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平成２９年７月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２９年７月１８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），参事兼文化振興課長（澤井環），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 報告事項 

（１）平成２９年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）の修了証書授与式・卒業証書授与式

について                         （教育指導課） 

（２）台風時等における幼児児童生徒の登下校(登降園）の指導並びに授業（保育）の

実施について                       （教育指導課） 

（３）市民学習活性化事業すずか市民アカデミー「まなベル」について 

                             （文化振興課） 

（４）平成３０年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項について    （子ども育成課） 

 

６ その他 

（１）８月教育委員会定例会及び懇談会の開催について       （教育総務課） 

 

７ 傍聴人 １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７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）さて，会議に入ります前に，６月２９日に開催されました市議会本会議にお

きまして，伊藤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。伊藤委員，よろしくお願いします。 

 

（伊藤委員）皆さん，こんにちは。早いもので５年半，教育委員をさせていただきまし
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た。全然教育に縁のなかった，右も左もわからなかった私がここに５年半座わり，本

当にいろいろ勉強させていただきました。最近すごく感じたのは，ここではいろいろ

な勉強をさせていただきましたが，現場の小学校は，あまり見てなかったということ

に気が付きました。あと１年頑張って教育現場を見せていただいて，先生たちの大変

さであるとか，ここはこういうふうにはならないのかなというのも含めて，勉強でき

たらと思います。最近，若松小学校５年生と６年生の英語教育や，白子中学校も少し

見せていただきました。５年半も教育委員をさせていただきますと，ここにお見えに

なった先生方が校長先生をしている学校もたくさんあり，そこら辺のつてを頼って，

何とか現場を見せていただく１年にしたいと思います。どうか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。伊藤委員，引続きよろしくお願いいたします。 

 

（教育長）それでは，報告事項の１番目，「平成２９年度鈴鹿市立幼・小・中学校（園）

の修了証書授与式・卒業証書授与式について」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１番目，「平成２９年度鈴鹿市立幼・小・

中学校（園）の修了証書授与式・卒業証書授与式について」報告申し上げます。１ペ

ージを御覧ください。公立幼稚園につきましては，修了証書授与式期日は，平成３０

年３月２２日（木）午前１０時，会場は各幼稚園となっております。小学校につきま

しては，卒業証書授与式期日は，平成３０年３月１６日（金）午前１０時，会場は各

小学校となっております。中学校につきましては，卒業証書授与式期日は，平成３０

年３月８日（木）午前１０時，会場は各中学校となっております。なお，開式時刻に

つきましては，一部の幼稚園・小中学校で変更となる場合がございます。教育委員の

皆様の参加につきましては，年が変わりましてから，お知らせをさせていただきます。

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，次の報告事項に移ります。報告事項

２番目の「台風時等における幼児児童生徒の登下校(登降園）の指導並びに授業（保

育）の実施について」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２番目「台風時等における幼児児童生

徒の登下校(登降園）の指導並びに授業（保育）の実施」につきまして，台風等によっ

て気象に関する警報が発表されている場合の措置を変更させていただきましたので，

説明申し上げます。２ページを御覧ください。これまでは，暴風警報，暴風雪警報又

は各種特別警報が発表されている場合に限り，午前７時，１１時の時点で判断して，

自宅待機又は臨時休校の措置を取っておりました。今回，新たに台風接近に伴う大雨

警報が発表されている場合を追加し，何れかの警報が発表されているときは，これま
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でと同様の措置を取ることといたしました。これは，近年，雨の降り方が局地化，集

中化し，短時間で激しい雨が降ることによる災害の発生が懸念されておりますことか

ら，幼児児童生徒の安全を確保することを第一に考え，想定が可能な災害時に対応で

きるように，このような措置を取ることといたしました。しかしながら，保護者や学

校，園にとりましては，台風発生後，台風の勢力や位置等，どのような状況の場合に

大雨警報が発表されれば自宅待機や臨時休校になるのか，判断に迷うことがあると思

います。それぞれの捉え方の違いで混乱を招くことにならないよう，台風発生による

影響が出そうなときには，勢力や速度，予想進路など，気象状況から総合的に判断し，

教育委員会事務局から学校・園に連絡を入れ，大雨警報発表による自宅待機，又は臨

時休校の措置が確実に保護者に伝わるようにしたいと考えています。また，台風時に

警報が発表されてはいないものの，風水害発生の恐れがある場合につきましても，４

項目目に新たに追記をしました。気象庁が発表する情報の精度が高まり，警報級の発

表の程度や時間帯がある程度予測できるようになったことで，翌朝の警報発表が見込

まれ，気象状況が荒天すると判断した場合には，前日のうちに，市内一斉の休校等の

措置について，教育委員会事務局から各学校，園へ連絡できる体制を整えました。さ

らに，資料３ページの４行目からにありますように，警報が発表されていない当日の

対応につきましても，台風に伴う風水害発生の恐れがあるときには，始業前，始業後

とも教育委員会事務局，又は学校，園で判断し，適切な措置を講ずるようにしてまい

ります。これまでも，地域的な差異や学校，園の置かれた諸条件からみて，校長，園

長の判断によって，教育委員会事務局と相談のうえ，登下校時刻の変更等の対応をと

っておりましたが，市全体での対応が必要となった場合は，教育委員会事務局で協議

の上，速やかに判断し,幼児児童生徒の安全が確保できるよう，迅速な伝達と適切な

対応に努めてまいりたいと考えております。このことにつきましては，既に校長会，

教頭会でも説明をし，６月下旬から改定された新しい基準のもとで，運用をしており

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。 

 

（下古谷委員）保護者としては，非常に早い対応になるのはありがたいことです。教育

委員会事務局から学校へ連絡が行って，各学校から保護者へ連絡が行くときに，おそ

らくメールか何かを使って連絡するかと思いますが，保護者のメールの登録はほぼ１

００％なのでしょうか。 

 

（教育指導課長）近年は，ほとんどの家庭で学校からのメール配信の受信ができるよう

に登録いただいています。どうしても受信ができない家庭につきましては，学校から

電話連絡しておりますので，保護者に情報が伝わらないということはないように努め

ております。 

 

（下古谷委員）メールの登録率はどれくらいですか。 
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（教育指導課長）私は，昨年度まで現場にいましたが，ほぼ１００％の登録です。外国

籍児童等の家庭に伝わらない場合，丁寧に電話等で対応しております。また，スペイ

ン語やポルトガル語でメール配信できるよう対策をしておりますので，登録率はほぼ

１００％となっています。 

 

（福嶋委員）昨今は御両親が働きにいってらっしゃる方が多く，例えば午前１１時から

の判断となると子どもだけが家庭に残っていて，連絡も親の方に行っているというこ

とで，なかなかスムーズに動かないことがあるかと思いますが，そのあたりは，御近

所で声をかけるとか，考えてらっしゃるのでしょうか。 

 

（教育指導課長）働きに行ってみえる御家庭は結構多いですので，午前の時点で休校と

なった場合は，御近所の方に子どもをみてもらうような体制をとってみえるところも

あります。既に働きに出て難しい場合，学童でみてもらっているという現状もありま

す。あとは，臨時的に休まざるを得ない場合もでてきますので，そのあたりは御協力

を求めていくしかないと思っております。なるべく子どもたちが一人にならないよう

に，学校でいろいろと配慮してもらっています。今後も引き続き御協力を求めていく

ということが大事だと考えています。 

 

（福嶋委員）一人ひとり家庭の事情が違うので，なるべく個々の対応をお願いしたいと

思います。 

 

（山中委員）３ページの当日の対応の，中学校区で相談をして各校園長の適切な判断で

臨時休校という部分で，中学校区での相談というのがありますが，何か議論をされて

中学校区というのを文章化されたのでしょうか。 

 

（教育指導課長）御家庭によっては，小学校，中学校に在籍するお子さんがいらっしゃ

ると思います。小学校の対応と中学校の対応が異なりますと，保護者の混乱を招くこ

とになりますので，中学校区でまず相談していただいて，適切な対応をしていただく

ため，随所に中学校区で相談という文言を入れさせてもらっています。 

 

（伊藤委員）昨年の運動会では，結構雨が降っているにもかかわらず，最後まで引っ張

った学校もあったようですが，運動会では，中止や続行というのはどなたが最終判断

しているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）学校行事等の判断は，基本的には学校長の判断によって実施の有無が

決定されます。天候等が心配な場合，雨雲レーダー等をこまめに見ながら，何時間後

には雨雲が通過するといった判断をする中で，最終的な決定をしていただいていると

いうのが現状です。 

 

（伊藤委員）今回こういうふうに明確にきちっと時間時間で切って，事前に雨雲レーダ
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ー等見るので，少しあやしいときはそういう情報だけ教育委員会事務局から各校長に

情報をまわしてもらいたいと思います。昨年は，小さいお子さんが濡れながら見てい

ないといけなかったというのがあって，非常によくない条件が重なった運動会でした。

学校の運営協議会等でお父さんがしっかりしてみえるところは，テントを建てようか

というところもありました。事前にテントを借りてくるのにお金も必要となったりし

ます。なかなかその時の天候に応じてテントを建てたりというは難しいと思うので，

きちっと計画どおりにはいかないですが，７時，１１時とか校長先生がきちっと判断

していただけるとありがたいです。 

 

（教育委員会事務局参事）今年，校長の研修にも力を入れていまして，ちょうど防災危

機管理課から前任の課長がきてみえるものありまして，前回の校長会でも防災の研修

を行っており，今年はうまくいくと思います。 

 

（福嶋委員）６その他の（１）にある学校の置かれている諸条件からみて,学校（園）運

営上著しく適当でない場合には，という文言がありますが，これは例えばどういう場

合を想定してこの文言を入れているのでしょうか。 

 

（教育指導課長）これは，２ページに午前７時，１１時の時刻に判断する基準がありま

すが，これを待たずして学校の置かれている状況においては，明らかに休校にした方

が良いという場合があれば，校長の判断で休校又は始業開始を遅らせるという判断を

していただくことも可能であるということです。午前７時，１１時という時間帯は基

準にはなっていますが，この時間に縛られずに対応いただくことも可能だということ

です。 

 

（福嶋委員）暴風警報が出ていても大したことがないからというようにも読むこともで

きるので，どうなのかと思ったんです。 

 

（教育指導課長）警報が出ている場合は，この基準に従っていただきます。警報が発表

されておらず，登下校が危険であると判断される場合は，校長の判断によることも可

能だということで，記載をしております。 

 

（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

３番目の「市民学習活性化事業すずか市民アカデミー「まなベル」について」をお願

いします。 

 

（文化振興課長）それでは，私からは報告事項の３番目「市民学習活性化事業すずか市

民アカデミー「まなベル」について」，本年度の概要が決まりましたので報告いたし

ます。４ページを御覧ください。５年目を迎えます，すずか市民アカデミー「まなベ

ル」につきましては，市内の高等教育機関であります，鈴鹿大学，鈴鹿大学短期大学

部，鈴鹿工業高等専門学校，鈴鹿医療科学大学と連携し，市民の「さらに詳しく知り
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たい」という専門的分野への学習ニーズに応えるとともに学ぶことの楽しさを実感し

ていただくことで，生涯学習をさらに深めていくことが目的でございます。まなベル

の事業概要ですが，毎年テーマを決めて，各教育機関が持っている特徴を活かし， 

様々な分野において，専門性のある教育内容を分かりやすく，楽しい講座として提供

させていただくものでございます。本年度は，「学び(まナビ)ゲーション一歩ふみだ

す新しい道」をテーマに，各教育機関の専門性や独自性を活かした講座を１０月から

１２月の３か月間に６回予定しており，高校生は無料になりますが，どなたでも受講

していただけます。また，広報すずか８月５日号や市のホームページ等で申し込み等

の受講案内を掲載するほか，チラシについては，公民館を始め，関係施設にも配布し，

たくさんの方に受講していただけるよう，広く募集をしてまいります。さらに今回は，

鈴鹿工業高等専門学校様が，夏休みに玉垣のアピタ鈴鹿店で実施するイベントへ当課

職員が伺いまして，「まなベル」のチラシを配布する予定でございます。なお，「まな

ベル」の内容につきましては，添付の開催案内チラシに記載のとおりでございます。

私からは，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）「まなベル」には，毎回どのくらいの年齢層の方が何人くらい参加されるの

でしょうか。 

 

（文化振興課長）年齢は，５０歳から７０歳台の方が多いです。高校生の方に来てほし

かったのですが，今回参加はありませんでした。参加人数につきましては，３回目ま

ではかなり少なかったんですが，昨年２８年度に人数が増えまして，１回５０人の定

員のところですが鈴鹿大学では１回目が２５人，２回目が３１人で合計５６人でした。

鈴鹿医療科学大学では１回目６０人，２回目が４９人で合計１０９人でした。鈴鹿工

業高等専門学校では１回目３９人，２回目が３４人で合計７３人でした。全体の参加

者合計は，２３８人で，参加率は７９．３％でした。前年度は５４％でしたので，か

なり伸びています。新しい方がたくさん来ていただいていますので，今年についても

期待しており，かなり問い合わせもいただいています。 

 

（福嶋委員）かなり増えたというのは，やはり講座があるということがわかってきたと

いうことでしょうか。 

 

（文化振興課長）それもありますし，チラシを撒くところを増やしたりしました。また,

以前は学校の専門もあり，テーマを鈴鹿の何かを加えてということをお願いしていた

んですが，学校の方で独自に専門性を持ったもので自由に講座を開いてもらったこと

で，健康に関することや食に関することなど幅広い講座になったため，かなり受講者

が増えたと考えています。 

 

（下古谷委員）「まなベル」は全６回の講座になっていますが，どの講座１回の参加でも
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大丈夫なのでしょうか。 

 

（文化振興課長）１回のみの参加も大丈夫ですし，６回通して事前に申し込みの場合は，

１回５００円のところ,受講料は２，５００円と１回分の割引となっています。 

 

（下古谷委員）先ほど平成２８年度の各大学の参加人数を教えていただきましたが，６

回ともすべてに参加された方もみえるのでしょうか。 

 

（文化振興課長）６回ともすべてに参加された方は，だいたい１５，６人くらいみえま

す。 

 

（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

４番目の「平成３０年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項について」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，私からは報告事項４番

目「平成３０年度鈴鹿市立幼稚園入園児募集要項」につきまして，説明申し上げます。

６ページを御覧ください。まず，１番の募集対象でございますが，市内に居住してい

る又は入園までに転入を予定している幼児のうち，５歳児は，平成２４年４月２日か

ら平成２５年４月１日生まれの者，４歳児は，平成２５年４月２日から平成２６年４

月１日生まれの者を対象といたします。次に，２番の定員及び連絡先でございますが，

こちらの表に，募集する幼稚園と定員を記載しております。昨年度からの変更点とし

ましては，栄幼稚園に４歳児を加え，４歳，５歳の複式学級とし，合わせて定員を３

５人としたことでございます。なお，表の下，欄外に記載がございますが，１年保育

の幼稚園である，牧田幼稚園，河曲幼稚園及び一ノ宮幼稚園につきましては，入園希

望者が１５名に満たないときは，開園いたしません。一方で，募集の結果，定員を超

えた場合は抽選を行います。ただし，２年保育を行う園の５歳児につきましては，園

内で４歳児から進級する園児を優先し，そのほかの者で抽選を行います。次に，７ペ

ージ，３番の入園手続でございますが，幼稚園から配布される入園願に必要事項を記

入し，入園を希望する幼稚園に提出していただきます。併願は認めておりませんので，

１園のみに提出していただくことになります。入園願及び募集要項は，８月１日(火)

から，各幼稚園等で配布する予定でございます。なお，牧田幼稚園，河曲幼稚園及び

一ノ宮幼稚園につきましては，今年度，休園中のため，受付は，牧田小学校，河曲小

学校及び一ノ宮小学校で行います。次に４番の募集期間につきましては，平成２９年

９月１日（金）から９月２２日（金）まで，受付時間は９時から１６時まででござい

ます。ただし，土曜日，日曜日，祝日は除きます。なお，広報すずか８月５日号にて，

幼稚園の園児募集の記事を掲載し，市民の皆様にお知らせする予定でございます。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。 
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（伊藤委員）市内の小中学校にはクーラーが入るようになったかと思いますが，幼稚園

には，そういった設備はあるのでしょうか。 

 

（子ども育成課主幹兼保育幼稚園グループリーダー）まだ全部が全部というわけではご

ざいません。やはり，小中学校にエアコンを全部つけるということもありますので，

幼稚園も全てつけていきたいとは思っております。遊戯室にはエアコンが入っている

と思います。 

 

（福嶋委員）抽選という文言があるのですが，抽選になることは最近あるのでしょうか。 

 

（子ども育成課主幹兼保育幼稚園グループリーダー）昨年もその前の年もぎりぎり抽選

をせずに入っていただけました。 

 

（福嶋委員）もし抽選となるときに，進級する園児を優先するというのがあって，兄弟

間の入園というのは，優先されないということなのでしょうか。 

 

（子ども育成課主幹兼保育幼稚園グループリーダー）そのあたりを含めてすべて検討さ

せていただくと思いますが，基本的には４歳から５歳というのは１００％進級されま

すし，４歳で初めて入る方の中で抽選というのはあります。最近抽選がございません

ので，そのあたりは申し込みがあった時点で検討させていただきます。 

 

（下古谷委員）細かいところになるのですが，入園資格のところで，例えば５歳児は平

成２４年４月２日から平成２５年４月１日までとなっていますが，小中高とすべて同

じ４月１日生まれの方は前年度に含まれるということでよろしかったでしょうか。 

 

（子ども育成課主幹兼保育幼稚園グループリーダー）幼稚園の範囲でしかわかりません

が，そのとおりです。 

 

（下古谷委員）入園手続きのところで，併願はできません。ただし，募集期間が終了し

てもまだ定員に満たない場合，そのまま随時募集しますということですね。Ａという

ところを希望していて，Ｂというところはたまたま定員に満たなかったということで，

Ａはだめだったけれど，Ｂに応募するということは可能なのでしょうか。 

 

（子ども育成課主幹兼保育幼稚園グループリーダー）おっしゃるとおり，可能です。 

 

（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）８月教育委員会定例会及び懇談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８月定例会でございますが，平成２９年８月９日水曜日午
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前９時から 教育委員会室において，開催したいと存じます。そして，定例会終了後

に平成２８年度教育委員会活動の点検・評価についての懇談会を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

てそれぞれの会議を開催することにいたします。それでは，これをもちまして平成２

９年７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。 

 

 

 

 

７月教育委員会定例会終了 午後２時３３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 福嶋 礼子 


