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 平成２９年３月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２９年３月２３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，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），地域協働課長（山本浩），図書館長（北川清美），

書記（永井洋一），書記（佐野方彦） 

 

５ 議事 

（１） 鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について   （教育総務課） 

（２） 鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の一部改正について 

（教育総務課） 

（３） 地方自治法第１８０条の７の規定に基づく教育委員会の権限に属する

事務の補助執行に関する規則の一部改正について  （教育総務課） 

（４） 鈴鹿市教育委員会庁内委員会規則の一部改正について（教育総務課） 

（５） 鈴鹿市教育委員会文書管理規程の一部改正について （教育総務課） 

（６） 鈴鹿市教育長所管事務決裁規程の一部改正について （教育総務課） 

（７） 鈴鹿市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に係る決裁規程の一 

    部改正について                 （教育総務課） 

（８） 鈴鹿市教育委員会補助金等交付規則の制定について （教育総務課） 

（９） 鈴鹿市教育委員会補助金等交付要綱の制定について （教育総務課） 

（１０）鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交付要綱の廃止について                             

（教育総務課） 

（１１）鈴鹿市立学校教職員の自家用自動車による出張の承認等に関する要綱

の一部改正について               （学校教育課） 

（１２）鈴鹿市立公民館長等の任命について        （地域協働課） 

 

６ 報告事項 

（１）公民館等の使用料減免の基準の一部改正について   （地域協働課）  
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（２）平成２９年度鈴鹿市立図書館の臨時休館について    （図書館） 

（３）鈴鹿市教育情報化行動計画について           （教育総務課） 

 

７ その他  

（１）４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３

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，会議に入る前に皆様に御報告申し上げます。本日の定例

会ですが，所用により伊藤委員が欠席されます。御本人から，鈴鹿市教育

委員会会議規則第５条に基づく欠席届を提出していただいておりますの

で，これを承認いたしたいと存じます。なお，本日は，委員の過半数が出 

  席いただいておりますので，地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 第１４条第３項の規定により，会議を開催することといたします。 
 

（教育長）それでは，議事に入ります。まず，議案 第１８０５号｢鈴鹿市教育委

員会事務局等職員の任免について｣で ございますが，この議案は，人事に関

する案件ですので，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条 第

７項ただし書の規定に基づきまして，会議を非公開にいたしたいと存じま

す。議案第１８０５号の会議を非公開とすることに，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）それでは，御異議がございませんので全会一致で，非公開とすること

にいたします。私と委員の皆さんと書記１名以外は，御退席 願います。 

 

≪教育長・委員・書記（永井）以外は退席≫ 

 

議案第１８０５号「鈴鹿市教育委員会事務局等職員の任免について」 

審議・承認 
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≪関係者再入室≫ 

 

（教育長）お待たせいたしました。さきほどの議案第１８０５号「鈴鹿市教育委

員会事務局等職員の任免について」は原案のとおり承認されました。 

 

（教育長）続きまして２番目の議案第１８０６号｢鈴鹿市教育委員会事務局等  

組織規則の一部改正について｣から７番目の議案第１８１１号｢鈴鹿市教育

委員会の権限に属する事務の補助執行に係る決裁規程の一部改正につい

て｣までは，平成２９年４月の教育委員会事務局組織改編に伴う所要の規定

整備に係る諸規定の改正議案でございますので，一括してお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）これらの例規の一部改正につきましては，平成２９年４月の教

育委員会事務局の組織改編に伴い，課の新設や，新設に伴う組織改編により，

担当する分掌事務に変更が生じましたことから，組織改編に応じた関係例

規の整備を行うものでございます。なお，平成２９年４月の教育委員会事務

局の組織改編の主なものにつきましては，本市の喫緊の教育課題でありま

す教育情報化と小中学校の適正規模，適正配置について取り組む組織とし

まして， 

教育政策課を新設するとともに，その新設に伴い，より機動的に教育課題に 

対応できるよう，教育総務課と学校教育課の分掌事務を見直すものでござ 

います。それでは，まず初めに２ページの議案第１８０６号の「鈴鹿市教 

育委員会事務局等組織規則の一部改正について」でございますが，これは， 

現在，子ども政策部が所管しております補導活動等に関する事務を，教育支 

援課へ移管することに伴う，所要の規定整備でございます。次に，５ページ 

の議案第１８０７号の「地方自治法第１８０条の７の規定に基づく教育委 

員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正」でございま 

すが，これは，現在，政策経営部情報政策課が補助執行しております教育情 

報化の推進に関する事務を，新設する教育政策課が分掌することに伴い，第 

２条の表の補助執行させる事務から削除する改正を行うものでございます。 

次に８ページを御覧ください。議案第１８０８号の「鈴鹿市教育委員会  

庁内委員会規則の一部改正」でございますが，この度の組織改編により，学 

校給食に関する事務を学校教育課から教育総務課に移管することに伴い， 

学校給食センター運営委員会の事務局が，学校教育課から教育総務課へ変 

更されますことにより，所要の規定整備を行うものでございます。次に 
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１１ページの議案第１８０９号の「鈴鹿市教育委員会文書管理規程の一部 

改正」でございますが，これは，学校給食に関する事務を学校教育課から 

 教育総務課に移管することに伴い，所要の規定整備を行うものでござい  

ます。次に，１５ページ，議案第１８１０号の「鈴鹿市教育長所管事務決 

 裁規程の一部改正」でございますが，この改正につきましては，教育総務課 

 が所管しております学校経理に関する事務を学校教育課へ，学校教育課が 

 所管しております給食に関する事務を教育総務課へ移管することに伴い， 

 決裁事項の規定整備を行うものでございます。また，新設されます教育政策 

 課につきましては，学校の適正規模及び適正配置と，教育情報化の推進に関 

 する事務をついて所管いたしますので，決裁事項を新たに加えております。 

 さらに，現在，子ども家庭支援課が所管しております補導活動に関する事務 

 を教育支援課に移管することから，所要の規定整備を行います。最後に， 

 ２０ページを御覧ください。議案第１８１１号の「鈴鹿市教育委員会の権限 

 に属する事務の補助執行に係る決裁規程の一部改正」でございますが，これ 

 は，組織改編により，教育政策課を新設することに伴い情報政策課の補助執 

 行に係る決裁事項を削除するものでございます。議案第１８０６号から，議 

 案第１８１１号までの説明は以上でございます。 

 

（山中委員）教育支援課に，子ども家庭支援課から補導活動業務が移管されます

が，１年しか経っていませんが。経緯を教えてください。 

 

（書 記）平成２８年４月から子ども家庭支援課へ移管されましたが，人員のバ

ランスから，再度，教育支援課へ戻すことにより，業務量の均一化を図ろう

とするものでございます。 

 

（福嶋委員）情報政策課の補助執行を解く部分の説明をお願いします。 

 

（書 記）教育政策課を新設することで，情報政策課業務が教育委員会事務局に

移管されます。 

 

（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１８０６号「鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則の  

 一部改正について｣から議案第１８１１号「鈴鹿市教育委員会の権限に属す 

 る事務の補助執行に係る決裁規程の一部改正について｣までを原案のとおり 

 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１８０６号から議案第１８１１号

までを原案のとおり承認いたします。 

 

（教育長）次に８番目の議案第１８１２号｢鈴鹿市教育委員会補助金等交付規則

の制定について｣から，１０番目の議案第１８１４号｢鈴鹿市教育委員会私

学振興費 補助金交付要綱の廃止について｣までは，新たに補助金等交付規

則を制定するに当たり，関連する議案でございますので，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，教育委員会におきまして，新たに補

助金等交付規則を制定するに当たり，その関連する例規の廃止も含め，所要

の規定整備を行うについて，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。 

 

（教育総務課長）これらの例規の制定等につきましては，鈴鹿市補助金等交付基

準を始めとした本市の補助金等に係る見直しを図っていくに当たり，現在，

法令又は条例を根拠とせず，市の予算の範囲内で交付し，又は制度化してい

る補助金等について，現行の例規体系を見直すものでございます。具体には，

交付に関する基本的事項を定める規則を制定するとともに，市長を始め，教

育委員会等の制定権者ごとに補助金等に係る名称や交付目的等を一括して

規定する要綱を制定し，地方自治法第２３２条の２に基づき公益上必要と

認めた市の補助金等について明らかにしていくものでございます。それで

は，２４ページから，２８ページまでを御覧ください。これが，この度，制

定する規則でございまして，この規則を制定することにより，補助金等の交

付に関し，その手続きを定め，もって，補助金等に係る予算の執行の適正化 

及び効率化を図ろうとするものでございます。規則は，２１条からなりまし

て，主に補助金等の交付に関し，申請から交付の決定，額の確定，支払いな

どの手続きを定めるものでございます。なお，２９ページから３８ページま

では，手続きに関し必要な書類の様式を定めたものでございます。次に， 

  ３９ページ，４０ページを御覧ください。この要綱は，規則の第２１条の規

定に基づき，補助金の名称，交付目的，交付対象者，交付対象経費，補助率 

又は額及び担当課を表にまとめたものでございます。教育委員会が交付す
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る補助金等につきましては，別表にございますように，私立高等学校私学振

興費補助，特別支援教育振興補助，部活動費補助などがございます。次に 

  ４３ページを御覧ください。この鈴鹿市教育委員会私学振興費補助金交付

要綱は，従来，私立高等学校私学振興費等の補助金を交付する際の要綱でご

ざいましたが，先ほど説明いたしましたとおり，教育委員会全体の補助金等

交付規則を定めることになりましたことから，この要綱については，廃止す

るものでございます。議案第１８１２号から，議案第１８１４号までの説明

は以上でございます。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたらお伺いしたいと思い 

ます。 

 

（福嶋委員）私学高等学校の補助対象学校は。 

 

（書 記）市内ですと，鈴鹿高等学校，北勢地区や中勢地区の私立高等学校へ 

も補助しておりますが，多くの生徒が通う市内の鈴鹿高等学校への補助額 

が最も大きくなっております。 

 

（下古谷委員）補助金要綱の制定について，受益者への不利になることは。 

 

（書 記）一切ございません。 

 

（下古谷委員）高校総体への補助については，この要綱を活用するのか。 

 

（書 記）高校総体への補助については，別のものになります。 

 

（福嶋委員）補助金についての今後の方向性を，どのように教育委員会は考え 

  ていますか。 

 

（書 記）公益上必要であれば補助していきたいですが，市の予算や，補助金に

対する市の方針なども考慮し，執行してまいり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， 

  お諮りします。議案第１８１２号｢鈴鹿市教育委員会補助金等交付規則の 

  制定について｣から，議案第１８１４号「鈴鹿市教育委員会私学振興費補 

  助金交付要綱の廃止について｣までを原案のとおり承認することに御異議 
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  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１８１２号から議案第１８１４号

までを原案のとおり承認いたします。 

 

（教育長）次に議案第１８１５号「鈴鹿市立学校教職員の自家用自動車による出

張の承認等に関する要綱の一部改正について」をお諮りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市立学校教職員の自家用自動車

による出張の承認等に関する要綱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。 

 

（学校教育課長）それでは，私からは議案第１８１５号「鈴鹿市立学校教職員の 

  自家用自動車による出張の承認等に関する要綱の一部改正」につきまして， 

  説明申し上げます。資料の４７ページの新旧対照表を御覧ください。現在 

  の要綱では，学校の職員が自家用車を使用して出張することを校長が承認 

  しない理由の一つに，当該職員が運転免許取得後１年に満たない場合とい 

  うものがございますが，本市の学校の立地や公共交通機関の整備状況から 

  現実に合わない部分がございますので，この理由を削除するものでござい 

  ます。以上でございます。 

 

（教育長）ただ今の議案に御質問，御意見がございましたら お伺いしたいと思

います。 

 

（下古谷委員）第１項からの略を説明願います。 

 

（学校教育課長）第１項が当該職員が必要な運転免許証を携帯していない場合，

第２項が当該職員が運転免許取得後１年に満たない場合，第３項が当該職

員が交通法規の違反により，免許停止の処分を受けている期間又は懲戒処

分を受けてから１年を経過していない場合，第４項が使用する自家用車に

自動車検査証が備え付けられていない場合，第５項が使用する自家用車に

ついて，自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）による自動車損

javascript:void:(0);
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害賠償責任保険契約を締結していない場合，第６項が使用する自家用車に

ついて，補償金額が，対人賠償保険無制限，対物賠償保険１，０００万円以

上及び搭乗者傷害保険１，０００万円以上（当該車両が自動二輪車及び原動

機付自転車の場合にあっては対人賠償保険１億円以上及び対物賠償保険 

  ５００万円以上）の任意の自動車保険又は当該自動車保険と同等の自動車

保険に加入していない場合，第７項がその他道路交通法等の法令に定める

基準を満たしていない場合となっております。 

 

（福嶋委員）教職員が事故を起こした場合，自分の保険で対応するのですか。 

 

（学校教育課長）原則そのようになります。 

 

（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１８１５号「鈴鹿市立学校教職員の自家用自動車に 

  よる出張の承認等に関する要綱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１８１５号を原案のとおり承認い

たします。 

 

（教育長）次に議案第１８１６号「鈴鹿市立公民館長等の任命について」を  

お諮りいたします。 

 

（書 記）議案を朗読 

 

（教育総務課長）提案理由でございますが，鈴鹿市立公民館長等を任命するにつ

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。 

 

（地域協働課長）議案書４９ページ，平成２９年度鈴鹿市立公民館長等名簿を御

覧ください。単独公民館１０館の館長と，ふれあいセンター館長の任命につ

きましては，あらかじめ，各地区の公民館運営委員会から推薦をいただいて

おります。任期は平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までとし，

特別職の非常勤職員として任命しています。住吉公民館の館長が新任で，残

り１０名は継続となります。御審議賜りますよう，お願い申し上げます。 
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（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。 

 

（福嶋委員）平均して，何年ほどやっていただいてますか。 

 

（地域協働課長）古い方で，平成１７年からやっていただいております。 

 

（下古谷委員）定年などの上限は決まっていますか。 

 

（地域協働課長）７５歳と決めております。 

 

（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１８１６号「鈴鹿市立公民館長等の任命について」 

  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１８１６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。「公民館等の使用料減免の基準の

一部改正について」をお願いいたします。 

 

（地域協働課長）報告事項の１ページをご覧ください。改正の趣旨でございます

が，公民館及びふれあいセンターでの使用料減免の基準について，現在，定

義の設定が曖昧なことにより，解釈の幅が広く，各館での処理にばらつきが

見受けられ，平成２７年度の市定期監査においても同様の指摘を受けてい

ることから，各館において統一した判断で処理し，利用者へのサービス向上

を図るため，基準の一部改正を行うものでございます。現在，公民館及びふ

れあいセンターでは，使用者は，使用許可と同時に，使用料を納めなければ

ならないとしておりますが，ただし教育委員会において特別な理由がある

と認めたときは，これを減免することができるとされております。改正後の

基準としましては，国・地方公共団体などが公用で使用する場合と市内に所

在する団体で，かつ規約や役員体制を有するなど組織体制が確立し，継続し

て活動を行っている団体につきましては減免の対象となっておりますが，
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一時的に結成された団体や，市外の団体などは減免の対象外としておりま

す。使用許可基準と使用料減免の基準につきましては４ページ及び５ペー

ジに記載しております。これまでの検討経緯は,平成２８年８月の調査を皮

切りに，９月には公民館長会議，１０月には職員への研修会などを行ってお

ります。今後につきましては，各館での周知分の掲示をし，定期的に利用す

る団体へは窓口説明を行い，平成２９年４月１日以降の申請受付分から，適

用してまいります。報告は以上でございます。 

 

（福嶋委員）商工会議所は対象となるのですか。 

 

（地域協働課長）減免対象外となります。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市芸術文化協会の団体会員は，ふれあいホールのみの対象です

か。 

 

（地域協働課長）そのとおりでございます。 

 

（福嶋委員）減免対象が少なくなったのでしょうか。 

 

（地域協働課長）少なくなりました。使用料の納入状況では，全く使用料を徴収

していない館が数館あり，市定期監査からの指摘により各館の収入にバラ

つきがあることに対しまして，基準を統一しようとするものです。 

 

（下古谷委員）一時的に結成された団体は，減免対象外となっておりますが，継

続的と判断される基準の期間は。 

 

（地域協働課長）基準は設けておりません。各館での判断となります。館長は地

域協働課と連携して判断してまいります。 

 

(教育長)それでは，御意見もないようですので，報告事項の２番目「平成２９ 

 年度鈴鹿市立図書館の臨時休館について」をお願いいたします。 

 

（図書館長）それでは，私からは 報告事項の２番目「平成２９年度鈴鹿市立図

書館の臨時休館について」説明申し上げます。８ぺージを御覧ください。 

  図書館では，地元に関連する資料を「郷土資料」として分類し，閲覧用参考

資料と一般貸出用とに分けて配置をしています。閲覧用参考資料は，２階 
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参考図書室に配置してその場所での閲覧に限定した利用になります。一般

貸出用は，１階の一般閲覧室に配置してありますが，利用者には，分かりに

くい位置のため，貸出されることが少ないのが現状です。また，「郷土資料」

は，廃棄することなく永年保存としておりますことから年々増加していき

ますが，現在の配置場所は狭いため，書庫に移してある資料も多くあります。 

そこで，「郷土資料」をもっと身近に感じ，手にとっていただきやすくする 

ためにカウンター横の目立つ場所へ配置変更を行い利用者の利便性を向上 

させたいと考えております。配置変更は，例年，実施しています蔵書点検と 

合わせて行いますので，鈴鹿市立図書館条例施行規則第２条第５号に規定す 

る７日以内の特別整理期間では，実施できないため平成２９年度は，平成２ 

９年９月２８日木曜日から１０月６日金曜日までの９日間を臨時休館とす 

るものです。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）郷土資料につきましては，地味な資料ですが，地元の歴史に興味を

持たれる方は最近増えておりますので，特別整理期間を有効に活用しても

らいたいです。 

 

（図書館長）郷土資料に対する要望も増えておりますことから，もっと手に取り

やすく，愛される図書館にしてまいりたいと思います。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の３番目「鈴鹿市 

 教育情報化行動計画について」をお願いいたします。 

 

（教育総務課長）それでは，「鈴鹿市教育情報化行動計画について」説明申し上

げます。鈴鹿市総合計画２０２３と 整合・連動を図るため，新たに策定しま

した鈴鹿市教育振興基本計画では，本市の子どもの状況を踏まえながら，グロ

ーバル化，技術革新による高度情報化など，今まで以上に急速に変化する知識

基盤社会を生き抜く力を育む教育内容の創造を目標の一つとしております。こ

れらのことを踏まえ，今後，教育の情報化が果たす役割と進むべき方向性をよ

り具体的に示す計画として，この度，鈴鹿市教育情報化行動計画を策定いたし

ました。なお，計画の策定に当たりましては，地方自治法第１８０条の７の規

定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則に基づき，

政策経営部情報政策課と，教育委員会事務局で協議をしながら，策定しており
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ます。それでは，資料の９ページを御覧ください。本計画の構成といたしまし

ては，第１章から第５章までの章立てとなっております。まず，第１章の計画

の策定趣旨，位置付けでございますが，本計画は，平成２８年３月に策定され

ました鈴鹿市教育振興基本計画における３つの基本事業，基本事業１－２，Ｉ

ＣＴを活用した教育，基本事業３－２，情報モラル教育，基本事業７－２施設

等の環境整備の目標達成に向け，ＩＣＴを使用した教育環境や校務環境のさら

なる充実，発展のための方向性を示すものでございます。また，国が掲げます

第２期教育振興基本計画を踏まえ，本市における学校教育のめざす子どもの姿

の実現に向け，教育の情報化推進体制を確立していくものでございます。次の

第２章，教育情報化を取り巻く状況についてでは，学習指導要領や，先ほど申

し上げました第２期教育振興基本計画などの国の動向や，研究実践校などで報

告されたＩＣＴを活用した教育の効果についてまとめてございます。なお，資

料左下の青い色付の部分でございますが，教育用コンピュータ１台当たり児童

生徒数３．６人，電子黒板・実物投影機，各普通教室に１台などは，国の第２

期教育振興基本計画において，目標とされているＩＣＴ環境の整備水準でござ

います。第３章では，これまでの本市の教育情報化の取組としまして，コンピ

ュータ室の整備，各小学校への電子黒板配備のほか，ＩＣＴ推進校である合川

小学校，稲生小学校，平田野中学校の３校における校内無線ＬＡＮ環境の整備

について記載し，これまでの取組と現状，現状から見えてくる課題とその改善

点について，まとめてございます。なお，学校現場の教育情報化の現状と課題

については，国が実施しております「学校における教育の情報化の実態などに

関する調査」や，今年度実施いたしました教育情報化推進計画策定のための現

状調査などの調査をもとに まとめておりますが，その課題の主なものといた

しましては，セキュリティ対策や，校務用システム環境などが未整備である，

また，保守管理，運用体制が確立されていないといったものでございます。次

の第４章では，これらの課題を受けまして，基本方針や取組についてまとめて

おり，鈴鹿市教育振興基本計画の関連する基本事業の目標を達成するために，

大きく４つの基本方針を打ち出してございます。詳細につきましては，別に配

付させていただいております本冊の２４ページからでございますので，併せて

御参照いただければと思います。まず１つ目の基本方針ＩＣＴを効果的に活用

した授業改善と教育用ＩＣＴ環境の整備」では，教育用ＩＣＴ環境の整備と，

教員のＩＣＴ活用能力の育成，ＩＣＴ機器を活用した授業の質の向上のそれぞ

れの項目ごとの取組についてまとめております。次の情報教育の充実では，情

報を適正に活用する能力や態度の育成，プログラミング学習の指導方法の検討，

情報モラル教育の充実の３つの項目ごとに取組をまとめております。そして，

情報発信力の向上では，学校ホームページでの情報発信，メール配信の充実に



 

13 

 

ついて，取組をまとめております。また，効率的で安心・安全な校務の情報化

の確立では，校務用ネットワーク環境の構築と整備，校務用コンピュータの更

新，運用体制と情報セキュリティの確立，人材育成の４つの項目に分けて，具

体的な取組をまとめております。最後の第５章，計画の推進に当たってでは，

教育長を教育ＣＩＯとする推進体制を整備し，教育の情報化を適正かつ効果的

に推進するものとしております。なお，この情報化推進につきましては，次年

度から，教育委員会事務局に新たに設置いたします，教育政策課において，取

り組むこととなります。鈴鹿市教育情報化教育振興基本計画の説明は，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。 

 

（福嶋委員）教育現場での，先生方のとまどいについての記載がありますが，今 

  後どのように対応する方向でお考えですか。 

 

（教育指導課長）教育指導課に在籍しております支援員を，情報化の推進のため 

 に，学校へ派遣しております。その効果もあり，現場での教員の悩みも徐々

に減少していると考えておりますので，平成２９年度も継続してまいります。  

平行して，教員に対する研修会なども開催してまいります。 

 

（福嶋委員）授業参観で授業を拝見していると，先生や子どもたちによって， 

進捗が異なるのですが，ＩＣＴ教育となると，さらに進捗について広がるの 

 ではないかと，危惧しております。また，子どもたちに教える教員のストレ 

 スといった部分もあるかと思いますので，試行錯誤しながら頑張っていた 

 だきたい。 

 

（山中委員）国の目標ではありますが，４年で目標に到達できるのか。 

 

（書 記）あくまで国の目標であり，具体的に市の目標設定はありませんが， 

  極力近付けたいと考えております。 

 

（福嶋委員）プログラミング教育は，小学生が対象ですか。 

 

（教育指導課長）平成３２年度から学習指導要領が改訂されますが，その中に記

載がございます。 
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（福嶋委員）個人的見解としまして，プログラミング教育よりはほかに優先すべ 

き事項があると考えますが。 

 

（教育指導課長）委員御心配の意見は，全国的にもあります。しかし，プログラ 

  ミング教育の内容につきまして，子どもたちにプログラミングができるよ

うな教育を行うという誤解もあります。本来の教育の趣旨は，子どもたちが

パソコンに親しみ，将来どのような仕事につくか，また，ある問題が発生し

た場合にどのように解決するのか，そのための方法を学ぶといったことなど

を主としております。 

 

（山中委員）ホームページなどによる，学校の積極的な発信について，教育委員 

  会として基準がありますか。 

 

（教育指導課長）学校によって目標があり，それに向けての取組を行ってい   

ただいてますが，更新状況につきましては教育指導課としては把握しており,

指導もさせていただいております。 

 

（山中委員）人手も少ない中で，学校での取組もありますが，教育委員会と 

  して基準なども設けて，学校を応援していただければなと思います。 

   

（下古谷委員）計画につきましては，少しでも前倒しできればという希望があり 

  ます。もう一点は，中学生に対するセキュリテイについては，充実した取 

  組を進めていただき，国以上の情報化の推進を目指していただきたい。 

 

（教育長）それでは，ほか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）４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４月２５日，火曜日，午

後３時３０分から，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 
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（教育長）御異議ないようですので,平成２９年４月２５日，火曜日，午後３時

３０分から，４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）議事は以上になりますが，この３月３１日をもちまして，教育長を退

任させていただくことになりましたので，挨拶させていただきます。 

  平成２７年７月１日に教育長に就任して以来，教育行政の仕事をさせてい

ただきました。給食問題等では皆様に御意見をいただきながら課題解決に

向けて一丸となって取り組んでまいりました。それ以外にも教育振興施策

である鈴鹿市教育振興基本計画や鈴鹿市教育情報化行動計画を策定し，一

方で，教員の勤務時間の縮減や部活動の活動指針の策定等に取り組んでま

いりました。２０２０年に向けて大きく学習指導要領も変わっていく中で，

ひとつの区切りとして後身に道を譲り，新しい考えを持ったスタッフの中

で取り組んで行っていただきたいと思います。後任の教育長については現

場をよく知っていますし，支えていただくという面では皆様のお力も必要

になりますので，鈴鹿市の教育行政のますます発展していきますようにお

願いさせていただきまして，挨拶にかえさせていただきます。本当に長い間

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２９年３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。 

 

 

 

３月教育委員会定例会終了 午前１１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 


