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平成２９年４月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２９年４月２５日（火）午後３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（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），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），

参事兼地域協働課長（山本浩），文化財課長（新田剛），参事兼子ども政策課長（古

市素朗），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

長（坂本悦子），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）専決（鈴鹿市教育委員会書記の任免）の承認について     （教育総務課） 

（２）鈴鹿市学校規模適正化検討委員会の設置等に関する条例の制定について                                              

（教育政策課） 

（３）鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の組織及び運営に関する規則の一部改 

正について                        （教育支援課） 

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

（５）鈴鹿市立幼稚園条例の一部改正について          （子ども育成課） 

 

６ 報告事項 

（１）鈴鹿市教育振興基本計画平成２９年度実行計画について    （教育総務課） 

（２）鈴鹿市学校規模適正化基礎調査の報告について        （教育政策課） 

（３）鳴門教育大学と鈴鹿市教育委員会との連携事業に関する協定について 

（教育指導課） 

（４）平成２８年度の市内児童生徒の問題行動について        （教育支援課） 

（５）外国人児童生徒就学支援教室（コトノハ教室）について     （教育支援課） 

（６）鈴鹿市ふれあいセンター（ふれあいホール）の臨時休館について（地域協働課） 

（７）平成２９年度鈴鹿市考古博物館催し物案内について       （文化財課） 

（８）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）５月教育委員会定例会の開催について            （教育総務課） 
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８ 傍聴人 １名 

 

（教育総務課長）教育長，議事に入ります前に，４月１日付けの人事異動におきまして，

職員の異動がございましたので，本日出席しております課長以上の職員について，改

めて御挨拶をさせていただきたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

 

（教育長）はい，お願いします。 

 

（教育次長）４月１日から教育次長になりました森川洋行です。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（教育総務課長）教育総務課長を拝命しました白塚山隆彦です。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（教育政策課長）防災危機管理課から教育政策課に異動になりました澤卓男です。新し

い課で携わらさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（学校教育課長）４月から学校教育課長を拝命しました梅本秀明です。よろしくお願い

いたします。 

 

（教育指導課長）４月から教育指導課長を拝命しました川北浩司です。よろしくお願い

いたします。 

 

（教育支援課長）昨年度に引き続き教育支援課長を拝命しました橋本伸清です。よろし

くお願いいたします。 

 

（地域協働課長）昨年度に引き続き公民館を担当させていただく地域振興部地域協働課

長の山本浩です。よろしくお願いいたします。 

 

（文化財課長）文化財課長を拝命しました新田剛です。よろしくお願いいたします。 

 

（子ども政策課長）昨年度に引き続き子ども政策課長を拝命しました古市素朗です。よ

ろしくお願いいたします。 

 

（子ども育成課長）４月から子ども育成課長を拝命しました坂本悦子です。よろしくお

願いいたします。 

 

（教育長）それでは，私にとっても就任後，初めての定例会となりますので，一言 御挨

拶させていただきます。委員の皆様，傍聴に起こしいただきました皆様こんにちは。

この度，平成２９年４月１日付けで教育長に就任いたしました中道でございます。鈴
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鹿市の教育行政を担うことにつきまして，大変光栄に存じますとともに，責任の重大

さに身の引き締まる毎日でございます。あっという間に４月の終わりを迎えて，教育

課題の多さ，大きさに改めて重責を感じています。３５年間教職生活を送ってきて，

常に思い続けてきたのは，子どもたちが幸せな人生を歩めるように様々な力をつけて

あげたいということです。それはこの職に就いても変わらず，益々強くなってきたと

感じます。子どもたちに知・徳・体，学力，体力，それから人間性，様々な力，耐え

る力，挑戦する力をつけてあげたいと感じています。そのためには，直接の指導者で

ある先生方の指導力の向上，それから学校の経営力の向上，施設設備の充実について，

微力ではありますが尽力してまいりたいと思っていますので，よろしくお願いいたし

ます。 

 

（教育長）それでは，ただ今から平成２９年４月教育委員会定例会を開催します。本日

の議事録署名委員は，伊藤委員にお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，議事に入ります。議案第１８１７号｢専決鈴鹿市教育委員会書記の

任免の承認について」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，鈴鹿市教育委員会会議規則第７条の規定に

基づき書記の任免を行うについて，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関す

る規則第３条 第１項の規定により専決しましたので，同条第２項の規定により，こ

の議案を提出いたします。 

 

（教育総務課長）それでは，引き続き，詳細を説明申し上げます。本議案は，平成２９年

４月１日付け人事異動に伴い，それまで鈴鹿市教育委員会書記を兼務しておりました，

教育総務課総務グループの佐野方彦副主幹が異動し，新たに，教育総務課総務グルー

プに川村浩司副主査が着任しましたので，二人の鈴鹿市教育委員会書記の任免を行う

ため，鈴鹿市教育委員会の教育長への事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に

より，佐野副主幹の兼務を解く発令を平成２９年３月３１日付けで，川村副主査の兼

務発令を平成２９年４月１日付けで専決処分いたしましたので，同条第２項の規定に

より教育委員会へ報告し，その承認を求めるものでございます。まず，解く発令です

が，「事務職員佐野方彦 鈴鹿市教育委員会書記の兼務を解く 平成２９年３月３１

日 鈴鹿市教育委員会」。次に，兼務発令ですが，「事務職員川村浩司 鈴鹿市教育委

員会書記に兼ねて任命する 平成２９年４月１日 鈴鹿市教育委員会」。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。 

 

（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１８１７号｢専
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決鈴鹿市教育委員会書記の任免の承認について」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１８１７号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８１８号鈴鹿市学校規模適正化検討委員会の設置等に関する条

例の制定について」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２９条の規定に基づき市長から意見を求められた鈴鹿市学校規模適正化検討委員

会の設置等に関する条例案について，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。詳細については，教育政策課長から説明させていただきます。 

 

（教育政策課長）それでは，「鈴鹿市学校規模適正化検討委員会の設置等に関する条例」

の制定についてでございますが，まずは，検討委員会を設置する主旨，目的を説明申

し上げます。国においては，平成２７年１月２７日付けで「公立小学校・中学校の適

正規模・適正配置等に関する手引き」を策定しました。その背景には，近年の家庭や

地域社会における子どもの社会性育成機能の低下や，少子化の進展が中長期的に継続

することが見込まれ，学校の小規模化に伴う，教育上の諸課題が顕在化することが懸

念されるためです。本市においても，小学校児童数，中学校生徒数の減少が懸念され

たり，地域的な偏在も予測され，クラス替えができないなどの過小規模校が，いつ頃

から発生するかなどを予測し，その解決を図ることを目的に，本年度に「鈴鹿市学校

規模適正化・適正配置基本方針」を策定してまいります。基本方針につきましては，

同じように策定した自治体が，ホームページで公表していますが，その内容の多くか

ら，学校規模の適正化のほか，小規模校のメリット・デメリット，小規模校を存続さ

せる場合の方策などの内容を想定しています。なお，これらの内容を取りまとめるに

当たり，どのような対象者からアンケートやヒアリングを行うのか，住民の意見・ニ

ーズをどの時点で把握するのかなど，進め方の提案や，方向性の整理，意見の取りま

とめなどをしていただく付属機関が，今回，提案します「鈴鹿市学校規模適正化検討

委員会」となります。この検討委員会の構成員数や構成等につきましては，第３条に

ありますように，１５名以内の構成員数とし，第４条の，その構成で，他市における

状況も勘案し，公共施設マネジメントの専門家などの学識経験者や，自治会代表，保

護者代表，学校関係者，公募市民などが参画する人選を進めてまいります。その任期

は，本年度に策定する予定ですので，第５条に掲げるとおり，１年の委嘱期間といた

しますが，第２項において，再任する規定も設けております。今後の主な作業の時期
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を時系列に申し上げますと，現在，「検討委員会の設置条例」を，６月市議会に提案

するための作業を進めておりますので，議会の議決後，速やかに，市民公募を７月う

ちに，委員委嘱を８月に行い，第１回目の検討委員会を，遅くても，８月うちに開催

する予定としています。以上が，御審議いただく説明となります。 

 

（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。 

 

（福嶋委員）委員の任期は１年ということです。第１回の検討委員会が８月ですので，

任期が短いと思いますが，なぜ任期が１年なのでしょうか。 

 

（教育政策課長）平成２９年度に出ている市長の施政方針の中で，平成２９年度中に基

本方針を策定することが重点目標として掲げられています。基本方針策定の始まりは

８月からにはなりますが，作業工程を精査しながら平成３０年３月を目処に，なんと

か策定してまいりたいと考えています。ただ，８月に始まり，翌年の７月までの１年

の任期とはなりますので，慎重ながらも迅速に進めてまいりたいと思います。 

 

（福嶋委員）１年間で委員会は何回開催予定でしょうか。 

 

（教育政策課長）通常他市の状況を見ていますと，概ね委員会の実施は４回程度が基本

であり，進捗によっては６，７回というところもございます。本市においては，基本

４回実施を想定しています。 

 

（福嶋委員）大きな議題ですので，慎重にお願いいたします。 

 

（下古谷委員）第３条１項に，委員会は，委員１５人以内で組織するとありますが，１

５人は少し多い気がしますが，いかがでしょうか。また，第３条２項に，委員会に臨

時委員を置くこととありますが，臨時委員を置いた場合は，臨時委員も１５人に含ま

れるのでしょうか。 

 

（教育政策課長）第３条１項については，本市の他委員会同様，最大で１５人以内とし

ますが，他市を参考に本委員会でも１０人程度とする予定です。また，第３条２項に

ついては，臨時委員を置いた場合，臨時委員は１５人に含まれません。 

 

（伊藤委員）検討委員会は，最終何年度までを想定し設置する予定でしょうか。 

 

（教育政策課長）平成２９年度に基本方針を策定し，それ以後次の段階へと作業が進ん

でいく想定ですので，平成３０年度，若しくは３２年度までと継続する可能性はあり

ます。 

 

（伊藤委員）最終的に検討委員会で結論は出す予定でしょうか。 



6 

 

（教育政策課長）その都度ある程度結論を出し，検討委員会で意見をまとめる予定です。 

 

（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１８１８号「鈴鹿市学校規模適正化検討委員会の設置等に関する条例

の制定について」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１８１８号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８１９号「鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の組織及び

運営に関する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，鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の

組織及び運営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。 

 

（教育支援課長）それでは，議案第１８１９号「鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議

会の組織及び運営に関する規則の一部改正について」を説明申し上げます。８ページ

の新旧対照表を御覧ください。この規則の一部改正につきましては，規則第１条に引

用する条名が，平成２９年３月３１日公布の地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部改正に伴い，条ずれ変更されたことにより，規則第１条の条名を第４７条の

５第８項から第４７条の６第１０項に改正するものでございます。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。 

 

（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１８１９号「鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の組織及び運営に関する

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１８１９号を原案のとおり承認いたしま

す。 
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（教育長）次に議案第１８２０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）それでは，私からは議案第１８２０号「学校運営協議会の任命」につ

きまして，説明申し上げます。１０ページを御覧ください。各小中学校長から推薦さ

れた平成２９年度の学校運営協議会委員の名簿でございます。校長を含め，４０６人

となっております。委員の内訳といたしまして，地域関係者が２６０人，ＰＴＡ関係

者が８４人，有識者が２２人，校長が４０人となっております。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。 

 

（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）神戸中学校は大きな規模の学校ですが，神戸中学校の委員の数は校長を

入れて６人となっています。学校の規模に対して委員の数が少ないと思いますが，特

に問題はないでしょうか。 

 

（教育支援課長）神戸中学校は，校長が４月から新たに着任いたしました。昨年度の課

題を十分に踏まえて，これから学校協議会の委員を新たに増やしていくということで

あり，現段階では今回の数となっています。 

 

（山中委員）学校運営協議会の委員の任期はどうなっていますか。 

 

（教育支援課長）学校運営協議会の規則では，任期は１年，再任を妨げないとしていま

す。 

 

（福嶋委員）学校運営協議会の委員の名簿についてはこれで良いなと思います。学校運

営協議会をやっていると良いことや問題が起こることもあると思いますが，実際に行

っている取組事例や，発生している問題をこの際挙げていただけませんでしょうか。 

 

（教育支援課長）取組事例の紹介については，地域の農業関係者の方の協力いただいて，

小学校の低学年の生徒と田植え体験をしている学校があります。あるいは，学校運営

協議会の委員が学習支援ボランティアを募集しまして，国語，算数等の授業に参加し

ている学校もございます。また，学校の敷地の草刈が必要になると，学校運営協議会
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の呼びかけにより地域の方々と草刈り作業を行っています。もう一つ，夏休み中に地

域に愛着を持ってもらうため，学校運営協議会の委員と学校の児童会が「あかりフェ

スタ」というものを開催しています。以上がかなり評価の高い事例になります。課題

といたしましては，学校運営協議会の協議課題が難しく，協議だけで終わってしまい

具体的な解決策に結びつかない，話し合いだけで終わってしまうものがあります。例

えば，学力問題，不登校問題，子どもの生活リズムの問題，読書離れの問題等があり，

学校運営協議会で有効な手立てを考えきれていない状況です。 

 

（福嶋委員）やはり学校運営協議会で地域ごとの特色を生かした取り組みは，とても良

いと思います。ただ，特色があるのは良いが活発，不活発の温度差があってはならな

いので，なるべく平等に取り組んでいくように努力していただきたいと思います。先

ほど協議で終わってしまうという話がありましたが，教育委員会からアドバイザーを

派遣する等，もう一つ踏み進んだ対策を実施いただければと感じます。 

 

（伊藤委員）校長会で教育委員会の方針を校長先生が聞いて帰られ，学校運営協議会の

中で学校のあり方等の話も出るかと思いますが，運営協議会そのものがどれほどの実

行力があるのでしょうか。また，地域の方々の希望を校長先生がどのくらい取り込ん

でいかれるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）地域の課題をいかに管理職が的確に受け止め，地域の方々と共に学校

づくりをどのように進められるかは，学校長の力量が問われるところであります。一

方で学校長の仕事は，目の前の子どもたちの様々な事象の対応に追われることがあり，

地域のニーズに的確に把握するに至らない場合も多々あります。そういったことを踏

まえまして，学校運営協議会の委員から積極的に意見を表明，提案してもらい，地域

のニーズを的確に把握できるよう校長会で指導したいと考えています。 

 

（山中委員）だいぶ前から小中連携と言われていますが，小中連携という視点から小学

校と中学校の学校運営協議会の委員が連携することはあるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）鈴鹿市の全ての中学校区でなされているわけではありませんが，天栄

中学校区では天栄中学校を核として，各小学校と共に英語教育や生徒指導の対応を統

一的なものする等，様々な対応がされています。 

 

（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１８２０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１８２０号を原案のとおり承認いたしま
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す。 

 

（教育長）次に議案第１８２１号「鈴鹿市立幼稚園条例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，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鈴鹿市立幼稚園条例の一部を改

正する条例案について，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。 

 

（子ども育成課長）それでは，私からは議案第１８２１号「鈴鹿市立幼稚園条例の一部

改正」につきまして，説明申し上げます。本市におきましては，昨年６月に，平成２

９年度から認定こども園が開設されることに伴い，私立幼稚園の保育料と認定こども

園の保育料に乖離が生じないよう１号認定の保育料を改正した経緯があります。そし

てその際に，平成３０年度を目処に再度，特定教育・保育施設及び公立幼稚園の保育

料を見直すこととしておりました。公立幼稚園の保育料につきましては，平成２７年

度決算ベースでは，幼稚園費の歳出額約４億円に対して，歳入である保育料は約３千

３百万円であり，適正な利用者負担の観点から改正が求められているところでありま

す。１４ページの算定表を御覧ください。改正に当たっては，現行の保育内容である

４時間の保育時間を継続することや，一時預かり事業を実施しないことを継続する間

は，これまでと同様に，公私立の保育料を統一とすることなく，公立幼稚園独自の保

育料算定表により保育料を決定することとしております。しかしながら，所得の最多

階層において，現行の保育料水準である月額換算６，２００円は，国上限額基準２５，

７００円の約２４％と極めて低水準であり，国上限額基準の５０％となるよう，保育

料を改正しようとするものでございます。１３ページにお戻りください。改正内容で

ございますが，第４条第２項中，年額の上限を「７４，４００円」から「１５３，６

００円」に改めます。この条例を平成３０年４月１日から施行するため，本件は６月

市議会定例会に提出してまいります。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。 

 

（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）１４ページに鈴鹿市，津市，四日市市の利用者負担額の比較表があり，

表中⑤において，津市や四日市市は１８，０００円前後となっていますが，鈴鹿市は

１２，８００円となっています。保育料の適正化という観点から見た場合，１２，８

００円というのは，妥当なのでしょうか。 

 

（子ども育成課長）四日市市と津市の場合は，鈴鹿市と異なり，１号認定及び私立幼稚

園と公立幼稚園の保育料が同じ算定表を使用していますので，こういったことから金
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額の差が生じています。今のところ保育内容の変更は行わないことから，国基準の５

０％程度とさせていただきました。 

 

（福嶋委員）保護者の方にとっては，かなりの保育料の増額になり，御心配される方も

みえると思いますが，いかがでしょうか。 

 

（子ども育成課長）算定表を御覧ください。最高額の階層では，倍以上にはなっていま

すが，一番対象者が多いＣ２階層では，倍までは増額になっておらず，必ずしも倍以

上の増額になっているわけではありません。また，多子軽減という制度があり，たく

さん兄弟がみえる家庭では，１人目は満額，２人目は半額，３人目は無料となってい

ますので，各家庭において負担が倍額になるようなことはありません。多子軽減につ

いては，Ｃ１とＣ２の階層の間で制度が異なり，Ｃ１より上の階層では，多子カウン

トの年齢制限がございません。Ｃ２より下の階層については，小学校３年生以下のお

子さんを１とカウントします。 

 

（伊藤委員）これだけ少子化になってきますと私立幼稚園も子どもが減ってきています。

各中学校区に２年の幼稚園が１つというので，今後保育内容の改正というのを折り込

んでいただき，モデルケース，就学前の子どもの教育の在り方というのを公立幼稚園

が支えてほしいと思います。 

 

（福嶋委員）女性が社会で長時間働くことが増えている中で，長時間保育等社会のニー

ズも視野に入れながら，弾力的に従来の方法にとらわれずに取り組んでいただけたら

と思います。 

 

（山中委員）階層区分について，Ｃ２が一番人数が多い階層とのことですが，津市はこ

のＣ２階層が所得によって２区分，四日市市は４区分に分かれています。今回，この

階層をより細かくするという議論はなかったのでしょうか。 

 

（子ども育成課長）昨年の６月に公立幼稚園の１号認定について改正を行ったところで

す。その際に国基準の算定基準の階層に合わせて作成しております。 

 

（下古谷委員）今回の負担額の改定に伴う延長保育料の変更はありましたか。 

 

（子ども育成課長）公立幼稚園については延長保育は実施しておりません。 

 

（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１８２１号「鈴鹿市立幼稚園条例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 
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（教育長）御異議がないようですので，議案第１８２１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。「鈴鹿市教育振興基本計画平成２９年度実

行計画について」をお願いいたします。 

 

（教育総務課長）それでは，報告事項の１番目「平成２９年度鈴鹿市教育振興基本計画 

実行計画」について，説明申し上げます。別冊の実行計画を御覧ください。本実行計

画につきましては，平成２９年１月教育委員会定例会におきまして，報告いたしまし

たところですが，その際，一部の指標で，平成２８年度の現状値が確定しておりませ

んでしたことと，委員の皆様からの御意見から，平成２９年度の目標値を一部修正い

たしましたので，改めて報告させていただきます。例を申し上げますと，平成２８年

度の現状値が確定したものは，２ページの１－１－①英語教育等，確定したものは全

てで９項目あり，網掛けで示しております。一方，平成２９年度の目標値を修正した

指標ですが，代表的なものでは，８ページ一番上の学校・幼稚園における人権教育の

推進になります。このほか９ページ５－５－①不登校対策の目標値についても修正し

ております。これも全て修正した箇所は網掛けで表示しております。御確認お願いい

たします。報告は，以上でございます。 

 

（福嶋委員）２ページの目標値が新たに決まった項目の一番上，外国語指導助手が関わ

る授業時間の割合について，目標値は大きく変わっているわけではないようですが，

予算等の理由があるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）ＪＥＴプログラムによりまして，招致しておりますＡＬＴの人数です

が，昨年と変わらず６名となっています。この６名のＡＬＴを各学校に派遣させてい

ただくという制度上，大きく目標値を上げるということは難しく，若干の目標値向上

ということで，目標値１２％となっています。 

 

（下古谷委員）６ページの食育のところで，指標が栄養教諭と連携した授業などの年間

時間数となっていますが，平成２８年度の現状値１３１．３時間に対して，平成２９

年度目標値が１５２．７時間となっており，かなり目標値が増えているように感じま

す。栄養教諭は先ほどのＡＬＴに比べ，増員することになっていますでしょうか。 

 

（教育指導課長）栄養教諭の人数につきましては，昨年度から増員はありません。各学

校の指導計画に基づき，栄養教諭の工夫のもと少しずつ時間数を増やしていきたいと

いう考えです。 

 

（下古谷委員）昨今様々な面で教員の負担が問題になっていますので，できるだけ負担

が過度にならない程度にしていただきたいと思います。 
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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。

それでは，御意見もないようですので，報告事項の２番目「鈴鹿市学校規模適正化 

基礎調査の報告について」をお願いいたします。 

 

（教育政策課長）それでは，私の方からは，お配りしています，全６４ページの基礎調

査報告書と基礎調査報告書の概要版がございますが，概要版を使用し，説明申し上げ

ます。説明の前に，本調査を実施した主旨についてでございますが，先ほど，御承認

をいただきました議案の説明と少し重複いたしますが，国においては，平成２７年１

月に「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引きの策定について」

を通知し，小・中学校では一定の集団規模が確保されていることが望まれることが示

されました。また，平成２７年１１月に「学習環境の向上に資する学校施設の複合化

の在り方について」の報告書を公表し，地域の実情に合わせた余裕教室の活用などの

重要性などが示されました。そのため，本市においても，総合計画２０２３において，

「楽しく安心して学べる教育環境づくりの推進」を掲げ，子どもたちが楽しく安心し

て学べるよう，様々な教育環境を整え，また，学びの環境を保障することにより，本

市の成長を支える人材の育成を目的としました。この目的達成に向けた目標の一つに，

望ましい集団規模を確保するため，まず，学校規模の適正化や適正配置について検討

することとし，平成２８年度に，データ等の事前準備や，将来の児童生徒数の予測デ

ータを把握するため，「鈴鹿市学校規模適正化基礎調査」を実施しました。それでは，

基礎調査報告書(概要版)を御覧ください。ページを開いていただきますと，構成を記

しております。１市内小中学校の児童生徒数の推移や課題等の整理，２児童生徒数の

試算と課題等の整理，３教室数の試算，４将来的に適正規模の学校，５学校規模適正

化基本方針等策定のための基礎資料でございます。１ページを御覧ください。市内小

中学校の児童生徒数の推移や課題等の整理でございますが，小学校児童数の推移のグ

ラフを御覧いただきますと，過去１０年をみた，棒線グラフの左から３つ目に，１３，

０００人と児童数がありますが，この平成２１年度をピ－クに，以降平成２８年度ま

で，右下がりに減少しています。中学校生徒数の推移につきましても，平成２５年度

の生徒数６，２００人をピ－クに，以降平成２８年度まで，右下がりに減少していま

す。２ページの学校施設の状況につきましては，今後の老朽化対策や長寿命化改修を

考える上で，建築年度順に整理をしております。次に，３ページの児童生徒数の試算

と課題等の整理でございますが，表とグラフを見比べながら，御覧いただければと思

います。本市においては，児童生徒数の推計を行う上で，高位，中位，低位の３パタ

－ンを設定し，推計いたしました。まず，高位ですが，上の表の３つめにございます

ように，２０１６年３月に策定しました鈴鹿市人口ビジョンのパターン３を設定しま

した。その基本人口は，国勢調査の平成１７年，２２年の人口を使用しています。ま

た，出生率についても，国が率の増加等を目標とした政策誘導数値としております。

下のグラフでイメージしていただき，こちらを高位推計といたします。次に，低位で

すが，上の表の 1つ目で，基本推計とするものでございます。その基本人口は，住民

基本台帳による平成２３年，２８年の３月時点の人口を使用しています。また，出生
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率についても，統計上で標準的に使用される国立社会保障・人口問題研究所の数値と

しています。下のグラフでイメージしていただき，こちらを低位推計といたします。

これらの中間にあたるものを補正推計として，中位推計といたしました。なお，この

３つの推計パターンには，出生率や移動率，生残率や将来予測値の変動も加味した，

整理を行っています。そして，３ページの下段には，平成２８年から平成４８年まで

の２０年間の推計値を試算した結果を示しております。小学生においては，低位推計

で，平成２８年時点より，約３，３００人の減少，高位推計で，約１，２００人の減

少が見込まれます。４ページの中学生においては，低位推計で，平成２８年時点より，

約２，２００人の減少，高位推計で，約１，２００人の減少が見込まれます。次に，

教室数の試算ですが，本市においては，独自の過密解消学級編制を行ってまいります。

表にもございますように，小学校１・２年生は，１学級３０人以下，小学校３年生か

ら６年生と中学校は，１学級３５人以下とし，各学校の学級数と教室数を試算いたし

ました。その試算の結果が，５ページとなります。この概要版では，使用可教室数の

列を設け，横に実学級数を載せることで，現時点での余裕教室を把握することができ

ますが，成果品におきましては，使用可教室数の列がございませんこと，あらかじめ

御了承ください。各小学校の見方でございますが，国府小学校を御覧いただきますと，

使用可教室数は２２，実学級数が１４であることから，余裕教室は，８教室存在する

こととなります。しかしながら，余裕教室を，少人数学習スペースや教育相談の部屋

として，活用している学校もあります。表にありますように，５年後，１０年後，１

５年後，２０年後の実学級数が，先ほどの３つの推計パターンでどうなるかを示した

推計値が平成３３年，平成３８年と順に記しております。平成３３年の箇所を御覧い

ただきますと，１６から１３とございます。注釈にもございますが，左側の１６は，

高位推計で，国勢調査の数値を用い，国が政策誘導し，出生率が上がるパターンでご

ざいます。右側の１３は，低位推計で，住民基本台帳に基づく数値を用い，国立社会

保障・人口問題研究所による出生率で推計した数値でございます。続きまして，７ペ

ージに移りますが，今回の推計結果として，将来的な学校分類をすることができまし

た。小学校の分類における，１行目を御覧いただきますと，左側から，過小規模校，

小規模校，準適正規模校，適正規模校，大規模校，過大規模校と６分類しております。

国の基準においては，小中学校とも１２から１８学級が適正規模としておりますが，

本市における考え方としては，小学校では，１２から２４学級を適正規模校，６から

１１学級を準適正規模校とし，表に記載する数値での分類を行いました。中学校につ

きましては，９から２４学級を適正規模校とし，小学校と同じ考え方で分類していま

す。この結果，８ページにありますとおり，過小規模校と過大規模校については，対

策を検討する必要があり，小規模校と大規模校についても，必要に応じて検討するも

のといたしました。本調査の結果といたしましては，「５学校規模適正化基本方針等

策定のための基礎資料」の表中に示すとおり，事前準備としましては，１０校を引き

続き，課題校として捉えますが，今後におきましては，さらなる整理を必要とされま

す。と申しますのも，平成２７年国勢調査の確報値が新たに公表されたことや，それ

に伴う，新たな人口推計を，国立社会保障・人口問題研究所が，平成２９年４月１０

日に公表したことで，推計値が大きく変わることが予測できることになりました。ま
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た，２０年人口推計において，平成２８年の実績値を置き，平成２９年から４９年推

計に置き換えるなどの作業により，新しいデータでの，課題校の整理が必要となりま

す。本年度は，これらの修正作業を早期に行い，過小規模校，過大規模校といった設

定や，その対策を検討する予定です。検討に当たりましては，先ほど御審議いただい

た，「学校規模適正化検討委員会」を設置し，進め方の検討，また，関係する学校や保

護者等へのアンケート等の実施を図ってまいります。そのため，現在は，検討委員会

の設置の手続きとしての６月市議会提案や，また，委員会設置後の作業が進んでいる

自治体と，逆に作業が停滞している自治体を選考し，視察に向かう準備に着手してお

ります。本市においては，重点的に取り組む事業に「学校規模の適正化・適正配置に

向けた基本方針」の策定を掲げる中，今回の基礎調査のデータをベースとしながら，

本年度，基本方針の策定に向けて，データを最新版のものとし，施策の推進を図って

まいります。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。 

 

（山中委員）平成２７年の国勢調査の結果がこの４月１０日に公表されたわけですが，

この結果をもっての基礎調査データの修正作業は，いつ頃終了予定でしょうか。 

 

（教育政策課長）前回の調査データは委託業者から納品されていますので，聞ける部分

は業者に聞きながらデータの修正作業を５から６月頃には仕上げたいと考えていま

す。 

 

（福嶋委員）データの修正を加えると，感覚としては過大校が増えそうでしょうか。 

 

（教育政策課長）おそらくこうなるのではないかということを昨年の委託業者に尋ねた

ところ，概要版３ページの推計値の高位，中位，低位がおそらくほとんどなくなって，

ほぼ低位に近づいていくであろうということです。概要版５ページを御覧ください。

低位に近づくということは，例えば，国府小学校では学級数１６～１３となっている

部分も１３になっていくであろうということが考えられます。あくまで予測になりデ

ータ修正前であり明言はできませんが，修正データ等から少し後年度に過小規模校が

発生しうる予測が立てられます。 

 

（福嶋委員）政策誘導数値はどうなのかなと思うのですが，概要版３ページの政策誘導

数値とは予測した希望的観測数値になるのでしょうか。 

 

（教育政策課長）他市におきましても，低位・高位を設定する場合，各市が持っている

人口ビジョンの中にある政策誘導値を活用している状況があり，比較をするに当たり，

必要な推計値と考えています。 

 

（福嶋委員）政策誘導値は，あまり地域性が加味されていない気がします。わかりまし
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た。 

 

（伊藤委員）資料については明確なものになっていると思います。ただ学校の統廃合は

地域の方々の理解も必要であり，難しいものだと思います。今年度から新設された課

で，これだけの資料を日々作成するのは大変であり，市長の意向がよくわかりました。

みなさんの御苦労がしのばれた資料だと思います。 

 

（福嶋委員）学校の統廃合は，直感としてマイナスと感じる方が多いですが，子どもた

ちにとってのプラスになるものを研究・検討いただきたいと思います。 

 

（教育政策課長）学校統廃合ありきの考え方の前に，通学区域の弾力化や合川小学校で

も導入されている小規模特認校制度，また三重県下で導入している複式学級等があり

ますので，そういったやり方も加味しながら検討していきたいと思います。 

 

（福嶋委員）新たな学校経営の展開の時期になると思いますので，旧来の方法にこだわ

らず弾力的な可能性のある学校にしていただきたいと思います。 

 

（伊藤委員）学校の築年数もだいぶ古くなってきていますので，様々な要素を考え，最

終結論を出していただきたいと思います。また，地域交流のため，たくさんスクール

バスを走らせていただきたいと思います。例えば，英語教育をやりたい子どもがいれ

ば，合川小学校のように重点的に校区として英語教育を行い，スクールバスが走れば

良いと思います。非常に夢のある構想プランだと思いますので，是非よろしくお願い

いたします。 

 

（下古谷委員）非常に詳しく調査をされており，参考になるデータだと思います。概要

版４ページのところで学級編成が標準学級編成として３５人，４０人という数値に対

して，過密解消学級編成として３０人や３５人という数値で計算して，生徒数に対し

て教員の数が決まっているとすると，教員の数が不足することが問題になってくるこ

とが危惧されます。今回規模適正化をするのであれば，多種多様な職務になってきて

いますので，個人的には教員の現状維持もしくは増員というのも含めて考えていただ

きたいと思います。 

 

（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「鳴門教育大学と

鈴鹿市教育委員会との連携事業に関する協定について」をお願いいたします。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは 報告事項の３番目鳴門教育大学と鈴鹿市教育委

員会との連携事業に関する協定について」につきまして，説明申し上げます。報告書

２ページを御覧ください。平成２３年度から始まりました鳴門教育大学との連携事業

は，３年ごとに更新をしておりますが，先月３月２４日には，大学より学長，副学長

をお招きし，新たに協定締結式を執り行い，本年度から第３期を迎えることとなりま
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した。２ページは，その時の協定書となっております。続いて，１ページを御覧くだ

さい。本連携協定は，主に中学校での取組となりますが，これまでの成果を踏まえ，

授業力及び組織力の向上を図ることで，子どもたちの学力向上をめざそうと考えてお

ります。その概要につきましては，まず，本市からは毎年１名現職教員を教職大学院

に派遣し，自校の課題について実践研究を行います。一方，大学の先生方は，市内全

中学校を訪問するとともに，教育委員会事務局が開催する各種会議にも出席し，指導

助言を行っていただきます。大学の先生が中学校を訪問する回数は，１校当たり１，

２回と回数は少ないものの，指導主事や大学院の学びを終了した現場教員等が，大学

教員との情報共有を密にしながら，日々の取組を推進していく計画でございます。 

このような市と大学の連携は全国的にも非常に珍しいものであり，本市の特色ある教

育の取組と言えます。大学の知見を生かし，教員の授業力を向上させることで，子ど

もたちの学力向上を図ってまいりたいと思います。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。 

 

（福嶋委員）鳴門教育大学に行かれた先生は，こちらに戻ってきてどのような場面で活

躍されていますか。 

 

（教育指導課長）今まで鳴門教育大学へ派遣された教員は６人，現在派遣されている２

人を含め８人が鳴門教育大学で学んできています。こちらに戻ってきてからは，教育

委員会事務局の指導主事や，教育現場の研修の中核的な役割を果たし，子どもたちの

学力向上，生徒指導，その他専門分野の指導において学校教育の中心を担って活躍し

てもらっています。 

 

（福嶋委員）だいたい何歳くらいの方が鳴門教育大学へ行ってみえますか。 

 

（教育指導課長）年齢について詳細には把握していませんが，ある程度教育現場で経験

を積んだ教員であり，３０歳代から４０歳台前半の教員が多く派遣されております。 

 

（福嶋委員）鳴門教育大学に派遣された方が市内に戻ったときに話を聞いたことがあり，

熱心にされていましたので，こういった方を是非活用いただけたらと思います。 

 

（山中委員）非常に良い取組だなと思います。結構長い間やって見えますし。お願いと

して，鳴門教育大学へ長期留学するかたちになるのですが，個人負担になっている授

業料について，市から派遣しているわけですので，補助がでないかと思います。私も

教育現場にいるときに授業料が非常に大きなネックになっていました。給料は出てい

るので，授業料の全額とはいいませんが，検討いただきたいと思います。 

 

（下古谷委員）資料２ページにある協定書の第１条にある「甲に対する理解を深めさせ

る」というところで，鳴門教育大学さんに対して理解を深めさせるというのは，何か
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理由がございますか。取組がまだ先生方に周知されていないため，理解を深めさせる

という意味でしょうか。 

 

（教育指導課長）理解を深めさせるというのは，何年間も取り組んできてはいるのです

が，課題も多く，全ての中学校教員に浸透をはかる意味もあり，鳴門教育大学の取組

に対する理解を深めていただくということで，こういった文言になっています。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の４番目「平成２８年度の

市内児童生徒の問題行動について」をお願いいたします。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは報告事項「平成２８年度の市内児童生徒の問題行

動」について，説明申し上げます。３ページを御覧ください。平成２７年度と２８年

度，２年間の市内小中学校の児童生徒が関わった問題行動に関する発生件数と人数を

表したものです。時間の関係で特徴的な事案を中心に報告させていただきます。小学

校では，児童間暴力と恐喝・金銭強要が件数，人数ともに増加しています。中学校で

は，対教師暴力，生徒間暴力，対人暴力等の暴力事案は，減少傾向にあります。喫煙，

飲酒，その他が大きく伸びています。その他の内訳は，深夜徘徊，火遊び，怠学など

です。次に，４ページを御覧ください。いじめ問題の報告件数等について，説明いた

します。小学校では，２９５件のいじめが確認され，中学校では，１１７件でした。

傾向といたしまして，小中学校ともに最終学年の６年生と３年生のいじめの件数が一

番少ないことと，小中学校ともに男子が女子よりもかなり人数が多くなっています。

下のいじめ態様では，小中学校ともに，冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌な

ことを言われるが一番多く，言葉づかいやソーシャルスキルトレーンング等の取組も

求められている現状があります。また，規範意識を高め，自尊過剰を高める取組や人

権教育の充実がより一層必要と考えています。 

 

（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。 

 

（下古谷委員）４ページのところで最近社会的にも問題になっているＳＮＳ関係が，こ

の項目の中では，「パソコンや携帯電話等でひぼう・中傷や嫌なことをされる。」に入

るのでしょうか。それにしては件数が少なく感じます。 

 

（教育支援課長）確かにＳＮＳ関係の問題行動は増えていると思われます。事例として

は「パソコンや携帯電話等でひぼう・中傷や嫌なことをされる」や「その他」に該当

する事案になります。実際には率直に申し上げて，個人，学校外のやり取りというこ

とで，詳細につきましては正確な把握はできていません。 

 

（下古谷委員）たくさんある気がするのですが。 

 

（福嶋委員）いじめ問題について，男性が女性より多いのはなぜでしょうか。 
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（教育支援課長）難しい問題だと思います。例えば発達障害に関しては女子生徒より男

子生徒の方が多くなっています。あるいは，大学等の専門家の意見では，いわゆる攻

撃性は男子のほうが大きいのではないのかという指摘もあります。ただ，正確なとこ

ろはわかりかねます。 

 

（山中委員）４ページの下の部分で，「言葉遣いの指導」という部分がありますが，いじ

めの問題について「言葉遣いの指導」はどういったものかがイメージできないのです

が，どういったものになるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）例えば，相手を罵ったり，馬鹿にする言葉をしばしば使っている家庭

環境の中で育った子どもが，その言葉の意味や相手への影響が十分に把握できずに使

っていることが小学校の段階には少なからずいると思います。ですので，言葉遣いの

指導は，その言葉遣いが与える影響や意味合い等を教えながら，ＴＰＯに応じた適切

な言葉遣いの指導になります。 

 

（山中委員）今，教育支援課長が言われたことはよくわかるのですが，「言葉遣いの指導」

を別言葉に置き換えできないでしょうか。この言葉は独り歩きすると怖いと思います

ので，置き換えを検討いただけませんしょうか。 

 

（教育支援課長）よく小学校ではいわゆるチクチク言葉とふわふわ言葉等があり，言葉

の持つ意味について，相手に対する影響をイメージさせながら教えていくという方法

もございます。 

 

（伊藤委員）中学校での飲酒・喫煙は，学校から帰宅後に，見回り等で見つけていただ

いた件数になるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）実際は，公園や大型店舗，それぞれの家庭におけるケースが多いです。 

 

（伊藤委員）小学校の喫煙についても同様でしょうか。 

 

（教育支援課長）小学校の喫煙も同じように，家族の方に見つかり，保護者からの相談

が多くあります。また，公園での喫煙では，遊んでいた友達からの報告により見つか

る事案が多くあります。 

 

（下古谷委員）私も喫煙について興味をもっていまして，平成２７年から平成２８年に

かけて喫煙の人数が増えていますが，１０年くらい前に比べて個人的には人数が減

少しているように思いますが，実際はどうでしょうか。 

 

（教育支援課長）１０年前のデータについては，大変申し訳ないですが，把握しており
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ません。ただ，中学校の喫煙の人数が平成２７年から平成２８年にかけて２９人か

ら３８人に増えているのは，同一人物の生徒が繰り返し問題行動を起こしているこ

とがあります。 

 

（下古谷委員）最近たばこの値段も相当高くなっていますので，喫煙自体が減ってきて

いる印象です。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の５番目「外国人児童生徒

就学支援教室（コトノハ教室）について」をお願いいたします。 

 

（教育支援課長）それでは，私からは「外国人児童生徒就学支援教室「コトノハ教室」に

つきまして，説明申し上げます。５ページを御覧ください。このコトノハ教室は，来

日間もない市内在住の外国人児童生徒が不就学等に陥らないよう，支援することを目

的に開設した教室であります。日本の学校生活に速やかに適応できるよう，主に日本

語に関する初期指導を行っております。職員は，就学支援コーディネーター１名と，

ポルトガル語と中国語ができる指導員２名を配置して，対応しております。場所は，

市役所西館１階です。本市の場合，どの学校に入学・転入しても，同じレベルの日本

語教育が受けられるよう，全市的なレベルアップを図ってきておりまして，国際教室

を設置している学校も，平成２９年４月現在小中学校合わせて３１校となっており，

日本語教育の充実を図ってきております。しかし，来日間もなく，学校ではなく個別

支援の対応を強く求めている子どもや保護者もおりますので，そういった外国人児童

生徒については，初期支援ということでコトノハ教室の利用を進めていく予定です。 

 

（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）コトノハ教室を利用される人数はどのくらいでしょうか。 

 

（教育支援課長）平成２８年度実績では，２５名程度です。 

 

（福嶋委員）この人数でも就学していない方がみえるのでしょうか。 

 

（教育支援課長）把握できていない状況もありますが，現在鈴鹿市ではほぼ不就学児は

いないと考えております。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の６番目「鈴鹿市ふれあい

センター（ふれあいホール）の臨時休館について」をお願いいたします。 

 

（地域協働課長）それでは，鈴鹿市ふれあいセンター（ふれあいホール）の臨時休館に

ついて説明申し上げます。報告事項は，ふれあいホール空調機更新工事に伴う工事の

実施に伴いまして，ふれあいホールを平成２９年９月１日から９月２２日までの２２
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日間，臨時休館することの報告になります。鈴鹿市ふれあいセンター（ふれあいホー

ル）は，南玉垣町に平成９年に建設され，建築後，２０年が経過しております。昨年

度，ホールの３基の空調機のうち，１基が故障しましたが，既に修理のための交換部

品等もないため，機器の更新となります。しかし，ふれあいホールの空調機は，ビル

用マルチエアコンとなっていること，そして，残り２基についても，現在は，使用で

きますが，同じ年数使用しているため，いつ故障するかわからないことを考慮し，ス

テージやロビー等の空調機も含めて，予防対策として，平成２９年度において，ふれ

あいホールの空調機すべて（全６基）の機器の更新を行うものでございます。そのた

め，事業費は，予算額１２，８３５千円でございます。なお，利用者への周知につき

ましては，今年２月から，既にふれあいセンター・ホールの館内に臨時休館について

の掲示を行うとともに，例年，同時期に利用される利用者の方には，直接周知をさせ

ていただいております。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。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の７番目「平成２９年度鈴

鹿市考古博物館催し物案内について」をお願いいたします。 

 

（文化財課長）それでは，私からは報告事項の７番目「平成２９年度鈴鹿市考古博物館

催し物案内」につきまして，説明申し上げます。７，８ページのパンフレットを御覧

ください。現在開催中の速報展「発掘された鈴鹿２０１６」は，昨年度から年度をま

たいで開催しているものです。また，十宮古里遺跡・盤城山遺跡は，５月２１日（日）

午後２時から，伊勢国分寺跡・伊勢国府跡・岡田南遺跡・塚腰遺跡については，６月

１８日（日）午後２時から発掘担当者によるスライド説明会を実施いたします。なお，

平成２９年度中に行う発掘調査の結果につきましては，平成３０年３月から開催予定

の速報展「発掘された鈴鹿２０１７」で紹介させていただきます。企画展につきまし

ては，夏季の展示が，「弥生時代の鈴鹿」，冬季には，「焼きものの硯石の硯」の２回，

秋の展示は，特別展として「道でつながる古代の役所」を計画しています。また，企

画展等に関連した講演会や寺院官衙シリーズの講演会，博物館入門講座を開催するほ

か，年間を通して行っています勾玉・土笛作り，好評のつるカゴ作りやとんぼ玉作り

などの体験講座も行ってまいります。また，ゴールデンウィークには，別紙チラシの

日替わり体験講座を企画し，考古博物館で，焼き杉プレートや丸かご作りなどさまざ

まな体験をしていただきます。その他，恒例の「夏休み子ども体験博物館」，「お月見

ミュージアムコンサート」や「春まつり」も計画しており，多くの方が来館していた

だけるような魅力ある内容で実施していく予定でございます。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。 

 

（福嶋委員）たくさん催しを企画されており，充実していると思います。こういった催
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しを支えていただいているボランティアの方は多いのでしょうか。 

 

（文化財課長）考古博物館のサポート会というボランティア団体や地元国分町のボラン

ティア隊という方々がみえまして，様々な体験イベントの際はお手伝いいただいてい

ます。 

 

（下古谷委員）いつも私や子どもも参加させていただいています。９ページにある５月

６日と７日のイベントでは，定員が設けられていませんが，イベントに行かれた方は

皆さん体験できるということでよろしいでしょうか。 

 

（文化財課長）十分な材料，道具がございますので，特に定員は設けておりません。 

 

（教育長）それでは，御意見もないようですので，報告事項の８番目「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」をお願いいたします。 

 

（子ども政策課長）それでは，私からは報告事項の８番目「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」につきまして，説明申し上げます。１０ページを御覧

ください。１の趣旨でございますが，平成２７年度に外部の委員等に意見を聴取する

形で開催されました「鈴鹿市立幼稚園の今後の在り方検討会議」で取りまとめられた

意見の一つとして，保育課程のあり方や，保護者とのつながりや関係を築くには，１

年保育では短いことが指摘されています。また，発達に課題がある子どもを早期に発

見し，支援を行うことで安心して就学に繋げられる環境づくりを確立するとともに，

適正な規模の集団による幼児教育として，協同性の芽生えを育むことができるようこ

れまでの基本方針を改正するものでございます。２の公立幼稚園の基本方針（改正）

ですが，平成２８年度から試行しています集団適応健診事業の実施に向けて，４歳児

と５歳児の２年保育を原則として，各中学校区において１園は，実施しようとするも

のでございます。１１ページを御覧ください。中学校区ごとの一覧でございます。右

端の列は，平成２９年度の開園等の状況を示したもので，開園する公立幼稚園のうち，

天栄中学校区だけが，２年保育をする公立幼稚園がない状況です。今回の改正により，

平成３０年度の園児募集に向けて，２年保育とするものでございます。また，牧田幼

稚園，河曲幼稚園，一ノ宮幼稚園は１年保育であり，平成２９年度において休園とな

っていますが，これらは，同じ中学校区に２年保育を実施する公立幼稚園があること

から，１年保育のままとします。次に，②の幼稚園休園基準の遵守と幼稚園廃園基準

の制定等についてですが，これは，「適正な規模の集団による幼児教育」として，協

同性の芽生えを育むことができるよう，現在の休園基準を見直すとともに，廃園基準

と合わせて，より明確に運用することで，行政運営の透明性確保を図ろうとするもの

でございます。１２ページを御覧ください。下段の「休園基準」ですが，現在は，幼

稚園再編整備計画に１５人と規定しており，１５人を下回る場合は休園としています。

また，再編整備によって，中学校区に公立幼稚園が１園となり，私立幼稚園がないな

ど，地域性に配慮して，少ない園児数でも弾力的な運用により開園してきた例もあり
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ます。今回，中学校区に１園は公立幼稚園を可能な限り存続させることに配慮して，

見直しました。①では，４歳児，５歳児とクラスを分けて２年保育を実施する園では，

４，５歳児のいずれも１５人未満の場合は休園とし，４，５歳児の混合による複式学

級にあっては，合計で１１人未満の場合は休園とするものでございます。しかしなが

ら，現在，鈴峰中学校区では，平成２９年度が１１人であり，過去にはさらに少ない

人数で開園してきた経緯があります。また，公立保育所との幼保一元化・一体化がこ

こ数年では目処が立っていないため，②において，対象幼児数が少ない中学校区にお

いては，地域の実情を鑑み，検討することとしています。③については，１年保育の

幼稚園として，具体的には，牧田幼稚園，河曲幼稚園，一ノ宮幼稚園については，１

５人未満の場合は，休園とします。次に，上段の廃園基準についてですが，現在，運

用として，「２年連続して休園となる場合は廃園」としています。これは再編整備計

画を進めるために運用されたもので,明文化されていません。今回，平成２５年９月

に策定し，平成２６年度からの計画期間となる再編整備計画の始期に着目し，平成２

６年度以降における休園状況から判断できるようにしました。具体的には，牧田幼稚

園と河曲幼稚園について，この９月に予定している平成３０年度の園児募集の際，１

５人未満であれば，３年連続での休園となることから募集結果によっては，平成２９

年度末で廃園することを周知するとともに，関係自治会にも説明することと考えてい

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。 

 

（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）｢５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５月定例会でございますが，平成２９年５月２３日火曜日 

午後２時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,５月教育委員会定例会を５月２３日火曜日午後２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。 

 

（教育長）以上をもちまして平成２９年４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。 
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４月教育委員会定例会終了 午後５時２１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 伊藤 久仁子 


