３４年度ま 

での支出見込み額２億２,１３９万円を計上するものでございます。次の 

「３ 地方債」公民館施設整備事業２，３００万円は，後ほど，地域振興部 

から説明申し上げます。次に，議案書５ページから３３ページまでは，教育 

費予算案に関する歳入及び歳出の説明書でございますが，これにつきまし 

ては，議案をもって説明に代えさせていただきます。次に，３４ページから 

３７ページまでには，平成２９年度の教育費予算の中でも，重点戦略事業な 

どの政策的事業を中心に主な事業を記載してございますが，私からは，教育 

委員会事務局所管分の各種事業を，説明させていただきます。「教育情報化 

推進費／政策的経費分」１，０００万円は，学校の情報化を推し進めるため， 

学校ネットワークの構築の仕様書作成業務を含む整備計画を作成する委託 

業務に係る費用でございます。「施設管理費／維持修繕費」（小学校）の 

  ７，５１７万円は，平成２６年度から，５か年の計画で実施しております単

独給食調理室の改修工事を中心に，老朽化した施設・設備の改善を図るため

の費用でございます。「施設管理費／維持修繕費」（中学校）の２，５５７万

円は，老朽化した受水槽・高架水槽の改修工事を始め，施設・設備の改善を

図るための費用でございます。「教育施設環境整備費／普通教室等空調設備

整備費」は，小学校及び中学校の普通教室等への空調設備整備に係る機器材

等借上料，いわゆるリース代金でございまして，小学校で１，３２０万円，

中学校で １，９８０万円を計上いたします。なお，この事業は，今年度か

ら着手しておりますが，次年度には，工事を終了する予定でございます。「石

薬師小学校施設整備費／屋内運動場」７５０万円は，平成２９年度から開始

いたします新規事業でございます。屋内運動場の老朽化に対応するための

事業でございまして，まず，校地の整備拡張のための用地測量から着手し，

事業を始める予定でございます。「学校規模適正化事業費」８２７万６千円

は，小中学校の適正規模，適正配置を行うための事業でございまして，平成

２９年度におきましては，今年度実施いたしました児童生徒数の中長期的

推移の基礎調査やアンケート調査をもとに課題を整理し，そして課題の解

決に向けた方向性を明確にした上で，学校規模適正化・適正配置の基本方針

を策定したいと考えております。「学びサポート環境づくり事業費」（小学校

費）１億７９１万４千円は，小学校における少人数指導対応及び，特別支援

教育に対応する非常勤講師や，特別な支援が必要な子どもに対する介助員・
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支援員，看護師を雇用するための経費を計上しております。次の「学びサポ

ート環境づくり事業費」（中学校費）３，７４０万２千円は，中学校におけ

る少人数指導対応，特別支援教育対応及び天栄中学校区の英語教育に係る

小中連携対応のための非常勤講師や，特別な支援が必要な子どもに対する，

介助員・支援員を雇用するための経費を計上しております。「第二学校給食

センター／管理運営費／給食調理等委託料」１億４，３５０万６千円は，第

二学校給食センターの管理運営に係る経費のうち，調理配送業務の委託費，

廃棄物の収集運搬業務委託費などを計上しております。「国際化教育推進費」

３，４６６万７千円は，これまでに引き続き，国の語学指導等を行なう外国

青年招致事業により招致した外国語指導助手の賃金及び活動旅費，国際化

教育指導員の賃金，小学校英語アシスタント謝礼など，英語教育の推進に係

る経費を計上しております。「すずか夢工房事業費」２４７万１千円は，従

来からの「すずか夢工房事業」における出前講座に加え，平成２９年度は，

「ＪＦＡこころのプロジェクト夢先生」を活用して，スポーツの分野で活躍

する人材を派遣し，子どもたちが，自分の未来に夢や希望を持ち，社会に貢

献しながら自分らしく生きていくための教育の充実を図ります。「学力向上

支援事業費」９３０万円は，授業づくりや授業におけるＩＣＴ活用等の学力

向上の取組をサポートする嘱託職員の配置と，教育現場における今日的な

研修課題に対応する実践的な研修講座や教育講演会を開催する経費を計上

しております。「ＩＣＴ教育推進モデル事業」４７８万９千円は，ＩＣＴを

活用した教育推進のためのモデル事業として，合川小学校，稲生小学校及び

平田野中学校のモデル校において，タブレット端末を活用した授業づくり

の研究を行うための，機器類の賃借料等，必要経費でございます。「外国人

児童生徒サポート事業費」４，６４５万５千円は，外国人児童生徒への適応

指導，日本語指導，学習支援，就学支援等に係る経費を計上しております。

「不登校対策推進事業費」７７９万８千円は，不登校児童生徒の未然防止，

早期発見・早期対応及び社会自立に向けた教育環境整備のための不登校対

策支援員・スクールライフサポーター，研修会講師等の謝金及び適応指導教

室を管理運営するための費用を計上しております。「安全安心ネットワーク

推進事業費」３４９万９千円は，青色回転灯パトロールの実施や子どもの安

全教育に係る経費などを計上しております。「コミュニティ・スクール推進

事業費」３９３万４千円は，学校運営協議会を要とした教育活動の浸透と充

実を図るための経費を計上しております。教育委員会事務局所管分につい

ては，以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 
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（地域協働課副参事）それでは続きまして，平成２９年度教育費予算案のうち，

地域振興部が所管いたします予算概要について説明いたします。まず初め

に，地域振興部における平成２９年度予算の編成方針について説明させて

いただきます。経常的経費については，ゼロベースでの編成を原則として，

事業の見直しを始め，予算の大小に関わらず，過去の決算状況も参考にしな

がら，全ての予算について精査をいたしました。しかし，毎年予算編成の際

には見直しをしっかりと行なっており，大きく削減できるものがなく，事業

枠の組み替えを積極的にするなど工夫を凝らして，予算削減に努めました。

また，地域振興部が所管する施設は，例外なく老朽化が著しく，修繕にかか

る経費が高額となりますことから，経常的経費をできる限り抑えるととも

に，財源確保にも努力してまいる方針でございます。以上が予算編成方針の

概要でございます。それでは，地域振興部の予算概要について説明します。

４ページの「３ 地方債」を御覧ください。「公民館施設整備事業」 

  ２,３００万円の内訳は，鼓ヶ浦公民館の男女別トイレ及び多目的トイレの

整備に係るものでございます。議案５ページから３３ページまでの教育費

予算案に関する説明書につきましては，議案をもって説明に代えさせてい

ただきます。次に，議案３６ページの平成２９年度教育費予算において，地

域振興部が所管します各種事業のうち，主な事業を掲載させていただいて

おりますので，順番に説明させていただきます。まず，ふれあいセンター維

持修繕費１億３,３１０万円でございますが，ふれあいセンター・ふれあい

ホールの施設維持管理に係る修繕工事費等でございます。このうち，１億 

  ２，８３５万円は，築後２０年が経過しておりますふれあいホールの空調機

の更新のための修繕工事費でございます。次に，施設整備費牧田公民館 

  １億円についてでございますが，牧田公民館新築のための基本設計に要す

る経費でございます。 後に，施設整備費バリアフリー整備２億５，５８４

万円についてでございますが，年次計画的に進めております男女別トイレ

と多目的トイレ設置等のための経費でございます。地域振興部所管の予算

概要は，以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申しあげま

す。 

  

（文化振興課長）それでは，続きまして平成２９年度教育費予算案のうち文化ス

ポーツ部が所管いたします予算概要について説明いたします。議案書４ペ

ージを御覧ください。「２ 債務負担行為」でございますが，佐佐木信綱記

念館，稲生民族資料館，伊勢型紙資料館，庄野宿資料館の４館につきまして

は，現在も指定管理者制度による管理を行っているところでございますが，

次期，平成３０年度から平成３４年度までの５年間の管理費として佐佐木
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信綱記念館２,８７２万５千円，稲生民族資料館７７３万円，伊勢型紙資料

館７７６万円，庄野宿資料館７７８万５千円，を計上するものでございます。

なお，前年度に協定書を結ぶ関係上，期間は，平成２９年度からとなってお

ります。次に，５ページから３３ページまでの教育費予算案に関する説明書

については，議案をもって説明に代えさせていただきます。次に，３６ペー

ジから３７ページには文化スポーツ部が所管します各種事業のうち，主な

事業を掲載してございますので，順に説明をさせていただきます。「市民学

習活性化事業費」６８万円は，市内の高等教育機関４校と連携し，市民へ専

門的分野の学習機会を提供するため，市民アカデミー「まなベル」の開催に

かかる経費でございます。「地域家庭教育支援事業費」３３９万４千円は，

地域が主体となり，子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する

「放課後子ども教室」や，土曜日を利用した，学習の場づくりの一助として

「土曜体験活動」を実施するための経費と，保護者を対象に，子育ての悩み

を解消するなど，家庭教育支援のための研修会「親なびワーク」を実施する

経費を計上いたしております。「成人式費」８１万５千円は，成人となった

自覚を促し，新成人を祝い励ますために成人式を実施いたします経費でご

ざいます。 後に，「史跡伊勢国分寺跡/保存整備事業費」５,１５８万円で

ございますが，歴史公園整備に向け，掘立柱建物と築地塀の遺構表示，土舗

装，芝張り，サイン設置工事等に係る経費を計上いたしております。文化ス

ポーツ部所管の予算概要につきましては，以上でございます。よろしく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

 

(子ども政策部長)それでは，子ども政策部所管の教育費予算について説明申し

上げます。子ども政策部所管の主な事業につきましては子ども政策部各担

当課から説明をいたしますが，先立ちまして，前年と比べ減額となっている

２億２，０００万の主な減少の要因を説明させていただきます。一つとしま

しては認定子ども園の施設補助が平成２８年にございまして，約２億 

  ２００万円ございました。それが平成２９年度はございませんので，その分

が減となっておりますのと，認定子ども園が平成２９年４月から開始する

にあたりまして，これまでは所得に応じた私立幼稚園の利用者負担補助と

いうものを行っていましたが，それが子ども子育て新制度になりますと，取

得に応じた負担となりますことから，市立幼稚園就園助成費が減額となり

ます。その分が約２，５００万円ございますので，合わせて約２億 

  ２，７００万円の減少となっていますが，それが主な要因となっております。

それでは，順次主要事業につきまして説明申し上げますので，よろしくお願

いいたします。 
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（子ども政策課長）それでは，まず長太幼稚園の施設整備費について説明申し上

げます。平成２５年度に策定いたしました鈴鹿市立幼稚園再編整備計画に

基づきまして，長太幼稚園を箕田幼稚園に統廃合いたしましたことから，長

太幼稚園の廃園に伴う建物の解体及び撤去に要する工事費並びに清掃及び

一般廃棄物収集運搬の委託料約１,０１６万６千円を計上しております。工

事費につきましては９６６万６千円でございます。また，収集運搬に関する

委託につきましては５０万円でございまして，合わせて１,０１６万６千円

を計上しております。なお，長太幼稚園につきましては昭和４５年建ての木

造の建物でございます。 

 

（子ども育成課長）続きまして，学びサポート環境づくり事業費１,３６５万１

千円は公立幼稚園に在園する支援が必要な児童のための特別支援補助員を

雇用するための経費で，１６人分の費用を計上しております。 

 

（子ども家庭支援課長）教育相談事業費２５３万２千円でございますが，目的は

教育相談指導員等が子どもや保護者に専門性を生かした教育相談を提供す

るため，子どもや保護者と相談およびカウンセリングや学校等を回りまし

て，教職員へのコンサルテーションあるいは心理検査の補助・聞き取り，事

故発生時等の緊急派遣に対応すること，２５３万２千円は嘱託職員１年分

の経費でございます。 

 

（教育長）担当各課から説明をいただきましたが，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。 

 

（山中委員）３５ページの学力向上支援事業費の９３０万円ですが，当然ながら

これにも人件費等が含まれていると思うのですけれども，その内訳がわか

れば教えていただきたいのですが。 

 

（教育指導課長）学力向上支援事業の内訳でございますが，嘱託職員４名の賃金

等で９０１万４千円でございます。嘱託職員以外でございますと，研修講座

がございまして，その講師謝礼といたしまして，１８万円でございます。そ

してその研修講座の講師旅費で３万７千円，需用費・消耗品等で６万円，郵

便料で４千円，会場費で５千円でございます。 
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（伊藤委員）３４ページの学びのサポート環境づくり事業について，この特別支

援の子どもたちというのは，普段は通学団で通学されているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）基本的には小学生のお子さんは通学団があるところは通学団

で通っていただいているのですが，障がいなどの状況によっては保護者の

方が車などに乗せて送っていただいたりすることもあります。 

 

（伊藤委員）それで，各学校に特別支援のお子さんが通学されて，支援補助員等

の方もお見えになって，できる事業については一所懸命していただいてい

るのはわかるのですが，玉垣幼稚園と若松幼稚園が統廃合されたように，各

中学校区に一つというかたちでお子さんを寄せられて，そこで先生方を１

か所に集めたほうが，将来的におそらく予算も減ってくると思うので，やは

りそのあたりも少し見直していただいたほうが良い気がします。 

 

（学校教育課長）ただいまの御意見でございますが，学級の認可と介助員や支援

員の配置とでは違う考えかと思いますが，学級につきましては，例えば１つ

の学校に集めたからといって先生が増えるということではなく，逆に先生

の数は減ると思われます。子どもの人数が８人までは１学級になる可能性

がありますので，例えば，３人ずつで２校に１クラスずつあるのが，１クラ

スで６人になったとしたら，おそらく先生は１人になりますので減になる

ということと，それから保護者の方や御本人もそうかと思うのですが，地元

の学校に通いたいという要望等がございますし，送り迎えの御負担も入っ

てくると思いますので，私どもとしましては各学校で認可された学級につ

きまして，支援が必要なお子さんが多くなった場合に介助員あるいは通常

学級にみえるお子さんに対して支援員をつけるというかたちで，予算の中

で活動を維持していただけるように頑張っていきたいと思っております。 

 

（福嶋委員）教育委員会事務局所管事業のことについてですが，大きく分けてハ

ードの部分と教育をサポートするソフト部分とで分かれると思います。そ

れで，まず施設についてお聞きしたいことがございまして，施設も環境を整

える上で非常に大切であるとは思っているのですが，やはり経年変化で修

繕をする箇所が段々と増えてくると思うので，必ずやらなくてはいけない

ところは先送りしなくても済むようになれば良いと思っています。この先

何年後には修繕を加えるという計画はされていると思いますが，今回の予

算では少し難しいとか，そういう感触はいかがなものでしょうか。 
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（教育総務課長）教育委員会で年次的な計画は持っており，毎年その計画に基づ

いて予算措置をさせていただいております。市も財政が厳しいのですが，必

要な分については考慮していただいておりますので，私どもも予算のやり

くりを十分に吟味した上で執行してまいりたいと考えております。 

 

（福嶋委員）やりくりをするのは非常に難しいと思いますが，是非努力をしてい

ただきたいと思います。続けてソフトの事業についてですが，こちらは人件

費等の問題もあり，いろいろと難しい面があるかと思いますが，例えば発想

を少し変えていただいて，ボランティアの方，あるいは学校の教職員の先生

方で退職された先生方をなんとか協力していただけるような体制を構築し

ていくのも必要なのではないかと思います。やはり退職された先生方には

素晴らしい人材がたくさんいらして，熱意のある方ばかりですので，そうい

う人材を生かしていくといったことも少し考えていただければと思います。 

 

（学校教育課長）ボランティア等につきましては，現在，各学校で地域の方，退

職された先生方も含めて協力を依頼しております。なお，教職員につきまし

ては，再任用制度を利用される方が多くなっておりまして，再任用というか

たちで学校の指導に関わっていただく方，再任用でなくとも非常勤講師と

して子どもたちに関わっていただく方，それから定年以外の何らかの理由

で退職される方につきましては，やはり家での介護や子守等もございます

ので，ほかのことをするのは難しい方もいらっしゃいます。私どもとしまし

ては，そういったかたちでできる限り協力をしていただける方については

お声掛けをさせていただいてお願いをしておりますので，今後もそういっ

た方向で考えさせていただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）予算全体のことについてお聞きします。まず，今年度の予算が約

４０億強となっておりますが，鈴鹿市の予算において何％くらいを占めて

いるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）約６．５％になります。 

 

（下古谷委員）やはり教育というのは非常に大事な部分であって，県でもそうだ

と思いますが，通常では１０％は占めているのではないかと思いますので，

希望としましては二桁に近付けていただきたいと思います。それから，４０

億円の中で固定費としてやはり人件費というのは確保しなければならない
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ところがあります。その人件費以外の費用は４０億円の中で何％を占めて

いるのでしょうか。 

 

（教育総務課長）申し訳ございません。ちょっとすぐには分かりませんので，ま

たこちらで調べさせていただきます。 

 

（下古谷委員）人件費を除いた部分が実際の教育現場にお金としていくわけで

すので，そこが減ってきているとなるとかなり大きく響いてくるのかなと

思います。人件費以外のところがどれくらい減っているのかがちょっと興

味がありましたのでお聞きさせていただきました。それともうひとつ，ふる

さと納税に興味がございまして，９ページの１番下の項目のすずか応援基

金繰入金がそのふるさと納税だと思うのですが，これはいただいたうちの

何割くらいが教育費に回ってきているのでしょうか。 

 

（教育総務課長）そのあたりにつきましても調査してお知らせしたいと思いま

す。 

 

（下古谷委員）ふるさと納税というのは，かなり額が増えているのですよね。 

 

（教育総務課長）ふるさと納税額は増えてございます。 

 

（文化スポーツ部長）予算総額の話で，市長部局にスポーツ課を持っていった関

係で，平成２９年度予算でも４億円弱をスポーツ課が持っています。ですか

ら本来でしたら各市町村は教育費の中にその分を入れていたりしておりま

すので，鈴鹿市の場合はその分を教育費に換算して考えると，教育費が少し

上がってきます。ふるさと納税の大半，９０００万円近くですが，それも市

長にお任せというので納税されてみえる方で，特定目的で納税されている

方は結構少ないので，ほとんどが市長にお任せということで，市長がいろい

ろと割り振りをしております。 

 

（教育長）「市長にお任せします」の項目の次に子育て・教育支援が多かったと

思います。ただ総額の中にもいろいろな経費がございますので，実際には話

をされている額よりは少なくなってくると思われます。 

 

（福嶋委員）先ほどのことと関連することで，教育費がもう少し増えるとおっし

ゃいましたが，その増える割合とはどれほどなのでしょうか。 
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（文化スポーツ部長）約４億円弱が平成２９年度のスポーツ課の予算ですので，

今の教育費全体に４億円は足される計算になります。 

 

（福嶋委員）それは何％ほど足されることになるのですか。 

 

（文化スポーツ部長）現状の６．５％が７．１３％程度まで上がる計算でござい

ます。 

 

（福嶋委員）先ほど，ふるさと納税の話がでましたが，これから成人式のときに，

成人された方にも働かれる方が増えてくると思いますけど，是非就職され

て税金を納められるときに，なるべく鈴鹿市の教育予算に支援をしていた

だけるよう訴えるというのはいかがでしょうか。来年の成人式に可能であ

ればそういったこともしていただければと思います。 

 

（子ども政策部長）以前，ふるさと納税を少し担当していたということもありま

して，そのことで述べさせていただきますと，成人式の場でパンフレットを

置いたりして，啓発，呼びかけはしたのですが，まだ二十歳ということもあ

って効果は薄く感じました。 

 

（教育長）地元の人がふるさと納税をするというのも妙な話ですしね。 

 

（文化振興課長）先ほども言いましたように，市外から納めてもらうのがふるさ

と納税でございます。 

 

（福嶋委員）続けて質問に戻って，地域振興部所管の事業についてお尋ねしたい

のですけど，施設整備費でバリアフリー整備というもので男女別トイレが

毎年あがってきていると思いますが， 近は高齢の方が公民館活動の際に

使うことが増えていて，本当にこの男女別トイレが今まで共同だったもの

が男女別になったり，洋式のお手洗いが増えることを喜んでいらっしゃる

方がたくさんいらっしゃいます。それで，あと何年程で全ての公民館が整備

されるのかとか，そういったことはどうなっているのでしょうか。 

 

（地域協働課副参事）男女別トイレのバリアフリー整備につきましては，公民館

は昭和５０年建ての建物が多くございます。今でも公民館の半数以上が昭

和５０年建てのものということで，古いものから建物の更新はしてきてお
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りますので，その中で建物の更新がされていないところに対してこの整備

を進めておりまして，平成２０年度の旭が丘公民館の改修を始めといたし

まして，今年度も石薬師公民館を整備いたしました。来年度は鼓ヶ浦公民館

を予定しておりまして，あと３年後までは実行計画で鼓ヶ浦，深伊沢，鈴峰

の公民館まで計画されております。残りが井田川公民館と久間田公民館，椿

公民館，牧田公民館とあるのですが，牧田公民館につきましては先ほど申し

上げました建物更新がございますので，今後，今年も含めまして３か所，そ

れ以降で３か所，合計６か所が残っております。 

 

（福嶋委員）予算がかかることなので難しいことだと思いますが，やはり環境を

整えて，快適なところで高齢の方にも集っていただくことが大事ですので，

よろしくお願いします。 

 

（山中委員）例年マイナスシーリングで大変ですが，当然ながら学校現場も相当

苦労しているかと思います。それで聞くところによると，ここ２，３年で学

校の裁量権が増えたという情報を聞いているもので，私はその情報には疎

いのですけども，実際その消耗品費であるとか，修繕といった部分で，一律

いくらとかは学校によって違いますので，言えないところもありますが，実

際どのくらいの金額に上っているのでしょうか。 

 

（書 記）学校が独自で使うお金としましては，学校管理に係るお金と義務教育

教材等に係るお金，学校管理については施設の修繕費や学校で使う消耗品

等々で，義務教育教材等に使うお金については子どもたちへの教材費，例え

ば図書の本の購入費であるわけですけども，平成２６年度までは，教育委員

会事務局で学校ごとに図書費はいくら，消耗品費はいくらということで通

知し，それを使っていただいておりました。しかしながら，平成２７年度か

らは学校裁量予算制度というものを設けまして，各学校が学校図書でいく

ら必要，消耗品費でいくら必要という計画を事前に提出していただきまし

て，それに基づいて教育委員会事務局が予算を要求して，その予算額を配当

するというかたちとしております。しかしながら，厳しい財政状況でござい

ますので，各学校で使う総額というものがあらかじめ決まっていることも

あり，決して金額が増えたわけではございません。 

 

（山中委員）年度によって各学校も重点的に使いたいところが変わってくるわ

けで，今の話を聞くと，そういう面では裁量権が増えたということで学校現

場はやりやすくなったのかと思うのですが，なにぶん修繕等の面では苦労



 

13 

 

していると思うので， 大限，直接学校に関わるところでその辺りの配慮は

毎年考えていただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

（福嶋委員）先ほど山中先生もおっしゃっていた学校の裁量権のことについて

ですが，裁量権が増えても元々のお金がなければ難しいことなので，例えば

ＰＴＡ会費からお金を回す，あるいは子どもたちが廃品回収をしてお金を

捻出する等の別ルートはどうなっているのでしょうか。 

 

（書 記）廃品回収等は今でも学校独自で行われております。ＰＴＡからの協力

につきましては，学校教育に必要な備品等であるものについては，公費で支

出するもの，保護者から寄付を求めても良いものという区別が法律で決め

られていますので，決して足りなくなったのでＰＴＡから寄付金をいただ

くということは法律でできない仕組みになっております。ですから，学校裁

量予算を導入いたしました平成２７年度は，教育委員会事務局で２つの事

業をスクラップいたしまして，総額で約５００万円ほどですけども，全体で

学校に配当する額を増やして取り組んでおります。教育委員会事務局とし

ましても，学校配当に係るお金は先ほど山中委員も申されたとおり，年々修

繕費も増加の一途をたどっておりますので，数ある事業の中でも１番に考

えていきたいと思っておりますので，よろしくお願いします。 

 

（下古谷委員）小学校では鉄棒や野外の棒のぼりなど，いろいろなものがあると

思いますが，鉄棒などは小学校に行くと危険だから使っていけないという

張り紙がしてあります。やはりある程度年数が経つことで，さびたりして非

常に危険であることは分かるのですが，ある時期をもって修繕費を集めて

いただいて修理をするということを考えていただけたら非常にありがたい

と思います。サッカーゴールが倒れるなどしていろいろと問題になってい

ますし，ゴールのネットに穴が開いているものもたくさんあると思います

ので，そういうところも配慮していただけたらありがたいと感じておりま

す。 

 

（教育総務課長）おっしゃるとおり，一部の学校には遊具等の危険な箇所がござ

います。私どもも予算が苦しい中でやりくりをするということになります

と，年度末の時期になると配当予算のうち教育委員会にいただいている分

のお金をやりくりする算段をさせていただいて，危険なところはもちろん

直しますし，場合によっては撤去等も考えて準備をさせていただいており

ます。遊具に関しましては毎年必ず点検をしておりまして，その点検により
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まして使用の可，不可を決めさせていただきまして，それをもって基本的に

は翌年度に対応することが多くございますけれども，撤去も含めて考えて

いくということでございます。ただ，充足した予算があれば撤去又は更新を

させていただきたいのですが，その辺りは正直難しいものもございますの

で，随時私ども出向いて確認をさせていただいた中で，順次必要なところを

その都度修繕してまいりたいと考えております。 

 

（福嶋委員）４番目の子ども政策部所管事業についてお伺いします。今回，認定

子ども園で大きく減額が出るという話でしたが，特別支援補助員とかカウ

ンセリングをしていただく方へのお金のことなのですが，支援員や心理を

やっていただく方というのは，今の事業の人数で大体足りているのでしょ

うか。 

 

（子ども家庭支援課長）こういったことの一部を担う嘱託職員の賃金というこ

とで，この事業費は挙げさせていただいているのですが，全体でニーズに対

して人員が足りているかと申しますと，ニーズの多様化と件数の増加とい

うのは大体１０％程度の割合で毎年増加しているというのが現状でござい

まして，認知が上がってそういう意識が高まるのは良いことですが，今後も

ますます子どもが減るにもかかわらず，ニーズは増える一方かと思います。

なるべく効率良く専門的なコンサルテーションや助言あるいは相談業務が

進められるように，職員の研修体制の充実も合わせて進めていきたいと思

います。 

 

（伊藤委員）以前，鈴鹿市に工業高校をという話がありましたが，この平成 

  ２９年度にそれを検討するための会議費みたいなものはありますか。 

 

（書 記）所管が政策経営部になりますので，そちらで何らかの予算は計上して

おるかと思います。 

 

（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１８００号「平成２９年度鈴鹿市教育費予算案につい

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。 

 

（委員一同）異議なし 
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（教育長）御異議がないようですので，議案第１８００号を原案のとおり承認い

たします。 

 

（教育長）ここで約１時間が経過しましたので，ここで休憩を挟みたいと思いま

す。再開は１１時０５分とさせていただきます。 

 

＜＜   休憩   ＞＞ 

 

（教育長）それでは続きまして，報告事項に移りますが，その前に先ほどの議事

の中で触れられたことに対する質問事項の回答について，教育総務課長に

お願いします。 

 

（教育総務課長）ご質問いただきました教育費予算の人件費以外の状況という

ことで，調べさせていただきました。平成２８年度は人件費以外が６９％を

占めております。平成２９年度につきましては６６％となっておりまして，

３％程度の減になっております。 

 

（書 記）もうひとつの，すずか応援基金繰入金の関係ですが，こちらは全体で

約１億４０００万円程度あるのですが，その中で教育に関する繰入は，全体

の約２５％になります。 

 

（教育長）それでは，報告事項に移ります。「社会教育基本計画２０２３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「社会教育基本計画 

  ２０２３」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。平

成２８年度までは，「鈴鹿市社会教育基本方針及びアクションプラン」とし

て策定していましたが，昨年４月にスタートした，「みんなで創り 育み 成

長し みんなに愛され選ばれるまち すずか」を将来都市像とする「鈴鹿市総

合計画２０２３」の前期基本計画との整合を図り，今後の，社会教育行政の

基本的な方向性やその実現のための，施策を体系的に示すために「社会教育

基本計画２０２３」とし，新たに策定いたしました。なお，この「社会教育

基本計画２０２３」につきましては，１月１４日に開催されました，社会教

育委員会で，内容を審議していただき承認されましたので，今回教育委員会

へ報告するものでございます。計画期間につきましては，上位計画である，

「鈴鹿市総合計画２０２３」との整合を図るため，前期基本計画の終了に併
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せ，平成２９年度から平成３１年度末までとしました。また，「社会教育基

本計画２０２３」では，社会教育の目指す姿を，「人と文化を育み，心豊か

にすごしていること」とし，実現化するための方向性を社会教育の基本目標

として，４本の柱としました。それらは，それぞれ，「鈴鹿市総合計画   

２０２３」の施策と連動しています。 

１ 自ら学び，広げる生涯学習活動の推進 

２ 教育環境の充実 

３ 文化財の保護と活用の推進 

４ 住民主体の地域づくりの推進 

この４本の柱の，具体的な取組をまとめたものが，以下に記載しており

ます実行計画でございます。実行計画につきましては，毎年検証しその内

容を見直して行く予定です。また，それぞれの実行計画で目標値を設定し

ていますが，目標値につきましては，総合計画の前期基本計画の目標値と

同様に平成３１年度を目途にした数値としています。なお，現状値が，平

成２７年度実績となっておりますが，これは，現在年度途中であるため，

平成２８年度の実績がまだ出ないため，平成２７年度実績を現状値として

置いています。平成２８年度実績が出ましたら修正し，報告させていただ

きます。以後，実行計画につきまして，担当課長･館長から順に説明させて

いただきます。それでは，実行計画１つ目の柱「自ら学び，広げる生涯学

習活動の推進」の「（１）学び，生かす生涯学習の推進」では，市民一人ひ

とりが，自らが学びたいテーマに沿った，学習や活動ができるように，学

習情報や，学習機会を提供することとし，①学官連携を通じて，専門的な

学習ニーズに対応する学習情報や学習機会を提供していきます。②成人式

については，新成人で構成する実行委員会の主体的な運営により，新成人

の門出を祝い励まし，成人の自覚を促す機会とします。実行委員会が，主

体的に成人式の企画，運営を行うことから，それらも学習活動と考えて事

業を進めていきます。目標値につきましては，指標を市民アカデミー「ま

なベル」の参加者アンケートでの,「満足」「概ね満足」を合わせた割合と

し，平成２７年度は９９％ですが，個々の意見として，御指摘，御要望等

もあることから, 更なる改善を重ねて，全ての方が満足していただけるよ

う取り組んで行きたいと考えています。以上です。 

 

（図書館長）それでは，私からは「（２）図書館サービスの充実」について説明

申し上げます。市民の自己実現活動や地域活動・社会経済活動を支援する知

識と情報の拠点となるように図書館サービスを充実してまいります。まず

①として，多種多様な市民ニーズにこたえられるよう蔵書を充実いたしま
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す。②として，公民館図書室などと連携し，地域に応じた図書サービスを提

供いたします。③として，ボランティア活動が活発に行えるよう支援すると

ともにボランティアを育成してまいります。④として，利用者が安心して利

用できる図書館環境を保つため，施設設備の改修等を計画的に行い図書館

機能の長寿命化を図ります。次に指数につきましては，市民一人あたりの年

間貸出冊数として，平成３１年度までの目標値を３．５冊と設定しており，

平成２７年度の現状値は３．２８冊ですが，目標値に近付けるよう上記に記

載のサービスに取り組んでまいります。図書館につきましては以上でござ

います。 

 

（文化振興課長）次に２つ目の「教育環境の充実」でございますが，社会教育分

野での，環境の充実を考えており，地域の資源を生かした学習環境の充実を

図ります。①②では，社会教育関係団体の活動支援として，青少年育成市民

会議等の社会教育関係団体と連携して,学校・地域・家庭が一体となった，

青少年の健全育成を進めるために，社会教育関係団体の独自性を生かした

活動を支援します。また，それらの団体と連携して，鈴鹿市青少年対策推進

本部の活動を推進していきます。③地域の教育力を生かし，子どもの安全，

安心の居場所づくりや，子どもと大人，子どもと子どもの交流を深め学習環

境を充実するために，公民館・地域・学校が連携して体験活動や奉仕活動を

幅広い世代を通して行い，互いの交流を図ります。④地域住民の協力を得て，

児童が放課後等を安全・安心に過ごし，多様な体験・活動を行うことができ

る居場所づくりと豊かな学習環境づくりを推進します。⑤訪問型ワークシ

ョップ形式での保護者同士の交流の場を提供し，家庭教育支援を推進しま

す。目標値につきましては，指標を地域のボランティアが主体となって企画，

運営する放課後子ども教室，土曜体験学習の教室数として，現在，教室数は

７教室ですが，目標値については，１１教室とします。 

 

（文化財課長）それでは，実行計画の「３，文化財の保護と活用の推進」につい

て説明いたします。実行計画としましては，文化財の発掘･調査と保存と文

化財を活用したまちづくりの推進を掲げました。まず，（１）でございます

が，文化財の発掘・調査と保存を推進してまいります。①から⑥まで記載の

とおりでございまして，市内に残る歴史的・文化的遺産の調査を行うととも

に，文化財の保存を図るため，所有者などに対して支援してまいります。ま

た，国指定天然記念物「金生水沼沢植物群落」の保護増殖を推進するための

動植物調査や重要無形文化財「伊勢型紙」の技術保存を図るため，保存会へ

の事業支援も進めてまいります。次に，史跡「伊勢国分寺跡」の歴史公園整
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備事業を進めるとともに史跡伊勢国府跡の史跡指定範囲の拡大を図り併せ

て住宅建築などに伴う遺跡の発掘調査も行ってまいります。目標の指標は，

指定登録文化財の件数としており，平成３１年度には１００件を目指し，新

たな文化財を発掘してまいりたいと考えております。次に（２）の文化財を

活用したまちづくりの推進でございます。文化財を地域資源として活用し，

地域の貴重な文化財に親しみ，生かし，魅力あるまちづくりにつなげようと

するものでございます。考古博物館や記念館，資料館の展示や講座の充実を

図り，また，金生水沼沢植物群落の保護啓発のため季節ごとの自然観察会も

行い，多くの方々に訪れていただくことで文化財に触れる機会をつくって

まいります。目標は，博物館等の来館者数とし，平成３１年度には 

  ３２,０００人を目標といたしました。平成２７年度の来客者数は， 

  ３２，７８２人とすでに目標値を超えていますが，平成２６年度の 

  ３０，８５０人を目標設定の基準としており平成２７年度は啓発活動を積

極的に行ったことなどで目標を上回る結果になったと考えています。文化

財課からは，以上でございます。 

 

（地域協働課副参事）それでは，実行計画４つめの柱「住民主体の地域づくりの

推進」について，地域協働課より説明を申し上げます。「（１）公民館事業の

充実と適切な管理運営」についてでありますが，公民館等の学習内容を充実

し，人材育成に努め，学習成果が生かされた質の高い地域づくりを推進して

いくために，①地域における生涯学習及びまちづくりの拠点施設として，住

民参画の視点での公民館運営の推進，②公民館での地域活性化を図る学習

活動を推進する中でボランティアやリーダー的人材の育成を図っていきま

す。また，施設管理につきましては，③公民館などの施設を効率的に運営し，

長寿命化を図りながら整備を推進していきます。なお，公民館における学習

活動への参加者数の増加は，学びに対しての意欲の向上と地域づくりのた

めの人材育成につながることから，指標を学習活動への年間参加者延べ数

とし，目標値を平成２７年度の現状値２９７,５２１人に対し，平成３１年

度３１万人といたしております。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。 

 

（伊藤委員） 近，教育委員としてここに座らせていただくことになって，やは

り行政にしかできないことと，民間企業にしかできないことがきっちりと

決まっていることは分かっているのですが，予算も少なくなっていること
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ですし，これからは行政と民間が手を繋ぐしかない時代が来るのではない

かと思います。例えば，図書館や文化会館などは，土曜日，日曜日にせっか

くお母さんが子どもを連れてきても本を借りるだけであったりするので，

文化会館にはお茶を飲む場所もあることですし，あのスペースをもう少し

広げていただいて，そこにパンやジュースがあれば，お母さんが図書館に来

て，子どもと一緒にちょっとした食事をしてから帰るということもできる

ようになります。要するに，あの一帯は，今のままではあまり行きたいと思

える場所にはなっていないと思うのです。すぐに変えていくのは難しいと

思いますけども，少子化になって小さい子どもも少なくなっていると思い

ますが，やはり休日図書館に行ったときに，販売機もほとんどないので，今

のところ図書館は本を借りに行くだけの場所とか，文化会館も何か催しが

あって，そこには行くものの，感想を言い合ったり情報交換をする場所がな

いので，それが人の足が遠のいている理由のひとつなのではないかと思う

ので，どこかで喫茶店等を呼んでいただけないかと思います。それから公民

館ですが，あることを公民館でできないかと思って一時，若松の公民館に行

ったのですけれど，やはり１事業１申請というので，例えば先生をお呼びす

ると，それは謝礼のみということで，１週間に１回そこを貸すことはできな

いとか，謝礼というか，月謝のようなものを取ることも許可が下りないとい

うことで，現在公民館を使ってみえる方が高齢者の方か，若松では就学前の

若松っ子というようなかたちで，住民参画の視点での公民館運営としては，

公民館を利用する上での規約が多すぎてあまり自由に使われていないので

はないかという気がします。ですので，ここに書いてある住民参画の視点と

いうものをもう少し広げていただいて，今よりも使いやすい条件で公民館

を利用できないかと思います。やはり公民館は皆さんが周知していて，非常

に行きやすい場所ですので，もう少し枠を広げていただければ良いかなと

いうことで，例えば大学の先生の講演会等をするなどもう少しレベルを上

げていただいて，月謝も取っていただけると良いかと思います。難しい話か

と思いますが，これは希望ですのでお答えは結構です。 

 

（図書館長）御意見ありがとうございます。実際，図書館に小さいお子さんが来

ていただきますと，一般の来館者の方もいらっしゃいますので，お子さんの

騒ぎ声がうるさい等の苦情をいただくこともございまして， 近では江島

の分館のほうが子ども連れの児童書が多くて，カーペット敷きにもなって

いるので，そちらに小さいお子さんを連れて行かれる保護者の方が多くな

っておりまして，アンケートを取りましたところ江島分館のほうが子ども

の声を気にしなくて良いし，ほかのお子さん，お母さんとの情報交換もでき



 

20 

 

るので使いやすいという回答もいただいていますので，そちらへ行かれる

方も多くなっているのが現状でございますが，お茶をしたいというのはや

はり図書館の中では本が汚れるという心配が常に付きまとってくるのが現

実でして，江島分館でしたら２階のギャラリーに入る手前に，使っていただ

けるソファーがあるスペースがございますので，そこを使って情報交換等

をしていただく，あるいは和室がありますのでそこでお話をしていただく

ということも今後できるかと思いますが，まだまだ検討するところが多い

かと思いますけれども，来館者の方で話ができるような日を定めるという

ようなことは十分できるかと思いますので，今後検討していきたいと思い

ます。 

 

（文化スポーツ部長）先ほどの公民館についてですが，私も以前管轄をしており

ましたので，公民館を自由に使いたいという話は以前からありまして，私が

教育委員会事務局にいたときは特区申請を文科省に２回あげましたが，全

て却下されてしまいました。結局のところ社会教育法の網が掛かってしま

って，その縛りの外側へ出られないという状況になっております。ですから，

それを少しでも広げていこうということで地域づくりと一体になって地域

部屋を作り，施設も市長部局に補助執行として持っていって，地域づくりを

やっていこうということで，法律の範囲内でありますが工夫して行ってお

ります。おおもとの法律はありますが，公民館も建設時の補助金を返還しな

くても良い時代になってきましたので，思い切ってそういったものを丸ご

と変えるのもひとつの方法かと思いますが，時期的にはまだ早いというも

のがございます。 

 

（文化振興課長）文化会館の件でございますが，現在民間の喫茶室は入っている

のですけれども，自販機はまだ置いていない状態です。実際にも自販機が欲

しいといった要望がございます。喫茶室に入っている民間の方のこともご

ざいますので，そこもまたいろいろと調整等を考えていきたいと思ってお

ります。 

 

（福嶋委員）公民館を利用されている方はどちらかというと女性の方が多くて，

より身体を健康にしていこうとか，そういったことが多いのですけど，文化

事業でもそうですが，高齢の男性の方がそういった場に集まっていただく

ことが，これから必要になってくると思います。 近は若松市史を作ろうと

か，玉垣もできましたし，男性の方はどちらかというと学究肌が多く，京都

の歴史に興味を持っていらっしゃる方も多くて，そういう面では博物館や
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文化財課の方と連携をしつつ公民館でも歴史的な勉強ができるとか，そう

いうことに繋がっていくと良いかと思っておりまして，それがまた子ども

と一緒に学習するとか，そういうことに繋がれば教育活動にもうまく生か

せるかと思っています。なので，文化財や公民館の立場を影響しつつ，お互

いにしていただけるといいのかなと思いました。それから先日，図書館で不

思議の国のアリス×鈴鹿市立図書館を開催していただいて，白子にもポス

ターが結構貼ってありまして，市外の方にも図書館の活動をうまくアピー

ルできたと思いまして，どんどんこういった面白い企画をここもたくさん

やっていただいていて，私もあちこちで聞いて今度は亀山市の博物館の方

が行くということも聞きましたし，そういうことをもっとアピールしてい

ただくと良いかと思いますし， 近頑張っていただいているなと思います。

それから，教育現場の環境充実のところで運営する放課後子ども教室とい

うのは現在どこでやっていらっしゃってどこの地域が多いのかを教えてい

ただけきたいと思います。 

 

（文化振興課長）放課後子ども教室は現在６か所で実施しております。地域とし

ては，清和小学校区，郡山小学校区，白子小学校区，明生小学校区，井田川

小学校区，河曲小学校区です。それともうひとつ，土曜体験学習というのを

鼓ヶ浦小学校区で実施しております。 

 

（福嶋委員）お子さんが多いところはどういうところに集中している傾向があ

るのでしょうか。 

 

（文化振興課長）それは，入っているお子さんの多い地域のことでしょうか。 

 

（福嶋委員）放課後子ども教室の置かれている地区のことをお伺いします。 

 

（文化振興課長）これは公民館を主体に地域コーディネーターの方がやってい

ただきますので，どこがやっていただけるのか担当の者が聞きに行きまし

て，その方たちがやっていただけるという地域からやっていただいており

まして，その方たちが中心になってボランティアの方も集めていただかな

ければならないので，やはりそのあたりで地域力が大事になってくると思

います。 

 

（福嶋委員）やはりニーズが多い地域とはキーマンになる方がいらっしゃると

いうことなのですね。 
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（図書館長）先ほどのアリスの件ですが，前回１０月に行いましたときはアリス

の女の子の絵柄のポスターのみを作成いたしまして，近鉄の駅は全てその

ポスターだったため断られてしまいました。今回は女の子の絵柄と，近鉄駅

に貼っていただける図書館の概観図のポスターと分けてお願いをしにいき

まして，概観図のほうを近鉄には貼っていただくということで，高校生や大

学生の方が降りられるような駅周辺のコンビニにもアリスのポスターを貼

っていただくということで，今回は掲示場所を増やしたということもあり

ますが，３０名の定員のところを６５名の応募がありました。また２月に開

催いたしますが，先ほどもおっしゃられたように，東京からも応募がござい

まして，市外の方からも興味を持っていただいておりますので，今後も若い

世代に興味を持っていただけるようなイベントを考えていきたいと思って

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，

２番目の「特定教育・保育施設等重大事故検証委員会の設置等について」を

お願いします。 

 

（子ども政策課長）それでは，私からは報告事項の２番目「特定教育・保育施設

等重大事故検証委員会の設置等」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。特定教育・保育施設等における子どもの死亡事故等の重

大事故につきましては，事実関係の把握を行い，発生原因の分析等を行なう

ことにより，再発防止に役立てることが極めて重要であります。国では，地

方自治体がこれらの検証を行なう際の検証方法など，基本的な考え方を平

成２８年３月の通知により，定めているところでございます。この通知の中

で検証については，外部の委員で構成する検証委員会を設置することとさ

れており，検証委員会は，再発防止の提言をまとめ市町村に報告することと

されております。このため，この検証委員会を設置しようとするものでござ

います。資料１ページを御覧ください。検証の実施主体は，市町村でござい

まして対象となる施設としましては，子ども・子育て支援新制度に移行した

保育所，幼稚園，認定こども園などの「特定教育・保育施設」のほか，放課

後児童クラブやつどいの広場事業など「地域子ども・子育て支援事業」にお

ける事故等も対象となります。資料２ページを御覧ください。検証の対象範

囲としましては，死亡事故や意識不明等も含めて原因不明とされた事例に

ついて，検証するものでございます。検証委員会の構成は，学識経験者，医

師，弁護士，教育・保育関係者など，教育・保育施設等における重大事故の
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再発防止に知見のある有識者を予定しています。市町村は，検証委員会から

提出された検証結果や再発防止のための提言を公表し，国に提出するとと

もに，関係機関等の指導を行ってまいります。なお，「特定教育・保育施設

等重大事故検証委員会の設置等」について規定するための条例案を，３月市

議会定例会に提出し，本年４月からの施行を予定しているところでござい

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）四月からできるということですが，検証組織の構成ということで，

大体今お考えになっている中で何名程の規模の委員会になるのでしょうか。 

 

（子ども政策課長）委員の構成につきましては栄養士等も含めて 大では５名

になるかと考えております。 

 

（福嶋委員）その委員会は事故が起こったときに開催されるということでよろ

しいですか。 

 

（子ども政策課長）事故が起こったときに速やかに設置するということでござ

います。 

 

（福嶋委員）事前に事故を起こさないようにするという委員会ではないのです

ね。 

 

（子ども政策課長）実際には年に１回会議を開きまして，情報共有でありますと

か，重大事故には至っていない状況であっても共有させていただき，未然防

止に向けて取り組む用意をさせていただくことも考えております。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，３番目の「学校給食について

のアンケートの結果について」をお願いします。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは，報告事項の３番目学校給食についてのア

ンケート結果につきまして，説明いたします。資料の４，５ページは，配付

したアンケートでございます。６ページを御覧ください。対象は，市内公立

小学校及び幼稚園の保護者と子どもたちでございまして，回収枚数は小学
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校，幼稚園合わせて７,５７４枚でした。アンケート結果の概要でございま

すが，（１）に示しましたように，現在の給食に満足している保護者が多く

いましたが，不満と感じている保護者もおりました。現在の給食に，｢満足｣，

｢どちらかといえば満足｣している人はあわせて７０.０％であり， 後の自

由記述では｢日頃の給食提供への感謝｣や｢給食がおいしい，子どもが楽しみ

にしている｣等の意見も多くありました。しかし，｢不満｣，｢どちらかといえ

ば不満｣という保護者も５.３％おりまして，自由記述欄の意見から，その要

因は献立や量，給食日数，情報提供の不足等ではないかと推測しております。

次に，（２）献立で重要と考えるものの上位は，栄養バランス，味付け，量，

食育の役割でした。｢栄養バランス｣は９６.４％の方が選択しており，ほと

んどの保護者が重要であると考えています。｢味付け｣は５５.５％，｢量｣は

３３.０％，｢食育の役割｣は３１.２％でした。（３）食材で重要と考えるも

のの上位は，安全性，栄養価，鮮度，おいしさでした。｢安全性｣は９５.５％

の方が選択しており，ほとんどの保護者が重要であると考えています。｢栄

養価｣が５７.３％，｢おいしさ｣が３０.０％と（２）の献立の設問と同様に

上位にきています。ほかに，｢鮮度｣が４６.０％という結果でした。また，

食材の産地等につきましては，｢国内産｣，｢地元産｣を望む意見が合わせて 

  ８０％を超えましたが，安全性が確保できればという条件付で，｢外国産｣や

｢加工食品｣等を使ってもよいという意見もそれぞれ６０％を超えました。

しかし，外国産はできる限り使用してほしくないという意見が２６.８％あ

りましたので，外国産食材の使用については慎重に考える必要があると考

えます。（４）給食を安定して提供していくために優先すべきことの上位は，

安全な食材の使用，栄養価の確保，おいしい味付けでした。これまでの設問

と同様の傾向があり，｢安全な食材の使用｣が７９.１％，｢栄養価の確保｣が

７８.３％，｢おいしい味付け｣が２９.１％でした。次に，子どもへの質問事

項ですが，（５）給食の味について，｢おいしい｣，｢どちらかといえばおいし

い｣という子どもは７２.８％であり，概ね満足していると考えられますが，

｢おいしくない｣，｢どちらかといえばおいしくない｣という子どもが３.７％

いますので，継続的な対応が必要と考えます。また，給食の量については｢ち

ょうど良い｣と思っている子どもは５８.８％で，ほかの子どもは｢多い｣又

は｢少ない｣と思っています。｢デザートや果物，人気のおかずを増やしてほ

しい｣など,何らかの要望がある子どもは約８０％でした｡再び，保護者が対

象になりますが，（６）自由記述欄に記載した人は全体の２３.９％でした。

多かった意見は，順に｢日頃の給食への感謝｣，｢給食費改定の検討｣，｢安全

でおいしい給食の提供｣，｢給食回数や日数の確保｣でした｡自由記述欄で多

かった意見は１０ページに示しておりますが，自由記述欄に記載した人の
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うち，｢給食への感謝｣を記した人は２２.２％，｢必要であれば給食費改定を

検討すべき｣が２０.４％，｢安全でおいしい給食の提供｣が１３.１％，｢給食

がおいしい，子どもが楽しみにしている｣が１１.７％，｢回数や日数の確保｣

が７.５％，｢量が少ない｣が７.２％，｢今回の件への苦情や再発防止｣が 

  ７.０％であり，現在の給食の質を確保した上で，安定した提供を求める意

見が多くありました。各質問への回答数や回答枚数に対する割合は，８，９

ページに示しております。１１，１２ページは，鈴鹿大学短期大学部梅原教

授の所見でございます。これらの結果を踏まえた教育委員会事務局として

の今後の対応策等につきましては，教育委員の皆様や議会等の御意見も伺

いながら，検討してまいりたいと考えております。資料はございませんが，

あと２点，給食に関する事項について報告させていただきます。１点目は，

３月１０日に実施する炊飯訓練及び防災学習についてです。東日本大震災

の発生から６年目にあたり，教職員の災害対応能力の向上を図るため，給食

調理員の炊飯訓練を行うとともに，児童の安否確認及び防災行政無線の操

作訓練を行います。併せて，災害発生時の児童の生命を守ることを目的とし

て防災学習を実施するとともに，各校や地域の実情に応じた防災啓発を行

います。実施内容は，回転釜を使用した炊飯訓練，緊急地震速報等を利用し

た防災訓練，防災危機管理課が作成したＤＶＤ等を利用した防災学習，炊飯

訓練で炊いた米飯と非常用備蓄食のヒートレスカレーによる昼食の提供等

でございます。以上が，３月１０日の炊飯訓練及び防災学習に関する概要で

す。２点目は，庄内小学校における学校給食調理のセンター化についてです。

小学校の調理施設管理や庄内小学校の給食運営は大変厳しい状況が続いて

いることや，学校給食センターの調理可能能力，職員配置の現状等を総合的

に勘案し，自校方式で調理を行っている庄内小学校について，平成２９年４

月から，学校給食センターで調理を行うセンター方式に変更することとし

ております。このことにより，庄内小学校における給食運営の改善を図り，

よりよい給食の提供を行うとともに，施設管理等の合理化及び学校給食セ

ンターの適正な職員の配置を行いたいと考えております。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。 

 

（福嶋委員）庄内小学校のセンター化という話は結構唐突に出てきた気がする

のですが，理由がまだあまり出てきていないようですので，もう少し補足の

説明をお願いします。 
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（学校教育課長）申し訳ございません。資料がございませんので，口頭での説明

になり失礼いたしました。まず何点か理由はございまして，理由の一つとし

て，現在自校調理室の改修を計画的に行っております。ただしこの改修を行

うにあたりましては，平均しますと１千数百万円が１校あたりにかかりま

すことと，市の財政状況が厳しい状況でございますもので，そういったこと

の関係がございます。それから庄内小学校の給食運営が困難な理由でござ

いますが，以前から庄内小学校におきましては給食会計の収支が赤字にな

るということがございました。それ以降，食材費を減らすために肉の種類の

変更や数量の削減等による献立の一部変更を行っておりまして，ほかの学

校と比較して給食内容が異なるという状況が発生しておりましたので，そ

ういったことを解消するためということがございます。それから学校給食

センターの有効活用が３点目として挙げられまして，園児数，児童数の減少

に伴いまして，学校給食センターの調理食数は減少してきておりまして，調

理可能能力に若干余裕が出てきております。それを有効活用できないかと

いうことが３番目の理由としてございます。それと，学校給食センターに関

してでございますけども，学校給食センターはたくさんの学校の調理をし

ておりまして，アレルギー対応食の関係でございますとか，あるいは異物対

応などの丁寧なチェックといったことに非常に労力が必要であり，学校給

食センターに正規職員を増員したいということで，庄内小学校に現在配置

している職員分の枠を庄内小学校から学校給食センターへ配置することで

学校給食センターの体制充実を図ることができると考えております。 

 

（福嶋委員）そうすると，庄内小学校が赤字だったのは納入価格が高かったとい

うことになるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）理由はいろいろとあるのですが，例えば冷食・乾物というのは

入札を行い，統一価格で各学校に仕入れております。ところが庄内小学校は

子どもの数が少ないので，例えば調味料などは缶単位でくることもあり， 

  １００人分でいいところを，缶であれば１５０人分あるということで，残り

を使い切って多く出す場合もありますし，保存しておいて後日使うことも

できないので廃棄せざるを得ないということもございまして，どうしても

数の少なさによる効率の悪さが出てまいります。それが，実は昨年度でいき

ますと，同一価格でありながら給食３回分くらい庄内小学校は市内のほか

の学校よりも効率が悪くなっている状況でございます。それから今年度の

１学期だけで２回分に値する効率の悪さが出てまいりますので，野菜等は
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値段の上下もあるのですが統一価格でということになりますので，そうい

ったことも含めて，かなり規模が小さい庄内小学校につきましては，より効

率化を図るということで実施してまいります。 

 

（福嶋委員）それで２つお聞きしたいことがございまして，一つ目は小規模校に

納入するところは各地区内で納入するということですけど，その納入業者

が一体になって一括購入をするということはできないのでしょうか。 

 

（学校教育課長）野菜等についてはそういうかたちも可能性としては考えられ

ますが，朝納入してそのあと調理に入りますので，例えば，配送のための人

件費等がかかる可能性もございます。そういった点について考えることは

できたかも分かりませんが，先ほども申しましたとおり市内統一であるは

ずの価格がマイナスで出ているということから，非常に厳しいという方向

から考えさせていただきました。 

 

（福嶋委員）ありがとうございます。それともう一点よろしいでしょうか。そう

すると，将来的に子どもの数も減ってくるので，全体としてはセンター方式

に移行しようという考えがあるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）それは，庄内小学校は今職員の分も含めて１００食強なのです

が，次に規模の小さい学校は１５０食以上ございます。それで食数が，例え

ば１００食前後になってきました場合に検討する可能性はあるかもしれま

せんが，今のところ他校のセンター化は考えておりません。 

 

（福嶋委員）今のところはなくても，将来的にはそういう可能性もでてくるので

はないでしょうか。 

 

（学校教育課長）その場合は，センターの処理能力，除去食対応も含めて，処理

能力的には入るのですけども，そのあとの配送の業務のトラック台数が増

えないようにとか，そういったことも総合的に考えて，その時点での検討と

いうかたちになるかと考えております。 

 

（伊藤委員）概ねこのアンケートは，皆さん肯定的な意見を踏まえられておりま

すが，近いうちに給食費の値上げ等は検討されていらっしゃるのでしょう

か。 
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（学校教育課長）実は給食費の値上げに関することにつきましては資料９ペー

ジの問７に，給食を安定して提供していくために優先すべきことというも

のがあり，選択肢の⑪に給食費の改定という項目がございます。この質問に

ついてはこの選択肢の中で一番少ない数でございました，ただその反面と

して，先ほど申し上げましたとおり１０ページの自由記述欄で日頃の給食

への感謝という意見を除きますと，必要であれば給食費の値上げも仕方な

い，検討すべきという御意見も，実質一番に近いかたちで考えていただいて

おりますので，このことも踏まえてもう一度いろいろな方面の御意見も伺

いながら，その時期については検討していきたいと考えております。 

 

（下古谷委員）非常に子どもたちにもおいしいと言っていただいて，給食につい

て私は素直に感謝しているのですけども，小学校や幼稚園にこういうアン

ケートをしたときに，今回の回収率が８３．３％となっておりますが，普通

は大体何％くらいなのでしょうか。今回の給食については特に回収率が高

かったとか，今日皆さんに関心があったとかいうことを知りたいのですが，

どうでしょうか。 

 

（学校教育課長）全保護者を対象にするアンケートというものがなかなか行わ

れませんもので，回収率の良し悪しは私どもでは分からないのですが，学校

のほうで協力いただいたこともあると思いますが，８割を上回っており，関

心を示していただいたと解釈しております。 

 

（山中委員）予算と関連してくることですけども，これから先，予算が増えると

いうことはありえないわけですよね。その中でもなかなか切れないのが人

件費になってくると思うのですが，先ほど教えていただいたように，庄内小

学校の正規職員を給食センターへ異動させるということで一定の合理化は

図れると思いますけども，中長期的に児童数も減少していくわけですし，や

はり１０年ほどかけてセンター方式へもっていくという話とかそういった

ことは視野に入れていくべきではないかと思うのですが，その辺りはいか

がなのでしょうか。 

 

（学校教育課長）センター化についてはいろいろとお考えはあるかと思います

が，センターを作るにあたりましては土地の確保や建設費の関係等もござ

いますことから，やはり総合的にいろいろな面から検討していかなければ

ならないものがあると思いますので，現時点では単独校とセンター方式を

併用していくというかたちで考えております。 
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（教育長）それでは，ほかに御意見もないようですので，４番目の「平成２８年

度研修講座のまとめについて」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年度研修講

座のまとめについて」，報告申し上げます。別冊に資料としてまとめてござ

いますので，それを御覧ください。キャリアステージに応じた高度な専門知

識，実践的指導力，人間力を高めることができるような研修講座を開設し，

学び続ける教職員を継続的に支援することを目的に，本年度は，教育講演会

や学校経営連続講座も含めまして，４４講座開催いたしました。講座の内容，

参加者数，アンケートから参加者の学んだこと，活かしたいことについてま

とめさせていただきました。本年度の特徴といたしましては，若手層教員の

増加に対応した講座として，若手教員指導力向上研修を連続講座として６

回開催し，また，ＯＪＴの重要性から，校内研修活性化支援としまして，３

回の連続講座を開催しました。また，全国学力・学習状況調査問題や結果の

分析を踏まえた，今後の取組等についての周知及び，取組の成果を上げてい

る学校の実践発表を中心とした，学力向上に関する講座を２回開催しまし

た。さらに，アクティブ・ラーニング，小学校外国語，道徳教育，特別支援

教育，ＩＣＴ教育，小中一貫教育などの，喫緊の教育課題に関する知識・技

能を獲得するための，テーマ別や教科別の研修講座も開催しております。な

お，教育支援課主催の講座といたしまして，人権教育，日本語教育，いじめ

防止，不登校対策等に係る研修講座も開催いたしました。資料の中の，それ

ぞれの講座の表の下の部分の，「アンケートより～学んだこと・生かしたい

こと～」の欄には，参加者の感想の一部を載せてございます。講座につきま

しては，年間を通して，教職員の参加のしやすい時期や時間帯を考慮して開

催計画を立てておりますが，御存知のように，学校，幼稚園の現場は大変忙

しく，参加したい講座すべてに，なかなか参加できない状況にございます。

その問題を少しでも解消できるようにと，１９ページにございますように，

『ＤＶＤで研修』を用意してございます。開催しました研修講座の内，講師

の許可を得て録画できた講座につきまして，毎年，教職員向けにＤＶＤの貸

出しをしております。グループでの研修や個人の研修などに役立てていた

だいております。また，それぞれの講座の開催後には，教育委員会のフェイ

スブックにも掲載し，講座内容等につきまして，広く周知を図っております。

これからの学校教育を担う教職員の資質能力を向上するための機会としま

して，今後も研修講座を計画してまいります。以上で報告とさせていただき

ます。 
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（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）若手の先生が増えてきたので研修の内容は非常に重要なことで，是

非もっとやっていただきたいと思っております。それで，小学校と中学校の

先生の参加人数ですが，どちらかというと中学校の先生が少ない気がする

のですけど，それは全体の先生の数が違うからでしょうか。 

 

（教育指導課長）委員がおっしゃるとおり人数の差もございます。さらに放課後

の時間の研修講座も多くございまして，中学校では部活動等の指導もござ

いますので，そのような差が出ております。 

 

（教育長）それでは，ほかに御意見もないようですので，そのほか事項に移りま

す。 

 

（教育長）｢３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）次回の教育委員会定例会を平成２９年３月２３日，木曜日，午

前１０時から，こちらの教育委員会室において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）異議なし 

 

（教育長）御異議ないようですので,平成２９年３月２３日木曜日午前１０時か

ら，３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。 

 

（教育長）それでは，これをもちまして平成２９年２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。 

 

 

 

２月教育委員会定例会終了 午前１１時５９分 
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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 


