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平成２９年８月教育委員会定例会議事録 

 

１ 日時 平成２９年８月９日（水）午前９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），参事兼地域協働課長（山本浩），参事兼文化振

興課長（澤井環），文化財課長（新田剛），書記（永井洋一），書記（川村浩司） 

 

５ 議事 

（１）平成３０年度使用小学校用「特別の教科道徳」教科用図書の採択について                 

（教育指導課） 

（２）鈴鹿市学校規模適正化検討委員会委員の委嘱又は任命について （教育政策課） 

（３）平成２９年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案について      （関係各課） 

（４）文化財の指定について                    （文化財課） 

 

６ 報告事項 

（１）学校給食会計について                   （教育総務課） 

 

７ その他 

（１）９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 ６名 

 

 

 

（教育長）皆様，おはようございます。定刻となりましたので，ただ今から平成２９年

８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，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１８３０号｢平成３０年度使用小学校用「特

別の教科道徳」教科用図書の採択について」をお諮りします。 

 

（書 記）議案を朗読 
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（教育総務課長）提案理由でございますが，平成３０年度使用小学校用「特別の教科道

徳」教科用図書を採択するについて，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。 

 

（教育指導課長）それでは，私からは議案第１８３０号「平成３０年度使用小学校用「特

別の教科道徳」教科用図書の採択」につきまして，説明申し上げます。委員の皆様の

机上には，三重県教育委員会が作成しました「平成３０年度使用小学校用「特別の教

科道徳」教科用図書選定に関する参考資料」及び三重県北勢第３地区教科用図書採択

協議会調査員が作成した小学校用教科用図書選定調査報告を資料として置かせてい

ただきました。それらを参考にしていただきまして，平成３０年度使用小学校用「特

別の教科道徳」の教科書を決定していただきますようお願いいたします。特別の教科

道徳の採択につきましては，義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に

より，県教育委員会の指導・助言を受けながら，鈴鹿市・亀山市の２市で北勢第３地

区教科用図書採択協議会を組織して進めてまいりました。また，特別の教科道徳の教

科書の調査につきましては，保護者の方を含めて９名の調査員を委嘱し，６月９日を

始めとして７月４日まで，調査員会を４回開催し，静ひつな環境のもとで公正かつ慎

重に調査をしていただきました。学習指導要領の内容に基づき，当地区の児童が使用

するにふさわしい教科書を採択するという基本方針の下，別紙調査報告書に記載して

ありますように，取扱内容，内容の選択及び扱い，内容の程度，内容の構成及び配列，

創意工夫，使用上の便宜の６つの項目に沿って調査をしました。また，６月１６日か

ら７月２日までの教科書法定展示会や，６月７日から６月２７日まで鈴鹿市，亀山市

内の小学校１２校を会場に行われた移動展示会におけるアンケート用紙から，保護者

や一般の方々の意見も参考にして協議を重ねてきたところです。７月２８日には，第

２回の採択協議会が開催され，採択地区内の鈴鹿市・亀山市の両市教育委員会に推薦

する教科用図書を選定いたしました。それでは，特別の教科道徳として推薦する教科

用図書及び推薦理由を説明させていただきます。Ａ３版横長の調査報告書を御覧くだ

さい。新しく教科となる道徳では，考え，議論する道徳の授業づくりが求められてい

ます。これまでに行ってきた道徳の授業は，読み物教材の登場人物の気持ちを読み取

るだけで終わってしまっていたり，分かりきったこと，例えばいじめは許されないと

いうようなことだけを子どもに言わせたり書かせたりする授業になりがちであった

と言われてきました。これからの道徳は，そうではなく，自分ならどうするかを真正

面から問い，自分自身のこととして多面的・多角的に考え，議論する道徳に転換する

ことが求められています。若い教員も経験の長い教員も一緒になって，考え，議論す

る道徳の授業づくりを進めることができる教科書であるかにも注視し，調査研究を進

めました。各社の教科書は，教育基本法に定める教育の目的や目標等，学校教育法に

定める義務教育の目標等及び学習指導要領に定める道徳科の目標を達成するために，

学習指導要領に示す各学年の内容項目を網羅した適切な内容になっています。また，

多様な感じ方や考え方に接する中で，考えを深め判断し表現する力を育むことができ

るよう，自らの考えを基に話し合ったり書いたりする言語活動の充実を図ったり，問
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題解決的な学習や道徳的行為に関する体験的な学習を取り入れたりするなどの工夫

がされています。併せて，カラーユニバーサルデザインに配慮した編集がされており

見やすくなっているとともに，再生紙や植物油インキを使用するなど，環境に配慮さ

れものになっています。各社とも紙面が大きく，文字の大きさ，字間・行間が適切と

なっております。また，全体的に落ち着いた色使いがされています。これらの調査結

果をもとに総合的に判断し，教科書発行者８社の中から，平成３０年度から鈴鹿市・

亀山市の両市の小学校で使用する教科書について，より適切であり，優れていると判

断した教科書発行者をＡグループ，それ以外の教科書発行者をＢグループとして報告

書を作成しました。Ａグループには２発行者，Ｂグループには６発行者の教科書につ

いての調査結果がまとめられています。協議の結果，Ａグループは，光村図書出版と

東京書籍といたしました。Ｂグループは，日本文教出版，廣済堂あかつき，学校図書，

教育出版，光文書院，学研教育みらいとさせていただきました。詳細につきましては，

調査報告書に記載させていただきましたので，ここでは，Ａグループ２社の特徴的な

内容等について説明をさせていただきます。来年度から小学校で使用する道徳科の教

科書を，Ａグループの２社の中から，光村図書出版「道徳きみがいちばんひかるとき」

を推薦いたします。推薦理由としましては，１点目は，命を大切にする心の育成に重

点を置いているところです。内容項目の中でも生命の尊さに関する教材が，各学年に

３つずつ入っています。また，お手元の光村図書出版の教科書の表紙をめくっていた

だくと，巻頭には，どの学年も「みんな生きてる，みんなで生きてる」をコンセプト

にした詩が掲載されており，命の大切さが子どもにも良くわかる形で示されています。

いじめの問題を解決していく力を子どもたちにつけていく上で，その根本となる生命

の尊さについては，重点的に指導していきたい項目であります。２点目は，心をゆさ

ぶられたり葛藤させられたりする教材が多いことです。等身大の児童が登場する読み

物，伝記等で知られる先人や現在活躍する人物の子どもの頃の葛藤など，児童の心を

捉える教材が配置されていますし，どの教材もポジティブに考えられる内容になって

います。また，子どもの権利条約や，世界人権宣言，いじめ防止対策推進法が取り上

げられていることも，この教科書の優れている点です。さらに，三重県の子どもたち

の活動を取り上げた教材「ようこそ，菅島へ！」や，レスリング選手の吉田沙保里さ

ん，パティシエとして活躍されている辻口博啓さんなど三重県に縁の深い人物も取り

上げられており，より身近なこととして考えられるのではないかと思います。また，

スポーツ選手の大谷翔平さん，内村航平さん，タレントの高橋みなみさんなど，子ど

もたちの憧れの存在であるような人物も取り上げられており，夢や目標を実現するた

めに大切なことや，いじめについて考え続けてほしいといったことについて，子ども

たちへのメッセージが寄せられています。３点目は，１年間の子どもの成長を考慮し

た教材の配置になっていることです。どの学年も１年間を４つの学習のまとまりに分

け，４・５月は自己を見つめる，６～９月は他者との関わりをみつめる，１０～１２

月は成長する自己と向き合う，１～３月は人や社会との関わりを考えるというように，

重点を置いて教材が配置されています。４点目は，ユニット構成で，いじめ問題，情

報モラル，環境，国際理解，福祉・共生という現代的な課題について，子どもたちが

考えを深められるよう配慮してあることです。ユニット教材とは，教材とコラムを組
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み合わせて学習できるようになっているものです。教材を通して深めた道徳的価値の

理解のもとに，道徳の時間以外で扱ったり，児童が自主的な学習の中で取り組んだり

と，柔軟な扱いができるよう工夫されています。特にいじめ問題と情報モラルについ

ては，全学年にこのユニットが設けられています。５点目は，児童も指導する教員も

その教材で考えていく課題をはっきりと意識することができ，授業を構成しやすいつ

くりになっていることです。各教材とも，キャラクターの問いかけで導入を図り，考

えようのコーナーでは，太字でめあてを提示するとともに，３つ程度の問いを示して

あり，これらを活用していくことで，教材を通して学んだことを自分に引き寄せて考

えたり，問題を解決したりするために，話し合い考えを深める授業が展開できるよう

になっています。若手の教員も経験の長い教員も，一緒になって授業づくりが進めや

すい教科書となっています。また，第２学年以上にはつなげようのコーナーも設けら

れており，道徳での学びが学校や家庭，地域での行動につなげられるよう，他教科の

学習や日常生活への意識づけができる配慮がなされています。最後に，道徳ノートと

して書き込みができる別冊が付いている教科書が３社ありますが，光村図書出版の教

科書には別冊がありません。しかし，別の形でワークシートのデータが提供されるこ

とになります。編集ができるワークシートデータの方が，子どもの実態に応じてアレ

ンジを加えることができるため，使いやすいというのが調査員全員一致の意見でした。

次にＡグループの東京書籍「新しい道徳」について説明いたします。１点目は，いじ

め問題が重要項目として全学年で取り上げられていることです。とびらページのあと

に間接的教材，直接的教材の２つの教材を組み合わせたユニットになっており，いじ

めをしない，許さない心を育てることができるよう配慮されています。２点目は，絵

本教材，伝記，等身大の児童が登場する読み物など，多様な教材が取り上げられ，児

童が深く考えられるように配慮されていることです。また，深い学びにつながる指導

方法である読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習，問題解決的な学習，道

徳的行為に関する体験的な学習の３つを意識して教材は配置されています。読み物教

材の登場人物への自我関与が中心の学習としては，各教材の最後に，それを意識した

発問が示されています。問題解決的な学習としては，３･４年生に１教材，５･６年生

に２教材，問題を見つけて考えるを掲載しており，とびらページで投げかけをし，末

尾には考えるステップも示してあります。道徳的行為に関する体験的な学習としては，

役割演技を通して実感を伴って理解できるようにするために，劇の台本のような形式

にした教材等が掲載されています。３点目は，人間関係を構築することを意識した教

材が配されていることです。各学年に２か所ずつ出会う・ふれあうが掲載されており，

読み物教材で学習したあと，コミュニケーション活動を通してクラスの友だちとの心

の交流を図り，人間関係の構築を図れるようになっています。しかし，光村図書出版

と比較した場合，次のような点で光村図書出版の方が優れていると捉えております。

１点目として，東京書籍も，挿絵や写真，地図等の視覚的な資料が大きく掲載されて

おり，児童が興味・関心を持ったり学習内容が深まったりするよう工夫されています。

しかし，光村図書出版と比較すると挿絵や写真の選択や配置・大きさ等の点で，光村

図書出版の方が優れているという印象を持ちました。１つ教材を例にとって比較させ

ていただきたいと思います。光村図書出版の１７ページ，東京書籍の１９ページの３
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年生の教材を御覧ください。両方の教科書に，ヌチヌグスージという沖縄を題材にし

たいのちのまつりという教材が取り上げられています。東京書籍の方は，沖縄の県花

であるでいごの花，そして，おばあと主人公の男の子の挿絵からスタートしています。

光村図書出版の方は，沖縄の人たちが御先祖を大切にするいうことで，沖縄のお墓が

描かれています。お墓の前に，親族が集まって，楽しそうに先祖をお奉りする様子が

描かれています。何を子どもたちに伝えたいかと考えたときに，でいごの花を強調す

るよりは，先祖を大切にする沖縄の人々の気持ちが伝わるといった点で，三重県では

あまり目にしたことのない沖縄のお墓の様子や，そこで集まる沖縄の人々の様子を伝

えることの方が必要ではないかということが，調査員会で話し合われました。また，

自分はこれだけ先祖と繋がっているということが，東京書籍には１９ページにお父さ

ん，お母さん，おじいさん，おばあさんまで示して，次の２０，２１ページにたくさ

んの人の絵が示されています。光村図書出版の方は，１８，１９ページで，お父さん，

お母さん，おじいさん，おばあさんに加えて，もう少し何代か前までの繋がりがより

分かりやすく示されています。大勢の人と繋がっているということは，２０，２１ペ

ージになりますが，ここでは命を大切にしたいということで，命を強調した挿絵が描

かれています。こういう部分を比較した時に，子どもたちに伝えたい情報がうまく挿

絵とマッチしているという部分で光村図書出版の方が使いやすいというのが，調査委

員会の意見でした。今，説明した教材は一例ですが，その他の挿絵につきましても，

光村図書出版の方が適切であると判断した教材がありました。光村図書出版と東京書

籍の比較の２点目としては，教科書のサイズです。東京書籍はＡＢ版で紙面の横幅が

大きく，その分，絵や文字が大きく見やすくなっていますが，Ｂ５版の光村図書出版

の方が児童には持ちやすく扱いやすいと考えます。光村図書出版はＢ５版で紙面は小

さいですが，十分児童が読みやすいようにユニバーサルデザインの視点で配慮はされ

ています。また，持ち運びもしやすいと考えます。以上のことから，全般的に光村図

書出版の内容が充実していると考え，Ａグループから議案書２ページのとおり光村図

書出版「道徳きみがいちばんひかるとき」を推薦いたします。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。 

 

（福嶋委員）丁寧に調査員の方が調べていただいて，先ほどの説明でもよくわかりまし

た。中身をしっかり読んでいないんですが，本の大きさというのはかなり子どもたち

にとっても大事であると思っております。最近は，絵を入れて読みやすく，情報をた

くさんというので，割と分厚くなったり，大きくなったりする傾向が多いのですが，

子どもたちにとってはそれよりもむしろ，自分の本だと感じられる愛着を持てる大き

さ，読みやすい行間のまとまり等があると思います。一つ教えていただきたいのです

が，ワークシートデータとは，どういったものなのでしょうか。 

 

（教育指導課長）ワークシートデータは，道徳で学習する内容項目が１枚のプリントの

形式になっており，何を学んだのか，どういったことを感じたのか，今後どうするの
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かといったことについて，子どもが書き込みできるようなものになっております。こ

れをもとに家庭でさらに話し合いを深めたりできるようになっています。 

 

（福嶋委員）ワークシートというのは，ばらばらになっていて，持って帰ったりできる

のでしょうか。 

 

（教育指導課長）１枚１枚のシートになっており，持ち帰ることが可能です。 

 

（福嶋委員）では，家庭との意見交換もできて良いですね。 

 

（下古谷委員）本の大きさのことで，どちらかというと大きめの教科書が人気があると

思いますが，ランドセルもＡ４版対応ということで大きくなってきているかと思いま

す。世の中の動きとしては，大きな教科書の方かなと思っておりますが，今の説明を

聞いてみて，たしかに学年にもよるでしょうが，Ｂ５版の大きさもメリットがあるの

かと思います。個人的に感じたのですが，小学校３年生であれば，教科書が小さい方

が持ちやすいかなと思いますので，大きさはこれでいいのかなと思います。ただ，光

村図書出版さんの方は，デメリットになるようなことはなかったのでしょうか。他の

出版社には黒丸でこのようなことがデメリットだと書かれていますが，光村図書出版

さんについては，デメリットが一つも書かれていませんでした。 

 

（教育指導課長）調査委員会で４回調査をし，いろいろ検討していただいて，各委員か

らは特にデメリットはなかったと聞いています。 

 

（下古谷委員）デメリットがないというのは，良いことだと思います。 

 

（山中委員）何冊か他社のものも見させていただきましたが，教育指導課長が推薦いた

だいた中に，光村図書出版さんの一貫して生きているいのちというのを巻頭にきちん

と，教科書の方向性として１年生から６年生まできっちり位置づけられています。ま

た，今説明のあったヌチヌグスージの比較が説得力があったと思います。今の時代の

中で子どもたちの一番大切にしないといけないものは何なのか，やはり「みんな生き

てる，みんなで生きてる」という二つの言葉に表されているのではないのかなと思い

ます。こういう意味で，光村図書出版が選定されたというのは，納得のいくところか

なと思います。 

 

（伊藤委員）毎回，教科書採択については，ありとあらゆる方向から担当の方が時間を

かけて選択していただいていますので，ほかの委員の意見と同じようによく作られて

いる教科書というのはよくわかりました。６年生の中にある，中村桂子さんという方

の命のつながりという話がありますが，この方の本はすごい難しい本です。遺伝子レ

ベルで御自身の病気を通して深く関わられた方であり，また読みたいなと思った本が

ここに出ていて驚いています。先生方もこういう本を読んでいただいて，人間の本質，
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根源ということを深く学習していただけるといいかなと思います。本当にこの方の本

はすごく難しくて，生きて死ぬ知恵だとか，御自分の体験を通じて，生きるという意

味を問いかけられた本で，６年生にこの方の本を持ってくるというのは，正直驚きま

した。非常に深い本ですので，子どもたちに理解してもらうためには，先生方も何度

か読んでいただいた方が，良いと思います。 

 

（福嶋委員）今こうやって拝見していましたら，挿絵が光村図書出版の本は，それぞれ

のテーマに沿った，深みのある挿絵を使ってあると感じております。それぞれのテー

マに沿った絵描きさんを選んでらっしゃるのだと思います。 

 

（山中委員）教科書選定と外れるところがあるかもしれませんが，週に１時間，３５週

の中でこれだけの教材を扱って，全ての教材がその時間に合わせて作られているわけ

ですが，伊藤委員も言われたように先生方も学んでほしいです。これを教えていくに

は，相当の労力がどの教材も必要になってくると思います。こういった部分で教育員

会事務局もしっかりと学校現場の先生方をバックアップ，支援もしていただきたいと

思います。 

 

（下古谷委員）いろいろ光村図書出版さんの教科書を見せていただいた時に，各学年の

出だしのところで，「みんな生きている，みんなで生きている」というのが平仮名で

書いてある場合と漢字で書いてある場合がありますが，１年生から６年生まで教科書

を開いたとたんに出てくるということで，非常にインパクトがあって，子どもたちに

ずっと印象に残るのではないでしょうか。非常に良いなと感じました。 

 

（福嶋委員）先ほど山中委員がおっしゃったように，教科書を使っていくのに，学校に

よってばらつきがあるというのではなく，ある一定水準の，これを活かした授業がで

きるように，ある程度の指導力というのを教育委員会事務局で発揮していただければ

と思います。 

 

（教育長）教育指導課長，指導側のばらつきのないように教育委員会事務局でも支援を

よろしくお願いいたします。 

 

（教育指導課長）道徳の内容項目は，低学年，中学年，高学年によって若干異なるので

すが，１９項目から２２項目を扱うことになっております。それを１年生は３４時間

ですが，２年生以上は年間３５時間その中で適切に取り扱っていくということになり

ます。学校あるいは学級によって重点的に指導したいという項目も異なってきますし，

市全体としてもこういった部分は是非とも力を入れて指導していっていただきたい

ということについては，道徳の担当者会議等の場を通してお話させていただきたいと

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１８３０号｢平成３０年度使用小学校用「特別の教科道徳」教科用図
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書の採択について」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１８３０号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８３１号「鈴鹿市学校規模適正化検討委員会委員の委嘱又は任

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，鈴鹿市学校規模適正化検討委員会の設置等

に関する条例第４条の規定に基づき鈴鹿市学校規模適正化検討委員会委員を委嘱し，

又は任命するについて，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。 

 

（教育政策課長）それでは，私からは，議案第１８３１号「鈴鹿市学校規模適正化検討

委員会委員の任命及び委嘱」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。本委員会の設置につきましては，教育委員会４月定例会で承認をいただいた後，

６月市議会に設置条例案を提案し，承認をいただきました。その後，速やかに，依頼

等の人選を行い，市民委員の公募手続きを図ってまいりました。委員の構成につきま

しては，合計１１名で，委嘱又は任命の期間は，本日８月９日から１年間としており

ます。お手元の委員名簿を御覧いただきますと，まず，学識経験を有するものとして

２名の方を順に，名古屋市立大学大学院の鈴木賢一教授。教育施設や学校建築等につ

いて研究され，他市におきましては，本市が本年度策定予定の基本方針の次の段階で

ある学校再編等の検討委員もされております。次に，一般社団法人地域問題研究所の

田辺則人氏。都市計画や地域開発の調査研究をされ，三重県の地理にも詳しい，技術

士でございます。近隣の四日市大学を始め，多くの大学で講師等をされています。次

に，自治会の役員として，鈴鹿市自治会連合会副会長の片岡昌昭氏。学校教育法に基

づく保護者の代表として，鈴鹿市ＰＴＡ連合会副会長の鈴木美生氏。女性の方です。

学校長の代表として，稲生小学校長の伊藤行輝氏。続いて，教育委員会が必要と認め

る者としては６名の方。まず，シンクタンクの方を委員に構成いたしたく，三菱ＵＦ

Ｊリサーチ＆コンサルティングの南田あゆみ氏。都市マスタープランほか各種の調査，

コンサルティング業務に携わる一方で，来年小学校になるお子さんが見える女性でも

あります。次に，社会福祉法人和順会の宮里祐史氏。鈴鹿市内の障害者支援施設の施

設長をされており，特別支援教育の観点から委員をお願いしています。次に，教職員

を代表として，玉垣小学校教諭の服部由佳理氏。幼稚園長の代表として，旭が丘幼稚

園長中野あけみ氏。最後に，市民公募委員が２名でございますが，昨日の８日火曜日

に抽選会を実施した結果，お一人が，伊川真樹氏。中学生のお子さんがみえる男性の

方です。もう一人が，伊藤理恵氏。小学校低学年を筆頭に，３人のお子さんが見える
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女性でございます。今回，提案いたします１１名は，各分野の専門家だけでなく，現

役の子育て世代も含む，幅広い世代で構成されており，様々な観点から学校規模の適

正化・適正配置について，検討をしていただくことを期待しております。また，御覧

いただきますように，１１名のうち，男性は６名，女性は５名でございまして，鈴鹿

市男女共同参画基本計画に基づく，女性委員の比率は，４５．５％となり，４０％以

上とする目標値を達成しています。なお，第１回目の検討委員会の開催日は，８月１

８日に開催する予定としており，広報すずか８月５日号においても周知済みでござい

ます。説明は，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。 

 

（福嶋委員）１年という任期なのですが，今年１年で何回行われて，どういうことまで

達成しようという計画を持っていらっしゃるのでしょうか。また，あと引続き何年く

らいこの委員会があるのでしょうか。 

 

（教育政策課長）任期につきましては，１年ということで条例でも可決いただいており

ます。また４月の教育委員会定例会でも少し触れさせてはいただいております。昨年

度，本市におきましては教育政策課ができる前段といたしまして，基礎調査としまし

て，データ作りであるとか考え方をある程度報告というかたちでできあがっておりま

す。そのデータを最新版ということで，例えば平成２７年度国勢調査のデータという

のがその時点では反映できていませんでしたので，今回反映させていただく作業は，

既にこの４月から７月くらいの間にしております。それをもとに委員会にかけさせて

いただくということで，ゼロからの作成，出発ではないということを御承知おきくだ

さい。本年度としては，委員会の開催回数はおおよそ４，５回というあたりで，２月

ごろまでには策定させていただき，市民の方に向けてパブリックコメントを行ってい

きたいと考えております。万が一，時期がずれるであるとか，少し遅れるということ

であれば中間報告という手もございますが，それに合わせましても，先ほど１年と申

しましたので，翌年の８月までは任期がございますので，それまでには基本方針を仕

上げをさせていただきたいと考えています。内容につきましては，個別の地域の具体

的な再編計画ということではなく，全市的な意味での学校規模がどうであるとか，適

正配置ということを総合的にみていく基本方針と申したように，実行する前の段階で

ございますので，そういった作業を本年度この１１名の方々と一緒に実行していきた

いと思います。 

 

（伊藤委員）学校長や小学校，幼稚園などあらゆる方向からバランスよく委員の方を選

定いただいていていますが，この方たちの選定基準を教えていただけますでしょうか。 

 

（教育政策課長）他市の事例や調査を４月以降させていただいている中で，先進地の視

察を７，８市行っています。そこで伺っている中で基本方針を作成するときには意見

のまとまりというが非常に大事であるということで，あまりたくさんの数では策定ま
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では難しいというのがあります。他市の事例も含めて，１１名か１２名で構成をした

いという考え方がございました。それで最終的に１１名とさせていただき，その上で

全市的な意味合いで，地域に関わる方々ばかりですと，どうしても自分の住んでいる

居住地に目がいきがちになります。このことから，市外在住の方を３名，学識経験者

の鈴木先生，田辺様，あと６番目の南田様を選抜させていただいております。あと学

識経験を有するもの，自治会の役員，保護者，学校長はおおよそ１名ずつお願いしよ

うと考えました。トータル１１名から１２名と申し上げましたが，逆に引き算をして

いく中で，残り７名になります。昨今こういった委員会については，おおよそ市民公

募委員が２名となっており，残りが５名となります。やはり学校の現場の先生や次に

就学される幼稚園の先生，普通学級に対して特別支援学級の視点も必要であるため障

害福祉施設の方，最終的には１１名とさせていただきました。 

 

（下古谷委員）参考までに教えてほしいのですが，男性の方６名，女性の方５名と選ば

れたということで，女性の方は４番の方，６番の方，８番の方，９番の方，１１番の

方の５名でよろしかったでしょうか。１０番の方は，男性ということでよろしいでし

ょうか。 

 

（教育政策課長）そのとおりです。 

 

（下古谷委員）市民公募の抽選で選ばれた方が２名ということですが，何人くらいの応

募があったのでしょうか。また，あえて男性１名，女性１名と選ばれたのでしょうか。 

 

（教育政策課長）申込期日は８月２日でした。その時点で３名の方から応募いただき，

そのうち２名の方の抽選を行い，その結果が男性１名，女性１名となりました。 

 

（福嶋委員）市民公募の方はいつも抽選で選ぶことになっているのでしょうか。お話を

聞いてから決定するということはないのですね。 

 

（教育政策課長）いろいろなやり方をしているところがあると思います。例えば，作文

と面接をされるケースもあると思います。私は障害福祉課に在籍時に抽選を行いまし

た。スタンダードなところはおそらく抽選会のほうが多いかとは思いますが，作文，

面接というケースもございます。 

 

（福嶋委員）３人はより熱心であることには代わりがないのですが，ある程度聞き取り

をして選ぶのも良いのかなと思います。それからコンサルの方なのですが，やはりシ

ンクタンクの方は必要なのでしょうか。 

 

（教育政策課長）基本的にこういった学校規模適正化というのは，様々な視点が必要に

なってきます。その中で，この方の専門は都市マスタープランですので，都市全体を

総合的に考えることができるシンクタンクの方ということで，選定させていただいて



11 

おります。 

 

（福嶋委員）シンクタンクの方は，本当に情報量も多くて知識もたくさんあって必要か

なとは思うのですが，いいところがある一方で，これはシンクタンクの方が作ったの

かなという印象を受けることもありますので，鈴鹿市に特化したものなのですという

のを出していただくように，地域の方もお互いに情報交換をしながら良いものを作っ

てもらいたいなと思います。 

 

（教育政策課長）行政が主導で基本方針策定の案を作らしていただきまして，委員会に

は提示します。その中で御意見をいただいて修正箇所は修正させていただきます。委

員会から提言のようなものをいただくこともあるかもわからないですが，我々がベー

スは作成していきます。 

 

（伊藤委員）学校規模適正化で一番意見が出るのが，自治会からだと思いますが，この

方１名だけで十分なのでしょうか。 

 

（教育政策課長）全市的という意味合いと，他市に倣って１名としています。ただしあ

る特定の地域におきまして，再編計画の検討委員会となった場合，その区域の複数の

自治会長や住民の方に参画していただくということを考えております。今回策定させ

ていただくのは，まずは全市的な基本方針ということで，自治会連合会から１名お願

いさせてもらっています。 

 

（伊藤委員）現実問題として，山のほうや海のほうは，ずいぶん子どもの分布が変わっ

てきていると思います。学校規模適正化ももちろんなのですが，鈴鹿市自体の再編成

がかかってくると思います。ですので，非常に膨大な時間とお金がかかることを心配

をしています。練りに練っても進まない事業だと思われ，担当者の方もしっかりして

見えるので，行政主導でやっていただきたいと思います。 

 

（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１８３１号「鈴鹿市学校規模適正化検討委員会委員の委嘱又は任命に

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１８３１号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８３２号「平成２９年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案につい

て」をお諮りいたします。 
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（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平成２９年度鈴鹿市教育費第１

号補正予算案について，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。 

 

（文化振興課長）それでは，平成２９年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案につきまして，

資料７ページを御覧ください。補正額の総額は７７２万１千円でございますが，私か

らは文化スポーツ部の所管分について説明申し上げます。補正額の内訳でございます

が，社会教育費，社会教育総務費の地域家庭教育支援事業費３４０万７千円の増額は，

国の学校を核とした地域力強化プランに基づき，学校を核として，放課後子ども教室

と放課後児童クラブが一体型で実施するに当たり，ＩＣＴ機器等を活用した学習支援

や，快適な環境を確保するための設備整備として，タブレット端末や掃除機等の備品

購入に対し，国，県から補助をいただけるものです。本事業の対象となりますのは，

井田川小学校の余裕教室を利用して実施している放課後子ども教室と，同じ小学校の

敷地内にある旧幼稚園舎において実施している放課後児童クラブの児童が一緒に活

動をするための設備整備費で，この度，放課後子ども教室推進事業費補助金交付の内

定を受けましたので，予算計上するものでございます。次に，文化財保護費の指定文

化財修復費補助２５０万円の増額でございますが，市指定無形民俗文化財である，長

太鯨船行事の山車修復に対する長太鯨船保存会への補助金でございまして，財団法人

自治総合センターから一般コミュニティ助成金に採択決定されたため予算計上する

ものです。なお，放課後子ども教室推進事業費補助金と一般コミュニティ助成金の補

助率は，共に１０／１０でございます。説明は，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。 

 

（地域協働課長）私からは引き続き地域振興部で所管しております補正予算について説

明させていただきます。７ページを御覧ください。今回，地域協働課から補正予算を

お願いしますのは，教育費補正額内訳，社会教育費，社会教育総務費，ふれあいセン

ター施設管理委託料１４万２千円と，同じく社会教育費，公民館費，管理運営費，施

設管理委託料１６７万２千円でございます。補正内容でございますが，本年６月から

７月にかけて，公民館事務所が連続して５件の空き巣被害に遭ったことを受けまして，

防犯体制の強化を目的に，民間警備会社による事務所警備システム費用を計上するも

のでございます。公民館には，地区市民センターと併設された公民館と単独の公民館

がございますが，地区市民センターにおいては，納税や住民票の発行など，個人情報

を多く扱うことから，従来より，事務所警備システムを導入しており，今回被害に遭

った公民館は全て単独公民館でございました。このことを受け，地区市民センターと

同様に警備システムを導入することで，不審者侵入時に警報音による警告や即時通報

等の対応ができること，また，外観においても警備システム導入が認識できることに

よる抑止効果が期待できるものと考えております。次に，今回導入を図る公民館数で

ございますが，ふれあいセンター１館と，単独公民館１０館に加え，同じ敷地内で，
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併設されてはございますが，地区市民センターと公民館の建物がそれぞれ独立してお

ります，河曲公民館と合川公民館を合わせました，合計１３の施設に警備システムを

導入するものでございます。平成２９年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案の地域協働

課からの説明は以上でございます。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。 

 

（山中委員）地域家庭教育支援事業費３４０万７千円という１０分の１０の補助金で，

市としては非常にありがたいのですが，井田川小学校と旧幼稚園を利用した施設で，

具体的にはどのようなことをされるのでしょうか。 

 

（文化振興課長）一体型で井田川小学校で実施する子ども教室なのですが，この４月か

ら井田川小学校の中にある特別教室を使わさせていただいて，放課後子ども教室をや

っています。放課後子ども教室は月２回しか開催されないのですが，同じ敷地の幼稚

園の学童に通っている子どもたちの中から，一緒に活動するという子どもたちが来ま

す。一体型というのは，同じ敷地の中で児童クラブ，放課後子ども教室があって，移

動が危なくないというので，一体型として認められます。一体型にするに当たって，

設備整備としてＩＣＴ機器を使った学習や環境整備について，補助をいただけます。

内容としては，タブレット端末１０台，それに関わる無線ＬＡＮのアクセスポイント

やプロジェクターやソフト関連，ライセンス等の周辺機器，掃除機などを予定してお

りまして，タブレット端末で約２００万円，周辺機器で５０万円，ソフトウェアで６

０万円近く，掃除機が５万円となり,３４０万円の見積もりが出ております。 

 

（福嶋委員）なぜ井田川小学校で補助金をもらうようになったのか，経緯を教えてくだ

さい。 

 

（文化振興課長）国が学校を核とした放課後児童のプランを進める中で，平成２８年の

１１月に一体型を進めていくに当たり，施設整備費，備品に関する補正予算が付きま

した。それで，補助金の申請をしていましたところ，今年６月に採択決定されました。

採択されるかわからなかったため，当初予算には入れておらず，今回補正予算の要求

をさせていただきました。国が学校を核として放課後の子どもたちの健全に過ごすこ

とを奨めるプランがありますので，そちらの一環で一体型のところに設備施設費が付

きました。これは，県内で手を挙げたところは井田川だけでございます。 

 

（福嶋委員）国は一つのモデル事業として予算を付けようということなのですか。 

 

（文化振興課長）そうです。県内ですとモデル事業になるかもしれませんが，新しいこ

とであり，国が予算を付けていただくということで，新しい事業で進めていきます。 
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（福嶋委員）タブレット端末が１０台あるということで，これを使いこなすということ

がこれからはとても大事になってくると思います。うまく使うために指導員のような

人材はいるのでしょうか。 

 

（文化振興課長）子ども教室を見ていただいているのは，地域の方が中心になっている

のですが，そこには，文化振興課の教員の職員も出向いております。タブレット端末

を使う場合は，指導させていただくと考えております。 

 

（福嶋委員）せっかくタブレットが１０台あるので，放課後だけしか使わないともった

いないと思いますが，学校で使ったり借用することはできないのでしょうか。 

 

（文化振興課長）当然放課後で月２回しか使わないのは，大変もったいないです。学校，

学童でもタブレットは自由に使っていただけます。ただ，使うに当たって，使い方，

貸出し，保管に関してのルールを作るために井田川地区の放課後児童健全育成推進協

議会を立ち上げ，地元の方や学校の校長先生に入ってもらって，学期ごとに会議をし，

どのように使われているかきちっと整理をしていくこととしています。あまり学校ば

かりに使われてしまってもいけませんので，やはり地域のことに使っていただいたり

とか地域の方と一緒にタブレットを持っていって調べたり，写真を撮ったりして使っ

てもらうのは良いと思います。放課後子ども教室として，地域学習等利用目的にあっ

たものであれば，学校でも使いますし，学習教材も入っていますので，時間をとって

学習していただくこともできます。 

 

（下古谷委員）タブレット端末に関して，１０台購入予定とのことでしたが，規模とし

て１０台で足りるのでしょうか。 

 

（文化振興課長）子どもが今１８人いまして，１０台となっています。これが１人１台

となってしまうとその子のものになってしまい，だめですので，２人で１台を使って

もらうということです。みんなで使っていただくということで，１０台となっていま

す。 

 

（下古谷委員）さきほど１０台で２００万円くらいとのことでしたが，タブレットとし

て１台２０万円は極めて高額になると思います。これは，保守管理も含めての金額な

のでしょうか。 

 

（文化振興課長）当初の設定費用や保守については,国は認めてないので，物だけになり

ます。保守管理費用は別途となります。 

 

（下古谷委員）極めて豪華なタブレットですね。子どもが使うものですから，壊れた場

合，修理代等のランニングコストがかかってきますね。高価な機種であればあるほど

高くなりますので，そこに違和感を感じました。 
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（文化振興課長）教育のほうで指導されている方に確認して選んでおりますので，これ

でいきたいと思います。 

 

（伊藤委員）井田川が手を挙げたということで，国の補助金は書類とかもいろいろ付い

てきて，あとあと実績等ややこしいと思いますが，一校しか手を挙げていないのが残

念です。ほかはタブレットが入っていると考えてよろしいでしょうか。 

 

（文化振興課長）現在，鈴鹿市で放課後子ども教室をやっているのは，清和小学校，郡

山小学校，白子小学校，明生小学校，井田川小学校，河曲小学校の６か所です。その

中で一体型という同じ敷地の中で，放課後子ども教室と学童がやっているのは，井田

川だけです。国が進めていくのが，学校の空き教室が出てくるところが多くなってき

て，学校を核として学童と放課後子ども教室を一緒にやっていくことを掲げているの

です。その中で，今まで井田川は公民館でやっていたのですが，小学校の図工室の特

別教室がお借りできるということで，公民館も使いますが中心は学校のほうで，子ど

も教室をさせていただきます。同じ幼稚園でやっている学童も同じ敷地内ですので，

その時間だけ来ていただいて学童の子どもも一緒にするということです。同じ敷地内

でないと危険というのもあると思います。国が一体型を進めるということと，本市と

しましても放課後子ども教室を増やしていくという目標を掲げておりますので，モデ

ルケースのようになれば良いと思います。次に考えられるのが，学童が少し離れてい

ますが，一番近くにある河曲です。 

 

（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１８３２号「平成２９年度鈴鹿市教育費第１号補正予算案について」

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１８３２号を原案のとおり承認いたしま

す。 

 

（教育長）次に議案第１８３３号「文化財の指定について」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，鈴鹿市文化財保護条例第１条の規定に基づ

き鈴鹿市の文化財として指定するについて，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 

 

（文化財課長）それでは，私からは議案第１８３３号「文化財指定について」につきま
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して，説明申し上げます。９ページを御覧ください。７月１１日開催しました，鈴鹿

市文化財調査会におきまして，文化財指定についての諮問をお願いしたものでござい

ます。文化財の名称としましては，｢専照寺聖教類附関係資料３８点｣でございます。

鈴鹿市磯山にある真宗高田派・専照寺に伝来する５，０９０冊の聖教類は，同寺の住

持らが撰述，書写・蒐集したもので，鈴鹿市域の寺院における学問・教育・文化の実

態を知る上で，貴重な蔵書群でございます。聖教類の多くは，１９世紀前期に第８世

住持を務めた法定上人（天保１１（１８４０）年没）と，１９世紀半ばから明治期に

かけて第１０世住持として長く活躍した行海上人（大正２（１９１３）年没）らによ

り集積されました。両上人は真宗高田派を代表する学僧であり，本山専修寺の教育機

関である学寮の講師も務めておられました。専照寺に残された聖教類は，住持の教学

活動の所産であるとともに，真宗高田派の学問体系の特質も表れており，書籍の中に

は一般に流布したものや，仏教関係以外の書物も含みますが，近世・近代におけるこ

の地域の宗教者が有した知の体系が表れています。内容的な特質としては，自宗以外

の諸宗（余乗）の聖教が多く含まれる点が挙げられまして，余乗の聖教が真宗寺院に

伝来することは決して一般的なことではなく，この蒐集のあり方自体が，高田派にお

ける学問・教学活動の実態を考える上で興味深いものございます。聖教類は，法定・

行海らが修学した寺院で入手，または京都の書肆から購入したものが多くございます

が，特に行海上人の蒐集活動を３８点の関係資料から跡付けることが可能です。今回，

指定文化財候補として，審議いただきましたところこれらの蔵書群がどのように形成

されたのかを知る重要な手掛かりとして，合わせて文化財的価値があると位置付けら

れ，指定することが妥当であるとのご意見をいただき，市の文化財に指定するもので

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。 

 

（福嶋委員）鈴鹿市にある文化財の中で，こういう経典がこれだけたくさん指定された

というのは珍しく，今までにそれほどなかったと思います。一般的には馴染みがない

もので，指定された理由や概要，今後どのように活用していくのかを教えていただけ

ませんでしょうか。 

 

（文化財課長）専照寺さんの聖教類というのは，専照寺さんで長年保管されてきたもの

なのですが，数もさることながら非常に状態も良いということで，地域の郷土史に興

味のある方などの協力も得ながら整理されてきました。専門的な先生なども指導に携

わったりしながら目録も作られ，資料の１１ページの下にある写真のように本堂須弥

壇の慳貪箱に入れて保管されているということで，非常に状態も良く価値が高いこと

から，文化財に指定されました。また，こういったものは，ほかの寺院にあるかもし

れないですが，ここまで状態が良くというのは難しいと思いますし，目録もしっかり

揃っているということ，また，真宗寺院でありながら資料１０ページにあるような真

宗高田派以外の私要鈔や法華経論義三百帖などが残されていることで価値があり，文
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化財に指定されました。 

 

（福嶋委員）市にとっても文化財が増えることが良いことですので，大事なものは早く

見つけて保管していかないといけないと思っています。 

 

（下古谷委員）こういう非常に貴重な資料というのは，市民の方に公開をされるのでし

ょうか。また，資料の電子化というのも考えられているのでしょうか。 

 

（文化財課長）現在寺院に保管されていますので，頻繁に公開というのは難しいです。

ただ，文化財の保護というのは，保存と活用があってこそ保護ができると言われてお

りますので，活用という意味で公開ができるようなことも今後考えていきたいと思い

ます。今のところ市にも公開施設はありませんので，県内の機関と相談しながら考え

ていきたいと思います。また，デジタル化ですが，鈴鹿市では今のところ実施した事

例はございません。特にこういった紙でできたものは劣化していくことも考えられま

すので，将来的にはそういったことも必要かと思いますが，今後の課題であると考え

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１８３３号「文化財の指定について」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１８３３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。「学校給食会計について」をお願いいたし

ます。 

 

（教育総務課長）それでは，報告事項になります。学校給食会計ということで資料が２

ページございます。大きく３つの項目を報告させていただきたいと思います。１番始

めが，平成２８年度の会計報告の概要，そして二つ目が平成２９年度４月から５月の

会計報告，そして三つ目が今後検討していく内容として，自校調理校の支払業務一元

化についての考え方を報告させていただきます。その前に２ページ目の収支一覧表の

簡単な説明をさせていただきます。左のほうから各学校別に庄野，加佐登，石薬師と

並んでいるのが，自校調理校でございます。平成２８年度の結果報告となっておりま

して，庄野を例に挙げますと，食数が３５３食，平成２８年度末残金が６８３，４３

６円ということで，給食８回分の残金があるという内容でございます。また，平成２

９年度の報告は５月末時点の経過となっております。下のほうを見ていただきますと，

自校調理校合計の平均，センター方式による小学校の給食センター，１番下が中学校
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給食の第二給食センターとなっております。１ページ目に戻りまして，平成２８年度

の会計報告の概要でございます。まず，自校調理校１８校の概要でございますが，昨

年度は，野菜高騰による給食の中止の影響から各校は支出抑制の傾向となり，支出を

慎重にしていたという内容でございます。平均４．８回分の給食費を残す結果となり

ました。一般的には，残す回数としては，不測の事態も含めて２回から３回程度の余

裕を持つよう指導させていただいているところですが，昨年度につきましては，支出

を慎重にしていた関係上，約４．８回分を残す結果となりました。これらを受けて，

年間を見据えたさらなる計画的な給食会計の運営が一つの課題となっているところで

ございます。続きまして，２番目，小学校１１校分の学校給食センターですが，残り

回数３．３回分ということで概ね適正な給食会計の運営を行っていると考えます。３

番目の中学校用の第二学校給食センターですが，残り回数が２．６回分ということで，

適正な給食会計の運営を行っていると考えます。続きまして，４月，５月分の会計報

告の途中経過ですが，本年度新たに給食会計の年間運用についての担当者研修会を開

催しておりまして，年間の給食経理などの流れなどの再確認をさせていただいており

ます。それとともに，全般的に自校及び各センターでは，２学期以降の食材の高騰な

どに対応するため，１学期の給食予定価格をやや抑え気味に運営しておりまして，１

学期につきましては順調に推移していると考えております。また３番目，自校調理校

の支払業務一元化について，先ほどもふれましたが，現在は自校調理校が１８校とな

っております。これの概要でございますが，自校の調理校におきましては，食材の発

注，検収，支払といった給食経理事務を現場の教諭等が兼務で行っておる現実があり，

執行状況の把握等で苦慮している面もあります。この件を解決すべく平成３０年度か

ら支払業務のところだけ教育総務課の給食グループが一括化して支払いを行い，支払

業務の一元化を考えているところです。効果として，経理の安定化ということがあり

ます。食材高騰などで，自校給食経理の執行状況が難しい傾向となった場合などは，

業務一括化のスケールメリットを活かし，全体経理で対応することが可能となります。

例えば，現状は，自校だけの予算だけでやりくりしている訳ですが，平成３０年度か

ら万が一経理が苦しくなってきた場合は，教育総務課で一括管理ができるという対応

も可能と考えております。また，支払を一括化することにより，食材価格の平準化に

も寄与できるなど，学校ごとの金額の格差是正が図れるのではないかと考えています。

二つ目が食材や献立の柔軟な対応でございます。来年度から行う支払一括化により，

教育総務課にて自校調理校の執行状況を即座に把握でき，会計状況によっては，献立

の変更など柔軟な対応ができます。例えば，２学期の時点でこれからの全体の執行状

況を見据えて，もし余裕があれば３学期からの献立を充実するなどフレキシブルに対

応ができるのではないかと考えております。これに当たり，様々な制度設計が必要と

なりますが，鋭意努力しまして今後とも学校給食の安全，安心，そして安定した給食

の提供に努めていきたいと考えております。 

 

（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）結果的に前年度マスコミを賑わせてしまったと思うのですが，給食費その
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ものの値上げという検討はなかったのでしょうか。 

 

（教育総務課長）現段階においては，このような結果のとおり若干余り気味というのが

ございますので，給食費の値上げは考えておりません。ただ，今後食材の高騰や，単

価アップ，また牛乳などの補助金をもらって運営させてもらっているものもございま

すので，今後動きがあれば逐一報告させていただきながら，また教育委員会にも諮ら

せていただきたいと思います。現段階で，今年度の途中から給食費の値上げは考えて

おりません。 

 

（伊藤委員）この収支一覧で，平成２８年度の残回数というのは，皆さんの努力の賜物

だと思いますが，ただ，こういうのは限度があると思います。台風などがあれば野菜

などが高くなってくると思いますし，天候悪化等の場合は，事前に保護者に何か文書

を出されたほうが良いのではないのでしょうか。この結果を保護者の方はあまり分か

っていただいていないと思います。また支払一元化は良いと思いますが，現在の仕入

先が変わる訳ではないと思われますので，支払いのみ一元化というのは非常に煩雑に

なると思います。原材料の高騰などに素早く対応しようと思うと，難しいとは思いま

すが仕入先を精査していただきたいと思います。そうしないと，業務だけ煩雑化する

だけで，保護者には伝わっていかないではないのでしょうか。お互い痛み分けで，納

得の上で前回のように根拠もなく，やたら話題性だけ持って取り上げられるというの

は非常に良くないと思います。教育委員会で全て抱えていくには限度があると思いま

すので，切るものも考えていただいたらと思います。 

 

（教育総務課長）保護者への情報として，ホームページでの情報提供や，中学校につい

ては，保護者に毎月，食のたより，また，幼稚園，小学校についても献立や食育とい

った情報を出させてもらっていますし，今後も充実させ継続していきます。野菜等の

高騰ですが，中学校給食や給食センターは比較的大規模に仕入れることができるので，

価格の安定というのはあると思います。心配なのが自校調理校であり，仕入れの数が

少なくなりどうしても価格が高くなってしまう傾向にあります。そういったところで

仕入先を変えるというのも，ずっと付き合いがあり変更するというのも難しい面があ

るとは思いますが，品質が良く，地物で，大量に仕入れてお値打ちなものをというよ

うな状況をしっかり働きかけながらやるということを考えております。一元化するこ

とによって野菜価格の平均的な価格をしっかりと把握することができます。そういっ

たところで仕入れ価格の平準化にも間接的につながっていくのでないかと考えてい

ます。今のようなかたちではなく，しっかり一元に管理させていただくことにより野

菜価格の平準化にも貢献できるのではないかと考えています。様々な課題があります

が，一つひとつ取り組んでまいりたいと思っております。 

 

（福嶋委員）一時経費削減のため牛肉を鶏肉に変更するなど，苦労されたと思うのです

が，決して保護者は貧しい給食を与えてほしいとは思っていないのです。食べること

は大事なことで，おいしく良いものを食べるのは基本なので，あまり無理して切り詰
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めていくよりかは，おいしい給食をというのを重点においてもらいたいと思っていま

す。鈴鹿市はそれほどに高い給食費ではないので，長期的には給食費を上げていくと

いうのを視野にいれてもらってもいいなと思います。保護者にわかっていただけるだ

けの情報を出してもらえれば良いのではないでしょうか。現場の先生方の支払いにつ

いて手を煩わせていた点が，今回市のほうで一括してやっていただくということで，

それは本当にありがたいなと思います。現場の先生が，お金を集めることに苦慮され

ていて，本来教えていることと違った業務というのを，もっとほかの面でも簡略して

いければいいなと思っています。先ほど伊藤委員がおっしゃったように個々の学校が

買っていただいているお店を，例えば組合組織のようにして，そこに入っていただい

て業務を継続してもらうとか，あるいは，登録を辞めるのであれば，代替のお店を用

意してもらうとか，そういったやり方もあるのではないのかなと思います。 

 

（教育総務課長）子どもたちは，給食をすごく楽しみにしています。給食費を抑えるあ

まりレベルを下げるというのはあってはならないことですので，そのあたりはしっか

り献立検討委員会等もやっておりますので，給食費に見合った給食の充実を図ってい

きたいと思います。地元の八百屋さんについても，ほとんどの商店が組合に加盟させ

ていただいております。ただし，皆さんが卸されるのが北勢市場からで，北勢市場の

野菜の供給量というのに非常に左右されます。そういったところについても，こちら

のほうから働きかけをするなどして野菜の安定価格というところについてもこれか

ら取り組んでまいりたいと思っております。 

 

（下古谷委員）自分の子どもが給食を食べていまして，おいしいおいしいと言って食べ

ているので心配はしていないのですが，実情を踏まえていくと少し値上げというのも

良いのかなと考えております。ただ，この資料を見せていただいて，桜島のところが

平成２９年度５月時点では０，４回分の不足，平成２８年度は０，５回分の余りとい

うことで，本当にぎりぎりのところでされているとよくわかります。ただ，平成２９

年度については，まだ一元化していかないのであれば，桜島のところは注視し，マイ

ナスにならないようにしていただきたいなと思います。 

 

（教育総務課長）桜島の関係については，食数が非常に多いということと，５月時点で

マイナスということですが，通帳がマイナスということではなく，請求額に対してと

いうことです。通帳としてはプラスになっておりますので，報告させていただきます。

各学校においてもこれぐらいの差があるということを踏まえ，このあたりを来年度支

払一元化することによって平準化させ，残回数というのも２回程度に抑え，結果的に

は献立の充実にもつながっていくのではないかと思っておりますので，取り組んでま

いりたいと思います。 

（山中委員）一元化まであと半年程度で，もう時間はないと思います。自校の場合は食

材発注，検収は自校でやる，支払いに関しては，市でやるということで，それだけで

も学校現場の負担は軽減されて良いことだと思います。あと半年でやるとなると時間

もないし，大変だと思います。食材価格の平準化というのも即実施できることでもな
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いですし，模索していくものであると理解しております。私も業者さんについては一

つの業者さんを切るのでもいろいろな方から怒られまして，苦い経験をしてきたので，

そういったこともあるかと思いますので，頑張ってください。 

 

（教育総務課長）今，夏休みの期間を利用しまして来年度の支払一元化に向けて努力し

ているところでございます。これからも御指導いただければと思いますので，よろし

くお願いいたします。 

 

（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，その他

事項に移ります。 

 

（教育長）「９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９月定例会でございますが，平成２９年９月２２日金曜日 

午後３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,９月教育委員会定例会を平成２９年９月２２日金曜

日午後３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８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。なお，休憩を挟んで，懇談会を開催いたしますので，委員の皆

様，よろしくお願いいたします。 

 

 

８月教育委員会定例会終了 午前１０時４３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 


