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平成２９年１０月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２９年１０月２４日（火）午後２時から 

 

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（伊藤久仁子，下古谷博司，福嶋礼子，山中秀志） 

 

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），文化財課主幹兼文化財グループリーダー（谷

口雅子），子ども育成課長（坂本悦子），書記（永井洋一），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）栄小学校の敷地面積の変更について             （教育総務課） 

（２）平成２８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） 

 

６ 報告事項 

（１）平成２９年度佐佐木信綱記念館特別展等の開催について    （教育総務課）                

（２）平成３０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 １名 

 

 

 

（教育長）皆様，こんにちは。台風の影響の少し残る中，お集まりいただきありがとう

ございます。定刻となりましたので，ただ今から平成２９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,下古谷委員にお願いいたします。 

 

（教育長）さて，会議に入ります前に，９月２８日に開催されました市議会本会議にお

きまして，福嶋委員の再任に係る任命同意議案が可決いたしましたことを受けまし

て，委員から御挨拶を頂戴したいと思います。福嶋委員，よろしくお願いします。 

 

（福嶋委員）福嶋礼子です。もう一期させていただくことになりました。どうぞよろし

くお願いいたします。文科省の指針もとても大切ではありますが，やはり鈴鹿らしい，
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鈴鹿にとって子どもたちが必要なことというのを，私たち教育委員会が考えていか

ないといけないと思っています。幼稚園に参観に行ったときに障害を持っているお

子さんがいまして，授業が始まると参観者が多いので興奮し始めたんですが，向かい

に座っている子がぐっと手を握ってあげて，落ち着いたということがありました。そ

れが終わってから園庭に出てゲームが始まったんですが，お子さんたちがそれぞれ

グループになって，どのようにしたら勝てるかということを，自分たちで考えてやる

という授業を参観いたしました。いつも言っていることなんですが，そういうような

自分で考えて行動していく，他人のことを思いやる気持ちが持てるという教育が原

点だと思っています。また４年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（教育長）ありがとうございました。福嶋委員，引続きよろしくお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１８３５号｢栄小学校の敷地面積の変更に

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，栄小学校敷地の一部を道路敷地として所管

換えするについて，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。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１８３５号「栄小学校の敷地面積の変更について」

を説明いたします。議案書２ページ，３ページを御覧ください。学校敷地面積の変更

については，教育委員会の議決案件であることから，提案をいたします。まず，３ペ

ージの栄小学校平面図を御覧ください。地図の上が北になり，右方向が国道２３号線

になります。栄小学校の屋内運動場・プール改築事業に伴い，面積が変更になったも

のです。この事業自体は，平成２６年度に小学校北側の道路拡幅工事とプール附属棟

及びプール本体の工事を実施，平成２７年度は，屋内運動場の建築工事に着手し，３

月の卒業式は，新しい屋内運動場で無事開催いたしました。平成２８年度には，旧屋

内運動場の解体工事，駐車場等の外構工事や小学校西側の道路拡幅工事を実施し，一

連の工事が完了しております。以上が，工事の部分でございます。一方，学校敷地の

整理につきましては，平成２６年４月に２ページ３ページの栄小学校平面図の ① 約

１,０００㎡を新公民館用地として生涯学習課へ移管し，今，栄公民館が建っていま

す。平成２９年３月には，② の旧公民館敷地 ４７４.５㎡を，学校敷地として地域

協働課から所管換えを受けております。最後に，この度御審議いただく平面図の ③

でございますが，これは，小学校西側及び北側の６３４.５６㎡を，道路敷地として，

土木総務課に移管するもので，議案書２ページにありますように学校敷地面積が変更

いたします。なお，この移管により，栄小学校の屋内運動場・プール改築事業は，学

校敷地の整理を含め，全て完了することとなります。説明は，以上でございます。よ

ろしく御審議くださいますようお願いいたします。 
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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）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。 

 

（教育長）議案第１８３５号｢栄小学校の敷地面積の変更について」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１８３５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１８３６号｢平成２８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２８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。 

 

（教育総務課長）それでは，議案第１８３６号「平成２８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２８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，６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９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。その後，外部の学識経験者の評価を鈴鹿市教育振興基

本計画審議会の会長，三重大学教育学研究科教職実践高度化専攻の須曽野教授と，同

審議会副会長の三重大学教養教育機構の瀬戸教授から頂戴し，４９ページ以降に掲載

しております。両氏の御意見を一つずつ紹介いたしますと，須曽野氏の御意見では，

５７ページの「おわりに」において，「先進的な取組は大切であるが，生まれ育った

地域の中で子どもの実態と合った教育実践を地道にこつこつ進めていく「日本の教育」

の重要性に触れる一方，日本の教職員が，朝早くから夜遅くまで子どもたちのために

仕事を頑張っている姿は勤勉そのものであるが，これからの教育を推進していくため

には，教職員がゆとりを持って仕事ができるよう市でできることは最優先に取り組ん
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でほしい」との御意見を頂戴しております。続きまして，５８ページからの瀬戸氏の

御意見でございますが，「１－１ 英語教育」において，「子どもたちと日常的に接す

る教員の外国語指導力のさらなる向上が必要と思われる。すでに採用された教員に対

しては，研修の機会を提供していくことが指導力につながるが，今後，英語科の教員

免許を有する人材，あるいは教員免許の有資格者で民間の機関で英語教育に携わった

経験のある人材などを積極的に採用していくことも検討していくべきであろう。」と

の御意見を頂戴しております。そしてこの度，一次評価から学識経験者の評価までの

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

ていただきました。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。以上でございます。よろしく御審議賜ります

ようお願いいたします。 

 

（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。 

 

（伊藤委員）今回，このお二方のコメントは非常に理解を深められる内容でした。また，

鳴門教育大学で先生が勉強されるということがあると思いますが，報告書の５９ペー

ジに，「地元である三重大学との連携協定を今後検討」ということがあり，三重大学

教育学部との連携というのは，今までなかったのでしょうか。 

 

（教育総務課長）三重大学との協定というのは，教育委員会として個別に締結したこと

はございません。学官連携としては，鈴鹿市内の鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部や鈴

鹿医療科学大学，鈴鹿工業高等専門学校と協議させていただいています。 

 

（教育委員会事務局参事）協定自体は，今説明のありましたとおり締結はしていないの

ですが，以前から教職員は三重大学で１年又は２年という研修をしております。ただ，

最近は鳴門教育大学と締結をしている関係から鳴門教育大学が中心となっており，ま

た，外国人児童生徒の関係で早稲田大学と締結しているという状況です。今後は，三

重大学も力を入れて研修に出したいという計画を立てています。 

 

（伊藤委員）今回，この学識経験者が二人とも三重大学というのがおもしろいと思いま

す。鳴門教育大学というのは，教育委員をさせてもらった最初から名前をお聞きして

いるのですが，例えば鈴鹿市と鳴門教育大学の締結というのが何年という括りで，そ

れがとても長いものなのか，１年ずつ更新していくものなのかというところをお聞か

せいただきますでしょうか。 
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（教育指導課長）鳴門教育大学との連携事業につきましては，平成２３年度から始まり

まして，３年間で見直しをしています。昨年度末で第二期が終わりまして，今年度初

めから第三期が始まっております。今年を含めるとあと３年間連携事業を続けること

になります。主に鳴門教育大学からは学校現場に入っていただきまして，学校での授

業力向上であるとか教育資質の向上，研修面についての支援をいただいているという

のが現状でございます。 

（伊藤委員）鳴門教育大学については３年間ということはわかりました。やっぱり地域

の中で，例えば先生の教育に入っていただくと，三重大学教育学部そのもののレベル

が上がるとか，今後の教員育成に対してこういう方向性がいるんだとか，ＩＣＴも含

めて非常に見直しになるのではないのかなと思います。鈴鹿市の教員は，三重大学と

皇學館大学からが多く，そういった意味でどこかと協定を締結していただければ良い

と思います。そういうやり取りをいろいろやっていただくと，大学の教育そのものが

少し変わるのではないのかなと思いますので，今後機会がありましたら三重大学も増

やしていただけると良いと思います。 

 

（福嶋委員）先ほど，今回の報告書は，市議会に提出されて市民にも公表されるという

ことでした。この中では，そういったことも大切ではありますが，教育委員会に課せ

られた課題と現場の先生方がいかにこれを解釈して，実践していくかという取組方も

とても大事であると考えます。そういった現場の先生方へこれをどのように周知いた

だいて，もう一歩踏み出していただけるかという取組は，これからしていただけるの

でしょうか。 

 

（教育総務課長）学校現場の先生への周知というのは，市民の皆様への周知と同じくら

い大事だと感じておりますので，この周知の仕方については，積極的に考えていきた

いと思います。 

 

（教育長）ほかにいかがでしょうか。 

 

（山中委員）お二人の先生の意見になるほどなと思って，意見を読ませていただきまし

た。結構具体的な要望というものも出ていまして，報告書５６ページ，「７－２ 施

設等の環境整備」においても，今鈴鹿市が導入しているタブレット端末ではなくて，

デスクトップ型のものや，画面の大きいものの導入を検討していただきたい等，具体

的な要望も出ているわけなんです。なるほど，そうなんだなと納得してしまう部分も

あります。今現在事業が動いている中で，こういった要望が出ていることを，どう検

討していくかなという難しいところもありますし，大きな課題でもあります。やはり，

先日の文部科学省から来ていただいた方のお話にもありましたように，今最優先で学

校現場の先生方にゆとりを持たせていきたいと言っていました。教育総務課長も言っ

ていただいたとおり，報告書５７ページの一番下の２行，「市でできることは最優先

に取り組んでいただき，教職員がゆとりをもって仕事ができるように切に望みます。」
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ということで，我々もそうだし，いろいろな人がそういったことを思っているという

ことは，今の日本の教育現場に対して求められている何とかしていかなければいけな

いという総意ではないのかなと思います。最優先にという言葉を非常に重く受け止め

ました。そういう意味でも各課において，できることを一つ一つ積み重ねていくこと

が大事ではないかなと思いました。 

 

（下古谷委員）今３名の教育委員から意見が出て，特に教育総務課長，山中委員が言わ

れたように，私も報告書５７ページ一番下の５行が，今の現在の状況を切に訴えてい

るのだなというのがございまして，そういった取組が大事であるというのはつくづく

と感じております。また，ここ数年点検書そのものもかなりスリム化されて，読む側

にとっても読みやすくなってきたのかなと思います。是非現場の先生方に一読してい

ただいて，学校現場でも役立てていただければと，切に思ってやまないというところ

でございます。あと，ちょっとしたタイプミスをざっとここでお伝えしてよろしいで

しょうか。判断していただければよろしいのですが，まず一点目，報告書４９ページ

のところで，須曽野先生からの意見の真ん中に「私の専門は，授業設計（Instructional 

Design）」というところにカッコで，英語の出だしがＩとＤが大文字で書かれていま

す。これが，次の報告書５１ページの下から７行目に「主体的で深い学び（deep 

learning）」の場合は，ｄとｌが小文字になっています。細かいことですが，どちらか

に統一していただいた方が良いのかなと思います。それとあと表現なんですが，この

報告書を最初から読んでいきますと，我々教育委員会の委員について，「教育委員会

委員」という表現が使われているのですが，この先生の表現の中で報告書５２ページ

のところ，「２－４ 外国人児童生徒などへの日本語教育」の真ん中あたりで，「教育

委員と教育長」という表現があります。初めての方が読んだら別の方かなと思ってし

まうかもしれませんので，統一された方が良いのかなと思います。それとあと，報告

書５４ページ，「５－４ 安全教育」の中で「本市では毎件１００件」の毎件という

ところが，毎年だと思います。それから最後の方の「具体的な年間指導計画を作成し，

子どもたちとって」のところで，子どもたちにの「に」が抜けています。そしてあと

報告書５６ページの「７－４ 就学が困難な子どもたちへの支援」のところで，最後

の「もれなく行うようにお願いしたい」のあとの丸ですね。そして，全体のフォーマ

ットを見てくると，報告書５７ページの「７－６ 教職員の人材育成」の上には１行

空けることになると思います。それとあと，私が言うのも大変失礼なんですが，報告

書６０ページの「４ 健康への意識を高め，健やかな体をもつ子ども」の上で，「サ

ポートとして活用していきたい。」とありますが，活用していただきたいの間違いで

はないのかなと思いますので，確認いただければと思います。 

 

（教育長）細かい指摘をいただきまして，ありがとうございます。 

 

（教育総務課長）下古谷委員，ありがとうございます。表現の内容，スタイル等の統一

が必要な部分もございますので，最終修正させていただきたいと思います。どうも御

指導ありがとうございました。 
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（伊藤委員）これはあくまでも教育委員会の点検・評価ということで外れるんですが，

親への教育というのは，ここへは含まれないのでしょうか。活動の点検・評価という

ことで，趣旨は外れるとは思いますが。これはこの大きな柱として，もう一つ小さい

柱で家庭教育というのを，どこかの柱に入れていただきたいと思っています。これは

感想だけです。 

 

（教育長）親の部分ですが，いかがでしょうか。 

 

（教育総務課長）ありがとうございます。学校教育の事務事業に対する点検・評価とい

うことではあるんですが，確かに子どもだけの教育ではなくて，家庭教育も必要だと

思います。次の教育振興基本計画策定の際には，調査研究させていただきたいなと思

います。 

 

（伊藤委員）先生だけでは賄いきれないものが多く，小学校の低学年のあたりは親と先

生の半分くらいかなと思いますので，そのあたりの評価もあればと思います。よろし

くお願いします。 

 

（教育長）大事なことだと思います。ありがとうございます。 

 

（山中委員）質問なんですが，お二人のところではなくて，報告書４５ページの「５－

５ 不登校対策」の一番下のところで，「教職員研修の充実を図っていきます。」とな

っています。もう一つ，報告書４７ページの「７－２ 施設等の環境整備」の「導入

します」がですます調になっています。あとは，していきたい，取り組みたいとなっ

ています。これは，何か意図的なものであれば良いのですが，統一感がないような気

がしますが，どうなんでしょうか。 

 

（書記）統一感を持って整合性を図りたいと思いますが，教育長やそれぞれの委員の意

見を基にもしておりますので，一つ一つ確認させていただいて，全て整合というのは

難しいとは思いますが，できる限りの整合を図ってまいります。 

 

（教育長）スタイルのこと等いろいろ出していただいていますが，ほかにも内容的な部

分などいかがでしょうか。私たちに気付かせていただくようなことはありませんでし

ょうか。 

 

（下古谷委員）報告書を読ませてもらって何年かになるんですが，いろいろな取組の中

で点検・評価項目を見させていただいて，私個人的には非常に頑張っているのではな

いかと思います。ですので，あとはもう少し皆さんに読んでいただけるように，あま

り厚くならないように，ポイントをまとめたもう少し薄めのものが良いのかなと思い

ます。中身的には頑張られていると思っております。 
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（教育長）ありがとうございます。今日は教育委員の方や，評価していただいた先生方

から，教育委員会を励ましていただいているようで嬉しいなと聞かせていただいてい

ます。下古谷委員としては，何か一般の方にも，教育の関係の方にも読んでいただけ

るように，もう少し薄くして見やすくしてはどうかということで，それも一つの方法

ですね。 

 

（下古谷委員）自分のところもそうですが，報告書が１センチあると，正直なところ読

むのは難しいです。やはり，ポイントポイントを押さえて，できるだけ相手にすんな

り伝わっていくような，そういう形のものが良いのかなと思います。以前に比べてす

ごくまとまってきていると思います。 

 

（教育長）報告書を読んでいただくというのも大事な視点の一つですね。ありがとうご

ざいます。 

 

（下古谷委員）ただ，どうしてもそれぞれの項目の中で指標としているものに，教育振

興基本計画がございますので，一対一でマッチングしていない部分もあり残念なんで

すが，いろいろな絡みがありますので，仕方がないのかなと思います。全体的には非

常にまとまってきていて良いと思います。 

 

（福嶋委員）先ほど山中委員もおっしゃってみえたんですが，例年の学識経験者の知見

という欄と比べると，今回はより具体的にこうした方が良いです，こうしてほしいと

いう要望が明確に入ってきていると思います。それをどう受けて教育委員会がそれを

実現化していくかというそのあたりが，やはりもう一歩進んだところでは検討される

べきではないのかなと思っています。この二人の先生が，本気で意見を出してきてみ

えたという気がしていて，そういう面では，より熟考していかなくてはいけないなと

考えています。 

 

（教育長）評価をしていただいたそのあとが大事だということですね。 

 

（教育総務課長）福嶋委員，ありがとうございます。今回，いろいろな御意見をいただ

いておりますので，来年度予算，来年度実行計画等に少しでも反映できるよう努めて

まいります。 

 

（福嶋委員）いよいよ次年度の予算要求の時期になりましたが。予算をこうしたいんだ

という裏付けの資料にもこの報告書を使っていただき，皆さんの総力を挙げて，今年

は昨年よりもより一層数字が上がるようにお願いをしたいと思います。 

 

（教育長）本当におっしゃるとおりです。この点検・評価報告書を貴重な財産として来

年度に向けて頑張っていきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 
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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。 

 

（教育長）議案第１８３６号｢平成２８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１８３６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年度佐佐木信綱記念館特別展等

の開催について」をお願いいたします。 

 

（文化財課主幹兼文化財グループリーダー）それでは，私からは報告事項の１番目，「平

成２９年度佐佐木信綱記念館特別展等の開催」につきまして，説明申し上げます。今

回の特別展は「佐佐木信綱とふるさと石薬師」と題して，１１月 1 日（水）から１２

月１７日（日）にかけて４０日間開催いたします。明治・大正・昭和の３時代を生き

た佐佐木信綱は，誕生から数え年６歳までのわずかな期間を鈴鹿郡石薬師村（現鈴鹿

市石薬師町）で過ごしました。信綱の９１年に及ぶ長い生涯を考えると，故郷で過ご

した時間はとても短く感じられますが，東京に移住してからも度々故郷を訪問し，父

をまつる記念碑の碑前祭に参列したり，還暦の記念に石薬師文庫を寄贈したりと，常

に故郷を想い続けました。最後の故郷訪問の際には「鈴鹿行」と題した短歌を７０余

首詠んでおり，特にその中の「日本語いく千万の中にして懐かしきかも「ふるさと」

といふは」という一首からは，信綱の並々ならぬ郷土愛が見てとれます。本展では，

信綱が寄贈した石薬師文庫の一部や，熱海の別荘の書斎に飾られていた東海道五十三

次石薬師の版画，父弘綱の碑前祭で詠んだ歌の直筆短冊，最後の故郷訪問の際のスナ

ップ写真などを中心に，計７９点の資料を展示し，信綱がふるさとに抱いた想いに迫

ります。なお，特別展期間中の１１月１１日（土）には，佐佐木信綱顕彰会との共同

主催で記念館２階の講座室において講演会を行います。第一部は，文化財課学芸員か

らの特別展解説，第二部は，「佐新書簡の公開 ― 佐佐木信綱・新村出両博士の真

心」と題し，広辞苑の編集で知られる言語学者新村出と信綱との交流について，佐佐

木信綱顕彰会の北川英昭氏に御講演賜ります。また，学芸員による展示資料説明会を，

１１月２５日（土）１０時３０分からと１２月１６日（土）１４時３０分からの，２

回実施いたします。講演会及び展示資料説明会への御参加とともに特別展により多く

の方々に来館いただけますよう，ポスターやチラシ，市ホームページ，フェイスブッ

ク等で，市内外に広く周知を図って参りたいと考えております。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）今，鈴鹿市は大黒屋光太夫記念館，佐佐木信綱記念館，考古博物館と三つ

の文化施設があって，それぞれの施設で特別展を開催し，活発にすることが鈴鹿市民

にとっても大いに貢献していただくことだなと考えています。特に鈴鹿市は      

山口誓子は俳句だし，佐佐木信綱は短歌，斎藤緑雨はアフォリズムというように短い

言葉の世界で歴史があるので，是非活発にやっていただきたいと思います。 

 

（教育長）ほかはいかがでしょうか。 

 

（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「平成３０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２番目「平成３０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８ページを御覧ください。９月１日

から開始しました平成３０年度の園児募集の結果でございますが，まず，今年度に休

園している牧田幼稚園，河曲幼稚園及び一ノ宮幼稚園を開園するかを判断するために，

９月２２日に集計した結果とその後１０月１０日に集計した結果を記載してござい

ます。まず，９月２２日時点の結果でございますが，牧田幼稚園が３人，河曲幼稚園

が１人，一ノ宮幼稚園が６人となっております。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の３園につきましては，「鈴鹿市立幼稚園

の休園及び廃園基準」において，入園希望者が１５人未満の場合は休園することとし

ているため，平成３０年度は休園することといたします。さらに，平成２６年度以降，

連続３年休園となる場合は，休園を確定した当該年度末に廃園となることから，牧田

幼稚園及び河曲幼稚園につきましては，３年連続での休園となるため，今年度末での

廃園とする方向で，今後，手続を進めてまいります。なお，一ノ宮幼稚園は，２年連

続の休園となります。一方で，玉垣幼稚園で定員を超えての申込みがあり，４歳児の

定員３５人に対しまして，３６人の申込みがあったため抽選会を実施する予定でござ

いましたが，抽選会当日に１人欠席がありましたので抽選自体の実施はございません

でした。次に，１０月１０日時点の方を御覧ください。９月２２日以降に申込み及び

キャンセルされた方と，休園になる園に申し込まれた方の希望する進路を反映した人

数となっています。その結果，４歳児の合計は，２３７人であり，昨年度比１９人の

増加となっており，５歳児の合計は，２５５人で，昨年度比１２人の減少となってお

ります。学級数につきましては，合計２３学級となり，このまま申込者数に増減がな

ければ，今年度と同様の学級数となる見込みでございます。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。 

 

（福嶋委員）一ノ宮幼稚園，牧田幼稚園，河曲幼稚園の中で希望されていた方は，実際

はどのようなところへ行かれたのでしょうか。 
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（子ども育成課長）牧田幼稚園の３名につきましては，うち２名は飯野幼稚園へ進むこ

とになっています。そのうち１名は今４歳児で，既に飯野幼稚園に行っておりますの

で，そのまま進級することになり，もう１名は，新たに入園となります。あと１名に

つきましては，トーマスぼーや保育園という私立の保育園に入園する予定です。河曲

幼稚園の１名につきましては，現在も神戸幼稚園に４歳児としておりますので，その

まま進級をする予定です。一ノ宮幼稚園の６名に関しましては，そのうち４名が神戸

幼稚園におりますので，そのまま進級をしていただき，あとの１名のすずか幼稚園に

在園の子はすずか幼稚園に進む予定です。そして，残りの１名は，石薬師保育所にみ

える子で，おそらくそのまま進級になるとは思いますが，まだ保育所の決定時期では

ありませんので，未定となっています。 

 

（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）｢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）平成２９年１１月定例会でございますが，平成２９年１１月１７日 金

曜日午後２時１５分から石薬師小学校図書室において，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,教育総務課長が説明いたしました日時場所において 

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２時４４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 下古谷 博司 


