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平成２９年５月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２９年５月２３日（火）午後２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（中道公子） 

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（森川洋行），教育委員会事務局参事（廣田隆延），参事兼教育総務課長（白

塚山隆彦），教育政策課長（澤卓男），学校教育課長（梅本秀明），教育指導課長（川

北浩司），教育支援課長（橋本伸清），参事兼文化振興課長（澤井環），参事兼図書館

長（北川清美），地域協働課副参事兼協働推進グループリーダー（髙﨑知奈美），子

ども政策課副参事兼総務グループリーダー（江藤大輔），子ども育成課主幹兼保育幼

稚園グループリーダー（中村康次郎），書記（永井洋一），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部改正について     （学校教育課） 

（２）天野奨学金規則の一部改正について             （学校教育課） 

（３）学校運営協議会委員の任命について             （教育支援課） 

（４）平成２９年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について       （文化振興課） 

（５）平成２９年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱について   （地域協働課） 

（６）平成２９年度鈴鹿市立図書館協議会委員の任命について      （図書館） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２９年度園児，児童，生徒数について     （学校教育課・子ども育成課） 

（２）鈴鹿市立幼稚園の保育料について             （子ども育成課） 

（３）鈴鹿市立幼稚園の休園及び廃園基準の見直し等について   （子ども政策課） 

 

７ その他 

（１）６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 ２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２９年５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。 

 



2 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１８２２号｢鈴鹿市立学校の管理に関する

規則の一部改正について」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，鈴鹿市立学校の管理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。詳細

については，学校教育課長から説明します。 

 

（学校教育課長）２ページを御覧ください。鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部を

改正する規則，鈴鹿市立学校の管理に関する規則の一部を次のように改正する。第１

０条第６項中「に従事する」を「をつかさどる」に改める。第２６条第３項中「特定

の事務を処理する」を「事務をつかさどる」に改める。附則，この規則は，公布の日

から施行する。次の３ページに新旧の対照表を挙げさせていただきました。右が改正

前，左が改正後となっております。これは，義務教育諸学校の体制の充実及び運営の

改善を図るための公立義務教育学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

の一部改正により鈴鹿市立学校の管理に関する規則の改正を行うこととなります。先

ほども説明させていただいたとおり，改正前の「事務に従事する」，「事務を処理する」

という部分を「つかさどる」と変更させていただきます。御審議よろしくお願いいた

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。 

 

（山中委員）初歩的な質問で申し訳ないです。「従事する」が「つかさどる」に変更され

るとだいぶ言葉の重みが感じとられますが，内容的にはどう変わるのでしょうか。ま

た，改正後は「特定の事務を」という部分が省かれましたが，このことについてもど

のように内容が変わるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）たしかに「従事する」と「つかさどる」で何が違うのかわかりにくいと

思います。一点目は，一般的に事務職員の方がこれをして，あれをしてという事務を

校長の命を受けてするだけではなく，学校の組織力の向上に寄与するために主体的に

事務に取り組んでもらう意味合いが強いのが「つかさどる」ということでございます。

二点目，「特定の事務を処理する」の「特定」について，やはりその意味のとおり，あ

る一部の事務だけを処理をするということなっていますが，先ほども申しましたとお

り，学校運営に関わって全ての事務をつかさどっていく意味合いを強く出すために改

正させていただくものです。以上でございます。 

 

（山中委員）「特定の事務」が「全ての事務」となったわけですが，学校現場ですと教頭

事務処理が多いです。住み分けはどのように協議されていくのでしょうか。各学校単

位で協議するのでしょうか。 
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（学校教育課長）以前であれば，全ての学校の事務職員と教頭の関係がそうだとはいえ

ないですが，やはりこの処理に関しては事務職員，この処理に関しては教頭の仕事と

いうようにきっぱり分かれている部分がございました。ただ，このようになりますと，

それぞれの特性というわけではないのですが，事務職員がかなり処理を行うこともご

ざいます。例えば教頭が着任したばかりの場合ですと，事務に精通しておらず，事務

職員に助けられる部分もあると思います。逆に教頭が事務職員を助ける部分もあると

思います。そのあたりは，それぞれの学校で話し合いながら，最終的には校長の命を

受けて順応していただければと思います。そういった柔軟的な対応ができると考えて

おります。 

 

（教育長）ほかにはいかがでしょうか。 

 

（下古谷委員）今の山中委員と同じ部分があります。やはり「特定」という部分がはず

れたことによって，実際に処理をされる方に事務が集中的にいくということはござい

ませんか。 

 

（学校教育課長）事務が集中することのないように学校長がそのあたりを見ながら指示

していきます。 

 

（下古谷委員）もう一点。主事，主査，主幹，様々な役職があると思いますが，その役職

にあった仕事があって，それに対して事務をするということですが，極端な場合，校

長の命があれば，主事の事務を主査の方がやらなければならないということでしょう

か。 

 

（学校教育課長）おっしゃるとおりでございます。 

 

（下古谷委員）それは大変になりますね。テリトリーが広がり，専門性が薄らいできま

す。 

 

（福嶋委員）そうしますと，従来からやってきた事務の方法では，やはり仕事が円滑に

進まない部分があったということでしょうか。 

 

（学校教育課長）たしかに事務が円滑に進まない部分もあったかもわかりません。業務

量が年々多くなってきています。今，事務職員が週一，二回集まり，共同実施を行う

中で，共同で事務を実施し，担当を決めながらグループで協力をしています。その中

で専門性も培っていると思いますが，学校の中での事務処理が煩雑になってきていま

すので，今までの事務職員が実施していた仕事のみならず，学校の組織力の向上のた

め，新しいことに関してもやはり事務職員も処理していかなくてはなりません。 
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（伊藤委員）三重県の教育長が変わられた際に，校長の管理職の力を強化し，校長がす

べてを統括するという方針が出ていたと思いますが，今回のように皆さんの守備範囲

が広くなっていくというのは，校長先生とかなり綿密に相談等していかないと校長の

監督が行き届かなくやりにくいと思います。そういう意味での学校組織の強化と考え

させてもらってよろしいでしょうか。 

 

（学校教育課長）おっしゃられるとおりでございます。チーム力を上げていき，管理職

は当然マネジメント力をアップさせるということが大切になってくると思います。 

 

（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１８２２号｢鈴鹿市立学校の管理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１８２２号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８２３号「天野奨学金規則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，天野奨学金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。 

 

（学校教育課長）５ページに改め文を，８ページには新旧対照表を挙げさせていただき

ました。わかりにくい内容になっていますが，御了承ください。天野奨学金規則平成

２４年鈴鹿市教育委員会規則第１４号の一部を次のように改正しました。まず，第８

条を削ります。第７条中，第５号様式を第６号様式に改めて，同条を第８条とします。

次に第６条中の第３号様式を第４号様式に，第４号様式を第５号様式に改め，同条を

第７条とし，第５条の次に次の１条を加えます。継続採用に係る申請，第６条，奨学

生は，毎年度，教育委員会が定める期日までに，天野奨学金奨学生継続申請書第３号

様式に次の各号に掲げる書類を添付して，教育委員会に提出しなければならない。

(１)在学証明書，(２)成績証明書，(３)奨学生及び保護者の属する世帯全員並びに奨

学生又は保護者の同居者であって生計を一にする者の所得証明書，(４)奨学生及び保

護者の住民票の写し（謄本）としております。第９条中，前条の規定による届出を第

６条の規定による申請に改めさせていただきます。第６号様式を削ります。次に，第

５号様式中第７条関係を第８条関係とします。「第７条の」を「第８条の」に，「但し」

を「ただし」に改め，同様式を第６号様式とさせていただきます。第４号様式中「第
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６条関係」については「第７条関係」に，「天野奨学金奨学生願書を」を削除し，「第

６条の」を「第７条の」に改め，同様式を第５号様式とする。第３号様式中「第６条

関係」を「第７条関係」に，「天野奨学金奨学生願」を削除します。「第６条の」を「第

７条の」に，「各号の一」を「いずれか」に，「他」を「ほか」に，「第５号様式」を「第

６号様式」に変更し，「天野奨学金奨学生継続採用に係る届出書（第６号様式）」は「天

野奨学金奨学生継続採用申請書（第３号様式）」に，「届け出る」を「提出する」に改

め，同様式を第４号様式とし，第２号様式の次に次の１様式を加えます。次の６，７

ページに３号様式がございます。ざっと説明させていただきましたが，大変わかりづ

らいと思います。８ページ９ページに新旧対照表がございます。市民の方から継続な

のか新規なのか大変わかりづらい等のお声をいただいておりました。このわかりづら

い，紛らわしい部分をはっきりさせるため，今回改正をしました。なお，今までの方

法とほとんど変更はありません。ただ，きちんと改めさせていただき，市民の方にわ

かりやすいようにさせていただきたいと思います。 

 

（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。 

 

（伊藤委員）天野奨学金は，今現在どのくらいの残額になっていますでしょうか。 

 

（学校教育課長）今現在の残額は，２，５００万円となっています。 

 

（福嶋委員）継続の方も毎年申請をするということですね。そうすると例えば３年間学

校に行くという場合ですと，３年間必ず奨学金が貰えるという保障はないということ

でしょうか。 

 

（学校教育課長）おっしゃるとおりです。毎年の審査となります。 

 

（福嶋委員）１回奨学金に申請をすると，３年間奨学金を受けられることが多いのでし

ょうか。 

 

（学校教育課長）概ね継続される方が多いです。 

 

（伊藤委員）毎年残額が減っていくとは思いますが，最終的には残額がなくなれば，奨

学金制度は終了となるのでしょうか。ほかに財源を求められるのでしょうか。 

 

（学校教育課長）御指摘のように原資がどんどんなくなっている状況です。したがって，

恒久的に続くわけではありませんが，原資がなくなれば終わりとは考えていません。

継続方法については，今現在，研究中でございます。 

 

（下古谷委員）この改正は，市民の方が新規なのか継続なのかがわかりにくいというこ

とで改正したとのことですが，この市民とは奨学金を申請する奨学生ということでし
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ょうか。 

 

（学校教育課長）おっしゃるとおりです。新規の方も，継続の方も同じように願書を出

すのですが，こちらからの決定通知書が，新規の方向けなのか，継続の方向けなのか

非常にわかりづらくなっており，今回改めるものでございます。 

 

（下古谷委員）一般的には，新規の方には，新規採用します，継続の方には，継続が認め

られました，というような文言が返ってくると思いますが，基本的には，奨学生には

新規だろうが継続だろうが，採用しますというような文言になっていたということで

しょうか。 

 

（学校教育課長）おっしゃるとおりです。 

 

（福嶋委員）天野奨学金は最初どのくらいの金額があったのかを教えていただけますで

しょうか。 

 

（学校教育課長）昭和５３年に制度が始まり，最初７，２００万円程度ありました。 

 

（福嶋委員）ずっと給付というかたちでやっているのでしょうか。また，毎年何名くら

い利用されているのでしょうか。 

 

（学校教育課長）最初は貸与しており，途中から給付型に変更しました。貸与の際はそ

れほど人数も多くなかったようですが，給付型に変更してからは，原資が減少し始め，

人数も増えてきています。何人というのが申し上げられなくて，申し訳ありません。 

 

（福嶋委員）最初貸与しており，返還してもらうのが手間がかかるということもあり，

給付型に変更したという経緯を聞いたことがあります。原資が少なくなっている面か

ら，先ほど学校教育課長が言われた制度の再考というのがされるべきではないかなと

思います。やはり貧困世帯も増えている中で，こういう財源はとても大事だと思いま

すし，伊藤委員もおっしゃってみえた新たな財源等も見つけていただきたいと思いま

す。 

 

（伊藤委員）この奨学金をいただいて，社会に出て行かれた方の成功例等の統計は取ら

れたことはありますか。奨学金をいただいて，鈴鹿市に世話になって勉強を頑張れた

という実績を追跡されて，新たな財源を見つけるときの資料にされたらいかがでしょ

うか。 

 

（下古谷委員）天名奨学金は，大学に行くときの奨学金でしょうか，高校に行くときの

奨学金でしょうか。 
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（学校教育課長）高校から大学までとなっています。 

 

（下古谷委員）平成３０年度ごろから，日本学生支援機構の大学生への給付金制度が始

まると思いますが，この給付金制度と天野給付金制度を並行して受けることは可能で

しょうか。 

 

（学校教育課長）可能です。 

 

（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１８２３号「天野奨学金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１８２３号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８２４号「学校運営協議会委員の任命について」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，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４７条の６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。 

 

（教育支援課長）「学校運営協議会委員の任命について」を説明いたします。１１，１２

ページを御覧ください。平成２９年４月教育委員会定例会にて，４０６名の学校運営

協議会委員の任命をいただいたところですが，その後，４つの小学校長から委員の変

更及び推薦の申請がございました。１校目の井田川小学校からは，ＰＴＡ会長及びＰ

ＴＡ副会長の方が委員に推薦されておりましたが，委員会への出席が難しいため，Ｐ

ＴＡ会長及びＰＴＡ副会長の配偶者が出席することになり，２名の変更がございまし

た。２校目の神戸小学校からは，地域関係者の方が，一身上の都合により辞任され，

民生児童委員をされてみえます方１名の推薦がございました。３校目の清和小学校か

らは，地域関係者の方を，２名追加する推薦がございました。４校目の栄小学校から

は，推薦されてみえました自治会長の方のお名前に誤りがございましたので，お名前

の変更がございました。承認いただきますと，市内の学校運営協議会委員は，地域関

係者が２名増えまして，４０８名となります。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。 
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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。 

 

（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１８２４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１８２４号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８２５号「平成２９年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について」

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，社会教育法第１５条第２項の規定に基づき

鈴鹿市社会教育委員の委嘱を行うについて，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。 

 

（文化振興課長）それでは，私からは議案第１８２５号「平成２９年度鈴鹿市社会教育

委員の委嘱」につきまして，説明申し上げます。１４ページを御覧ください。御覧い

ただいているのは，平成２９年度鈴鹿市社会教育委員名簿でございます。社会教育委

員は社会教育法及び鈴鹿市社会教育委員条例に定められた委員でございまして，学校

教育若しくは社会教育の関係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者，又は学識経

験のある者の中から，教育委員会が委嘱することとなっております。任期につきまし

ては，条例の定めるところにより１年でございまして，平成２９年６月１日から平成

３０年５月３１日まででございます。まず，学校教育関係者といたしまして，鈴鹿市

立玉垣幼稚園長の田中育子様，鈴鹿市立愛宕小学校長の髙藤富子様，鈴鹿市立白鳥中

学校長の宮村喜代美様でございます。この３名は，幼・小・中の校園長会において御

推薦いただいた方々でございます。次に，社会教育関係者でございます。鈴鹿市青少

年育成市民会議会長の水野典子様，鈴鹿市ＰＴＡ連合会顧問の松嶌康弘様，鈴鹿市立

一ノ宮公民館長の井上哲雄様，鈴鹿市生活学校会長の渥美恭子様，鈴鹿市立図書館協

議会委員の林佳代子様の５名でございます。以上，８名の方を選考させていただきま

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。 

 

（下古谷委員）学校教育関係者，社会教育関係者共に全体に占める女性の割合が非常に

高いですが，何か意図されたものがありますでしょうか。 
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（文化振興課長）特に意図したものはございません。校園長会から御推薦いただいた方

が，女性ばかりだったため女性が多くなっている状況です。 

 

（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１８２５号「平成２９年度鈴鹿市社会教育委員の委嘱について」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１８２５号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８２６号「平成２９年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱に

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，社会教育法第３０条第１項の規定に基づき

鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱を行うについて，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。 

 

（地域協働課副参事兼協働推進グループリーダー）それでは，私からは議案第１８２６

号「平成２９年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱について」説明申し上げます。

１６ページを御覧ください。御覧いただいているのは，平成２９年度鈴鹿市公民館運

営審議会委員名簿でございます。公民館運営審議会委員は社会教育法及び鈴鹿市公民

館条例に定められた委員でございまして，委嘱の基準につきましては，学校教育若し

くは社会教育の関係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者，又は学識経験のある

者の中から，教育委員会が委嘱することとなっております。任期につきましては，条

例の定めるところにより１年でございまして，平成２８年６月１日から平成２９年５

月３１日まででございます。まず，学校教育関係者といたしまして，鈴鹿市立玉垣幼

稚園長の田中育子様，鈴鹿市立愛宕小学校長の髙藤富子様，鈴鹿市立白鳥中学校長の

宮村喜代美様でございます。この３名は，幼・小・中の校園長会において御推薦いた

だいた方々です。次に，社会教育関係者でございます。鈴鹿市青少年育成市民会議会

長の水野典子様，鈴鹿市ＰＴＡ連合会長の伊川真樹様，鈴鹿市生活学校会長の渥美恭

子様，鈴鹿市立図書館協議会委員の林佳代子様の４名でございます。最後に，学識経

験者として，公民館の運営を審議するといった委員の職務内容から 現役の公民館長

ではなく，元鈴鹿市立旭が丘公民館長の大井康裕様を充てることとし，御覧のとおり

８名の方を選考させていただきました。以上，よろしく御審議の上，承認いただきま

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）公民館は，地元の方の活動の基礎となるところですが，最近の審議会では

どのような議題があがってきていますでしょうか。 

 

（地域協働課副参事兼協働推進グループリーダー）実は運営審議会ですが，近年開かれ

たことがございません。といいますのが，審議会が公民館の運営について，公民館長

から諮問を受け，審議会が開催されるものでございます。しかし，現状公民館長から

諮問がなく，審議会の開催がないという状況でございます。 

 

（福嶋委員）公民館はそれぞれ個々の館長が処理をされていて，こういった審議会が開

かれるまでに至っていないということでしょうか。 

 

（地域協働課副参事兼協働推進グループリーダー）そうです。審議会の開催には至って

いません。各公民館の施設の管理は館長が行っておりますが，やはり地域に密着した

公民館事業のため，各公民館に運営委員会というのがあり，そちらに主に公民館の事

業を委託しておりまして，公民館の運営委員会で地域にあった事業を考えていただい

て，公民館長との意思疎通を行っているという流れになっています。 

 

（福嶋委員）そうしますと，審議会が開かれるということはなかったということですね。

どういった場合に審議会が開かれるのでしょうか。 

 

（地域協働課副参事兼協働推進グループリーダー）施設管理者としての館長からの諮問

もございますので，公民館の時代に応じた運営方法や，公民館の管理運営や内容を含

めて御審議いただく場合がございます。今後，公民館も地域づくりの活動拠点として，

生涯学習のみならず，人づくりといった観点からも公民館の存在を向上させていきた

いと考えております。 

 

（伊藤委員）公民館館長の全体会議というのはあるのでしょうか。 

 

（地域協働課副参事兼協働推進グループリーダー）年に４回ですが，公民館館長会議と

いうのがございまして，ふれあいセンター含めまして総勢３１名の館長が揃い，公民

館の運営等について協議いたします。 

 

（伊藤委員）法等で公民館の規制が厳しいと聞いてはいるのですが，少子高齢である中

で，少しでも緩やかな公民館運営にしたりということを，せっかく選任いただいた審

議委員さんに年１回でも協議いただくよう検討いただければと思います。 

 

（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
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します。議案第１８２６号「平成２９年度鈴鹿市公民館運営審議会委員の委嘱につい

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１８２６号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８２７号「平成２９年度鈴鹿市立図書館協議会委員の任命につ

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，図書館法第１５条の規定に基づき鈴鹿市立 

図書館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。 

 

（図書館長）それでは，私からは議案第１８２７号「平成２９年度鈴鹿市立図書館協議

会委員の委嘱」につきまして，説明申し上げます。１８ページを御覧ください。鈴鹿

市立図書館協議会委員は，鈴鹿市立図書館条例及び規則に基づき，委嘱するものでご

ざいます。平成２９年度の協議会委員につきましては，６月１日から来年５月３１日

までの１年間１８ページの名簿に記載の９名の方に委員を委嘱したいと存じます。で

は，名簿順に学識経験者から衣斐弘行様，家庭教育活動関係者からこどもサポート鈴

鹿の林佳代子様，社会教育関係者から鈴鹿市青少年育成市民会議事務局長の森川克美

様，鈴鹿市ＰＴＡ連合会調査広報部副部長の渥美香織様，鈴鹿市立一ノ宮公民館長の

井上哲雄様，図書館ボランティアを代表して，おはなし会「アリス」代表の木村由美

子様，音訳グループ「鈴の音」代表の藤牧隆子様，学校関係者から鈴鹿工業高等専門

学校学生課図書係長の藤田時子様，三重県学校図書館協議会鈴鹿支部長で国府小学校

長の丹羽宏之様の９名です。なお，衣斐弘行様，林佳代子様，森川克美様，井上哲雄

様，木村由美子様，及び藤田時子様の６名は，昨年度から引き続き委員をお願いする

ものです。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。 

 

（福嶋委員）近年，図書館は様々なアイデアを出して活躍してもらっていますが，図書

館協議会の委員さんも様々な意見を出したり，変革の中核になっていただいたりする

のでしょうか。 

 

（図書館長）近年，図書館協議会の開催は年 1 回ですが，平成２６年のサービス方針の

決定の際は年４回開催し，様々な意見を頂戴いたしております。その中で，図書館の
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活性化に関する御意見もたくさんいただきました。この図書館協議会の委員の中には，

ボランティア代表の方も必ず入っていただいておりますが，特に木村由美子様には，

図書館での子ども向けイベントの中心的な役割となっていただいておりますので，大

変助かっておりますし，御意見も頂戴いたしております。 

 

（福嶋委員）ボランティアの方も活躍いただいているなと日頃から思っておりました。

各小学校，中学校の図書館についても，市立図書館からアドバイスしていただいたり，

働きかけを行っていただけたら，なお良いと思います。 

 

（図書館長）先ほど申し上げましたサービス方針の中にも学校図書館との連携というこ

とも明記されておりますので，特に学校の図書担当の先生方とお話させていただいた

り，学校図書館協議会鈴鹿支部の集まりの際に私どもからお願いをさせていただいた

りしております。昨年度から学校への貸出し専用棚も作りまして，一般の方への貸出

しは御遠慮いただいて，学校専用として３６０冊ほど用意をしておりますので，そう

いったものを活用いただきながら，学校も活性化していけたらなと思います。 

 

（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１８２７号「平成２９年度鈴鹿市立図書館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１８２７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年度園児，児童，生徒数につい

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「平成２９年度の幼稚園及び小中学校に

おける園児・児童・生徒数」につきまして，説明いたします。なお，幼稚園の園児数

につきましては，子ども育成課の所管となりますが，一括して学校教育課から報告さ

せていただきます。鈴鹿市立幼稚園の園児数でございますが，４歳児は２３７人で，

１１学級，５歳児は２８１人で，１３学級，全体で５１８人，２４学級となっており，

昨年度と比較しますと，園児数は２４人の減少，学級数は１学級の減少となっていま

す。なお，椿幼稚園につきましては，４歳児・５歳児の複式学級ですので，学級数は

５歳児の１学級として計上しております。続きまして，２ページを御覧ください。平

成２９年５月１日現在の小学校の児童数・学級数でございますが，市内の総計は，最

下段の右２列で，１１,２３２人，４７１学級となっており，昨年度より，２１１人，

６学級の減少となっています。次に，３ページの中学校の生徒数・学級数でございま

すが，市内の総計は，最下段の右２列で，５,７７１人，１９６学級となっており，昨
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年度より，３９人減，１学級増加しています。小中学校を合わせた児童生徒数・学級

数は，１７,００３人，６６７学級で，昨年度より，２５０人の減少，５学級の減少と

なっています。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。 

 

（伊藤委員）少子高齢を反映して鈴鹿市も数字で目に見えて生徒数が減ってきて，他市

と比べて減少が緩やかとは聞いていますが，どのように生徒数を増やすかですね。今

後どんどん子どもが減っていく中で，鈴鹿市独自の教育カリキュラムを組んで，例え

ば幼児教育はすごいというような特色を出して，転入者を増やしていただくとか，行

政で婚活を勧める等ですね。特に幼児教育で特色を出すと，若い世代は敏感になって

いますので，他市でなくて鈴鹿もいいなという方が増えてくるのではないでしょうか。

教育の目玉，特色を作っていただいて，若い親にアピールするのも一つだと思います。

意見にはなりますが，このまま待つのではなく，ここ１，２年で何か手を打たないと

いけないと思います。テストの点が良いとかではなく，就学前の子どものこと等に目

線を向けていただいた方が良いと思います。 

 

（福嶋委員）朝日町が子どもに優しいというので，近隣から引越しされる若い世代が増

えていると聞いています。住宅用地がたくさんあって，新しい若い世代が住宅を建て，

学校に子どもが通っており，珍しいケースのようです。鈴鹿市も積極的にいい面を伸

ばしていただけたらと思います。 

 

（山中委員）感想にはなりますが，最近も教育政策課の１０年先，２０年先の話を聞い

て深刻な状況だなと考えていたのですが，ここで改めて学校教育課長から説明を受け

て感じました。小学校の場合，２１１人の減ですか。これは身近で衝撃的な数だなと

思います。本当に真剣に考えていかないと，大変なことになると感じました。 

 

（伊藤委員）一時期，小中連携というのがあったのですが，最近そういう声はあまり聞

かなくなりました。現在は小中連携はあまり取り組んでみえないのでしょうか。 

 

（教育指導課長）幼小中の連携は非常に大事であると考えております。鈴鹿市では，８

月の第一週に小中連携ウィークを設定しており，その週の中で幼稚園，小学校，中学

校あるいは保育所も交えまして，学力向上の取組であるとか，生活指導上の情報交換

等をしております。幼小中連携については，今後も充実を図っていきたいと考えてお

ります。 

 

（伊藤委員）ここ１，２年思っていたのですが，鈴鹿市は私立幼稚園が非常に多いので，

公立幼稚園は人数が少なくなると統廃合という方向になっています。最終的に中学校

区に１つの幼稚園という形に絞っていくと思いますが，幼小中のうち，この時期にこ

の教育という，子どもの年齢に応じた脳の発達を徹底的に検証してもらって，小学校
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につなげていく等のしっかりした柱を作っていただけたらと思います。それを公立幼

稚園で検討いただいて，今後私立幼稚園との連携の中で，最低限就学までに子どもに

教えておきたいというものを作っていただきたいと思います。最終的には，公立幼稚

園がなくなるのではという不安もありますので，そういった柱を１本か２本検証いた

だいて，子どもの伸びる時期というのも含めて真剣に取り組んでいただく時期が今で

はないのでしょうか。検討してみてください。 

 

（教育長）公立幼稚園の魅力もお話いただけませんか。 

 

（教育指導課長）公立幼稚園の教育につきましては，それぞれの園で特色のある取組を

していただいております。小学校教育の先取りをして，国語，算数，漢字等を教える

のではなく，じっくりと時間をかけて活動する中で友達との関係を学んだり小学校に

入るにあたって，学びに向かう力等をしっかりつけることが大事であると考えており

ます。今度，幼稚園教育要領が変わりますが，その中では，接続カリキュラム等を考

えて，円滑な接続ができるようにと聞いておりますので，そういったところで特色を

出していければ良いかと思います。幼稚園については地域の特色を活かしていただい

て，山の中でしか味わえない体験活動等を取り入れている幼稚園もございますので，

そういった取組を積極的に発信していくことも大事であると思いながら御意見を聞か

せていただきました。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，次の報告事項に移ります。報告事項

２番目の「鈴鹿市立幼稚園の保育料について」と報告事項３番目の「鈴鹿市立幼稚園

の休園及び廃園基準の見直し等について」は，４月の教育委員会定例会において，審

議，報告された事項の資料訂正でございますので，一括して報告をお願いします。 

 

（子ども育成課主幹兼保育幼稚園グループリーダー）それでは，私からは「鈴鹿市立幼

稚園条例の一部改正の資料修正」について，説明申し上げます。「鈴鹿市立幼稚園条

例の一部改正」につきましては，前回，平成２９年４月教育委員会定例会議案第１８

２１号にて説明申し上げ，御審議をいただいたところでございます。その内容としま

しては，鈴鹿市幼稚園条例第４条第２項では，年額の上限のみを定めておりますこと

から，上限額を「７４，４００円」から「１５３，６００円」に改めるというもので

ございました。今回，その際にお配りしました説明資料を修正いたしましたので，御

報告させていただきます。４ページを御覧ください。「国上限額基準」の階層区分③

でございますが，平成２９年４月１日付けで「１６，１００円」から「１４，１００

円」に変更となりました。これを受けまして，今回の公立幼稚園の保育料の改正の考

え方である「国上限額基準の約５０％」に基づき，Ｃ１階層を「８，０００円」から

「７，０００円」に修正させていただくというものでございます。子ども育成課から

の報告は以上でございます。 

 

（子ども政策課副参事兼総務グループリーダー）引き続き，私からは鈴鹿市立幼稚園の
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休園及び廃園基準の見直し等につきまして，説明申し上げます。報告事項の資料７ペ

ージを御覧ください。平成２９年４月の教育委員会定例会において御報告させていた

だきました，「鈴鹿市立幼稚園の休園及び廃園基準の見直し等について」でございま

すが，休園基準に修正箇所がございますので，御報告させていただきます。別紙２の

下段の括弧書き幼稚園休園基準を御覧ください。「１年保育の幼稚園にあっては，幼

保一元化の有無に関わらず，５歳児の入園希望者が１５人未満の場合は休園とする。」

とさせていただいております。資料にもございますように集団適応健診の本格実施に

向けて各中学校区に１園は２年保育を実施するとの方針に基づくものでございまし

て，具体的には，平成２９年度に休園となっている牧田，河曲，一ノ宮の各幼稚園が

対象となってまいります。今後，児童数が多く需要の多い白子中学校区を除く各中学

校区におきまして１園の２年保育が実施されました後は，幼保一元化の検討がなされ

た場合を除き，基本的に各中学校区に 1園は公立幼稚園の存続を図っていこうと考え

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。 

 

（福嶋委員）資料５ページの中で，原則として施設整備や人員増は伴わないものとする

とのただし書があるのですが，予算上の関係なのか，もう少し詳細を教えていただけ

ませんでしょうか。 

 

（子ども政策課副参事兼総務グループリーダー）予算の面もございますが，人的な面も

ございまして，現行のままで行いたいということです。 

 

（福嶋委員）人員の場合は統合してもほかのところから集めることができますが，例え

ば施設の整備も行わないとの方針でしょうか。お子さんが集まってくるので，やはり

安全なところで育ててあげたいと思いますし，あまり老朽化している施設ではどうか

なと思います。 

 

（子ども政策課副参事兼総務グループリーダー）委員のお話にありましたとおり，危険

な箇所については，当然現在でも修繕等行いまして危険の解消に努めております。新

たな施設を作るのではなく，現行の施設を修繕する等して活用していく方向で考えて

おります。 

 

（福嶋委員）施設整備とはそういう意味なんですね。 

 

（子ども政策課副参事兼総務グループリーダー）新たな施設を建てるという施設整備と

いうことではなく，現行の施設を利用してということで考えております。 

 

（福嶋委員）補修はするということですね。 
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（子ども政策課副参事兼総務グループリーダー）はい。 

 

（教育長）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）｢６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）平成２９年６月定例会でございますが，平成２９年６月２７日火曜日

午後３時３０分から 教育委員会室において，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,６月教育委員会定例会を平成２９年６月２７日火曜

日午後３時３０分から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）以上をもちまして平成２９年５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。 

 

 

 

 

５月教育委員会定例会終了 午後３時１０分 

 

以上会議の顛末を録し，ここに署名する。 

 

教育長 中道 公子 

 

委 員 山中 秀志 


